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第 1178 号
ル&背泳ぎ） 時間 午前11時40分～午後0

など
障スポチャレンジ
「シッティングバレーボール」
4月から、誰でも気軽に障害者スポーツに
参加できる「障スポチャレンジ」を実施し

時30分 対象 区内在住か在勤・在学の高
校生以上で10メートル以上泳げる方

日時 7月5日㈬午前11時（1時間程度）

日時 4月26日㈬午前10時45分～11時30
分、午後3時30分～4時15分 場所 根岸社

参加可

場所 生涯学習センターミレニアムホール

会教育館 対象 幼児～小学校低学年

・年齢・性別・電話番号を電話かファック

出演 鵜木絵里（ソプラノ）ほか

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

スで下記申込先へ

の挨拶（あいさつ）
（エルガー）ほか

申込方法 希望日（①か②）
・氏名
申込開始日 4月7日㈮

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水プ

ール（今戸1－8－13）

たまま行う6人制のバレーボールです。

☎・ FAX （3874）3019

日時 第1木曜日・第3月曜日午後7時～9時

スポーツ振興課☎（5246）5853

※祝日・年末年始等、休場日あり

たなかスポーツプラザ3階体育館 対象 区
内在住か在勤・在学の方※障害の有無は問

曲目 愛

☎（3876）2101

入場料（全席指定）一般2,000円、0歳～小

池波正太郎記念文庫から

学生1,000円※大人のみの入場不可
問合せ 台東区

スポーツひろば
「谷中小・ウオーキング教室」

いません。※必要な方は介助者同伴

日時 5月12日㈮・19日㈮（全2回・予備

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

日は26日㈮）午後7時15分～8時30分（7

タオル※保険は各自任意で加入

時受付）※学校行事等により、変更・中止

問合せ

ブル昆虫記『フンコロガシとサソリ』
」

定員 30人（先着順） 費用 プール利用料で

ます。シッティングバレーボールは、座っ

場所

●根岸図書館 映画とおはなし会「ファー

Concert for KIDS
～0才からのクラシック～

入場券 チケットぴあ（☎0570－02－999

●講座「池波正太郎の『忍者もの』
」 日時

9、Pコード326-367)、イープラス、生

5月27日㈯午後2時～4時 場所 生涯学習

涯学習センター、下記財団事務局で4月12

センター3階301研修室

日㈬から販売

選） 講師 鶴松房治（池波正太郎記念文庫

問合せ （公財）台東区芸

術文化財団☎（5828）7591

定員 80人（抽

指導員） 申込方法 往復はがき（1人1枚）
に講座名・住所・氏名（ふりがな）
・電話

専門員・図書館員によるスライ
ド・トーク

番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月10日㈬（必着）

企画展「久保田万太郎と台東区」の展示内

●時代小説展「忍者もの」 期間 6月11日

清島温水プール①初心者水泳教
室 ②ウオーターエクササイズ

の場合あり 場所 谷中小学校地下体育館
※2回目は谷根千を散策 対象 区内在住か

容について、専門員・図書館員が解説しま

㈰まで

在勤・在学の中学生以上の方※小さな子供

す。 日時 4月13日㈭、5月11日㈭午後1

図書館内）

を連れての参加不可 定員 20人（先着順）

時30分

日時（全6回）①5月11日～6月15日の木

講師 鮫島洋一氏（台東区スポーツ推進委

教育研修室 対象 中学生以上の方 定員 各

問合せ 〒111－8621

曜日午後2時15分～3時15分 ②5月12

員） 費用 100円（2回分・保険料含む）

50人（先着順） 講師 平野恵（郷土・資料

太郎記念文庫☎（5246）5915

日～6月16日の金曜日午前11時45分～午

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

調査室専門員） 問合せ 中央図書館郷土資

後0時30分

タオル

申込方法 費用を添えて下記問合

料担当☎（5246）5911

せ先へ

申込期間 4月17日㈪～5月2日㈫

スポーツ振興課☎（5246）5853

対象 区内在住か在勤・在学

の高校生以上の方

定員（抽選）①50人

②90人 費用 各500円（保険料含む）

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

申込方法 往復はがきに教室名（①か②・1

5階、土・日曜日を除く午前9時～午後5時）

教室1枚）
・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・

☎（5246）5853

性別・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 4月21日㈮（消印有効）
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

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室
日程（内容） ①4月29日㈷（かんたんア

クアビクス） ②30日㈰（ゆったりクロー

保育ボランティア育成講座
日時 ①5月15日㈪午前10時～正午

②5

月19日㈮午後6時30分～8時30分

場所

4つの学級を開催します。

申込方法 ①決

まり次第お知らせ ②住所・参加者全員の
氏名（ふりがな）
・年齢（月齢）
・電話番号、
在勤の方は勤務先名・所在地・電話番号を

赤ちゃん」ほか

14日㈰午前10時、第2次予選5月20日㈯

日時 4月19日㈬午前10

時30分～11時、午後3時30分～4時

午前10時、本選5月28日㈰午後1時30分、

対象 幼児～小学校低学年（親子で入場可）

作曲部門は本選5月28日㈰午前11時30分

定員 各60人（先着順） 場所・問合せ 石浜

※時間変更の場合あり

図書館☎（3876）0854

ンターミレニアムホール 入場料 予選は

場所 生涯学習セ

整理券を配布）
、本選は2,000円（両部門

ンティアに興味・関心のある16歳以上の方

館

共通・5月11日㈭午前11時からコンクー

定員 各20人（先着順） 申込締切日 5月10

28年10月24日生まれの子供と保護者

日㈬

申込み・問合せ 日本堤子ども家庭

支援センター☎（5824）2535

対象 区内在住の平成27年10月25日～

ル開催日のみ会場でチケットを販売）※未

定員 10組（先着順）※子供1人につき1回

就学児の入場不可

まで、いずれの回・会場とも同内容

校奏楽堂仮事務所☎（5826）7125

申込開始日 4月11日㈫※中央図書館では受

コース・住所・氏名・生年月日・性別・保
護者の氏名・電話番号を書いて下記問合
せ先へ 場所・問合せ 〒111−0024 台
東区今戸1−1−10 台東リバーサイドス
ポーツセンター☎（3872）3181

②子供の成長が楽しくなる育成学

問合せ 旧東京音楽学

下町の春季伝統工芸展示実演会

付しません。申込みは本人に限る。
申込み・問合せ 中央図書館浅草橋分室

日程・実演者（業種） 4月28日㈮山田恵美

☎（3863）0082

（型絵染）
、29日㈷滝沢建（仏像彫刻）
、

障害者を対象とした教室・サークル
申込方法 サークル名・氏名・電話番号を電話かファックスで下記問合せ先へ
場所・問合せ 松が谷福祉会館☎（3842）2672

サーク おりがみサー
ル名 クル
4月～30年3
月の第1・3水
日時
曜日午 後1時
～3時
場所
対象
費用
定員

FAX （3842）2674

エアロビ教室
カラオケサ
歌教室
（わくわくリズム体操）
ークル
4月～30年3月 5月～30年3月の 5月～30年3月の 5月 ～30年3月 4月～30年3
の第2・4木曜 第1・3木曜日（全 第2・4火曜日（全 の第4土曜日（全 月の第 2 土
日午後1時～3 20回） 午後1時 20回）午前10時 11回）午前10 曜日午後 1
時30分
30分～3時30分 ～11時30分
時～正午
時～3時
シダックス浅
松が谷福祉会館
草雷門クラブ
区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）をお 区内在住で身体障害者
持ちの方
手帳をお持ちの方
実費
実費
実費
無料
無料
無料
（おりがみ等材料費）
（絵具等材料費）
（1,500円程度）
5人
3人
3人程度
5人
3人程度
5人程度
麻雀サークル

絵画教室

③楽しい子育て・孫育て講座

④家族で一緒に自然に触れて子
育てを楽しもう！

妊娠中～産後の体づくりを実習し、赤ちゃ

助産師と孫育ての専門家が、子供や孫を楽

んとの関わり方を学ぶ学級です。

しく育てるコツをお話します。

親子で自然を体験し、子育ての楽しさを実

日程（全6回）

日程（全4回）
テーマ
「妊娠、出産、育児の違い今・昔」
5月12日㈮
「はじめてのおもちゃ選び」
「母乳育児、卒乳、離乳食」「体
6月9日㈮
験してみよう！タッチケア」
「赤ちゃんの発育・発達のめや
7月7日㈮ すと注意したい事故予防」
「事
故対策のアイデアあれこれ」
「ママと赤ちゃんのための災害へ
8月4日㈮
の備え」
「はじめての絵本選び」

感する学級です。

テーマ

5月30日㈫ 深い呼吸ができる体づくり
ストップ！産後うつ

ページから申込み 問合せ 台東区生涯学

6月10日㈯ 家族でできる整体法
6月16日㈮ 赤ちゃんのココロとカラダ

細問合せは各団体へ）

6月23日㈮ 0歳児のコミュニケーション力
6月30日㈮ 地域の子育て
時間 午後1時30分～3時

場所 生涯学習セ

赤ちゃんだけでなく、保護者のセルフケア

ンター

術も学びます。※10月ごろ実施予定。詳

後10週間～7か月の子供と母親

細が決まり次第、
広報「たいとう」や区ホー

組（抽選） 費用 500円（6回分）

委託予定団体 （一財）ベビー&バースフレ

日時 歌唱部門は第1次予選5月11日㈭～

無料（当日午前9時30分から会場入口で

対象 保育ボラ

習課☎（5246）5821（各講座申込・詳

ンドリー財団

●石浜図書館えいがとおはなし会「動物の

㈫午前11時～11時30分 場所 浅草橋区民

6月6日㈫

ムページ等でお知らせします。

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム

電子メールで問合せ先へ ③④各ホーム

①幸せ産後♪パパママ育児レッスン（予定）

奏楽堂日本歌曲コンクール
「第28回歌唱部門」
「第24回作曲部門」

子ども家庭支援センター

日時
定員 申込締切日
5月9～26日の火・金曜日（全6回）
80人
5月6日㈯
①硬式テニス
午後7時～9時
（先着順）
5月9日～6月20日の火曜日（全7回）
30人
5月6日㈯
②アーチェリー
午後7時～9時
（先着順）
5月10日～6月8日の水・木曜日（5月24日㈬・
40人
5月7日㈰
③ゲートボール 25日㈭、6月7日㈬を除く・全7回）
（先着順）
午前9時30分～11時30分
6月2日～7月14日の金曜日（全7回）
3歳児コースは午後2時30分～3時30分
各10人 5月15日㈪
④幼児運動教室 4歳児コースは午後4時～5時
（抽選） （必着）
6月3日～7月15日の土曜日（全7回）
第2期
4歳児コースは午前9時30分～10時30分
5歳児コースは午前11時～正午

0～3歳の乳幼児と保護者を対象とした

中央図書館池波正

①日本堤子ども家庭支援センター ②台東

教室名

乳幼児家庭教育学級

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所 生涯学習センター5階504

日時 4月25日

初心者のためのスポーツ教室
対象 ①②③区内在住か在勤・在学の高校
生以上の方 ④区内在住の3～5歳の子供
持ち物 ①②③運動できる服装、
運動靴 ④
室内履き 申込方法 ①②③電話で右記問
合せ先へ ④往復はがきに教室名・曜日・

場所 池波正太郎記念文庫（中央

対象 区内在住か在勤の妊婦、生

申込締切日 5月7日㈰

定員 15

問合せ お母さんの

整体塾「ほのて」 Eメール honote@iclo
ud.com

時間 午後1時30分～3時30分

場所 日本

日程（全5回）

テーマ

自然の中で体を使って遊んで
5月13日㈯
みよう！
5月20日㈯ 子どもの発達を「観察する」
5月28日㈰

生きものから学べ！じっくりと
相手を観る

6月10日㈯ 子どもの感性を「見守る」
6月25日㈰ 子どもの気持ちを
「受け止める」

助産師会1階多目的室（鳥越2－12－2）

時間 午前10時～正午

対象 29年2月以降生まれの子供の保護者・

涯学習センター、上野動物園（予定） 対象

祖父母、妊婦

区内在住か在勤の保護者と6か月～3歳の

定員 15組（先着順・区内在

住か在勤の方優先） 費用 500円（4回分）
申込開始日時 4月6日㈭午前10時

問合せ

（公社）日本助産師会☎（3866）3054

場所 上野公園、生

子供 定員 15組（抽選） 費用 500円（5
回分） 申込締切日 4月22日㈯
問合せ （一社）遊心☎（5809）0509

【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。
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30日㈰高瀬恒夫（仏像彫刻）
、5月2日㈫

子供から高齢者まで学べる 生涯学習ラーニングスクエア

田中慎二（仏像彫刻）
、3日㈷藤本義和（染
色工芸）
、4日㈷日花和子（彫刻）
、5日㈷
石井寅男（木版画彫刻）
、6日㈯川島利之
（神仏具錺〈かざり〉師） 実演時間 午後1
時～4時 入館料 一般300円、小中高生
100円 休館日 月曜日（祝日の場合は翌
日） 場所・問合せ 下町風俗資料館
☎（3823）7451

一葉記念館から
●くずし字解読講座「くずし字で読む『源
氏物語』の世界」 日時 5月6日〜6月3日
の土曜日（5月27日を除く・全4回）午後
1時30分（2時間程度） 定員 30人（抽選）
講師 上野英子氏（実践女子大学文学部教
授） 費用 4,000円（4回分）※当選後、

事前に支払い。初回のみ別途入館料が必
要。 入館料 一般300円、小中高生100円
申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番
号を書いて下記問合せ先へ※複数名の記
入、往復はがきでないものは無効
申込締切日 4月15日㈯（消印有効）

●展示替えのため臨時休館します
期間 4月17日㈪～20日㈭

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒110－0012

台東区竜泉

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

ゴールデンウィークには上野公
園に行こう！「上野の森 親子
フェスタ2017」
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対象 区内在住か在勤・在学で、表中の「対象」に該当する方
申込方法 往復はがき（1講座1通）に講座名・住所・氏名（ふりがな）
・
年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在
地・電話番号を書いて各会場へ（抽選）※親子対象の講座は、保護
者と子供の氏名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください（原
則、1組は保護者・子供各1人）
。親子対象講座で、ひとり遊びの
できる子供の託児を希望する方は、
「託児希望」
・保護者と子供の氏
名（ふりがな）
・年齢・性別を書いてください。 申込締切日 5月8
日㈪（必着） 問合せ 各会場へ
●社会教育センター
〒110－0015 台東区東上野6－16－8 ☎（3842）5352
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員
傾聴入門～自分も相
5月22日～7月10日午後
16歳
20人
手も大 切にするコ 月 8 1時～3時※6月26日・7
以上
ミュニケーション～
月3日は実習（予定）
シニアライフセミ
5月24日～7月19日
55歳
ナーこころ～笑お
30人
水 8 （6月21日を除く）
以上
う！見つけよう！大
午前10時～正午
人のあそび心～
6月1～29日
16歳以上
男のクッキング 木 5
20人
午後6時30分～8時30分 の男性
6月16日～8月11日
午後6時30分～8時30分
デジタル一眼レフ
※7月1日 ㈯ 午 前10時 16歳
20人
入門～撮影から作 金 9
から撮影会、8月5～11 以上
品展示まで～
日生涯学習センターで
写真展
●千束社会教育館
〒111－0032 台東区浅草4－24－13 ☎（3874）5450
講座名
曜日 回数
日時
対象
4 ～ 7歳
5月21日～6月18日
親子のお絵描き
日 5
の子供と
午前10時～正午
（託児あり）
保護者
やさしい川柳実作
5月26日～7月21日
16歳
教室～あなたも今 金 8 （7月7日を除く）
以上
日から川柳家～
午前10時～正午
みんなで歌おう！
5月30日～7月25日
16歳
「流浪の民」と「大 火 8 （7月11日を除く）
以上
地讃頌」
午前10時～正午

祉センター・老人福祉館で配布する申込用

日時 5月3日㈷～5日㈷午前10時～午後5

紙に記入し提出

時

物（老人福祉施設使用登録証、
健康保険証等）

場所 上野公園噴水広場ほか

内容 絵

必要な物 本人確認できる

本や児童書の販売、絵本・読み聞かせ関連

申込締切日 4月25日㈫

の講演会ほか※詳しくは、下記財団ホーム

場所・問合せ 入谷老人福祉館

ページをご覧になるか、下記問合せ先へ
問合せ （一財）出版文化産業振興財団

台東区文化振興課☎（5246）1153

成年後見制度無料相談会

無料

無料
5,000
円
3,000
円

定員 教材費
10組 無料
20人 800円
25人 800円

●根岸社会教育館
〒110－0003 台東区根岸5－18－13 ☎（3876）2103
講座名
曜日 回数
日時
対象
5月20日～7月8日
16歳
楽しく学ぶやさし
土 8
午前10時～正午
以上
い気功
5月23日～7月18日
16歳
初心者のための囲
火 8 （6月27日を除く）
以上
碁教室
午後2時～4時
4 ～ 7歳
6月11日～7月9日
親子で楽しく盆お
日 5
の子供と
午後2時～4時
どり（託児あり）
保護者
●今戸社会教育館
〒111－0024 台東区今戸2－26－12 ☎（3873）4140
講座名
曜日 回数
日時
対象
5月23日～7月11日
16歳
社交ダンス入門講
火 8
午後2時～4時
以上
座
はじめての茶道〜
5月25日～7月20日
16歳
おもてなしの心で 木 8（6月15日を除く）
以上
〜
午後1時～3時30分
6月17日～8月5日午前10
POPSアンサンブ
時～正午※8月5日は午前 16歳
ル楽団～好きな楽
土 8
10時から練習、午後1時 以上
器を持って集まろ
～2時にミニコンサート
う!!～

20人 無料
15組 無料

定員 教材費
男女
無料
各13人
15人

4,000
円

20人

1,000
円

名・コース名・記号・住所・氏名（ふりがな）
・

氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤務先

年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・所

（学校）名、会員の方は会員番号を書いて

在地・電話番号を往復はがきか電子メール

港

区元赤坂2－2－23（明治記念館内）セラ

で下記申込先へ※各コース1通のみ
申込締切日 5月8日㈪（必着）
申込み・問合せ 〒111－0032

台東区浅

ントラベル東京支店 台東区勤労者サービ

草2－2－1 森田ビル2階 ㈲フォーティ

スセンターバスツアー申込係

☎（3842）6453

●パソコン講座①「ワードで案内状や暑中

☎（6715）7755

ynet.co.jp

見舞い」 ②「エクセルで住所録と家計簿」

サービスセンター☎（5829）4123

日程（全3回）①5月9日㈫・12日㈮・16日

12人 無料

者全員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・

下記申込先へ
着） 申込み・問合せ 〒107－8507

☎（3873）9036

定員 教材費

●谷中区民館
※こちらの申込み・問合せは、〒111−8621 生涯学習センター生涯学習課 ☎（5246）5821
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員 教材費
発見しよう！自分に
5月25日～7月6日
あったトレーニング
16歳
20人 無料
木 6（6月8日を除く）
～カラダづくりを科
以上
午後7時30分～9時
学する～Ⅱ

申込締切日 4月28日㈮（必

シルバー人材センターの催し

☎（5211）7282

教材費

●小島社会教育館
〒111－0056 台東区小島1－5－2 ☎（3861）5063
講座名
曜日 回数
日時
対象 定員 教材費
1,500
5月21日～7月9日
16歳
20人
石膏デッサン入門 日 8
円
午後2時～4時
以上
「源氏物語」を読む
5月23日～7月11日
16歳
30人 300円
～桐壷巻にみる平安 火 8
午後6時30分～8時30分 以上
時代の文化と社会～
楽しく始める英会
2,000
5月24日～8月9日
16歳
話～伝わる発音に 水 12
30人
円
午後2時～4時
以上
挑戦！～

問合せ 台東区勤労者

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ「総合相談会」

Eメール taito@fort

問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

第27回ボランティアフェスティ
バル

日時 4月29日㈷午前9時30分～午後3時
（1

㈫ ②5月11日㈭・18日㈭・22日㈪

組90分程度） 場所 特別養護老人ホームあ

時間 午前10時～正午

さくさ5階 対象 区内在住か在勤・在学の

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

日時 4月18日㈫、5月16日㈫午後1時～4

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

時（受付は3時まで） 場所 区役所6階603

千束小学校校庭、千束公園

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

会議室

さまざまな分野の活動紹介、舞台発表、ゲ

合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」 日時 5月

いる方 定員 各3組（1組60分程度・先着

ーム、相談コーナーほか 問合せ 台東区社

順・予約優先）※予約に空きがあれば当日

会福祉協議会☎（3847）7065

方

定員 5組（要予約） 申込締切日 4月

20日㈭

申込み・問合せ 台東区社会福祉

協議会☎（5828）7507

ゲートボール練習会
日程（全6回）4月18日㈫、6月15日㈭、7

定員 各9人（抽選）

15日㈪・25日㈭午前10時～11時、11時

受付可

～正午

ほか

定員 各5人（抽選） 申込方法 往

月11日㈫、12月6日㈬、30年2月21日㈬、

復はがき（1人1枚）に催し名・希望日時・

3月1日㈭

住所・氏名・年齢・電話番号・相談内容を

時間 午前9時30分～11時30

分（雨天中止） 場所 台東リバーサイドス
ポーツセンター少年野球場

書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 区内在

対象 区内在住の原則60歳以上の方

☎（5246）1214

申込締切日 4月19日㈬（必着）※募集数に

達しない場合、4月20日㈭以降に電話で受
付

場所・問合せ 〒111－0056

台東区

日時 6～8月の月曜日（全10回）午前10

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

時30分 対象 区内在住の65歳以上の方

ター☎（3864）3338

定員 30人（抽選） 申込方法 老人福祉セン

ター・老人福祉館で配布する申込用紙に記
入し提出

必要な物 本人確認できる物（老

人福祉施設使用登録証、健康保険証等）
、
82円切手

申込締切日 5月6日㈯

日帰りバスツアー
「甘夏みかん狩りと、あじさい
祭り見学＆日帰り温泉入浴」
日時 6月18日㈰午前7時30分区役所前出

発、午後6時帰着予定（雨天決行） 行先

場所・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

相談員 宅地建物取引士・建築士
申込み・問合せ 住宅課

☎（5246）1468

場所

内容 福祉など

消費生活サポーター養成講座
期間 6月21日㈬～12月20日㈬（全11回）

生涯学習センターパソコン講座
第1期
コース

住か在勤の方 問合せ 健康課

健康カラオケ教室

対象 区内に空き家等を所有して

日時 4月29日㈷午前10時～午後3時

記号

日時
5月19日～6月2日の金曜日
①初心者「マ B-1（全3回）午後2時～4時
ウス・文字入
6月11～25日の日曜日
力」
B-2
（全3回）午前10時～正午
5月17～31日の水曜日
②インターネ N-1（全3回）午前10時～正午
ット「検索と
6月8～22日の木曜日
安全性」
N-2
（全3回）午後2時～4時
5月14日～6月4日の日曜日
③ワード「ポ W-1（全4回）午前10時～正午
ストカードを
作ってみよう」W-2 6月6～27日の火曜日
（全4回）午後2時～4時
5月14日～6月4日の日曜日
④ エ ク セ ル E-1（全4回）午後2時～4時
「健康管理シ
ートを作ろう」E-2 6月6～27日の火曜日
（全4回）午後7時～9時

場所 生涯

学習センター 対象 区内在住か在勤・在学
の18歳以上の方 定員 30人（抽選）※託
児あり（6か月以上の未就学児・8人）
講師 （一財）日本消費者協会

費用 6,000

円程度（テキスト代・検定料） 申込方法
下記問合せ先へ申込書を請求し申込み
申込締切日 5月31日㈬

問合せ くらしの

相談課☎（5246）1144

フリーマーケット出店者募集
日程 ①5月7日㈰

②14日㈰ 時間 午前10

時～午後3時 場所 花川戸公園※車での来
場不可、天候により中止の場合あり
出店数（予定）①30店

2,000円

②20店

出店料 各

宇佐美（甘夏みかん狩り）
、
ハトヤ大漁苑（昼

場所 生涯学習センター

食と入浴）
、城ケ崎（あじさい祭り見学）

在勤の15歳以上（学生を除く）で①パソ

ケット推進ネットワーク（土・日曜日・祝

対象 勤労者サービスセンター会員とその家

コンを使用した経験のない方 ②～④初心

日を除く）☎048（268）8711

日時 5～6月の火曜日（全4回）午後1時30

族、区内在住か在勤・在学の方

者コースを受講済み、またはパソコンの文

②タイムマシーンカンパニー（土・日曜日

分～3時30分

対象 区内在住の60歳以上

人（抽選） 費用 8,900円※食事・座席が

字入力やマウス操作ができる方

・祝日を除く）☎050（3616）3300

定員 16人（抽選） 講師 NPO法人

不要な2歳以下は無料、会員とその家族は

スマートフォン使い方講習会

の方

竹箒（たけぼうき）の会

申込方法 老人福

別料金

定員 80

申込方法 はがきにツアー名・参加

対象 区内在住か

時間 午後1時30分～3時30分

定員（抽選）①10人 ②～④各22人
費用 各1,000円（教材費） 申込方法 講座

申込み・問合せ ①フリーマー

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

広報「たいとう」の「催しもの」「健康」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

