▽申込締切日時 ２月８日㈮午後
２時

【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。

※衣装貸与あり
▽問合せ 土橋



ショップ等のワークショップを実
施します。

0358165138

●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）
・書類作成セミナー ２月６日㈬

台東区東上野 31514

▽日時 ２月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後９時
▽場所 上野公園内、東京文化会

富士通ｵｰﾌﾟﾝｶﾚｯｼﾞ上野校

☎０９０（３０３５）７５１５
●楽しく続ける健康体操
じきょう
「自彊術・根岸」
▽日時 木曜日（月４回）

1 月 26 日（土）・2 月 2（土）

午前 時
・面接対策セミナー ２月 日㈬
午前 時
▽場所・申込み・問合せ ハロー

子供プログラミング講座
教室説明＆体験会開催

午後２時～３時 分
▽場所 根岸社会教育館ほか

ワーク上野
☎（３８４７）８６０９
●高齢ドライバー交通安全セミナ

ー
▽日時 ２月 日㈭午後２時
▽場所 浅草ビューホテル３階
１）
「祥雲Ⅲ」
（西浅草３
▽対象 都内在住か在勤の 歳以
上の方
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号を書いて
郵送かファックスまたはメール
で左記問合せ先へ
▽申込締切日 ２月 日㈭（消印
有効）
８００１ 東京
▽問合せ 〒
都青少年・治安対策本部交通安
全課
☎（５３８８）３１２５
（５３８８）１２１７

メール
S0000569@secti
on.metro.tokyo.jp
●特別区職員採用 区合同説明会
▽日時 ３月 日㈯
午前 時～午後４時（予定）
▽場所 明治大学和泉キャンパス
（杉並区永福１ ９ １）
▽定員 ７千人程度（抽選）
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※特別区人事委員会のホームペー
ジから事前の申込みが必要です。
（インターネットのみ）
▽内容 各区・組合ブース、技術

2020 年小学校でプログラミング授業必修化
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・専門職の個別相談、コラボブ
ース、採用試験概要説明
▽申込締切日時 ２月 日㈪
午後５時
▽問合せ 特別区人事委員会採用
係☎（５２１０）９７８７
台東区人事課人事係
☎（５２４６）１０６１

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

）
館（上野公園５
▽定員 各 ～ 人（先着順）
▽講師 高田佳子氏（日本笑いヨ
▽会費 月額３千円、
年会費３千円
▽問合せ 斎藤
☎（６４５８）１１６７

●にせ税理士・にせ税理士法人に
ご注意ください
税理士資格のない者が税務相談、
税務書類の作成、税務代理をする
ことは、法律で禁じられています。
専門的知識が欠けている等のため、
依頼者（納税者）が不測の損害を
被る恐れもあります。税理士は税
理士証票を携帯し、税理士バッジ
を着用しています。
※詳しくは、東京税理士会ホーム
ページをご覧ください。
▽問合せ 東京税理士会綱紀監察
課☎（３３５６）４４７６
●老齢年金を受けている方に「平
成 年分公的年金等の源泉徴収
票」を送付します
日本年金機構から支払う年金を
受給している方に、１月中旬から
下旬にかけて源泉徴収票を送付し
ます。確定申告や源泉徴収の還付
を受ける際に必要となります。
紛失した場合は再発行できます
ので左記へお問合せください。
※障害年金や遺族年金は非課税の
ため、源泉徴収票は送付されま
せん。

28

ガ協会代表）
、毛利嘉孝氏（東
京藝術大学大学院教授、社会学
者）ほか
※各プログラム開催概要、申込方
法等、詳しくはＵＥＮＯＹＥＳ
ホームページをご覧ください。

）
（池之端３ ３
歳以上の方
▽対象
▽会費 ７千円

▽申込み・問合せ 伊藤
☎０９０（２９１８）５２５２

会 員 募 集

▽問合せ 日本年金機構ねんきん
ダイヤル
☎０５７０（０５）１１６５
０５０から始まる電話からは
☎０３（６７００）１１６５
上野年金事務所
☎０３（３８２４）２５１１

E FAX
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●阿波踊り「浅草橋連」踊り手・
鳴り物
▽日時 月曜日（月２回）
午後６時 分～９時 分
▽場所 浅草橋区民館ほか
▽会費 月額１千円

30
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▽問合せ 上野文化の杜新構想実
行委員会事務局
☎（５８３４）２３９６
●第 回「あそびねっと」
▽日時 ２月 日㈯
午後２時～５時
▽場所 「あそびネット」ホール
（千束２ １ ９）
▽対象 乳幼児～ 歳（乳幼児は
保護者同伴）
▽内容 伝承、段ボール遊び、集
団遊び、工作、紙芝居ほか
▽問合せ
法人あさくさ
あそびネット
☎（３８７１）３３６３
●食べて歌って健康長寿日本一の
台東区をめざして！ 第 回「百
寿の会」
▽日時 ４月 日㈯午後６時
▽場所 水月ホテル鴎外荘
18

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
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

催しものなど
▽申込み・問合せ こばと園
☎（３８５１）９５２１
※電話は火・金曜日午前 時 分
〜午後２時
メール
kobato-e@jcom.
home.ne.jp あ み
●国際カスパリー編作品展および
マフラー講習会
▽日時 ２月 日㈬正午〜午後４
時、 日㈭・ 日㈮午前 時〜
午後４時
▽場所 台東区民会館８階
▽費用 １千 円（材料費）
※作品展は無料
▽問合せ 徳山
☎（３７１７）７９６３
●自然農法産大豆を使ったみそ作
り
▽日時 ２月 日㈮
午後１時～４時
▽場所 社会教育センター調理室
人（先着順）
▽定員
▽費用 ２千 円（材料費）
▽持ち物 エプロン、スリッパ、
持ち帰り用の容器（３・５キロ
グラム入るもの）ほか
▽申込締切日 ２月１日㈮
▽申込み・問合せ 吉増
☎０８０（３０１６）７８５０
●「ＵＥＮＯＹＥＳバルーンＤＡ
ＹＳ ＃３」トークイベント・ワ
ークショップ（無料、要申込）
社会包摂をテーマとしたプロジ
ェクト「ＵＥＮＯＹＥＳ（ウエノ
イエス）
」にて、アーティストに
よるトークイベントやヨガ・０円
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●シニア女性の英会話入門体験
▽日時 ２月８日㈮・ 日㈮
午後１時～２時
▽場所 東上野区民館
歳以上の英会話初心者
▽対象
人（先着順）
▽定員
▽申込締切日 ２月５日㈫
▽申込み・問合せ 宮澤
☎０７０（３８４０）６１８５
（土・日曜日・祝日を除く）
●子どもゆめ基金助成事業「伝統
的なおもちゃや動くおもちゃをつ
くろう！」
（無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館第２会議室
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ ファンアクションプロ
ジェクト 清水
☎（６８０３）０１２８
●浅草パズル＆ゲームフェスティ
バル （無料・台東区後援）
▽日時 ２月 日㈷
午前 時～午後４時
▽場所 台東区民会館第５会議室

平成31（2019）年 1月20日
▽対象 ５歳以上の方
▽問合せ トイーク 清水
☎０５０（５２１８）７２９３
●心臓病の子どもの集い「こばと
園」パネルシアターほか
▽日時 ２月 日㈫
午後１時～２時
▽場所 浅草聖ヨハネ教会１階ホ
ール（蔵前２ ７ ６）
▽対象 未就園児と保護者
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