広報

（7） 平成30（2018）年 2月20日

第 1199 号
後5時

催 し も の など

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

☎（3842）1990
☎（5246）1131

特別区職員技術職採用フォーラ
ム（申込不要）

勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記問

下町風俗資料館から

問合せ 産業振興課

～来て、見て、体験～
台東区の伝統工芸

合せ先へ

申込締切日 3月29日㈭（必着）

●開館時間延長のお知らせ 期間 3月3日

●基礎英会話教室

㈯～10月31日㈬

28日の火曜日（全20回）午後6時30分～

開館時間 午前9時30分

日時 4月10日～8月

～午後5時30分（入館は午後5時まで）

8時30分 対象 区内在住か在勤・在学の方

入館料 一般300円、小中高生100円

定員 20人（抽選） 費用 6,000円（20回

日時 3月25日㈰午後0時30分～4時（予定）

・伝統工芸品展示 江戸べっ甲や東京彫金

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

分・教材費別途・初日に支払）

場所 テレコムセンタービル西棟8階（江東

など、6業種の工芸品を展示します。

問合せ 下町風俗資料館☎（3823）7451

申込方法 往復はがきに教室名･住所・氏名

区青海2－5－10） 対象 30年度以降の特

日時 3月3日㈯正午～午後6時、4日㈰午前

別区職員採用試験受験希望者で、技術職

10時～午後4時

（土木造園〈土木〉
・土木造園〈造園〉
・建築

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

～花の心プロジェクト～
花と緑のふれあい広場

・ものづくり体験 ①すだれのコースター

ふりがな

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ
先へ

申込締切日 3月20日㈫（必着）

・機械・電気）の受験を希望している方

②革のキーホルダー ③黄銅製ペン立て

グリーン・リーダーが中心となって開催す

●第1回トレーニング教室 やさしい筋力

※受験資格等、詳しくは特別区人事委員会

日時 3月3日㈯正午～午後2時（受付は1時

る花と緑に親しむイベントです。園芸用品

アップトレーニングで、体幹のバランスを

ホームページ等をご覧ください。 定員 500

30分まで）
、午後3時～6時（受付は5時30

人程度（先着順） 内容 基調講演、職員に

分まで）
、3月4日㈰午前10時～正午（受付

の当たる抽選会も行います。 日時 3月10
日㈯・11日㈰午前10時～午後3時 場所 富

整えましょう（トレーニングマシンは使い
ません）
。 日時 4月10日～7月31日の火

よる仕事紹介と質問会

は11時30分まで）
、午後1時～4時（受付は

士公園（富士小学校隣）
・花の寄せ植えをしよう 時間 午前10時

曜日（全15回）午後1時30分～3時

定員 100人（先着順）
・丸太切りをやってみよう 時間 午前10

選） 費用 4,000円（15回分・初日に支払）

時※材料が無くなり次第終了

氏名・年代･電話番号、在勤の方は勤務先

・種や木の実を使って小物を作ろう

名・所在地を書いて下記問合せ先へ

問合せ 特別区人

事委員会事務局任用課☎（5210）9787

3時30分まで）※①②は順次受付、③は当

台東区人事課☎（5246）1061

日会場で整理券を配布

防災フェア

れ、材料が無くなり次第終了

日時 3月10日㈯・11日㈰午前10時～午後4

時 (最終日は3時まで)
ター

場所 生涯学習セン

内容 防災に関するパネルや区の備蓄

品の展示

問合せ 危機・災害対策課

☎（5246）1094

台東区芸術文化支援制度対象企
画「
『路上生活の身体から生まれ
るダンス、ソケリッサ！東京路上
パフォーマンスツアー』～路上に
て生まれる景色と未来の行方～」
路上生活経験者らを集めたダンスグループ
「新人Ｈソケリッサ！」の活動10周年を記
念して、東京近郊の公園や路上などを中心
に展開しているダンスパフォーマンスツ
アーを行います。

費用（材料費）①

1,000円 ②500円 ③1,600円※それぞ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 国立科学博物館日本館2階講堂（上野

時間 午前10時※材料が無くなり次第終了

公園7－20） 入館料 620円（高校生以下、

・どんぐりで「やじろべえ」
「ストラップ」

65歳以上の方は無料） 問合せ 産業振興課

を作ろう

☎（5246）1131

60分） 定員 各25人（先着順）

時間 午前10時、午後1時（各

・サシェ（匂い袋）を作ろう

ひなまつりイベント

定員 20人（抽

申込方法 往復はがきに教室名・住所・

ふりがな

申込締切日 3月20日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023 台東区橋場1

－36－2 産業研修センター
時間 午前

11時、午後2時（各60分） 定員 各25人

ひなまつりを通した日本文化の紹介等を行

対象 区内在住か在勤の方

（先着順）

☎（3872）6780

FAX （3871）9525

リサイクル

います。

・苗木配布 日時 3月10日㈯午後2時

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

①おひなさま7段飾りの展示 期間 2月28

定員 80人（先着順）

クをやってみよう」 日時 3月28日㈬午前

日㈬～3月3日㈯ 時間 午前9時～午後6時

・花苗配布 日時 3月11日㈰午後2時

10時～正午 場所 馬道区民館第2集会室

定員 80人（先着順）

対象 小学3年生以上の方

問合せ 環境課☎（5246）1323

順） 費用 100円（材料費） 問合せ 環境

（最終日は正午まで）
②ミニおひなさま作り 日時 3月3日㈯午
後1時、3時

定員 各20人（先着順）

ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

産業研修センターの催し

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定員 7人（先着

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

場所 浅草文化観光センター①2階情報コー

●ファッション・マーケティング講座

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ナー ②3階旅行団体支援スペース

日程 ①3月8日㈭

時間 午後6

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

参加アーティスト アオキ裕キ、新人Hソケリ

問合せ 浅草文化観光センター

時30分～8時 対象 区内在住か在勤・在学

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

ッサ！、
寺尾紗穂※雨天時は、
ソケリッサ！

☎（3842）5566

の方 定員 各30人（先着順） 内容 ①2018

パネルに掲示しています。

秋冬シューズマーケットの行方とヨーロッ

ゆずります ベビーカー、組立式パイプイ

パ見本市の傾向

ス、電動小型ファンヒーター

日時 3月9日㈮午後6

時～8時15分頃 場所 玉姫公園

ダンスのみの開催※詳しくは、区ホーム
ページをご覧になるか下記問合せ先へ
問合せ （一社）アオキカク 青木

☎0426（59）3171

台東子ども家庭支援センター
「パパも一緒にぐんぐんタイム」
日時 3月17日㈯午前10時～午後4時

Eメール aokikaku@me.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

「東京・春・音楽祭－東京のオペラ
の森2018－」ミニ・コンサート
3月16日㈮～4月15日㈰に、上野の音楽

②28日㈬

②2018ー19年 秋 冬

ニューヨークコレクション報告とニュー

ゆずってください 電子ピアノ、自転車

ヨーク、ヨーロッパのグッズトレンド速報

※上記の情報は2月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。

対象 0～3歳の子供と保護者※詳しくは、

講師 ①大谷知子氏（靴ジャーナリスト)

区ホームページをご覧になるか下記問合せ

布矢千春氏（ファッションジャーナリスト）
、

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

先へ

鈴木雅子氏（ファッショングッズディレク

ルショップ☎（3866）8361

ター） 費用 各1,000円※②のみ別途資料代

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①3

300円程度

月18日㈰ ②25日㈰

場所・問合せ 台東子ども家庭支援

センター☎（3834）4577
や ぶ さ め

第36回浅草流鏑馬

②

ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・

年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務先
（学校）名・所在地をはがきかファックス

時間 ①午前9時～

午後4時 ②午前9時～午後5時

場所 花

川戸公園※車での来場不可、天候により中

ホール・美術館などで音楽祭が開催されま

日時 4月21日㈯午後1時～2時30分（荒天

す。関連イベントとして、区の施設で無料

中止）※草鹿は隅田公園山谷堀広場で午前

で右記問合せ先へ

のミニ・コンサートを行います。 日時 3

11時45分～午後0時45分に実施

月1日㈭ ②3月22日㈭

20店

た区内在住の方は1,500円) ②1,500円

くさじし

場所 隅

申込締切日（必着）①3

止の場合あり

出店数（予定）①40店 ②

出店料 ①2,000円（事前支払いし

田公園特設会場※会場内は混雑が予想され

●太極拳教室

るため、入場規制を行います。

の土曜日（全15回）午後3時～5時

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

②生涯学習センター1階アトリウム

・間近でご覧になれる観覧券（記念品付き）
を販売します 観覧券 1席3,000円

対象 区内在住か在勤の方 定員 20人（抽
選） 費用 4,000円（15回分・初日に支払）

リサイクル推進友の会（午前9時～午後4

出演 林はるか氏（チェロ）
、田中葵氏（電

申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

ル倶楽部（午前10時～午後7時）

月13日㈫①午前11時15分 ②午後2時
（各20分程度） 場所 ①区役所1階ロビー

子ピアノ） 問合せ 東京・春・音楽祭実行

販売開始日 3月1日㈭

販売場所 区役所9階

日時 4月14日～8月25日

ふりがな

時）☎（3412）6857 ②里彩くるカエ

委員会☎（5205）6497

③番観光課、浅草文化観光センター

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

☎090（3068）3534

台東区文化振興課☎（5246）1153

問合せ 観光課☎（5246）1447

所在地を書いて右記問合せ先へ

●日程変更のお知らせ

江戸下町伝統工芸館の催し

第21回朗読会「一葉の想い出」

申込締切日 3月20日㈫（必着）

●革工芸教室 日時 4月19日～31年2月21

2月5日号7面に掲載の「フリーマーケット
出店者募集」の日程に変更がありました。

入館料のみでお楽しみいただけます。

日の木曜日（全30回）午後1時30分～4

【変更前】①3月4日㈰ ②10日㈯

月3日㈯・4日㈰高山金之助（草木染め）
、10

日時 3月11日㈰午後1時30分（60分程度）

時30分 対象 区内在住か在勤の方

【変更後】①3月4日㈰ ②11日㈰

日㈯・11日㈰藤井直行（袋物）
、24日㈯・25
日㈰田中耕太朗（江戸すだれ）
、31日㈯坂井

定員 60人
（先着順） 講師 津田千代子氏
（朗
読家） 入館料 一般300円、小中高生100円

定員 30人（抽選） 費用 18,000円（30回
分・初日に支払） 申込方法 往復はがきに

智雄（看板彫刻） 実演時間 午前11時～午

場所・問合せ 一葉記念館☎（3873）0004

教室名・住所・氏名・年代･電話番号、在

●職人による実演

日程・実演者（業種） 3

ふりがな

子ども家庭支援センターの催し
催し名

日時

対象（保護者同伴）
定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
3月16日㈮
区内在住の①1歳4か月～2 ①20組
親子で体育遊び
日本堤子ども家庭支援センター「に
①午前10時15分～11時
歳4か月 ②2歳5か月～3 ②15組 2月27日㈫
１. ２. ３!
こにこひろば」☎（5824）2535
②午前11時15分～正午
歳の子供
（先着順）
ラクラク・スト 3月23日㈮
区内在住の8か月までの子 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
2月27日㈫
レッチ
午前10時45分～11時30分 供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577
3月13日 ㈫ ① 午 前10時15 区 内 在 住 の ①1歳2か 月
おうたであそぼ
各20組
寿子ども家庭支援センター「のび
分～10時45分 ②午前11 ～ 2歳0か 月 ②2歳1か
2月27日㈫
う
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631
時～11時30分
月～3歳の子供

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

ことぶき教室（前期）
期間 4月～9月（全10回） 対象 区内在住

の60歳以上の方※体操教室を受講する方
で、健康状態に不安のある場合は事前にご
相談ください。 費用 実費（教材費）
申込方法 老人福祉センター・各老人福祉館

で配布する申込用紙に記入し各開催場所へ
提出（1人1教室・抽選） 必要な物 本人確
認できる物（老人福祉施設使用登録証、健

広報

平成30（2018）年 2月20日
康保険証等）
、82円切手
申込締切日 3月17日㈯

場所・問合せ 教室名 定員
日時
（※）
茶道
20人 2・4木曜日 午後
シャンソン 30人 1・3水曜日 午後
麻雀
24人 2・4木曜日 午前
カラオケ 30人 1・3土曜日 午前
老人福祉
ヨガ
20人 2・4水曜日 午前
センター
☎（3833）背骨コンディ 20人 1・3木曜日 午前
ショニング
6541
フラワーアレ
20人 2・4水曜日 午後
ンジメント
民謡
30人 1・3金曜日 午後
書道
20人 1・3木曜日 午後
スマート
20人 1・3土曜日 午前
フォン
入谷老人 フラワーアレ 20人 2・4木曜日 午後
ンジメント
福祉館
☎
（3873）新フラダ
20人 2・4土曜日 午前
9036
ンス
ヨガ
16人 2・4木曜日 午前
麻雀
20人 1・3木曜日 午後
カラオケ 30人 2・4土曜日 午前
橋場老人 ストレッチ 20人 1・3木曜日 午前
福祉館
麻雀
20人 2・4木曜日 午後
☎
（3876）フォーク
30人 1・3土曜日 午前
2365
ダンス
コーラス 24人 2・4木曜日 午前
新舞踊 20人 1・3火曜日 午前
書道
20人 1・3土曜日 午前
三筋老人
福祉館
麻雀
20人 1・3木曜日 午前
☎
（3866）絵手紙 20人 2・4木曜日 午後
2417
スマート
20人 2・4土曜日 午前
フォン
（※）日時の午前は午前10時～正午、午後は
午後1時30分～3時30分

第 1199 号 （6）

保険料含む）※レッスン前後の利用は延長

㈭午前11時 対象 区内在住の平成28年9月

組45分程度、先着順） 相談員 弁護士か一

料金が必要

22日～29年9月21日生まれの子供と保護

級建築士

申込方法 往復はがき（1人1

枚）に教室名・希望クラス（AかB）
・住所

者 定員 15組（先着順）※子供1人につき

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

・氏名・年齢・電話番号・泳力レベルを書

1回まで

番）☎（5246）1468

いて下記問合せ先へ※往復はがき返信後、

保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。 場所・申込み・問合せ すこやかとしょ

来館手続きあり

申込締切日 3月9日㈮（必

着） 場所・問合せ 〒110－0015 台東
区東上野6－16－8 清島温水プール
☎（3842）5353

小学1・2年生のための泳力向上
教室、小学3年生からの泳力向上
教室第1期
日程 4月7日～5月26日の土曜日（全8回）
時間 Aクラスは午後2時～3時、Bクラス

は午後3時～4時、Cクラスは午後4時30
分～5時30分 対象 A・Bクラスは小学1・
2年生、Ｃクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（抽選） 講師 野村不動産ライ

フ＆スポーツ 費用 7,000円（8回分・保

少年リーダー研修会のメンバーと、ゲーム
や工作を行います。 日時 3月11日㈰午前
10時～午後3時 場所 生涯学習センター

総合研究機構 ほか、第2部は「地域資源の

㈬（必着） 問合せ 台東区社会福祉事業団

日㈪（必着） 場所・問合せ 〒110－0015

活用とまちづくり」
・濱口智明氏（㈱エンジョ

総務課☎（5603）2228

台東区東上野6－16－8 清島温水プール

イワークス）
、清水貴仁氏（㈱ジェクトワン）

申込締切日 3月19

申込方法 住所・氏名・電話番号・参加人数を

アスリートから学ぶ
Let's Enjoyスポーツ
陸上競技やラグビー、

26日～4月8日（予定）

図書館のこども室から

草橋区民館4階多目的ホール 対象 小学校

日本民謡協会「津軽三味線全国大会」係

低学年以下の子供と保護者

定員 各70人

（先着順） 問合せ 中央図書館
☎（5246）5911
●あかちゃんえほんタイム 日時 3月22日

期間
時間
場所

初級

昼の部

中級

投扇興のつどい
桜橋花まつり

協働事業提案制度

～区と共に実施する協働事業の提案を募集します～
地域活動団体等から提案事業を募集し、

ホームページからダウンロード可）

区と協働で実施することで、公共サービ

応募方法 事前に区と打合せをした上で、

スの充実や地域の課題解決を図ります。

必要書類を提出

対象 営利を目的としない地域活動団体等

・募集説明会（要申込）

募集する事業 ①区設定テーマ「さまざま

日時 3月9日㈮午後7時、12日㈪午後2時

な国の人たちとコミュニケーション！」へ

場所 台東区社会福祉協議会

の提案 ②団体の専門性や自由な発想を

ホームページから申込むか電話で下記問

生かした自由提案
度中

事業の実施期間 31年

募集案内配布場所 区役所3階③番

合せ先へ

申込方法 区

申込締切日 3月8日㈭

※詳しくは、区ホームページか募集案内

区民課、台東区社会福祉協議会台東ボラ

をご覧ください。 問合せ 区民課協働・

ンティア・地域活動サポートセンター
（区

多文化共生係☎（5246）1126

平成30年度 手話講習会
初級

夜の部

中級

5月～31年3月の火曜日（全40回）
午後2時～4時

うえの桜まつり

（上野公園）
31日・4月1日

定員 6組（1

隅田公園桜まつり

（隅田公園）

対象 区内のマンション所有者

日時 3月11日㈰正午～午後4時30分

0004 品川区南品川6－8－20 （公財）

フ＆スポーツ 費用 各3,750円（3回分・

20日～4月8日（予定）

パラリンピック競技を体験しませんか。

30分前開場、5分前までに入場） 場所 浅

定員 各30人（抽選） 講師 野村不動産ライ

浅草観音示現会・金龍の舞
（浅草寺）

31日

問合せ 〒140－

1・2年生、Bクラスは小学3年生以上の方

18日

日時 3月15日㈭午後1時30分～4時15分

日時 3月3日㈯午前10時30分、午後2時（各

は午前10時～11時 対象 Aクラスは小学

<3月>

FAX （5246）1359

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）

謡協会ホームページをご覧ください。

時間 Aクラスは午前9時～10時、Bクラス

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

アスリートの迫力を体感し、オリンピック・

部
クラス

申込締切日 3月28日

電話かファックスで下記問合せ先へ

●春のこども映画会「長靴をはいたねこ」

日程 3月27日㈫～29日㈭（全3回）

加可能な方※区内在住か在勤の方優先

後、来館手続きあり

を書いて下記問合せ先へ※詳しくは日本民

清島温水プール
春の短期水泳教室第3期

対象 全日程参

し）とともに提出

☎（5246）5853

バレーボール
ダンススポーツ
（一般）
日程
3月24日㈯
3月25日㈰
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
3,000円
参加費
1,000円
（1チーム）
3月6日㈫
当日
午後5時（必着） ※台東区ダンス
申込締
※台東区バレー
スポーツ連盟
切日時
ボール連盟へ
へ現地で申込
申込み
み

場所 三ノ輪福祉センター

学民協働まちづくり～」
・東京大学高齢社会

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10組20人ご招待

種目

午後6時30分～
7時30分

修了式 7月17日㈫

を書いて下記問合せ先へ※往復はがき返信

か在勤・在学の方 問合せ スポーツ振興課

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

空き家からまちづくりを考える
セミナー

午前8時30分～
午後5時30分

できる物（運転免許証・健康保険証等の写

自由席2,500円

ジからダウンロード可）をご覧ください。

講 座・相 談 会 など

申込書を下記問合せ先へ請求し、本人確認

上競技場※雨天時は体育館 対象 区内在住

大会要項
（下記問合せ先で配布、
区ホームペー

図書館郷土担当☎（5246）5911

時間
午後6時30分～9
時30分（8時30
分の日もあり）

くり～Aging in Place－長寿時代の産官

場所 浅草公会堂

対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しくは、

場所・問合せ 中央

日程
4月12日㈭～7月
講義
12日㈭のうち44
演習
日間
6月18日㈪～7月
実習 3日㈫のうち指定
する日

住所・氏名・年齢・電話番号・泳力レベル

場所 台東リバーサイドスポーツセンター陸

区民体育祭

月16日㈮～6月17日㈰

内容

ラス）に教室名・希望クラス（Ａ～Ｃ）
・

日時 4月1日㈰午前9時30分開場、10時開演

台東区生涯学習課☎（5246）5815

文化財資料の優品を展示します。 期間 3

ちテキスト代6,900円） 申込方法 電話で

ラ高跳び等、トップ

☎（3471）8888

介護職員初任者研修

桜をテーマに浮世絵・絵はがき・写真資料・

テーマ・講師 第1部は「長寿時代のまちづ

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

申込締切日 3月15日㈭

☎（5246）1468

場所 区役所10階1002会議室

申込方法 往復はがき（1人1ク

ボルダリング、車い

号、在勤（学）の方は勤務先（学校名）

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

金が必要

すソフトボール、パ

はがき（1組1通）に住所・氏名・電話番

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？Ⅱ」

日時 3月1日㈭・4月5日㈭午後1時～4時

定員 24人（先着順） 費用 78,900円（う

動報告、研修会参加希望者相談・申込受付

入場券 指定席3,500円、

しつ（台東保健所3階）☎（3847）3087

無料建築相談室

日時 3月13日㈫午後1時30分～4時30分

内容 ゲーム、工作、少年リーダー研修会活

第21回津軽三味線コンクール
全国大会

申込開始日 3月8日㈭※申込みは

険料含む）※レッスン前後の利用は延長料

☎（3842）5353

リー研フェスタ

申込締切日 3月12日㈪

午後6時45分～8時45分

松が谷福祉会館※変更の場合あり

部
クラス
期間
時間

区内在住か在勤 ･ 在学の16歳以上で、下記に該当し、
場所
全日程受講できる方
初級を修了か 原則、手話経 初級を修了か
定員
対象
同程度（手話 験のない方 同程度（手話
原則、手話経
（手話講習会 経験1年以内）
経験1年以内）
験のない方
費用
の技術を持つ 入門コース受 の技術を持つ
講の方も可） 方
方
定員（抽選）
40人
30人
40人
30人
選考試験
費用
各3,000円程度（テキスト代等）
受験対象
往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・
電話番号・希望の部・クラス・手話講習会の受講歴（カ
申込方法
ルチャースクール等含む）
、
在勤（学）の方は勤務先（学
選考試験
校）名・所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ
日時 ・ 場所
申込締切日
4月6日㈮（必着）
選考試験
〒110－0004 台東区下谷
内容
〒110－8615 台東区役所
1－2－11 台東区社会福祉
障害福祉課「手話講習会」
協議会台東ボランティア・ 申込方法
問合せ
担当
地域活動サポートセンター
☎（5246）1058
申込期間
☎（3847）7065
※昼の部と夜の部の同時申込はできません。受講者には4月下旬までに案内
を送付します。

問合せ

昼の部

上級

夜の部

5月～31年3月の水曜日
（全40回）
午後2時～4時

夜の部
養成
5月～31年2月の月曜日
（全30回）

午後6時45分
午後6時45分～8時45分
～8時45分

松が谷福祉会館※変更の場合あり
各20人程度
15人程度
※いずれも選考試験合格者
各6,000円程度
無料
（テキスト代等）
区内在住か在勤 ･ 在学
区内在住か在勤 ･ 在学で、手
で、手話講習会上級を
話講習会中級を修了か同程度
修了か同程度の技術を
の技術を持ち、手話通訳者を
持ち、受講後に手話通
目指す方（台東区 ･ 他自治体
訳者として区内で活動
で上級を修了した方を除く）
できる方
4月15日㈰午後1時
4月21日㈯午後1時
松が谷福祉会館
松が谷福祉会館
手話による面接
手話表現･読み取り
※途中退室不可
※途中退室不可
申請書（下記問合せ先へ請求）に記入し郵送か持参
※中級・上級を受講中の方は講習時に申請書を配布
3月1日㈭～15日㈭
〒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）☎（5246）1058

【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。

