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手話通訳者等養成講習会 5月13日 3月10日
国立オリンピック記念青少年総合セン

ター他
中止

福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

勝鬨橋橋脚内見学ツアー 5月14日 週1回 勝鬨橋橋脚内 休止
（公財）東京都道路整備保全公社　総

務部　公益事業課
03-5381-3380

勝鬨橋及び隅田川橋りょう群等の学生・技術者向け見学 5月22日 月1回 勝鬨橋橋脚内 休止 建設局道路管理部保全課 03-5320-5295

点訳奉仕員指導者養成講習会 7月2日 2月16日 日本視覚障害者センター 中止
福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

朗読奉仕員指導者養成講習会 7月2日 2月16日 日本視覚障害者センター 中止
福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

常設展 8月24日 － 東京都公文書館 休止 総務局総務部公文書館史料編さん担当 042-313-8450

東京都介護支援専門員現任研修(専門研修課程Ⅱ）

（R2年度第Ⅱ期）
9月24日 3月19日 茗荷谷研修センター等 延期 （公財）総合健康推進財団 03-6262-7131 https://www.soukensui-kanto.com/

失語症者向け意思疎通支援者養成講習会 10月4日 2月13日 中野サンプラザ他 中止
福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

中途失聴者・難聴者手話講習会 10月11日 3月13日
東京都障害者福祉会館、多摩障害者

スポーツセンター
中止

福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

令和２年度　介護職員スキルアップ研修 11月11日 2月25日 家の光会館等 中止
社会福祉法人東京都社会福祉協議会東京都

福祉人材センター研修室
03-5800-3335

東京都主任介護支援専門員研修（R2年度第Ⅱ期） 11月28日 3月27日 ベルサール神保町等 延期
特定非営利活動法人　東京都介護支援専門

員研究協議会
03-3556-1541 http://cmat.jp/study/

企画展第2期

池田宏写真展「現代アイヌの肖像」
12月18日 3月30日 東京都人権プラザ　企画展示室 休止 (公財)東京都人権啓発センター 03-6722-0123

https://www.tokyo-
hrp.jp/exhibition/feature_2020_02.html

東京都介護支援専門員実務研修（R2年度第Ⅱ期） 1月5日 3月21日 （公財）東京都福祉保健財団等 延期 東京都福祉保健財団人材養成部 03-3344-8512 http://www.fukushizaidan.jp/

東京都子育て支援員研修（第3期） 1月6日 2月12日 あいおいニッセイ同和損保新宿ビルほか 中止
福祉保健局少子社会対策部計画課子供・子

育て支援担当
03-5320-4121

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kate
i/kosodateshieninkensyuu01.html

東京都介護支援専門員現任研修(専門研修課程Ⅰ）

（R2年度第Ⅱ期）
1月7日 2月28日 茗荷谷研修センター等 延期 東京都福祉保健財団人材養成部 03-3344-8512 http://www.fukushizaidan.jp/

僕たちのデイキャンプ～プロジェクトキャンプ編～ 1月17日 3月21日 高尾の森わくわくビレッジ 中止 教育庁地域教育支援部管理課 03-5320-6852
https://www.wakuwaku-
village.com/event/socialeducation/1125.html

東京都主任介護支援専門員更新研修（R2年度第Ⅱ期） 1月25日 3月26日 ベルサール神保町等 延期
特定非営利活動法人　東京都介護支援専門

員研究協議会
03-3556-1541 http://cmat.jp/study/

東京都介護支援専門員再研修 1月26日 3月19日 （公財）東京都福祉保健財団等 延期 東京都福祉保健財団人材養成部 03-3344-8512 http://www.fukushizaidan.jp/

令和２年度第19・20回認知症介護実践者研修（３～５日目） 2月4日 2月9日 ベルサール東京日本橋 中止
社会福祉法人東京都社会福祉協議会東京都

福祉人材センター研修室
03-5800-3335

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（東村山市）
2月8日 2月9日

東村山市役所本庁舎1階　正面エント

ランス
延期 東村山市 042-393-5111

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

自立支援・重度化防止に向けた主任介護支援専門員・保険者研修 2月8日 2月22日 ベルサール神保町等 中止
特定非営利活動法人　東京都介護支援

専門員研究協議会
03-3556-1541 http://cmat.jp/study/

新しい指導と評価の在り方検討委員会実践発表会（小学校国語） 2月8日
東京都教職員研修センター１１１研

修室
中止 教育庁指導部義務教育指導課 03-5320-6841

妊婦栄養教室 2月9日
多摩総合医療センター　外来2階　23

栄養指導室
中止 東京都立多摩総合医療センター栄養科 042-323-5111 https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/

令和２年度　東京都道徳教育モデル校　研究成果報告会 2月9日
東京都教職員研修センター視聴覚

ホール
中止 教育庁指導部義務教育指導課 03-5320-6841

木洩れ日サロン 2月10日 多摩総合医療センター　講堂フォレスト 中止 東京都立多摩総合医療センター医事課 042-323-5111 https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/
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聴覚障害者文章教室（昼の部）⑯ 2月10日 東京都障害者福祉会館 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

とうきょう林業サポート隊活動 2月10日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

日本の曲芸「江戸太神楽」ショー 2月11日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（品川区）
2月12日 2月13日 品川区立総合体育館 延期 品川区 03-5742-9109

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

少年の非行防止啓発ポスター展 2月12日 2月18日 都政ギャラリー 中止
都民安全推進本部総合推進部都民安全

推進課
03-5388-3169

肉料理講習会 2月12日 食肉市場 中止
東京都中央卸売市場食肉市場業務衛生

課
03-5479-0695

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/news/2020/0108.ht
ml

呼吸法を取り入れた音楽療法 2月12日 東京都難病ピア相談室 中止 東京都難病ピア相談室 03-3446-1144
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/
portal/center/kouryuukai.html

親子で学ぼう、防犯教室 2月12日 都内幼稚園、保育園、児童館等 中止
都民安全推進本部総合推進部都民安全

推進課
03-5388-2281

聴覚障害者社会教養講座（昼の部）⑧ 2月12日 武蔵野プレイス 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

令和２年度　学校文化行事第７０回東京都公立学校美術展覧会 2月13日 2月19日 東京都美術館 中止 教育庁指導部義務教育指導課 03-5320-6841

都民と消防のふれあいコンサート 2月13日 調布市グリーンホール 中止 東京消防庁総務部総務課音楽隊 03-3221-0119 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-ongtai/index.html

防犯ボランティアのつどい 2月13日 武蔵野スイングホール 中止
都民安全推進本部総合推進部都民安全

推進課
03-5388-2281

「青少年応援プロジェクト＠地域」事業（荒川区） 2月13日 荒川区サンパール荒川 中止
都民生活部地域活動推進課地域活動推

進担当
03-5388-3098

令和２年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰　表彰式 2月13日 都庁第一本庁舎５階大会議場 中止 教育庁指導部指導企画課 企画推進担当 03-5320-6849
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release
/2021/release20210114_1.html

とうきょう林業サポート隊活動 2月13日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

さくらのわくわくバルーンショー 2月14日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（東久留米市）
2月15日 2月16日 東久留米市スポーツセンター 延期 東久留米市 042-470-7784

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

令和２年度第17・18回認知症介護実践者研修（６日目） 2月16日 ベルサール東京日本橋 中止
社会福祉法人東京都社会福祉協議会東

京都福祉人材センター研修室
03-5800-3335

都民と消防のふれあいコンサート 2月17日 かつしかシンフォニーヒルズ 中止 東京消防庁総務部総務課音楽隊 03-3221-0119 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-ongtai/index.html

親子で学ぼう、防犯教室 2月17日 都内幼稚園、保育園、児童館等 中止
都民安全推進本部総合推進部都民安全

推進課
03-5388-2281

実験実習講座～省エネ⁉経済的⁉「圧力鍋」 2月17日 東京都多摩消費生活センター 中止 東京都多摩消費生活センター 042-522-5119

聴覚障害者文章教室（昼の部）⑰ 2月17日 東京都障害者福祉会館 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

とうきょう林業サポート隊活動 2月17日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

技術者研修会 2月17日 産業労働局秋葉原庁舎 延期 東京都立食品技術センター技術支援担当 03-5256-9251 http://www.food-tokyo.jp/assistance/training.html

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（清瀬市）
2月18日 2月19日 清瀬市生涯学習センター 延期 清瀬市 042-495-7001

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html
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視覚障害者音楽教室⑩ 2月19日 東京都障害者福祉会館 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

エシカル消費～はむらエコアクションポイントについて～

（都・羽村市共催講座）
2月20日

羽村市消費生活センター２階　活動

室
中止 東京都多摩消費生活センター 042-522-5119

とうきょう林業サポート隊活動 2月20日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

しらす先生のふしぎサイエンス 2月21日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

令和２年度末給与事務説明会 2月22日 都庁第一本庁舎大会議場 中止
教育庁人事部人事給与情報課給与情報

担当
03-5320-6785

認定職業訓練事務説明会 2月22日 東京しごとセンター講堂 中止
産業労働局雇用就業部能力開発課認定

訓練担当
03-5320-4718

SEOPPIのパフォーマンスショー 2月23日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

令和２年度第２回認知症対応型サービス事業開設者研修 2月24日 ベルサール飯田橋駅前 中止
社会福祉法人東京都社会福祉協議会東

京都福祉人材センター研修室
03-5800-3335

歩行者シミュレータ 2月24日 都内特別支援学校 中止
都民安全推進本部総合推進部交通安全

課
03-5388-2273

多摩市共催文化財講演会② 2月24日 東京都立埋蔵文化財調査センター 中止
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

埋蔵文化財センター
042-373-5296 https://www.tef.or.jp/maibun/event.jsp

聴覚障害者文章教室（昼の部）⑱ 2月24日 東京都障害者福祉会館 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

とうきょう林業サポート隊活動 2月24日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（西東京市）
2月25日 2月26日 西東京市役所田無庁舎 延期 西東京市 042-420-2818

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

実験実習講座～省エネ⁉経済的⁉「圧力鍋」 2月25日 東京都消費生活総合センター 中止 東京都消費生活総合センター 03-3235-1157

新しい指導と評価の在り方検討委員会実践発表会（小学校算数） 2月25日
東京都教職員研修センター

１１１研修室
中止 教育庁指導部義務教育指導課 03-5320-6841

令和２年度第19・20回認知症介護実践者研修（６日目） 2月26日 ベルサール東京日本橋 中止
社会福祉法人東京都社会福祉協議会東

京都福祉人材センター研修室
03-5800-3335

第５回文化財講演会 2月27日 東京都立埋蔵文化財調査センター 中止
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

埋蔵文化財センター
042-373-5296 https://www.tef.or.jp/maibun/event.jsp

聴覚障害者コミュニケーション教室⑨ 2月27日 東京都障害者福祉会館 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

とうきょう林業サポート隊活動 2月27日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

似顔絵プレゼント 2月28日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

多摩市共催文化財講演会③ 2月28日 東京都立埋蔵文化財調査センター 中止
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

埋蔵文化財センター
042-373-5296 https://www.tef.or.jp/maibun/event.jsp

僕たちのデイキャンプ～キャンプを楽しもう編～ 2月28日 高尾の森わくわくビレッジ 中止 教育庁地域教育支援部管理課 03-5320-6852
https://www.wakuwaku-
village.com/event/socialeducation/1133.html

視覚障害者教養講座⑩ 2月28日 多摩障害者スポーツセンター 中止
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習

課
03-5320-6864 https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html

畜産加工体験教室 2月
公益財団法人農林水産振興財団青

梅庁舎
中止

公益財団法人農林水産振興財団農業振

興課後継者支援係
042-528-1357

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（小金井市）
3月1日 3月2日 小金井 宮地楽器ホール 延期 小金井市 042-386-2462

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/kouza/index.html
https://ringyou-support.tokyo/
https://www.mizunokagaku.jp/
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木洩れ日サロン 3月1日 多摩総合医療センター　講堂フォレスト 中止 東京都立多摩総合医療センター医事課 042-323-5111 https://www.fuchu-hp.fuchu.tokyo.jp/

令和２年度第６回認知症対応型サービス事業管理者研修（１日目） 3月2日
東京都社会福祉保健医療研修セン

ター
中止

社会福祉法人東京都社会福祉協議会東

京都福祉人材センター研修室
03-5800-3335

とうきょう林業サポート隊活動 3月3日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチの都内区市町村巡

回展示（府中市）
3月4日 3月5日

府中市市民活動センタープラッツ第１

会議室
延期 府中市 042-335-4394

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/tor
ikumi/seika/torch/index.html

健康講座 3月5日 東京都薬用植物園 中止
福祉保健局健康安全研究センター薬用植

物園
042-341-0344 http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/

とうきょう林業サポート隊活動 3月6日
青梅市、あきる野市、日の出町管内の

現場
中止

（公財）東京都農林水産振興財団森の

事業課
042-528-0564 https://ringyou-support.tokyo/

サイエンス・アート 3月7日 東京都水の科学館 中止 水道局サービス推進部サービス推進課 03-5320-6326 https://www.mizunokagaku.jp/

東京マラソン２０２１ 3月7日
東京マラソン

2021コース
延期

オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推

進部事業推進課
03-5388-2198

https://www.marathon.tokyo/news/detail/news_001790.h
tml

地震から身を守る　室内安全セミナー 中止 東京消防庁防災部震災対策課 03-3212-2111(内線3968)

第37回障害者のためのふれあいコンサート 中止
福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参

加推進担当
03-5320-4147

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza
/hurekon_2020.html
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