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催しものなど催しものなど
上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ30 

「弦楽合奏の世界」
時 3月10日㈭午後1時開場、2時開演

出演 上野学園大学音楽学部学生　 曲目 デ
ィヴェルティメントニ長調（モーツァル
ト）、ロマンス第2番ヘ長調（ベートーヴ
ェン）ほか　入場料 500円（チケットを
購入するには電話での事前予約が必要)
予約期間 2月23日㈷～3月9日㈬※未就学
児入場不可　場・問 旧東京音楽学校奏楽
堂 TEL （3824）1988

第40回浅草JAZZコンテスト　

全12組のジャズプレーヤーが生演奏を披
露します。　時 3月５日㈯午前9時45分
開場、10時30分開演　場 浅草公会堂
出演 1次審査を突破したジャズプレーヤ
ー全12組、伊藤君子、野口久和トリオ
入場料（全席自由）前売券1,500円、当日

券2,000円　前売券 チケットぴあ（Pコー
ド207-025）、浅草公会堂、下記財団事
務局で販売中　問 台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

「今さら聞けない⁉集客に役立
つInstagram・キャッシュレス
決済」セミナー（オンライン）

時 3月25日㈮午後2時～3時40分
内 ①今さら聞けないInstagram活用術・
顧客を惹

ひ

きつける動画撮影のコツ　②キャ
ッシュレス決済で集客・売上げアップ！
講 ①濱坂ジョシュ氏（Meta Blueprint）
②室井麻佑氏（PayPay㈱）
申 下記二次元コードから申込むか記入例
1 3 4 を電話かファクス
で下記問合せ先へ　問 観光
課 TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

食の多様性対応セミナー
「世界ではもう当たり前！コロナ
禍の今だからこそ備えよう 最新
ベジ・ヴィーガン・SDGs」

（オンライン）

時 3月11日㈮午後2時～4時
対 飲食・宿泊事業者　内 ①ベジ・ヴィー
ガン・SDGs最前線　②世界レベルのヴィ
ーガン対応　講 ①岩田絵弥曄氏（ヴィー
ガンフードアナリスト）　②杉浦仁志氏

（ONODERA GROUP エグゼクティブ・
シェフ）　申 下記二次元コードから申込む
か、記入例 1 3 4 を電話かファクスで下
記問合せ先へ
問 観光課
TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 ①3月
20日㈰午前9時～午後3時　②21日㈷午
前10時～午後3時　場 花川戸公園※車で
の来場不可、天候や実施団体の判断により
中止の場合あり　 出店数（予定）①50店　
②20店　出店料 ①2,000円※区民は会HP
から予約で1,500円　②1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） ①リサイ

クル推進友の会（午前10時～午後4時）

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。

●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
●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。

1 講座（催しもの）名
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話（FAX）番号

5 年齢
6 勤務先（学校）名
7 勤務先（学校）の住所
8 勤務先（学校）の電話番号

内 内容
講 講師
費 費用・会費・参加料・金額
申 申込方法・申込み

持 持ち物
締 申込締切日
問 問合せ

時 日時・期間
場 場所・会場
対 対象
定 定員

申込みの
記入例

凡例

松が谷福祉会館会計年度任用職員募集

①介助員（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者の日中活動支援
・日常生活介助（移乗介助を含む）　対 大
学・短期大学または専門学校で教育・心理
または福祉を専攻し卒業した方・社会福祉
士・介護福祉士・介護支援専門員・保育士・
介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパ
ー2級以上・社会福祉主事の任用資格を有
する方　勤務形態 月20日・午前9時20分
～午後3時20分※早番は午前8時30分～
午後2時30分、遅番は午前10時50分～午
後4時50分　募集人数 4人
給与（月額）225,540円
②言語聴覚士（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者に対する言語機
能訓練・相談・指導　対 言語聴覚士の資
格を有する方（実務経験があること）
勤務形態 月1日・午前10時～午後4時

募集人数 1人　給与（月額）19,388円（実
働5時間）
③看護師（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者の健康管理・介
助・喀痰吸引・経管栄養・導尿等の医療的
ケア　対 看護師・准看護師の資格を有す
る方（実務経験があること）
勤務形態 月20日・午前9時30分～午後3
時30分※遅番は午前10時10分～午後4時
10分　募集人数 1人
給与（月額）261,128円
④作業療法士（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者に対する機能回
復訓練・相談・指導　対 作業療法士の資
格を有する方 （実務経験があること）
勤務形態 月4日・午前10時～午後4時
募集人数 1人　 給与（月額）84,016円 （実
働5時間）

⑤言語聴覚士（幼児療育）
職務内容 心身の発達に心配のある子供・障
害のある子供への評価・指導、保護者支援、
地域支援　対 言語聴覚士の資格を有する
方（実務経験があること）　勤務形態 月16
日・午前8時30分～午後4時45分
募集人数 1人　給与（月額）269,238円
⑥育休代替保育士（幼児療育）
職務内容 心身の発達に心配のある子供・
障害のある子供への指導（集団・個別）、
保護者支援、地域支援　対 保育士の資格
を有する方（実務経験があること）
勤務形態 月16日・午前8時30分～午後4
時45分　募集人数 1人
給与（月額）206,913円
⑦作業療法士（脳卒中等中途障害者対象）
職務内容 脳卒中等中途障害者に対する維
持期における機能回復訓練・相談・指導

対 作業療法士の資格を有する方 （実務経
験があること）　 勤務形態 週2回（火・木
曜日）・午前9時30分～午後3時30分※祝
日を除く　募集人数 1人
給与（月額）168,033円（実働5時間）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
雇用期間 4月1日～5年3月31日（勤務実
績等に応じて再度の任用あり）※別途交通
費支給、②を除く　申 封書に希望職種を
朱書きし、履歴書（写真貼付）、返信用封
筒（長形3号、94円切手貼付）、志望動機

（⑤⑥の職種のみ）、資格証明書の写しを下
記問合せ先へ郵送か持参　締 3月4日㈮

（必着）※書類選考の上、随時面接、定員
に達した場合締切。詳しくは、会館HPを
ご覧になるか下記へお問合せください。　
勤務地・問 〒111－0036　松が谷1－4－12
松が谷福祉会館 TEL （3842）2671

台東区ジュニアオーケストラ

団員 初級教室 養成教室
練習日 毎週土曜日、毎月第3日曜日

※夏冬春季休みに強化練習有り 毎週土曜日※夏冬春季休み中の平日練習有り
会場 浅草小学校音楽室（台東区花川戸1－14－15）
対象

（4年4月1日現在）
区内在住か在学の小学4年～中学生
で、演奏技能のある方

区内在住か在学の小学3～6年生で、多少楽譜が読め、楽器を弾ける方（団
員を目指して練習をする教室です）

内容
・オーケストラ曲の練習
・年数回の演奏会を実施
・夏休みに3泊4日の合宿を実施

・弦楽器の合奏練習
・次年度の継続可
・年1～2回演奏会に参加

・弦楽器の個人レッスン（レッスン以
外の時間は初級教室の練習に参加）

・次年度の継続不可
・年1～2回演奏会に参加

オーディション
日時 4月2日㈯午後1時45分集合、2時開始 4月9日㈯午後2時集合（養成教室終

了後随時開始）※保護者同伴
4月9日㈯午後1時15分集合、1時30分
開始※保護者同伴

パート 弦、木管、金管、打楽器 弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）、コントラバス（初級教室のみ）
申込締切日 3月31日㈭（必着） 4月7日㈭（必着）
申込方法 下記問合せ先へ電話で申込むか、申込用紙（生涯学習センター５階生涯学習課、区立小・中学校で配布、区HPから

ダウンロード可）に必要事項を記入し、郵送か持参
費用 団員 年間12,000円　 初級・養成教室 年間6,000円

問合せ 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5851（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）

●30周年演奏会　時 3月20日㈰午後3時開演　場 浅草公会堂　 出演 川上彌榮子（構成・指揮）、寺﨑明日香（ピアノ）
●団員募集（随時）　場 生涯学習センター　対 区内在住か在学の小学２年～中学生　費 月額1,000円（楽譜代等、自己負担あり）　
練習日時 水・土曜日午後4時30分～7時※入団後しばらくは入門期間として土曜日午後3時30分～5時　問 生涯学習課
TEL （5246）5851

●第38回ファミリーコンサート　時 3月27日㈰午後1時開場、1時30分開演　場 浅草公会堂　 曲目 ペルシャの市場（ケテルビー）、
歌劇「劇場支配人」序曲（モーツァルト）ほか　入場整理券 約200席（抽選）※当選者には、入場整理券（指定席）を住所宛に3月
18日頃送付　申 右記二次元コードから申込むかハガキに記入例 1 ～ 4 ・申込席数（1人2席まで）を書いて下記問
合せ先へ※座席の指定はできません　締 3月11日㈮（必着）　問 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5851
●団員・初級教室生・養成教室生募集

台東区上野の森ジュニア合唱団
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TEL （3412）6857　②里彩くるカエ
ル倶楽部（午前8時～午後4時）
TEL 090（3068）3534
問台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。ご利用ください。
ゆずります　マッサージ機、ベビーチェア、
ダイニングテーブル、和だんす ほか
ゆずってください　トランポリン、CDラ
ジカセ
※上記の情報は2月8日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間午前10時～午後4時
休館日月曜日
問環境ふれあい館ひまわり
TEL（3866）8361

講座・相談会など講座・相談会など

オンライン講座に参加しよう！
初心者のためのやさしい
「Zoom」の使い方講座

時３月19日㈯午前10時～正午　定 15人
（先着順）　講 ITボランティア虹の会
持手持ちのパソコン、タブレット、スマ
ートフォン　申電話または直接下記問合
せ先へ※託児あり（1歳以上の未就学児）
希望の方は子供の氏名・年齢を3月12日
㈯までに下記問合せ先へ
申込開始日 2月24日㈭
場・問男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
TEL（5246）5816

くらしに役立つ講座
「子育て世帯の家計管理と教育
資金の準備」（オンライン）

時 3月17日㈭午前10時～11時30分
対区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）　講豊田真弓氏（東京都金融広報委
員会 金融広報アドバイザー）　申下記二
次元コードから申込むか記入例 1 ～ 4・
メールアドレス、子供の学年（年齢）、在
勤（学）の方は 6 をファクスで下記問合
せ先へ　締 3月10日㈭
問くらしの相談課
TEL（5246）1144
FAX（5246）1139

産業研修センターの催し

●太極拳教室　健康増進のため、レベルに
応じて中国古来の武術を習得します。
時（全15回） 4月9日～8月6日の土曜日
午後3時～5時　対区内在住か在勤の16
歳以上の方　定 30人（抽選）　費 4,000
円（15回分・初日に支払い）　締 3月23
日㈬（必着）
●革工芸教室　手作りの楽しみを味わいな
がら革工芸の技術を身につける教室です。
時（全15回） 4月14日～5年2月16日の
木曜日午後1時30分～4時30分　対区内
在住か在勤の方　定 30人（抽選）※2グ
ループに分かれ各15人　費 9,000円（15
回分・初日に支払い）　締 3月24日㈭（必
着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

申往復はがきに記入例 1～ 5、在勤の方

は 6 7を書いて下記問合せ先へ
場・問 〒111－0023　台東区橋場1－
36－2　産業研修センター
TEL（3872）6780

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」
（予約制）
時 3月25日㈮午前10時～正午（1人20分
程度）　場台東保健所4階
対区内在住か在勤の女性で、更年期や月
経障害・不妊などでお悩みの方※医師とは
オンライン相談です。
申・問台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

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）

時 3月17日㈭午後1時30分～4時15分
場区役所10階会議室　対区内のマンショ
ン所有者　定 6組（先着順）
相談員弁護士または一級建築士
申込期間 2月21日㈪～3月14日㈪
申・問住宅
課 TEL（5246）9028

脳の健康教室

東北大学の川島隆太教授の研究成果を活用
した教室です。簡単な読み・書き・計算な
どを行います。　 時（全20回） 4月20日
～9月7日の水曜日午前か午後の40分程度
対区内在住のおおむね65歳以上で、毎日
10分程度の自宅学習が可能な方　定 30
人（抽選）　費月額1,500円　申老人福
祉センター、老人福祉館で配布する申込用
紙に記入し下記問合せ先へ郵送（申込書は
老人福祉センターHPからダウンロード
可）　締 3月15日㈫（必着）
場・問〒110－0015　台東区東上野2－
25－14　老人福祉センター
TEL（3833）6541

年 中 行 事
〈3月〉
18日 　浅草観音示現会・金龍の舞、

うえの桜まつり（上野公園）
中旬～4月上旬 　隅田公園桜まつり
下旬 　桜橋花まつり　

育児相談（予約制）

問合せ 浅草保健相談センター TEL（3844）8172
台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9497

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

3月9日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
3月15日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

3月1日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

3月2日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
3月3日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
3月9日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
3月11日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
3月15日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時 場所

3月16日㈬午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
3月22日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

　新型コロナウイルス感染症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。母子手帳をお持ちください。また体調不良の際は、ご
利用を控えてください。詳しくは、区HPをご確認ください。

地域の身近な施設で、転倒予防体操や健康ミニ講座など、健康に過ごすために役立つ
教室を実施しています。　時午後１時30分～2時30分　対区内在住のおおむね65
歳以上の方　申下記問合せ先かお近くの地域包括支援センターに直接申込みまたは、
はがきに希望会場名（1会場のみ）・記入例 1～ 5を書いて下記問合せ先へ　締 3月
18日㈮（消印有効）　問〒110－8615　台東区役所介護予防・地域支援課（区役
所2階⑤番） TEL（5246）1295

場所 　日程 定員
①台東区民会館
　（花川戸2－6－5）

4月8日㈮、5月13日㈮、6月10日㈮
7月8日㈮、9月9日㈮、10月7日㈮ 25人

②環境ふれあい館ひまわり
　（蔵前4－14－6）

4月21日㈭、5月19日㈭、6月16日㈭
7月21日㈭、9月15日㈭、10月20日㈭ 15人

③入谷区民館
　（入谷1－15－6）

4月12日㈫、5月10日㈫、6月14日㈫
7月12日㈫、9月13日㈫、10月11日㈫ 25人

④たなかスポーツプラザ
　（日本堤2－25－4）

4月18日㈪、5月16日㈪、6月20日㈪
7月25日㈪、9月26日㈪、10月17日㈪ 25人

⑤谷中区民館
　（谷中5－6－5）

4月15日㈮、5月20日㈮、6月17日㈮
7月15日㈮、9月16日㈮、10月21日㈮ 18人

⑥老人福祉センター
　（東上野2－25－14）

4月13日㈬、5月11日㈬、6月8日㈬
7月13日㈬、9月14日㈬、10月12日㈬ 15人

⑦リバーサイドスポーツ
　センター
　（今戸1－1－10）

4月22日㈮、5月26日㈭、6月24日㈮
7月29日㈮、9月30日㈮、10月28日㈮ 18人

※定員を超えた場合は抽選

ふれあい介護予防教室

部 昼の部
クラス 初級 中級

期間 4月下旬～5年3月毎週火曜日
（全40回）

時間 午後2時～4時

場所 松が谷福祉会館
※変更になる場合があります。

対象

区内在住か在勤（学）の16歳以
上の方で、下記に該当し、年間
を通して受講できる方
原則、 手話経験
のない方（手話
講習会入門コー
ス受講の方も可）

初級を修了また
は同程度（手話
経 験1年 以 内 ）
の技術を持つ方

定員 （抽選） 各20人程度
費用 各3,000円程度（テキスト代等）

申込締切日  4月4日㈪（必着）

※受講者には、4月中旬までに
案内を送付します。

※4年度は初級・中級の夜の部
は募集しません。

部 昼の部 夜の部 夜の部
クラス 上級 養成

期間 4月下旬～5年3月
 毎週水曜日（全40回）

4月下旬～5年3月
 毎週月曜日（全40回）

時間 午後2時～4時 午後6時45分～8時45分
場所 松が谷福祉会館※変更になる場合があります。

定員 各20人程度
※いずれも選考試験合格者

選考試験
受験対象

区内在住か在勤（学）で、手話講習
会中級を修了か同程度の技術を持ち、
手話通訳者を目指す方（台東区･他
自治体で上級を修了した方を除く）

区内在住か在勤（学）で、手話講
習会上級を修了か同程度の技術を
持ち、受講後に手話通訳者として
区内で活動できる方

費用 各6,000 円程度（テキスト代等）
選考試験

日時・場所
4月10日㈰

午後1時・区役所
4月3日㈰

午後1時・区役所
選考試験内容 面接  （途中退室不可） 手話表現・読み取り  （途中退室不可）
申込締切日 3月15日㈫（必着）

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、一部日程やカリキュラム
の変更・リモート（Zoom）開催に切り替えることがあります。

※リモート開催の場合は、各自パソコン等をご準備の上、自宅での受講
となります（リモート開催にかかる機器・環境等の整備については各
自で準備）。

令和4年度　手話講習会 受講生募集

申込方法 上記二次元コードから申込むか、申込書（下記問合せ先で配布または区HPからダウンロード可）を下記問合せ先へ郵送か持参
問合せ 〒110－8615　台東区役所障害福祉課 「手話講習会」担当（区役所2階⑩番） TEL（5246）1058


