広報

（7） 令和2（2020）年 9月20日
区有施設等の利用時には、咳エチケッ
トの徹底やマスクの着用等、ご協力を
お願いします。

催 し も の など

第 1261 号

子申請可）

台東区

申込締切日 10月19日㈪（必着）

リサイクル
日時 ①

10月24日㈯午前9時～午後4時 ②25日
㈰午前8時～午後3時 場所 花川戸公園

朝倉彫塑館から

※車での来場不可、天候により中止の場合

●常設展示内特集「時代を創った人物8

あり 出店数 ①30店 ②20店

思慕の人々〜郷里大分〜」 朝倉文夫が制

出店料 ①2,000円※区民は会HPから予約

作した肖像彫刻を特集します。 期間 12

で1,500円 ②1,500円

月13日㈰まで

開館時間 午前9時30分～

①リサイクル推進友の会（午前10時～午

入館料 一般500円、小中高生250円※入

後4時）※会HPか当日会場で申込み

休館日 月・木

曜日（祝休日の場合は翌日）

withコロナ時代の厨房での衛生管理について、専門的な部分を
分かりやすく解説します。
日時 10月9日㈮午後2時～4時

TEL （3412）6857

講師 井部修氏（京王プラザホテル調理部支配人）
、石川史子氏

（フードビジネスプロデューサー）
※共にホテル＆ホスピタリティ
ビジネス衛生管理実践研究会

②里彩くるカエル

TEL 090（3068）3534

TEL （3821）4549

問合せ 台東区清掃リサイクル課

上野学園大学による午後のコン
サート（予約制）

※区内在住の方優先

曲目（予定）G線上のマリア（J.S.バッハ）

所・氏名・年齢・電話番号・子供の年齢

ほか 入場料 500円※未就学児入場不可、

をメールか直接下記問合せ先へ※電話で

詳しくは、旧東京音楽学校奏楽堂HPをご

の申込み不可、営業関係の方の出店不可

覧ください。

申込締切日時 10月19日㈪午後６時※出店

勤労者サービスセンターの催し

・HACCP制度について解説
申込方法 氏名・人数・電話番号を電話かファックスまたはメー

ルで下記問合せ先へ

ケット出店者募集 日時 11月29日㈰午前

出演 上野学園大学音楽学部学生

場所・申込み・問合せ 旧東京音楽学校奏楽
堂 TEL （3824）1988

・東京都や各種業界団体のガイドラインについて解説

●子ども用品限定 ひまわりフリーマー
10時～午後2時 出店数 23店（抽選）

予約開始日 9月22日㈷

・飲食店やホテルの厨房・料理人向け衛生管理方法について講演

TEL （5246）1291

日時 10月8日㈭午後1時開場、2時開演

問合せ 観光課 TEL （5246）1447

FAX （5246）1515

Eメール taito-omotenashi@city.taito.tokyo.jp

申込方法 出店日・住

決定者のみ出店票を送付

▲井部修氏

内容

倶楽部（午前10時～午後7時）

場所・問合せ 朝倉彫塑館

場所 区役所10階会議室

定員 50人（先着順）

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

午後4時30分（入館は4時まで）
館時は靴を脱ぎ靴下着用

withコロナ時代における
観光業の衛生基準や実践対応
厨房・料理人向け

問合せ 環境課 TEL （5246）1323

●フリーマーケット出店者募集

第2回「おもてなし講座」

▲石川史子氏

「声の広報」
を貸出しています
毎月2回、5日と20日に発行している区の広報「たいとう」

場所・問合せ 環

の内容を録音した、
「声の広報」
（カセットテープ版・デイジー

境ふれあい館ひまわりリサイクル活動室

版）を作製し、郵送で貸出しています。

TEL （3866）8185

▷対象 区内在住の視覚障害のある方

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

▷申込み・問合せ

●その時のために備えるということ 命を

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

家族を 守るための防災セミナー

日時 10

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

対象 区内

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

在住か在勤の方、勤労者サービスセンター

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

●浅草寺所有文化財の保存修理について

会員とその家族 定員 15人（抽選）

パネルに掲示しています。
ご利用ください。

名・所在地をはがきかファックスで下記問

日程 11月1日㈰

講師 防災普及指導員（台東区危機・災害対
策課） 申込締切日 10月6日㈫（必着）

ゆずります ポータブルトレイいす、おひ

合せ先へ

護代表取締役）

つ（木製）
、スタッキングチェア２脚、日

●第6回CAD入門講座「Root Prｏ CAD」

●健康セミナー「正しい動き塾」

立液晶テレビ、自転車24インチ・27イン

日時（全2回）11月10日㈫・11日㈬午後6

チ、金魚鉢、LED照明器具3個、洗濯機、

時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

月24日㈯午後2時～3時30分

日時（全2回）11月6日㈮・13日㈮午後6

広報課（区役所３階⑧番） TEL （5246）1021
ふりがな

（4回分） 申込方法 講座名･住所・氏名・

申込締切日 10月23日㈮（必着）

子氏（すみだ郷土文化資料館）
講師 池田和彦氏（㈱修

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
時間 午後2時～4時 場所 生涯学習セン
ター 定員 30人（抽選）※区内在住の方

時30分～8時 対象 区内在住か在勤の方、

食器

勤労者サービスセンター会員とその家族

ゆずってください 将棋駒・駒台、子ども

選） 講師 清水直人氏

費用 3,000円（2

講座名・希望人数（2人まで）
・参加者全

定員 15人（抽選） 講師 小西宏和氏（ト

用室内鉄棒、ミシン

回分） 申込方法 往復はがきに講座名・住

員の氏名・年齢・代表者の住所・電話番号

レーナー） 費用 1,000円（サービスセン

※上記の情報は9月1日現在の内容です。

所・氏名・年代・電話番号、在勤(学)の方

を書いて下記問合せ先へ

ター会員とその家族は500円）

詳しくは、下記へお問合せください。

は勤務先(学校)名・所在地を書いて下記問

申込締切日 10月16日㈮（必着）

申込締切日 10月7日㈬（必着）

問合せ 環境ふれあい館ひまわり３階リサ

合せ先へ

問合せ 〒111－8621

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 はがきに催し名・住所・参加者

全員の氏名・年齢・電話番号、会員の方は
会員番号を書いて下記問合せ先へ
場所・問合せ 〒111－0056

台東区小島

2－9－18 台東区中小企業振興センター
台東区勤労者サービスセンター

（学）で全日程受講可能な方 定員 4人（抽

介護福祉士受験対策講座
（オンライン研修）
日程 10月18日㈰、11月1日㈰・15日㈰、

3年1月10日㈰

時間 午前9時30分～午後
4時30分 対象 区内在住か在勤で介護福祉

園芸講習会
～野菜や花を育てる～
「コンテナガーデンを楽しもう」
日時 11月8日㈰

午後1時
場所 区役所10階

着順） 費用 各2,000円（テキスト代）
申込締切日 10月1日㈭

申込み・問合せ 台

東区社会福祉事業団 TEL （5603）2228

講 座・相 談 会 など
産業研修センターの催し

会議室

申込締切日 10月21日㈬
（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

イクルショップ TEL （3866）8361

士を目指す介護職員の方 定員 各20人（先

TEL （5829）4123

ふりがな

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
TEL （3872）6780
FAX （3871）9525

優先

申込方法 往復はがき（1人１枚）に

ふりがな

生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5828

若手経営者サポートセミナー
経営者の心構え“醸成”コース
日程（全5回）11月24日㈫、12月15日㈫、

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

3年1月12日㈫、2月2日㈫・24日㈬
時間 午後7時～9時（2月24日のみ午後6

時45分～8時45分） 場所 区役所10階会
議室 対象 企業の経営者および後継者や、

日時 10月17日㈯午後1時30分～4時15

事業を始めたばかりの新人経営者等

分

対象 区

定員 50人（先着順） 講師 二条彪氏（経

相談員 弁護士か

営コンサルタント） 費用 10,000円（5

場所 区役所6階601会議室

内のマンション所有者
一級建築士

申込締切日 10月14日㈬

回分） 申込方法 下記問合せ先で配布する

申込み・問合せ 住宅課

受講申込書（台東区産業振興事業団HPか

TEL （5246）9028

らダウンロード可）に記入し、ファックス
かメールで下記問合せ先へ

無料建築相談

問合せ 台東

対象 区内在住か

●ファッションデザイン画４日間講習

在勤（学）の方

日時（全4回）11月4日～12日の水・木曜

日時 10月1日㈭、11月5日㈭午後1時～4

FAX （5829）4127

定員 10人
（抽選）

日午後6時30分～8時30分

時

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

対象 区内在
住か在勤（学）の方 定員 15人（先着順）

講師 伊東康仁氏

（シティファー

内容 フォトショップでデザイン画を描く

区産業振興事業団 TEL （5829）4124

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

TEL （5246）1468

文化財講座

マー） 費用 2,000円（材料費）

ほか※パソコンは各自持参、ワコムペンタ

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名・

ブレット（デザイン画用のタブレット）の

●隅田川両岸地域と伝説―梅若丸伝説と妙

<10月>

年齢・電話番号を書いて右記問合せ先へ
（電

貸出あり

亀塚―

18日

講師 鄭貞子氏

費用 5,000円

日程 10月31日㈯

講師 小山貴

菊供養会・金龍の舞（浅草寺）

区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。
【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、
郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」
、
生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

