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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

講演会シリーズ
連続講座

など催しものなど催しもの など催しもの
世界遺産区民講座「着せ替えド
ミノで工作する、あなただけの
ミュージアム」（建築ワークショ
ップ）　

模型キットを使った工作を体験して、建築
の面白さや世界文化遺産「国立西洋美術
館」の価値を楽しみながら学べます。
日時8月24日㈯午後2時30分～5時
場所区役所10階会議室　対象区内在住か
在学の小学3～6年生と保護者（2人1組）　
定員15組（抽選）　講師T＊O（建築家ユ
ニット）／タカマスヨシコ氏（米子工業高
等専門学校准教授）　申込方法往復はがき
に参加者全員の住所・氏

ふりがな

名・電話番号、学
校名・学年を書いて下記問合せ先へ（下記
二次元コードからも申込可）
申込締切日 8月2日㈮（必着）
問合せ〒110−8615　台東
区役所都市交流課
☎（5246）1193

柳橋納涼盆踊り大会
（浅草橋地区）

日時7月18日㈭～20日㈯午後7時～9時※
20日㈯は8時30分まで　場所柳橋中央通
り（江戸通り柳橋2丁目交差点付近）
問合せ浅草橋地区センター
☎（3851）4500　

上野地区盆踊り大会

日時8月9日㈮午後5時開場、5時30分開始　
場所黒門小学校※7月17日㈬・24日㈬午
後7時から黒門小学校体育館で踊りの練習
を行います。うちわ・手ぬぐいをお持ちく
ださい。　問合せ上野地区盆踊り大会実
行委員会事務局（上野地区センター内）
☎（5815）8623

くずし字解読講座
「かなで読む楽しみ−和歌のさ
まざまな字姿−」

日時（全4回）8月23日～9月13日の金曜
日午後1時30分（2時間程度）　定員30人

（抽選）　講師山口恭子氏（法政大学兼任講
師）　費用4,000円（4回分・資料代含む）
※当選後、事前に振り込み・初回のみ別途
入館料が必要　申込方法往復はがき（1人
1枚）に講座名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話
番号を書いて右記問合せ先へ※複数名の記
入、往復はがきでないものは無効
申込締切日 7月19日㈮（消印有効）

入館料一般300円、小中高生100円
場所・問合せ〒110−0012　台東区竜泉

3−18−4　一葉記念館
☎（3873）0004

地域で暮らす外国人との交流事
業〜台東区で暮らす外国人と話
してみませんか〜

交流の前に、区内在住で、外国にルーツの
ある子供たちが、日頃の生活等について話
します。※全て日本語で行います。
日時8月3日㈯午後2時～4時　場所区役所
10階会議室　対象区内在住か在勤（学）
の方　定員40人（先着順）　申込方法 区
ホームページから申込むか、電話で下記問
合せ先へ　問合せ区民課
☎（5246）1126

キッズセミナー
「かんじのひみつ」
〜おはなしとワークショップ〜

日時8月4日㈰午前11時　対象幼児～中学
生　定員20人（抽選）　入館料一般・大学
生500円、小中高生250円　申込方法往復
はがき（1人1枚）に催し名・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 7月26日㈮（必着）
場所・問合せ〒110−0003　台東区根岸

2−10−4　書道博物館
☎（3872）2645

したまち邦楽ワークショップ

日時（全3回）10月5日㈯・12日㈯・14日
㈷午前10時～正午　場所東京藝術大学音
楽学部（上野公園12−8）　対象小学5年
生以上の方　定員65人（抽選）※最少開
催人数は各楽器3人　講師東京藝術大学音
楽学部邦楽科　費用小学5年～高校生は
1,000円、18歳以上の方は6,500円（3回
分・テキスト代含む）※篠笛の希望者は初
日に篠笛を購入　楽器長唄三味線、篠笛、
小鼓、長唄　申込方法催し名・住所・氏

ふりがな

名
・年齢・性別・電話番号・希望の楽器（第
2希望まで）、学生は学年を書いてはがき
かファックスで下記問合せ先へ※長唄三味
線希望者は三味線の撥

ばち

・膝ゴム・指かけを
貸出し（貸出不要の方は、その旨を明記）　
申込締切日 8月26日㈪（必着）
問合せ 〒110−0004　台東区下谷1−2
−11　台東区芸術文化財団
☎（5828）7591　 FAX（5828）7594

小中学生のためのピアノ・ヴィ
オラコンサート&マナー教室

日時10月26日㈯午後1時30分開場 、2時

開演　場所生涯学習センターミレニアム
ホール　入場料大人1,500円、0歳～高校
生500円（全席指定）※大人のみの入場不
可　 チケット販売所 チケットぴあ（☎05
70−02−9999、Pコード148-300）、
生涯学習センター、区役所9階④番文化振
興課、下記財団事務局で販売中　出演鎌
田恵梨華（ピアノ）、村田恵子（ヴィオラ）
曲目おとぎの絵本／シューマン、ありのま
まで（映画「アナと雪の女王」より）、美
女と野獣（映画「美女と野獣」より）ほか
問合せ台東区芸術文化財団
☎（5828）7591

奏楽堂日本歌曲コンクール　
入賞記念コンサート

日時7月20日㈯午後2時30分開場、3時開
演　演目第30回歌唱部門入賞者の歌唱、
第26回作曲部門入賞作品の演奏　出演コ
ンクール上位入賞者　入場券 3,000円（全
席自由）※未就学児の入場不可
販売場所 東京コンサーツ（☎3200−97
55）で予約販売、下記問合せ先で販売
場所・問合せ旧東京音楽学校奏楽堂

☎（3824）1988

大人の美術ワークショップ
−日本画の涼−

顔彩や岩絵具で、うちわと扇子に花の絵を
描きます。　 日時（全4回）9月21日㈯・
22日㈰・28日㈯・29日㈰午後1時～4時　
場所東京藝術大学美術学部（上野公園12
−8）　対象18歳以上の方（学生を除く）　
定員70人（抽選）　講師手塚雄二氏、吉村
誠司氏（東京藝術大学美術学部絵画科日本
画教授）ほか　費用15,000円（4回分・
材料費を含む）※顔彩・生花は要持参、顔
彩購入希望者には当日販売あり
申込方法催し名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・
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 7月24日㈬（必着）
問合せ〒110−0004　台東区下谷1−2−
11　台東区芸術文化財団
☎（5828）7591　 FAX（5828）7594

初心者のためのスポーツ教室
「バウンドテニス」

日程（全6回）8月9日～9月20日の金曜日
（8月16日を除く）　時間午後7時～9時
対象区内在住か在勤（学）の高校生以上
の方　定員50人（先着順）　持ち物運動で
きる服装、室内履き　申込締切日 8月7日㈬　
場所・申込み・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

そば打ちを体験しよう！

日時8月24日㈯①午前10時～午後1時　
②1時～4時　場所全麺協研修センター（台
東区西浅草2−8−10 フジコービル5階）　
対象勤労者サービスセンター会員とその
家族、区内在住か在勤（学）の中学生以上
の方　定員①②あわせて16人（抽選）
講師全麺協の講師　費用 3,000円（会員
とその家族は別料金）　持ち物エプロン、
三角巾、タオル、持ち帰り用パック
申込方法はがきに催し名・時間（①か②）・
住所・参加者全員の氏

ふりがな

名・年齢・電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）名、会員
の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 7月29日㈪（必着）
問合せ 〒111−0056　台東区小島2−9
−18　台東区勤労者サービスセンター
☎（5829）4123

したまちTAITO創業塾

日時（全5回）8月18日、9月1日、10月6
日、11月10日、12月1日の日曜日
時間午後1時～6時　場所台東区中小企業
振興センター　対象区内で起業予定の方、
または起業して間もない方　定員25人（先
着順）　講師坂本篤彦氏（中小企業診断士）
費用10,000円（5回分）　申込方法申込書

（下記問合せ先で配布）に記入しファック
スか直接下記問合せ先へ　問合せ台東区
産業振興事業団☎（5829）4124
FAX（5829）4127

ビジネス交流フェスタ2019

日時8月29日㈭午後2時～5時30分
場所区役所10階会議室　対象中小企業（区
外企業も可）　 内容・定員（先着順）①第1
部はグループミーティング・140人程度　
②第2部は展示商談会・50社
申込方法申込用紙（下記問合せ先で配布）
に記入しファックスか直接下記問合せ先へ　
申込締切日①なし　②8月7日㈬
問合せ台東区産業振興事業団
☎（5829）4124　 FAX（5829）4127

出前歌声喫茶

プロの歌手と一緒にピアノの生演奏で歌い
ませんか。　日時7月24日㈬午後1時～3時
対象区内在住で身体障害者手帳か愛の手
帳（4度程度）をお持ちの方とその家族
・付き添いの方　定員 50人（先着順）
出演大塚亜希子氏（歌手）、多羅尾睦恵氏（ピ
アニスト）　費用270円　申込方法催し名
・住所・氏名・年齢・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

夏!ボランティア体験2019
小学生プログラム

日程①8月20日㈫　②23日㈮　③27日
㈫　時間午後1時30分～3時　場所①台
東区社会福祉協議会　②特別養護老人ホー
ム浅草5階　③特別養護老人ホーム台東3
階　対象区内在住か在学で①小学1～6年
生※小学3年生までは保護者同伴　②③
小学4～6年生※保護者同伴
定員（先着順）①10組20人　②③各5組
10人　内容①絵を描いてできる紛争地域
への国際支援　②③高齢者施設でボラン
ティア体験をしよう　申込方法催し名・日
程（①～③）・住所・氏名・電話番号・学
校名・学年を書いて電話かファックスまた
はメールで下記問合せ先へ　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

親子クッキング「親子で楽しく、
お昼ごはんを作ろう！」（予約制）

日時7月30日㈫午前11時～午後1時
場所台東保健所3階栄養室　対象区内在住
の年長（5歳児）クラスの子供と保護者1人　
定員15組（先着順）　持ち物エプロン、三
角巾（バンダナなど）、子供用上履き、手
拭きタオル　申込開始日時 7月5日㈮午前9
時　 申込み・問合せ台東保健所保健サービ
ス課☎（3847）9440

夏休み実験隊♪食の衛生教室
「カラメルソースを作ってプリン
を食べよう！」

加熱した砂糖の変化を学ぶとともに、手洗

第11回「浅草・雷門の意外な歴史」

第10回「隅田川の水辺空間史」

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所生涯学習センターミレニアムホール　定員各250人（抽選）
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、託児（1
歳以上の未就学児）希望の方はその旨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。
問合せ〒110−8615　台東区役所文化振興課☎（5246)1153

台東区に色濃く残る江戸文化を、さまざまな切り口から発信している講演会シリーズ
「江戸から学ぶ」。豊富な内容と魅力ある講師陣でおおくりします。

日時10月6日㈰午後2時　講師陣内秀信氏
申込締切日 8月30日㈮（必着）

日時10月27日㈰午後2時　講師竹内誠氏
申込締切日 9月20日㈮（必着） ▲陣内秀信氏 ▲竹内誠氏
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い実験を通して食中毒の予防方法について
学びます。　日時 7月24日㈬午後1時30
分～4時（1時受付）　場所 台東保健所3階
栄養室　対象 区内在住か在学の小学4～6
年生　定員 30人（先着順）　講師立田善次
氏（㈲三津関製菓所）　持ち物 筆記用具、
エプロン、三角巾、タオル、スリッパまた
は上履き　 申込み・問合せ 台東保健所生活
衛生課☎（3847）9466

あさがお展示会・コンテスト
（打ち水イベント）

●あさがお展示会　期間 8月4日㈰～5日
㈪　時間午前9時～正午　場所上野公園ポ
ケットパーク（上野動物園前交番付近）※
4日㈰午前10時から15分程度、打ち水イ
ベントがあります。
●あさがおコンテストの参加募集　あさが
お展示会で、あさがおコンテストを実施し
ます。　対象区内在住か在勤（学）の方
応募要件 本人が種や苗から育てた鉢植えの
あさがお、6～7号の大きさの鉢3鉢まで※
参加賞等あり　 申込方法（事前申込）はが
きに住所・氏名・電話番号・鉢のサイズ・
数量・品種名を書いて下記問合せ先へ（電
子申請可）　申込締切日 7月31日㈬（必着）
持込日時 8月3日㈯午後1時～4時※旧下谷
小学校校庭（区役所裏側）へ持込み　　
問合せ 〒110−8615　台東区役所環境課
☎（5246）1323

親子で学ぼう食品ロス

①食品ロスの現状を知る講義と、生ごみの
リサイクル施設の見学　日時 8月26日㈪
午前10時～午後5時　場所 区役所10階会
議室（講義）、㈱アルフォ（大田区）・中防
処理施設（江東区）※見学・バス移動、昼
食は各自持参
②食材の有効活用を学ぶ調理実習　日時 9
月21日㈯午前10時～午後1時　場所 華学
園（根岸1−1−12）※アレルギーのある
方は事前に要相談

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象 区内在住の小学4～6年生の子供と保
護者　定員各15組30人※講座を全て受講
できる方を優先した後、抽選
申込方法 はがきに希望講座（①か②または
両方）・住所・保護者と子供の氏

ふりがな

名・年齢（学
年）・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 7月31日㈬（必着）
問合せ 〒110−8615　台東区役所清掃リ
サイクル課
☎（5246）1018

第27回「まちづくりカレッジ」
受講生を募集します

日時 内容

9月1日㈰午前10時
～午後0時30分

開講式・①「台東区の
まちづくり」、「まちづ
くりを楽しもう」

9月29日㈰午前10
時～午後0時30分

②ワークショップ「屋
外広告物からはじまる
素敵なみせづくり・ま
ちづくり」

10月20日㈰午後1
時～3時30分

③ワークショップ「そ
のまちづくり、誰にとっ
てどんな価値？」

10月27日㈰午前10
時～午後5時

④ワークショップ「松
が谷周辺とかっぱ橋道
具街エリアのまち企画
づくり」

11月9日㈯午前10
時～正午

⑤ワークショップ「ま
ちづくりのヒントを共
有しよう」

11月30日㈯午前10
時～午後1時

⑥災害に備える「防災
まちづくり」・修了式

場所 区役所10階会議室　対象 まちづくり
に関心があり、学んでみたい方　定員 50
人（先着順）　講師①⑥中林一樹氏（首都
大学東京名誉教授）　②④田邉学氏（㈱カ
ラープランニングセンター代表取締役）　

①③④⑤原拓也氏（〈一社〉まちづくり推
進機構代表理事）ほか　 申込方法 区ホー
ムページから申込むか、住所・氏

ふりがな

名・年齢・
電話番号・職業・メールアドレスを電話か
はがきで下記問合せ先へ　 申込締切日 8月
20日㈫（消印有効）　 申込み・問合せ 〒110
−8615　台東区役所都市計画課
☎（5246）1363

たいとうやまびこ塾
「プリザーブドフラワー」

日時（全3回）8月14日～28日の水曜日午
後2時～4時　対象 区内在住か在勤（学）
の15歳以上の方　定員 10人（抽選）
講師 戸田山典子氏（学習支援ボランティ
ア）　費用 6,000円（3回分）　申込方法 往
復はがきに催し名・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 7月20日㈯（必着）
場所・問合せ 〒111−8621　生涯学習セ

ンター生涯学習課
☎（5246）5812

工作教室「水陸両用車」

日時 8月25日㈰午後1時30分～3時30分　
場所 生涯学習センター　対象 区内在住か
在学（園）の満5歳～小学4年生　定員20
人（抽選）　費用 800円（材料費・保険料）　
申込方法 往復はがき（1人1枚）に　「8月
工作教室」希望・住所・氏

ふりがな

名・電話番号、
在学（園）の方は学校（園）名・学年を書
いて下記問合せ先へ　 申込締切日 8月5日
㈪（必着）　問合せ 〒111−8621　生涯学
習センター生涯学習課
☎（5246）5815

区民体育祭「ソフトテニス大会」

日程 8月25日㈰～9月8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　費用 1組一般1,000
円、高校生600円、中学生100円
申込締切日 8月9日㈮※詳しくは、下記問
合せ先で配布する大会要項をご覧くださ
い。　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

スポーツボランティア育成セミ
ナー

日本で開催される国際的なスポーツ大会
で、ボランティアとして活躍するための知
識・英会話・おもてなしの心を学ぶセミナー
です。　日時 8月24日㈯午前10時～午後5
時※昼休憩あり　場所 生涯学習センター　
対象高校生以上の方　定員50人（先着順）
講師 真田久氏（筑波大学教授・東京2020
大会組織委員会参与）、江上いずみ氏（筑波
大学客員教授・グローバルマナースプリン
グス代表）、澤江幸則氏（筑波大学准教授）、
小林恵美子氏（神田外語学院講師）　※詳し

くは区ホームページをご覧ください。
申込締切日 8月20日㈫
申込み・問合せ スポーツ振興課
☎（5246）5853

台東区体育協会ジュニア育成地
域推進事業「第10回　ジュニア
100メートル走講習・測定会」

日時 9月8日㈰午前9時10分～正午（小雨
決行）　場所 台東リバーサイドスポーツセ
ンター陸上競技場　対象 区内在住か在学
の小学4～6年生　定員120人（先着順）
持ち物 運動できる服装、飲み物、タオル、
運動靴（スパイク可）　申込方法 申込書に
記入し、下記問合せ先へ郵送か持参
申込締切日時 7月31日㈬午後5時（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
スポーツ振興課（土・日曜日・祝日を除く
午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

スポーツひろば根岸小学校大規
模改修工事に伴う教室会場変更
のお知らせ

期間 7月24日㈬～令和2年2月末（予定）
●一般向け・バドミントン教室　曜日 水
曜日　時間 午後7時～9時　場所 たなかス
ポーツプラザ体育館　問合せ スポーツ振
興課☎（5246）5853

図書館のこども室から

●石浜図書館おはなしこうさく会「すいか
のおりがみ」　日時 7月20日㈯午前10時
30分～11時、午後3時30分～4時
対象幼児～小学校低学年（親子で入場可）
定員各15組（先着順）　 場所・問合せ 石浜
図書館☎（3876）0854
●根岸図書館 えいが会「ダンボ」　日時 7
月24日㈬午前10時～11時10分、午後3
時～4時10分　場所 根岸社会教育館ホー
ル　対象 幼児～小学校低学年（親子で参
加可）　定員各60人（先着順）　問合せ 根
岸図書館☎（3876）2101
●夏休み工作会 煮干しの解剖教室
日時 7月27日㈯午後2時～4時　対象 小学
生と保護者（子供のみの参加不可）
定員 10組（先着順）　申込方法 下記問合せ
先カウンターで申込み　 受付開始日 7月13
日㈯　 場所・問合せ 中央図書館谷中分室
☎（3824）4041
●夏のおはなし＆工作会　 日時（内容）7月
30日㈫①午前10時30分（絵本や手遊び
で楽しむおはなし会）　②11時（絵本のお
はなしと関連した工作）　場所 中央図書館
浅草橋分室　対象 ①0～3歳くらいの子供
と保護者　②5歳～小学生※未就学児は保
護者同伴　定員②は15人（先着順）※①
はなし　問合せ 中央図書館
☎（5246）5911
●としょかんたんけんたい参加者募集　
クイズを解きながら、図書館内を見学しま

す。　日時 8月3日㈯午前10時15分、11
時15分　場所 中央図書館こどもとしょし
つ　対象 5歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）　定員各10組（先着順）
申込方法 中央図書館こどもとしょしつで
配布する申込用紙で申込むか、電話で下記
問合せ先へ※申込みは保護者に限る 
申込開始日 7月13日㈯　 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

成年後見制度無料相談会

日時 8月10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 8
月1日㈭　 場所・申込み・問合せ 台東区社
会福祉協議会
☎（5828）7507

NPOのための個別相談

日程（内容）8月20日㈫（会計・税務）、21
日㈬（労務）、22日㈭（法律）　時間 午後2
時～4時　対象 地域で活動する非営利の団
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

無料建替え相談会（清川区民館）

浅草北部地区の防災性の向上のため、一級
建築士、ファイナンシャルプランナー等に
よる建替え相談会と講演会を実施します。
朝日信用金庫による住宅ローン相談も同時
開催します。　日時 7月30日㈫講演会は
午後4時～4時30分、 相談会は4時40分～8
時30分（1人30分程度、予約優先、受付
は3時30分～8時）　場所清川区民館
対象 次の地区に木造建築物を所有してい
る方　竜泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4
丁目、今戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋
場1・2丁目、清川1・2丁目、日本堤1・
2丁目　 申込み・問合せ 地域整備第二課
☎（5246）1366

福祉職場の夏期インターンシッ
プ事業

5日間、高齢者施設で職場体験をしません
か。　期間 7月29日㈪～9月13日㈮（8月
10日～18日を除く）6週間のうち、受入可
能な月～金曜日の5日間　対象 一般大学の
学生・専門学校生・既卒3年以内の方で、
福祉の分野を専門で学んでいない方
申込締切日 8月末まで
問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228

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

育児講座～子どもの良
いところを見つける！
育てる！～

8月6日㈫
午前10時45分～11時30分 

区内在住の3歳まで
の子供

15組
（先着順）7月22日㈪

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」
☎（5824）2535

パパも一緒に「R＆B」
魂のbaby Live!!

8月3日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳5か
月までの子供

100組
(先着順) 7月22日㈪

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」
☎（3834）4577

おしゃべりタイム 8月1日㈭
午後1時30分～2時15分

区内在住の7か月～1
歳5か月の子供

6組
(先着順) 7月22日㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
☎（3841）4631

やさしいアロマLife
～身体にやさしい、虫
よけつくり～

8月1日㈭
午前10時30分～11時15分 

区内在住の3歳まで
の子供

10組
（先着順）7月22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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