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【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

など催しものなど催しもの など催しもの
たいとう音頭ダンスコンテスト

日時8月18日㈰
午前9時30分
場所生涯学習セ
ンターミレニア
ムホール
対象区内在住か
在学の小学生以上の方、区内のダンスス
クールの生徒等　ダンススタイルオール
ジャンル（音頭以外も可） 
部門（チーム人数）小学生の部、中学生・高
校生の部、成人の部（各部門とも、1チー
ムあたり5～10人程度）
応募書類配布場所 区役所4階⑧番総務課、

区民事務所・同分室、地区センター等※区
ホームページからダウンロード可
申込締切日 7月19日㈮　問合せ総務課
☎（5246）1052

友好都市南会津町より「可憐な
ひめさゆり観賞と駒止湿原散策
1泊2日ツアー」

東武鉄道特急リバティで南会津へ行くツ
アーです。駒止湿原散策、檜枝岐村内散策、
ひめさゆり観賞をお楽しみいただけます。　
日程①6月15日㈯～16日㈰　②6月22日
㈯～23日㈰　定員各40人（先着順）
費用1室3人は20,500円、1室2人は22,500
円（1泊4食・交通費含む、大人・子供同額）
※1人で申込みの場合は相部屋、1人1室
の利用は27,500円※詳しくは、区ホーム
ページか、区役所1階ロビー・9階①番都
市交流課、区民事務所・同分室等で配布す
るチラシをご覧ください。
申込締切日時①6月1日㈯　②6月8日㈯午

後5時　 申込み・問合せみなみやま観光㈱
☎0120−915221　問合せ南会津町商工
観光課☎0241（62）6200
台東区都市交流課☎（5246）1016

「下町七夕まつり」
参加者募集中

●あなたの創った七夕飾りが夏の夜空を彩
ります「手作り七夕コンクール」
期間7月4日㈭～8日㈪　場所かっぱ橋本
通り（昭和通り～国際通り）　賞金賞1点

（賞金3万円）、銀賞2点（賞金2万円）、銅
賞3点（賞金1万円）、入選※個人のほか団
体での参加可　申込締切日 6月7日㈮
作品搬入日時 7月4日㈭午前10時（必着）　
申込み・問合せ 下町七夕まつり実行委員

会　植松☎（3844）1220
●「七夕フリーマーケット」出店者募集
日時7月7日㈰午前10時～午後3時（雨天
中止）　場所住友不動産上野ビル6号館前

（東上野5−24−8）　対象区内在住の方
出店数（予定）40店（抽選）

出店料 1,000円　申込方法 往復はがきに
住所・氏名・電話番号を書いて下記申込み
先へ　申込締切日 6月5日㈬（必着）
申込み・問合せ〒111−0035　台東区西

浅草3−6−8　下町七夕まつり実行委員
会　田中☎090（2144）3042

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せときめきたいとうフェスタ事務局

（都市交流課）☎（5246）1264

第20回谷中まつり出演団体募集

日程10月12日㈯・13日㈰　対象合唱・
踊り・演奏等の活動を、主に谷中地区で
行っていて、区内在住か在勤（学）の方で
構成されている団体　定員若干数
出演の決定 6月下旬に開催予定の実行委員
会で決定後、通知　申込方法 申込書（下
記問合せ先で配布）に記入し提出
申込締切日 6月5日㈬　問合せ谷中まつり
実行委員会事務局（西部区民事務所谷中分
室内）☎（3828）9291

台東アートギャラリーの展示作
品のご案内

期間6月9日㈰～7月12日㈮　場所区役所
1階台東アートギャラリー　展示作品「敦煌
莫高窟壁画第278窟 西壁南側 菩薩 （隋）」
西野正望氏、「敦煌莫高窟壁画第278窟 西
壁北側 菩薩 （隋）」福ヶ迫光一氏、「敦煌
莫高窟壁画第285窟 西壁 正龕南側部分

（西魏）」横尾英子氏　問合せ文化振興課
☎（5246）1153

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」

伝統工芸職人が出張します。匠の仕事の様
子を間近でご覧いただけます。　日程6月
8日㈯・9日㈰赤塚顕氏（江戸べっ甲）、
15日㈯・16日㈰宮川久美子氏（江戸刷毛
・東京手植ブラシ）、22日㈯・23日㈰良
知義浩氏（ガラスペン）、29日㈯・30日
㈰藤本義和氏（型染め）　時間午前11時～
午後5時　 場所・問合せ江戸たいとう伝統
工芸館☎（3842）1990
問合せ産業振興課☎（5246）1131

台東区優秀技能者作品展

区では、地場産業や伝統的産業に従事し、
優れた技能をもってものづくりに精励され
ている方を「台東区優秀技能者」として顕
彰しています。今回、平成30年度の優秀
技能者に決定された方々の作品展示と実演
を行います。　日時5月29日㈬～6月10
日㈪午前10時～午後6時　場所江戸たい
とう伝統工芸館　作品靴等打抜型・東京
銀器・神輿・江戸手描提灯・江戸押絵羽子
板　実演日時 6月1日㈯正午～午後4時、2
日㈰正午～午後3時　実演者加藤健吉氏

（江戸押絵羽子板）※展示作品や実演内容
は都合により変更する場合があります。
問合せ産業振興課☎（5246）1131

朝倉彫塑館から

●特集「時代を創った人物7　九代目市川
団十郎」　期間6月7日㈮～9月1日㈰　　
●ギャラリートーク
日時6月19日㈬午後2時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
開館時間午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで）　入館料一般500円、小中
高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用
休館日月・木曜日（祝休日の場合は翌日）
問合せ朝倉彫塑館☎（3821）4549
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都内でも数少ない野外ジャズイベントで
す。現在活躍中の実力派ミュージシャン達
が上野の夏を熱く盛り上げます。　日時8
月3日㈯午後4時開場、4時30分開演
場所水上音楽堂（不忍池畔）　出演森寿男
＆ブルーコーツオーケストラ、.Push（ドッ
トプッシュ）、五十嵐一生＆ハクエイ・キ
ムほか　入場券（全席自由）前売3,000円、
当日3,500円※当日券のみ学生証の提示で
割引あり　前売券チケットぴあ（☎0570
−02−9999・Pコード145-082）、東京文
化会館（☎5685−0650）、下町風俗資料
館、浅草公会堂、区役所9階④番文化振興
課、下記財団事務局で販売中
問合せ台東区芸術文化財団
☎（5828）7591

Concert for KIDS　
～0才からのクラシック～

小さな子供と一緒に家族で入場できます。
日時7月3日㈬午前10時30分開場、11時
開演（1時間程度）　場所生涯学習センタ
ーミレニアムホール　出演鵜木絵里（ソ
プラノ）、上田じん（トランペット）、福川
伸陽（ホルン）、浜まゆみ（マリンバ）、新
居由佳梨（ピアノ）　曲目きらきら星変奏
曲（モーツァルト）、「ラプソディ・イン・
ブルー」より（ガーシュウィン）ほか
入場料（全席指定）大人2,000円、0歳～小
学生1,000円※大人のみの入場不可
入場券ソニー音楽財団オンラインチケッ
ト、チケットペイ、生涯学習センター、下
記財団事務局で販売　問合せ台東区芸術
文化財団☎（5828）7591

フラワーアレンジメント教室
「花束型のアレンジ～スプレー
シェイプ～」

日時6月19日㈬午前10時～正午　対象区
内在住の身体障害者手帳か愛の手帳（4度
程度）をお持ちの方　定員20人（先着順）
講師佐藤氏（サンマグノリア）
費用1,000円（材料費）　申込方法教室名
・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 障害者自立
支援センター（松が谷福祉会館内）
☎（3842）2672　 FAX（3842）2674

第2回革小物手作り教室
「スリッパ」

日時7月20日㈯午後1時30分～3時30分　
対象区内在住か在勤（学）の小学5年生以
上の方※小学生は保護者同伴　定員10人

（抽選）　講師MAYU木村氏・山崎氏（も
のづくり工房）　費用1,000円（勤労者サー
ビスセンター会員は500円）
申込方法往復はがきに催し名・住所・氏

ふりがな

名
・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地、会員は会員番号を
書いて下記問合せ先へ　 申込締切日 6月
29日㈯（必着）　 場所・問合せ〒111−00

23　台東区橋場1−36−2　産業研修セ
ンター☎（3872）6780

園芸講習会～野菜や花を育てる
～「コンテナガーデンを楽しも
う」

日時7月6日㈯午後1時
30分　場所区役所10
階会議室　対象区内在
住か在勤（学）の方
定員20人（抽選）
講師伊藤康仁氏（シテ
ィファーマー・園芸家）　
費用2,000円（材料費）　申込方法往復は
がきに催し名・住所・氏名・年齢・電話番
号を書いて下記問合せ先へ（電子申請可）
申込締切日 6月17日㈪（必着）
問合せ〒110−8615　台東区役所環境課
☎（5246）1323

区民環境調査「隅田川をきれい
にしながら川を観察しよう！」

桜橋から浜町公園までの隅田川テラスを歩
き、清掃と水辺に生息する生き物の観察や
水質調査を行います。清掃は市民団体の「隅
田川クリーン大作戦」と合同で行います。
日時6月15日㈯午前9時～正午　場所桜橋
集合～浜町公園（中央区日本橋）解散
対象区内在住か在勤（学）の小学4年生以
上で、4キロメートル程度歩ける方
定員30人（先着順）　申込方法催し名・参
加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を
はがきかファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 6月7日㈮（必着）
問合せ〒110−8615　台東区役所環境課
☎（5246）1283　 FAX（5246）1159

環境漫才・環境漫談出張します

環境やごみ減量、リサイクルなどを題材に
プロの漫才師たちがあなたの街や会社に出
張します。　期間6月～令和2年2月（月
曜日を除く）　場所台東区内　対象区内の
企業・団体　定員5団体（先着順）
講師林家まる子・カレー子（環境漫才）、
宮田陽・昇（環境漫才）のいずれか
申込方法団体名・代表者の氏名・電話番号
・希望日時（第3希望まで、希望に沿えな
い場合あり）・希望講師・実施場所の名称
・住所を電話かファックスまたは直接下記
問合せ先へ　問合せ環境ふれあい館ひま
わり☎（3866）8098
FAX（3866）8099

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集
日時①6月16日㈰午前9時～午後4時　②
6月23日㈰午前8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
20店　出店料①2,000円※区民は会ホー
ムページから予約で1,500円　②1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）①
リサイクル推進友の会（午前10時～午後4
時）☎（3412）6857※ホームページか
当日会場で申込み　②里彩くるカエル倶楽
部（午前10時～午後7時）
☎090（3068）3534　問合せ台東区清
掃リサイクル課☎（5246）1291 
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。
ゆずります　ベビーカーB型、リクライニ
ング座椅子、大正琴

講演会
シリーズ
連続講座

江戸の清水観音堂から、明治の旧東京音楽
学校奏楽堂、戦後の国立西洋美術館・東京
文化会館まで、各時代の建築を通して、歴
史の重層性を体感します。　日時8月25
日㈰午後2時　場所生涯学習センターミレ
ニアムホール　定員300人（抽選）※会
場定員数のため関係者等を含む　講師波
多野純氏（日本工業大学名誉教授）
申込方法電子申請（区ホームページから申
込可）か往復はがき（1講演1枚）に希望

講演回・演題・住所・
氏
ふりがな

名・参加人数（同伴
者1人まで・同伴者名）
・電話番号を書いて下
記問合せ先へ※開催日
の10日前までに、参
加券を送付します。
申込締切日 7月12日㈮（必着）
問合せ〒110−8615　台東区役所文化振
興課☎（5246)1153

▲波多野純氏

第9回　上野の山から
江戸・東京が見える
−重層的建築博物館−
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ゆずってください　アコースティックギター
※上記の情報は5月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
問合せ 環境ふれあい館ひまわり3Fリサイ
クルショップ☎（3866）8361

教科書展示会

期間 6月1日㈯～13日㈭（特別展示会）、
6月14日㈮～7月3日㈬（法定展示会）
時間 午前9時～午後5時　場所 生涯学習セ
ンター6階学校教育情報室内教科書セン
ター　休館日 日曜日、6月8日㈯・17日㈪
・22日㈯・29日㈯　問合せ 教育支援館
☎（5246）5924

たいとうやまびこ塾
「親子でピラティス」

日時 6月15日・22日の土曜日午前10時～
11時30分　場所生涯学習センター
対象区内在住か在勤の親子※3歳から就学
前の子供　定員10組　講師宮本早奈恵氏

（学習支援ボランティア）　費用1組200円
（保険代）　持ち物 運動できる服装・靴下・
タオル・飲み物　 申込方法 往復はがきに
住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号を書いて下記
問合せ先へ　 申込締切日 6月5日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5812

ラジオ体操指導者講習会

日時（全4回）6月20日～28日の木・金曜
日午後6時30分　場所 台東リバーサイド
スポーツセンター第1競技場　対象 区内在
住か在勤（学）の方　定員 200人（先着順）
持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物　
講師 多胡肇氏（NHKテレビラジオ体操講
師）　費用 500円（4回分・登録料）
申込方法 当日現地で申込み　問合せ スポ
ーツ振興課☎（5246）5853

スポーツひろば

●大正小ウオーキング教室
日時（全3回）7月5日～19日の金曜日午

後7時～9時　対象 区内在住か在勤（学）
の中学生以上の方　定員 30人（先着順）　
費用 100円（3回分・保険料）
申込方法 参加費を添えて下記①か②へ　
①6月7日㈮午後7時15分～8時15分・大
正小学校地下体育館前　②6月10日㈪～
28日㈮・スポーツ振興課
●大正小みんなのボッチャひろば
日時（全2回）7月12日㈮・19日㈮午後7

時15分～8時30分（7時受付）※車椅子
での入場可　対象 区内在住か在勤（学）
の方　講師台東区スポーツ推進委員

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 大正小学校地下体育館　持ち物 運動
できる服装、室内履き、飲み物、タオル※
学校行事等により、中止･変更の場合あり　
問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター
5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～
午後5時）☎（5246）5853

清島温水プール水泳教室

①第2期 小学1～2年生のための泳力向上
教室、小学3年生からの泳力向上教室　学
年、泳力別に分かれて行う、長期型泳力向
上教室です。　 日程（全8回）7月6日～8
月24日の土曜日　時間 Aクラスは午後2時
～3時、 Bクラスは3時～4時、 Cクラスは
4時30分～5時30分　対象 A・Bクラスは
小学1・2年生、Cクラスは小学3年生以上　
定員 各30人（抽選）　費用7,300円（8回
分・保険料含む）※レッスン前後の利用は
延長料金が必要　

②第1期 親子で幼児水泳教室　子供の水
泳能力を高めると共に保護者が水泳指導を
する方法を学ぶことができます
日程（全3回）7月7日～21日の日曜日

時間 Aクラスは午前9時～10時、Bクラス
は10時～11時　対象 3歳～6歳の未就学
児とその保護者　定員各20組（抽選）
費用3,900円（3回分・保険料含む）※レッ
スン前後の利用は延長料金が必要　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
講師野村不動産ライフ＆スポーツ
申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名（①
か②）・希望クラス（A・B・C）・住所・
氏名・年齢・電話番号・泳力レベルを書い
て下記問合せ先へ※往復はがき返信後、来
館手続きあり　 申込締切日 6月19日㈬（必
着）　 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

区民体育祭「フェンシング」

日程 8月3日㈯　場所 台東リバーサイドス
ポーツセンター　 対象 区内在住か在勤

（学）の方※詳しくは、大会要項（下記問
合せ先で配布、区ホームページからダウン
ロード可）をご覧ください。
申込締切日時 7月15日㈷午後5時（必着）

※台東区フェンシング協会へ申込み
問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム　日時 6月15
日㈯午前10時15分、11時　対象 区内在
住の平成29年12月15日～30年12月14
日生まれの子供と保護者　定員各10組（先
着順）※子供1人につき1回まで、いずれ
の回・会場とも同内容　 申込開始日 6月1
日㈯※申込みは保護者に限る、中央図書館
では受付しません
場所・申込み・問合せ 中央図書館谷中分室
☎（3824）4041

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？Ⅲ～のりもの編
～」

のりものをテーマに、台東区の歴史と魅力
を紹介します。　期間 6月16日㈰まで
●ギャラリー・トーク　日時 6月9日㈰午
後4時15分～4時45分　定員 20人（先着
順）　 場所・問合せ 中央図書館
☎（5246）5911

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

中小企業のための働き方改革関
連法セミナー

実務で知っておくべき主要なポイントを解
説します。　日時 6月20日㈭午後2時～4時　
対象企業経営者、人事・労務担当者、テー
マに関心のある方　定員 30人（先着順）
講師 本田和盛氏（あした葉経営労務研究所
代表・特定社会保険労務士）　 申込開始日 5
月23日㈭　 場所・申込み・問合せ男女平等

推進プラザ（生涯学習センター4階）
☎（5246）5816

特設「人権身の上相談」

6月3日は、人権擁護委員の日です。全国
で一斉に人権擁護委員による人権相談が行
われます。日常生活で、人権に関する悩み
事や、困りごとがありましたら、気軽にご
相談ください。個人の秘密は、固く守りま
す。　日時 6月3日㈪午後1時～4時
対象区内在住か在勤（学）の方
相談員 石床洋子氏（人権擁護委員）
場所・問合せ くらしの相談課区民相談室

（区役所1階）☎（5246）1025

6月のくらしに役立つ講座 

①重曹などを使ったナチュラルお掃除～夏
の大掃除～　日時 6月20日㈭午前10時30
分～正午　講師 佐光紀子氏（ナチュラル
ライフ研究家）
②私たちの買い物が社会を変える？～はじ
めてみませんか　エシカル消費～　日時 6
月24日㈪午後2時～3時30分　講師（公
社）日本消費生活アドバイザー・コンサル
タント・相談員協会
③お財布にも地球にもやさしい楽チン省エ
ネ術～夏に向けて～　日時 6月28日㈮午
後2時～3時30分　講師山川文子氏（エナ
ジーコンシャス）　持ち物 自宅の電気の検
針票（直近1か月分）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 生涯学習センター　対象 区内在住か
在勤（学）の方　定員 各40人（先着順）
※託児あり（6か月以上の未就学児、各6
人程度）　申込方法 講座名（①～③）・住所
・氏名・電話番号・ファックス番号、在勤

（学）の方は勤務先（学校）名、託児希望
の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か
ファックスで下記問合せ先へ（電子申請可）
託児の申込締切日 開催日の1週間前
問合せ くらしの相談課
☎（5246）1144　 FAX（5246）1139

産業研修センターの催し

●ファッション・マーケティング講座
日時 6月19日㈬午後6時30分～8時
対象 区内在住か在勤（学）の方　定員 30
人（先着順）　テーマ 20SSのカラー＆レ
ザートレンド　講師 池田正晴氏（㈱ジャ
ルフィック代表取締役）　費用 1,000円
申込方法 講座名・住所・氏

ふりがな

名・年代･電話
番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名
・所在地をはがきかファックスまたはメー
ル（kensyuusenta@jcom.home.ne.jp）
で右記問合せ先へ　 申込締切日 6月12日㈬

（必着）
●第2回CAD入門講座「Root Pro CAD」
日時 7月2日㈫・3日㈬午後6時15分～8時
45分　対象 区内在住か在勤（学）で全日
程受講可能な方　定員 4人（抽選）
講師清水直人氏　費用 3,000円（2回分）
申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏

ふりがな

名
・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地を書いて右記問合せ

先へ　 申込締切日 6月11日㈫（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場所・問合せ 〒111−0023　台東区橋場
1−36−2　産業研修センター
☎（3872）6780　 FAX（3871）9525

NPOのための個別相談

日程 6月13日㈭（法律）、19日㈬（労務）、
25日㈫（会計・税務）　時間午後2時～4時　
対象地域で活動する非営利団体　定員各2
組（先着順）　申込方法 希望日・団体名・
参加者全員の氏名・電話番号を電話か
ファックスまたはメールで下記問合せ先へ　
申込締切日 各開催日の1週間前
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065　 FAX（3847）0190
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

無料建築相談室

日時 6月6日㈭、7月4日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）　

☎（5246）1468

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」

日程①6月18日㈫　②7月16日㈫　時間午
後1時～4時（受付は3時まで）　場所 ①区
役所4階401会議室　②6階601会議室
対象区内に空き家を所有している方
定員 各3組（1組60分程度・先着順・予約
優先）※予約に空きがあれば当日受付可
相談員 宅地建物取引士・建築士ほか
申込み・問合せ 住宅課☎（5246）1468

マンション管理セミナー・グルー
プ相談会

日時 6月29日㈯午後1時30分～3時（セミ
ナー）、3時15分～4時30分（グループ相
談会）　場所区役所10階会議室　対象区内
のマンション所有者　テーマ 総確認！管理
組合の役割～自分の資産を守るために～
講師飯田勝啓氏（マンション管理士）
グループ相談会 ①マンションの日常生活上

のトラブル（弁護士）　②管理組合運営、
管理業務（マンション管理士）　③日常の
維持管理、大規模修繕（一級建築士）
申込方法 住所・氏名・電話番号・各参加人
数（セミナー・相談会）、グループ相談会
に参加する方は希望グループ名（①～③）
を電話かファックスで下記問合せ先へ（区
ホームページから申込可）　問合せ 住宅課　
☎（5246）1468　 FAX（5246）1359

<6月>
8・9日 　鳥越祭（鳥越神社）
15・16日 　いきいきあじさい祭（長國寺）
29・30日　お富士さんの植木市（浅間神社
周辺）
30日　茅の輪くぐり（鳥越神社・榊神社・
須賀神社・小野照崎神社・矢先稲荷神社ほ
か）
30日・7月1日 　お山開き（小野照崎神社）

子ども家庭支援センターの催し
催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

ジャンプ De ダンス 6月4日㈫
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳～
3歳の子供

15組
（先着順）

5月20日
㈪

日本堤子ども家庭支援センター「にこに
こひろば」☎（5824）2535

ボディーシェイプア
ップ

6月13日㈭
午前10時45分～11時30分

区内在住の8か月
までの子供

25組
(先着順)

5月27日
㈪

台東子ども家庭支援センター「わくわく
ひろば」☎（3834）4577

フラダンスを踊ろう 6月10日㈪
午前10時30分～11時15分

区内在住の4か月
～10か月の子供

20組
(先着順)

5月20日
㈪

寿子ども家庭支援センター「のびのびひ
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
での子供

8組
（先着順）

5月27日
㈪

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
「ぽかぽかひろば」☎（3824）5532
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