広報

（7） 令和元（2019）年 5月5日

催 し も の など
男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

第 1228 号
●区役所1階台東アートギャラリー（台東

曜日（祝休日の場合は翌日） 問合せ 朝倉

区長賞展示作品） 期間 6月7日㈮まで

彫塑館☎（3821）4549

展示作品 田尻周也氏「中心に在る（日本

画）
」 高橋穂氏「雪の日（油画）
」
●上野中央通り地下歩道（C4出口付近）

企画展「新寄贈・寄託品」
Part.2～樋口一葉の散歩道～

内（台東区長奨励賞展示作品） 期間 令和

期間 6月23日㈰まで

2年2月頃まで

開館時間 午前9時～

介護職 就業促進事業
介護業界の現場で働きながら、介護の資格
を無料で取得できます。

雇用期間 令和2

年1月末まで※最長6か月 対象 介護の資
格をもっていない方（初任者の資格をお

午後4時30分（入館は4時まで）

持ちの方を含む）で、介護職員として働

日時 6月22日㈯午前10時30分～11時50

ortex shell（彫刻）
」
、猪俣友莉氏「ポー

休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）

くことを希望する方 勤務地 区内の高齢

分 場所 生涯学習センター4階こども室

トレート 旧友（彫刻）
」
、高田ちさと氏「Pl

入館料 一般300円、小中高生100円

者施設 時給 1,100円※雇用期間終了後、

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

ayground for Humans（工芸）
」
、速水紫

場所・問合せ 一葉記念館

合意の場合は継続雇用可

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

乃氏「opening-ending（工芸）
」
、山越

そびなど※女性保護者向けのワークショッ

真衣氏「コンプレッサー（デザイン）
」
、松

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館職

元悠馬氏「衣替え（デザイン）
」

員

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

申込開始日 5月10日㈮

問合せ 男女平等

推進プラザ☎（5246）5816

もっと自分が好きになる！心と
身体をケアするグループワーク

展示作品 常見龍太郎氏「V

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

消費者月間パネル展
〜5月は消費者月間です〜
区内の消費者団体が日頃の活動や研究の成

☎（3873）0004

月18日㈮

上野学園大学による午後のコン
サート「ピアノによる展覧会」

申込締切日 10

申込み・問合せ 台東区社会福

祉事業団☎（5603）2228

児童館合同行事「下町こども工房」

日時 6月6日㈭午後1時30分開場、2時開演

日時 5月26日㈰午前10時30分～午後4時

出演 上野学園大学音楽学部学生

場所 小島公園 対象 0～18歳の児童と保
護者 問合せ 寿児童館☎（3844）8602

入場料 500円※当日会場で午後1時30分

から販売、未就学児の入場不可
区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「新しい展示登場」

果を発表します。 期間 5月21日㈫～26

申込方法 往復はがきに演奏会名・希望人

も簡単にできるリラクゼーション ②22

日㈰※26日は午後4時まで

数（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、在

ビオトープの最新情報が分かる「自然コー

日㈯・周りに振り回されない自分をつくる

習センター1階アトリウム

勤の方は勤務先を書いて下記問合せ先へ※

ナー」と「ビオトープの生きものパズル」

コミュニケーション

申込締切日 5月

がリニューアルしました。ボールを転がし

日程（全2回）・内容 ①6月8日 ㈯・1人 で

場所 生涯学

・手作りコーナー

応募者多数の場合は抽選

ーガ療法士、心理カウンセラー） ②中川

日程・内容 5月25日㈯・牛乳パックで小

20日㈪（必着）

場所・問合せ 〒110−

てリサイクルについて学ぶ「まわるんのリ

浩子氏（臨床心理士） 持ち物 ①動きやす

物入れ・竹とんぼ作り、26日㈰・手ぬぐ

0007 台東区上野公園8−43 旧東京音

サイクル工場」という展示が出来ました。

い服装、
バスタオル

いでポケットティッシュケース作り、アク

楽学校奏楽堂☎（3824）1988

日程 随時

講師 ①花崎晶氏（ヨ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
時間 午後1時～4時

対象 2日間とも参加可

リル毛糸で花形たわし作り 時間 午後1時
～3時30分

申込方法 当日会場で受付※

能で、身近な人との関係にストレスを感じ

材料がなくなり次第終了

ている女性 定員 12人（先着順）

の相談課消費者担当☎（5246）1144

申込開始日 5月10日㈮※託児あり（1歳以

上の未就学児、 希望の方は下記申込先へ）
託児の締切日 6月1日㈯
場所・申込み・問合せ 男女平等推進プラザ

さまざまな国の人と交流できる
コミュニケーションスペースが
オープンします！

区では、NPO法人芸術家の村と協働した

ひまわり環境学習室☎（3866）2011

初心者ゴルフ教室
日時（全8回）6月6日～7月1日の月・木

●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで

リバーサイドスポーツセンター、フジゴル

ボランティア体験」 日時 6月15日㈯午後

フセンター（江東区木場） 対象 区内在住

2時～4時 場所 谷中区民館第1集会室

5月18日㈯の「国際博物館の日」を記念し、

か在勤（学）の18歳以上の方 定員 30人

定員 10人（先着順） 申込み・問合せ 環境

上野の文化施設で、ガイドツアーなどのイ

（抽選・初めての方優先） 講師 台東区ゴル

上野ミュージアムウィーク

期間 5月19日㈰

曜日午後6時30分～8時30分

フ連盟講師団

費用 10,000円（8回分）

各文化施設の利用案内やイベントの詳細・

申込方法 はがきに教室名・住所・氏名・

午後3時 ②午前10時～午後3時 場所 花

申込方法等については、上野ミュージアム

年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は

川戸公園※車での来場不可、天候により中

ウィークホームページをご覧になるか下記

勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問

止の場合あり

問合せ先へ

合せ先へ

②20店 出店料 2,000円

問合せ 国立西洋美術館上野

ふりがな

申込締切日 5月24日㈮（必着）

☎（3828）5131㈹

10 台東リバーサイドスポーツセンター

フリーマーケット推進ネットワーク（午前

台東区文化振興課☎（5246）1153

☎（3872）3181

9時～午後6時）☎048（268）8711

区立文化施設「国際博物館の日」
入館無料デー

台東区今戸1−1−

つばさ福祉工房「さをり展」
障害のある方が、手織りで作った製品を展
示・販売します。

日㈮午前9時30分～午後4時30分（最終

・オープニングイベントを手伝ってくれる

書道博物館が無料で入館できます。※旧東

日は3時30分まで ） 場所 区役所1階ロ

ボランティアを募集します

京音楽学校奏楽堂は5月14日㈫

ビー 問合せ つばさ福祉工房

日㈮午後3時～5時 定員 10人（先着順）

開館時間 下町風俗資料館・午前9時30分

☎（3842）2838

場所 Little Japan（浅草橋3−10−8）

～午後5時30分、一葉記念館・午前9時～

問合せ 区民課☎（5246）1126

午後4時30分、その他の館・午前9時30

堂

場所 浅草公会

分～午後4時30分※いずれの施設も入館
は閉館時間の30分前まで※詳しくは各施
設へお問合せください。
問合せ 朝倉彫塑館☎（3821）4549

下町風俗資料館☎（3823）7451

前売券 チケットスペース（☎3234−99

一葉記念館☎（3873）0004

99）
、下記問合せ先で販売 問合せ 浅草公

書道博物館☎（3872）2645

会堂☎（3844）7491

旧東京音楽学校奏楽堂☎（3824）1988

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」
日程 5月11日㈯・12日㈰星野保氏（銅器）
、

出店数（予定）①30店

問合せ 〒111−0024

朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念館、

入場料 7,000円（全席指定）

月2日㈰ ②6月9日㈰ 時間 ①午前9時～

ミュージアムウィーク担当

国際博物館の日を記念して5月18日㈯は

日程 6月27日㈭～30日㈰

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

※別途練習場のボール代1回900円

ます。

鼓童特別公演2019「粋」
（台東区後援事業）

ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

まで※参加費や入館料が必要な場合あり、

コミュニケーションスペースをオープンし

日時 5月31

リサイクル

場所 台東

ベントが行われます。

☎（5246）5816

問合せ くらし

場所・問合せ 環境ふれあい館

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

特集展示「独断で選んだイケメ
ン★オシメン」＆『台東鳥瞰』
関連企画「齋藤陽道 写真展」

日時 6月11日㈫～14

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

②タイムマシーンカンパニー（午前10時
～午後5時）☎050（3616）3300
問合せ 清掃リサイクル課☎（5246）1291

区立保育園・こども園「合同子
育て広場」～のんびりのびのび
子育てタイム～
日時 6月5日㈬午前10時15分～午後3時

老人福祉センターの催し
●介護予防教室参加者募集
日程（全10回）7月～9月

場所 生涯学習センター

対象 乳幼児と保護

者 内容 ままごと、ミニカー、保育士による
歌・手遊び、育児・栄養・健康・保育園に

時間 ①午前10

時～11時 ②③④午前10時～11時30分
教室名（内容）
曜日
場所
お口元気度アップ（口の
①老人福祉
火
健康度のチェックと体操）
センター
②三筋老人
火
福祉館
面白脳トレ（ゲーム、文
字などを通じて脳トレ）
③入谷老人
水
福祉館
セラバンドで筋力アップ
④橋場老人
（筋力やバランス感覚を 水
福祉館
整える体操）

関する相談
問合せ 三筋保育園☎（3866）2413

浅草橋保育園☎（3866）0321
東上野保育園☎（3833）9810

第15回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ
日時 6月23日㈰午前9時15分～午後1時

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

場所 柳北スポーツプラザ

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

か在勤（学）の20歳以上の方※当日の健

対象 区内在住

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

康状態チェックやADL（日常生活活動テ

25日㈯・26日㈰田中敦功氏（江戸べっ甲）

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

スト）の結果により、参加できない種目あ

時間 午前11時～午後5時

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

り 定員 100人（先着順） 内容 体力テス

配布する申込用紙に記入し提出

ト、ストレッチ講習会（講師・桜田敬子

申込締切日 6月1日㈯

氏） 持ち物 運動できる服装、屋内用運動

18日㈯・19日㈰坂井智雄氏（看板彫刻）
、

とう伝統工芸館

場所 江戸たい

問合せ 産業振興課

☎（5246）1131

台東区長賞・区長奨励賞受賞作
品を展示しています

期間 6月5日㈬まで

開館時間 午前9時30

問合せ 老人福祉セ

ンター☎（3833）6541

靴、飲み物、タオル

●ほのぼの寄席 日時 5月30日㈭午後1時

㈪～6月14日㈮

ツ振興課（生涯学習センター5階、土・日

分～午後4時30分（入館は4時まで）

30分～3時

東京藝術大学の学生により制作された台東

入館料 一般500円、小中高生250円※入

伸しん

区長賞・区長奨励賞作品を展示しています。

館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・木

☎（3866）2417

出演 桂伸治、桂伸び太、桂

場所・問合せ 三筋老人福祉館

申込期間 5月13日

申込み・問合せ スポー

曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

【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。

広報

令和元（2019）年 5月5日
スポーツひろば

第 1228 号 （6）
場所 区役所10階会議室

図書館のこども室から

●浅草中バレーボール体験会
13日㈪午後7時～8時50分

日時 5月

場所 浅草中

学校4階体育館 対象 区内在住か在勤（学）

数の履歴書・職務経歴書

ワーク上野☎（3847）8609 31#

ト・ディズニー うさぎとかめ」ほか

台東区産業振興課☎（5246）1152

日時 5月15日㈬午前10時30分～11時、
午後3時30分～4時 対象 幼児～小学校低

装、室内履き、飲み物、タオル※更衣室な

学年※親子で参加可 定員 各60人（先着

し、保険は各自任意で加入

順） 場所・問合せ 石浜図書館

申込方法 当日

☎（3876）0854

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を

●根岸図書館えいがとおはなし会「ぴった

除く午前9時～午後5時）

んこ！ねこざかな」 日時 5月22日㈬午前

☎（5246）5853

10時30分～11時15分、午後3時30分～

●弓道

センター弓道場

申込期限 大会当日午前

11時まで※台東区弓道協会へ申込み
●水泳

場所 清島温水プール

般1,000円、学生500円

参加費 一

申込期限 6月20

日㈭まで※台東区水泳協会へ申込み
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
日程 6月30日㈰

対象 区内在住か在勤（学）

対象 区内在住の原則として60歳以上の方
申込締切日 5月20日㈪（必着）※募集数

に達しない場合、5月21日㈫以降に電話
で受付

日時

☎（3876）2101
21日㈫ ②6月3日㈪ 場所 ①生涯学習セ

台

センター☎（3864）3338

成年後見制度無料相談会
日時 6月8日㈯午前9時30分～午後4時（1

組90分程度） 対象 区内在住か在勤（学）
の方 定員 10組（要予約） 申込締切日 5
月30日㈭

④安心・安全ネッ 6月28日、7月5日 の
トコース～ネット 金曜日（全2回）
とのお付き合い～ 午後2時～4時

日程 ①5月

場所・問合せ 〒111－0056

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

③エクセル～家計 6月26日～7月24日の
簿を作ってみよう 水曜日（全5回）
～
午後2時～4時

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

●あかちゃんえほんタイム

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

6月26日～7月24日の
②ワード～チラシ
水曜日（全5回）
を作ってみよう～
午前10時～正午

対象 幼児～小学校低学年※親子で参加可

場所 台東リバーサイドスポーツ

相談内容を書いて下記問合せ先へ

①初心者～1から 6月21日～7月19日の
パソコンをはじめ 金曜日（全5回）
よう～
午前10時～正午

4時15分 場所 根岸社会教育館ホール

区民体育祭

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

生涯学習センターパソコン講座
第１期
コース

現地で申込み 問合せ スポーツ振興課（生

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

問合せ ハロー

●石浜図書館えいがとおはなし会「ウォル

持ち物 運動できる服

の中学生以上の方

持ち物 面接希望

場所・申込み・問合せ 台東区社

会福祉協議会☎（5828）7507

文化財講座「江戸の子供遊びー

ンター ②台東子ども家庭支援センター

場所 生涯学習センター

時間 午前10時15分、11時（各20分）

在勤の15歳以上の方（学生を除く）

対象 ①区内在住の平成29年11月21日～

定員 各18人（抽選） 費用 1,000円（教材

日時 6月16日㈰午後2時～4時

30年11月20日生まれの子供と保護者 ②

費） 申込方法 講座名・コース（①～④）
・

学習センター 定員 30人（抽選） 講師 斉

対象 区内在住か

どろめん こ

泥面子ー」

ふりがな

場所 生涯

の方※詳しくは、大会要項（下記問合せ先

区内在住の平成29年12月3日～30年12

住所・氏名・年代・電話番号、在勤の方は

藤進氏（元東京都埋蔵文化財センター）

で配布、区ホームページからダウンロード

月2日生まれの子供と保護者

定員 各10

勤務先名・所在地・電話番号をはがきか

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

可）をご覧ください。

組※子供1人につき1回まで、いずれの回

ファックスまたはメールで下記申込先へ※

・希望人数（2人まで）
・参加者全員の氏名

・会場とも同内容

各コース1通のみ

・年齢・代表者の住所・電話番号を書いて

問合せ スポーツ振

興課☎（5246）5853

都立浅草高校温水プール水泳教
室①かんたんアクアビクス
②平泳ぎマスター（初級・中級）
日時 ①5月25日㈯

②26日㈰午前11時

40分～午後0時30分 場所 都立浅草高校
温水プール

対象 区内在住か在勤（学）

の高校生以上の方

定員 各30人（先着順）

費用 各250円（入場料） 申込方法 催し名

（①か②）
・住所・氏名・年齢・性別・電話
番号を電話かファックスで下記申込先へ
申込締切日 各教室開催日の前日
場所・申込み・問合せ 都立浅草高等学校温

水プール（今戸1−8−13）
☎・ FAX （3874）3019

問合せ 台東区

スポーツ振興課☎（5246）5853

工作教室参加者募集
「ちょっと変わった写真立て」

申込方法 電話か直接

下記問合せ先へ※①②申込みは保護者に限
申込開始日 ①5月7日㈫ ②5月20日㈪

ーティ☎・ FAX （3842）6453

問合せ ①中央図書館☎（5246）5911

Eメール taito@fortynet.co.jp

②台東子ども家庭支援センター
☎（3834）4577

ふりがな

実施 対象 区内在住か在勤（学）で16歳

時間 午前10時～正午

以上の方 定員 30人（抽選） 申込方法 往
別・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学
校）名・所在地・電話番号を書いて下記問

鑑定士による無料相談です。 日時 6月6

合せ先へ

合せ先へ

日㈭午前10時～午後4時（受付は3時まで）

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

場所 区役所1階ロビー

月5日㈬・21日㈮午前10時～11時、11

1－5－2 小島社会教育館

時～正午 定員 各5人（抽選）

☎（3861）5063

㈮※当日受付可

申込期限 5月31日

申込み・問合せ くらし

第2期

☎（5246）1025

曜日 クラス

若者のための就活応援セミナー

木曜

問合せ先へ（区ホームページから申込可）
※雇用保険受給中の方は受給資格者証を持
参 問合せ 産業振興課☎（5246）1152

が水中運動を始めるきっかけ作りとして、

FAX （5246）1139

日程（全5回）6月21日～7月26日の金曜

台東まちかど面接会

水曜

日（7月5日を除く） 時間 Aクラスは午後

正社員中心の求人で、区内企業約12社が

4時15分～5時15分、Bクラスは5時30分

参加します。

～6時30分

30分～3時30分（受付は1時15分～3時）

対象 心身に障害がある小学

日時 5月24日㈮午後1時

生以上で、排泄の意思表示ができ、着替え
が1人で可能であるか、介助者を同伴出来
定員 各5組（抽選） 講師 野村不動
申込方法 往復はが

き（1人1枚1教室）に教室名・希望クラ
ス（AかB）住所・氏名・電話番号・障害
内容・泳力レベルを書いて下記問合せ先へ
申込締切日 5月31日㈮（必着）

台東区東上

台東区小島

時間

定員

受講料

15人

期間 7月3日㈬～9月12日㈭
対象 区内在住か在勤（学）

で高校生以上の方（未経験

初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円 者不可） 持ち物 運動着、シ
初級③ 午後1時30分～3時
15人
ューズ、ラケット

対象 おおむね45

●第1期 障害者水泳教室 障害のある方

申込締切日 6月5日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－0056

硬式テニス教室

初級① 午前9時10分～10時40分

番号・就業状況を電話かファックスで下記

水中運動の基本を教えるクラスです。

ふりがな

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

申込方法 催し名・住所・氏名・年齢・電話

清島温水プール水泳教室

定員 各9人（抽選）

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

問合せ 〒111−8621

☎（3842）5353

理」
・6月10日㈪・13日㈭・17日㈪

労務士・建築士・中小企業診断士・不動産

歳までの方 定員 20人（先着順）

場所・問合せ 〒110−0015

日 時間 午前10時～正午※28日は屋外で

書士・宅地建物取引士・税理士・社会保険

申込締切日 5月31日㈮（必着）

野6−16−8 清島温水プール

14日㈮・18日㈫ ②「写真の取込みと整

復はがきに講座名・住所・氏名・年齢・性

場所 区役所10階会議室

産ライフ＆スポーツ

～」 日程（全4回）7月7日～28日の日曜

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

名・学年を書いて下記問合せ先へ

る方

スラーム世界の誰とでも仲良くなる方法

「賢いインターネット検索」
・6月7日㈮・

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政

日時 6月8日㈯午後1時30分～4時30分

生涯学習課☎（5246）5815

●「異文化理解のためのイスラーム学～イ

内容・日程（全3回）①

●パソコン講座

区内10士業による
「よろず相談会」

工作教室」
・住所・氏名・電話番号・学校（園）

生涯学習センター

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

シルバー人材センターの催し

講 座・相 談 会 など

を除く午前10時～午後4時）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に「6月

センター生涯学習課☎（5246）5852
問合せ 台

東区生涯学習課☎（5246）5821

の相談課区民相談室（土・日曜日・祝休日

選） 費用 300円（材料費・保険料）

下記問合せ先へ 申込締切日 5月31日㈮
（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯学習

（必着） 申込み・問合せ 〒111−0032
台東区浅草2−2−1 森田ビル2階㈲フォ

場所 生涯学習センター

在学の満5歳～小学4年生 定員 20人（抽

申込締切日 6月10日㈪

る、②は中央図書館では受付しません

日時 6月30日㈰午後1時30分～3時30分
対象 区内在住か

ふりがな

初級④ 午後5時55分～7時25分

15人 15,000円 申込方法 往復はがき（1人1

中級A 午前9時30分～11時

30人

中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級C 午後1時30分～3時

15人

中級D 午後3時15分～4時45分

30人

12,000円

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

上級 午後7時30分～9時

15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、6月19日㈬午後7時の
レベルチェックが必要

枚・1クラス）に教室名・希
ふりがな
望クラス・住所・氏名・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 5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

子ども家庭支援センターの催し
催し名
ダンス De ジャンプ

日時

対象（保護者同伴）

定員

申込開始日

場所・申込み・問合せ

6月4日㈫
区内在住の1歳～ 15組 5月20日 日本堤子ども家庭支援センター「にこに
午前10時45分～11時30分 3歳の子供
（先着順） ㈪
こひろば」☎（5824）2535

ボディーシェイプア 6月13日㈭
区内在住の8か月 25組 5月27日 台東子ども家庭支援センター「わくわく
ップ
午前10時45分～11時30分 までの子供
(先着順)
㈪
ひろば」☎（3834）4577
フラダンスを踊ろう

6月10日㈪
区内在住の4か月 20組 5月20日 寿子ども家庭支援センター「のびのびひ
午前10時30分～11時15分 ～10か月の子供 (先着順)
㈪
ろば」☎（3841）4631

ママのためのヨガ

6月13日㈭
午前11時～11時45分

区内在住の3歳ま
8組 5月20日 日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
での子供
（先着順） ㈪ 「ぽかぽかひろば」☎（3824）5532

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。

