30人

中級D 午後3時15分〜4時45分

30人

中級E 午後5時55分〜7時25分

15人

中級F 午後7時30分〜9時

30人 15,000円

中級G 午後5時55分〜7時25分

15人

30

※上級クラスを初めて受講する方は、3月28日㈬午後7時の
レベルチェックが必要

▽場所 台東区民会館
▽対象
歳以上で初めての方

▽対象
歳以上の方
人︵先着順︶
▽定員
▽講師 台東区観光ボランティア
ガイド
▽費用
円
▽場所・申込み・問合せ 根岸社会

ント︶

会 員 募 集

俳句

石川明
岩浪志津子
観音堂松雄
北島宏吉
熊切房子
佐藤初江
齋藤初江
諏訪員巨
田口恭子

台東区俳句人連盟

ひたむきに栗剥く口や一文字
夕時雨旧吉田屋の箔の紋
のれん仕舞ふいっとき月を見る女将
向き合って男同志の股火鉢
短日やペンの先より暗くなる
菊坂で手漕ぎ井戸汲む一葉忌
枯葉散る肩にひとひら紅の色
一人居の叱る人なし湯冷めかな
出雲まで神追ひ駆ける神無月

▽場所・申込み・問合せ 社会教育 ●国民年金保険料の﹁前納﹂は割
センター☎︵３８４２︶５３５２ 引がありお得です
国民年金では︑口座振替︑現金
やクレジットカード納付により保
険料を前払いすると割引がある
すい
●女声合唱団﹁粋﹂
﹁前納﹂という制度があります︒
▽日時 第２ ４火曜日
口座振替で前納すると︑現金や
午後２時〜４時
クレジットカード納付による前納
▽場所 千束社会教育館ほか
よりも割引額が大きく︑お得です︒
▽会費 月額４千円︑
入会金２千円 口座振替による６か月︵４〜９月
▽問合せ 黒田
分︶
︑１年および２年前納の申込
期限は２月 日㈬です︵５月１日
☎︵３８７２︶７８９０
㈫に口座から引き落とし︶
︒
●落語サークル﹁落語寺子屋﹂
﹁前納﹂についてのご相談は︑
▽日時 第１ ３土曜日
お近くの年金事務所へお尋ねくだ
午後１時 分〜４時
▽場所 小島社会教育館ほか
さい︒
▽会費 月額２千円︑入会金 円
▽問合せ 萩原
☎︵３９１５︶７４２９

冬紅葉映ゆる五重の東寺かな
深更の路地転げ舞ふ枯葉かな
脳トレの碁盤を囲む冬日和
花八つ手巫子の舞ひたる鈴の音
一葉で憂き世を漕ぐや笹の舟
絵手紙やひと葉ひと筆冬もみじ
夫は亡く霜降る夜やこけし鳴く
桃水へ届かぬ恋慕一葉忌
ひとひらのさくら落葉にある愁ひ
▽問合せ 台東区俳句人連盟
北島宏吉☎︵３８７２︶４６１４

手塚たか
内藤潮南
袴田恒子
永井さかえ
仲佐恵市
横堀やす江
山崎芳子
山本玲子
渡辺繁義

【は〜い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

▽定員
人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 阿部

−

教育館☎︵３８７６︶２１０３
●社会教育センター指定管理者主
催﹁ワークライフバランスを実現
するための︑あなたとわたしの信
頼関係の深め方﹂
▽日時 ３月 日㈬
午後２時〜３時 分
30

☎０７０︵４５１６︶７３８２
●親子で参加できる公開講座﹁多
言語で子育て！自分育て！﹂

30

20 16

▽定員
人︵先着順︶
▽講師 夏苅正史氏︵コンサルタ

28

・

▽日時 ２月 日㈫
午前 時 分〜午後０時 分
30

20

30

▽定員
人
▽内容 臨床心理士の話
▽講師 小澤知子︵永寿総合病院
臨床心理士︶
▽申込み・問合せ 永寿総合病院
☎︵３８３３︶８３８１㈹
●根岸社会教育館指定管理者主催
﹁台東〝まるごと体験〟ウオーク
ラリー〜下谷七福神めぐり〜﹂
▽日時 ３月 日㈰
午後１時〜３時 分

13

30

15人 17,000円
上級 午後7時30分〜9時

▽問合せ 上野年金事務所
☎︵３８２４︶２５１１
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集︵予約制︶

▽講座名・日時
・書類作成セミナー ３月７日
㈬・ 日㈪午前 時
・面接対策セミナー ３月 日
10

10

・ヤング集中支援セミナー︵ 歳
以下で全日程参加できる方・全３
回︶ ３月 日㈪・ 日㈫・ 日㈬
午後１時
▽場所・申込み・問合せ ハロー
ワーク上野
＃
☎︵３８４７︶８６０９
12

FAX

15人

・

この欄の掲載記事は︑区が主催する事業ではありません︒内容
については︑当事者間で責任を持っていただきます︒
台東区公式ホームページ上の﹁広報たいとう﹂にも掲載します
ので︑ご了承ください︵了承いただけない場合は︑掲載すること
ができません︶︒
※掲載基準等︑詳しくは左記へお問合せください︒
▽問合せ 台東区役所広報課

中級A 午前9時30分〜11時

−
23
−
16

催しものなど

15人 15,000円

28

㈬・ 日㈬午前 時

19

28

14

34

14

41

初級④ 午後5時55分〜7時25分

50

想定外のごみが搬入されると、焼却炉を
傷めたり、機器の動作不良を引き起こし、
11
焼却炉の停止を招きます。焼却炉が予
定外の停止をすると、ごみの収集が遅れ 30
るなど、23区のごみ処理に大きな影響
を与え、再稼働にも多くの時間と費用が
かかります。ごみ出しのルールを守り、
清掃工場の安全で安定した運営にご協
力をお願いします。※金属製品やガラス
製品・水銀を使用している血圧計や体温
計は燃やさないごみです。※30センチ
メートルを超えるごみは、品目によって
排出方法が異なります。詳しくは、下記
問合せ先へ 問合せ 清掃工場のごみの受
入基準については東京二十三区清掃一部
事務組合☎（6238）0732
ごみの分け方、出し方については台東清
掃事務所☎（3876）5771
台東区清掃リサイクル課
☎（5246）1018

17

中級B 午前11時15分〜午後0時45分 30人

12,000円
中級C 午後1時30分〜3時

水曜

15人

木曜

初級③ 午後1時30分〜3時

30

10 60

10

︵５２４６︶１０２９
☎︵５２４６︶１０２１
▽場所 東京国際フォーラム ホ
回インドアペタンク﹂︵申込不要︶
ールＤ５︵千代田区丸の内３
ボーリングとカーリングを一緒
５ １︶
にしたようなゲームです︒
▽定員
人︵先着順︶
簡単なルールで︑すぐにゲーム ※託児あり︵要予約︶
●上野学園大学音楽学部音楽学科
に参加できます︒
▽費用 １席 円
演奏家コース協奏曲演奏会
▽日時 ２月 日㈯午後１時 分
▽問合せ ︵一財︶言語交流研究
▽日時 ２月 日㈮午後７時
所・ヒッポファミリークラブ
▽場所 上野学園 石橋メモリア
▽場所 台東一丁目区民館
☎０１２０ ５
▽問合せ 竹町地区健康推進委員
- ５７７６１
●永寿総合病院﹁オレンジカフェ
リーダー 長谷川丈夫
☎︵３８３３︶５９５７
︵認知症カフェ︶
﹂
●初心者のための英会話体験会
▽日時 ３月６日㈫
▽日程 ２月 日㈪︑３月５日㈪
午後３時〜４時 分
▽場所 永寿総合病院３階多目的
※希望するいずれか１日
▽時間 午後１時〜２時 分
ホール︵東上野２
︶

初級② 午前10時45分〜午後0時15分 15人 12,000円

期間 4月4日㈬〜6月14日㈭

−

2月は不適正搬入防止強化月間です
〜正しいごみの排出にご協力を〜

−
24
−
12

ルホール︵東上野４
︶
▽定員
人︵先着順︶
▽費用 １千 円︵全席自由︶
▽問合せ 上野学園大学事務部演
奏課
☎︵３８４２︶１０２０
●竹町地区健康推進委員主催﹁第

平成30（2018）年 2月5日

17

19

16

で高校生以上の方（未経
験者不可） 持ち物 運動着、
シューズ、ラケット
申込方法 往復はがき（1人
1枚・1クラス）に教室名・
希望クラス・住所・氏名（ふ
りがな）
・年齢・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先
（学校）名・所在地・電話
番号を書いて下記問合せ先
へ（抽選）※重複申込・記
入漏れ無効 申込締切日 2
月21日㈬（必着）
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

初級① 午前9時10分〜10時40分

15人

対象 区内在住か在勤・在学

受講料
定員
時間
曜日 クラス

硬式テニス教室
第１期

30

第 1198 号 （8）
広報

