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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
第23回柳北おどり
(浅草橋地区)

日時 8月23日㈮・24日㈯午後6時30分～
9時　場所柳北スポーツプラザ　問合せ 浅
草橋地区センター☎（3851）4500

第２回江戸まちたいとう芸楽祭
(仮)「ビートたけし～浅草の笑い
を語る～」区民招待のお知らせ

江戸まちたいとう芸楽祭実行委員会名誉顧
問のビートたけしさんによるトークショー
や、落語(古今亭菊之丞氏)などを実施しま
す。　日時 10月15日㈫午後7時　場所 浅
草公会堂　対象区内在住の方　定員100人

（抽選）　申込方法 はがきに希望人数(2人ま
で)・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※当選発表は発送をもっ
て代えます。　 申込締切日 9月5日㈭（消
印有効）　 問合せ 〒110−8615　台東区
役所文化振興課（江戸まちたいとう芸楽祭
実行委員会事務局）☎（5246）1328

第20回上野不忍華舞台

日時 9月28日㈯昼の部は午後0時30分、
夜の部は午後5時開演（雨天決行）
場所上野公園水上音楽堂　出演宮田哲男・
金子君子・女子東音会（長唄）、柳家権太
楼（落語）、岩山胤雄社中（江戸里神楽）、
中村芝翫・橋之助（舞踊）
入場料 3,000円　 前売券 8月19日㈪以降
に松坂屋上野店地下1階上野案内所（午前
10時～午後8時）で販売
問合せ 台東区観光課☎（5246）1447　
上野観光連盟☎（3833）0030

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 9月1日㈰まで
●ギャラリートーク　日時 8月21日㈬午
後2時（30分程度）
●特別展関連イベント（講演会）　日時 9
月14日㈯午後1時　場所谷中区民館
定員120人（抽選）　参加費 1,000円
演題朝倉彫塑館のかたちと色と素材感
講師小沢朝江氏（東海大学教授）
申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 9月1日㈰（必着）

◆　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）
※9月3日㈫～6日㈮まで展示替えのため
休館　問合せ 〒110−0001　台東区谷中
7−18−10　朝倉彫塑館
☎（3821）4549

下町風俗資料館企画展
「下町の火事と防災
江戸から学ぶ火の用心」

期間 9月8日㈰まで　 開館時間 午前9時30
分～午後5時30分（入館は5時まで）
入館料 一般300円、小中高生100円
休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）
場所・問合せ 下町風俗資料館

☎（3823）7451

初心者のためのスポーツ教室　
「幼児運動教室　第4期」

日程（全7回）9月27日～11月9日の金・

土曜日　時間（金曜日クラス）①4歳児コー
スは午後2時30分～3時30分　②5歳児
コースは午後4時～5時　（土曜日クラス）
③親子運動教室は午前10時～11時
定員（抽選）①②各10人　③20組

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～
③）・住所・氏名・生年月日・性別・保護
者の氏名・電話番号を書いて下記問合せ先
へ　申込締切日 9月10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

旧東京音楽学校奏楽堂
日曜コンサート

日程 第1・3日曜日「チェンバロ」、第2・
4日曜日「パイプオルガン」　時間 午後2
時、3時（各30分間）※12月8日㈰は休演
入館料 一般300円、小中高校生100円※
未就学児の入場不可　 場所・問合せ 旧東
京音楽学校奏楽堂☎（3824）1988

第40回記念 台東薪
たきぎ

能 

日時 9月3日㈫午後5時開場、5時45分開演　
場所 浅草寺境内（雨天時は浅草公会堂）　
演目（能）「敦盛」二段之舞 坂真太郎、（狂
言）「末広」山本泰太郎、（半能）「石橋」
大獅子 観世喜正　 入場券（全席指定）S席
5,000円、A席4,000円※未就学児の入場
不可　販売場所 チケットぴあ（☎0570−
02−9999、Ｐコード492−949）、浅草
公会堂、区役所9階④番文化振興課、下記
財団事務局　問合せ 台東区芸術文化財団
☎（5828）7591

したまち邦楽ワークショップ参
加者募集

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（先着順）
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）※邦楽フレッ
シュコンサートのチケット1枚付き※篠笛
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 はが
きかファックスで催し名・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）、在学の方は学年を書いて下記問
合せ先へ※長唄三味線希望者は三味線の
撥・膝ゴム・指かけを貸出し
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

邦楽フレッシュコンサート2019
邦楽が誘う和の世界

日時 10月19日㈯午後1時30分開場、午後
2時開演　場所生涯学習センターミレニア
ムホール　出演 東京藝術大学音楽学部邦
楽科　 入場料 大人2,000円、小学生～高
校生1,000円（全席自由）※未就学児の入
場不可　演目創作曲「須磨の浦」、尺八「尺
八五重奏曲 涼」、箏曲山田流「松風」、箏
曲生田流「嬉遊曲」、創作舞踊「光」　
入場券 浅草公会堂、チケットペイ、生涯
学習センター、区役所9階④番文化振興課、
右記財団事務局で販売　 販売開始日 8月7
日㈬
区内在住か在勤・在学の方を抽選で10組20人ご招待
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、在勤（学）の方は勤務

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ
先へ　 申込締切日 8月23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

産業研修センターの催し

●第２回トレーニング教室　やさしい筋力
アップトレーニングで、体幹のバランスを
整えましょう（トレーニングマシンは使い
ません）。　日時（全15回）10月1日～令和
2年2月25日の火曜日午後1時30分～3時
対象 区内在住か在勤の方　定員20人（抽
選）　費用 4,000円（15回分・初日に支払）　
申込締切日 9月10日㈫（必着）　
●日常英会話教室～日常生活に役立つ講座
～　 日程（全20回）10月1日～令和2年3月
10日の火曜日※変更の場合あり　時間 午
後6時30分～8時30分　対象 区内在住か
在勤（学）の16歳以上の方　定員20人（抽
選）　費用 6,000円（20回分・教材費は別
途）　 申込締切日 9月10日㈫（必着）　　
●第2回CADステップアップ講座
入門講座程度の操作ができる方を対象にし
た実践的なＣＡＤ操作講座です。　
日時（全2回）10月1日㈫・2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 渡辺豊氏　費用 3,000円（2回
分）　 申込締切日 9月10日㈫（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申込方法 往復はがきに講座（教室）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、
下記問合せ先へ　 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

フラワーアレンジメント教室
「サマーグリーンのトライアンギ
ュラー」

日時 8月28日㈬午前10時～正午　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　定員 10人（先着
順）　講師佐藤氏（フラワーサロン 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

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「わくわく★夏のエコスク
ール2019 特別プログラム」

環境学習室では9月1日㈰までの期間、夏
の特別プログラムを実施しています。ぜひ、
お越しください。　 場所・問合せ 環境ふ
れあい館ひまわり環境学習室
☎（3866）2011

食品ロス削減の啓発担い手育成
講座～サルベージ・パーティを
開催してみませんか～

・事前説明会（任意）　日時 8月31日㈯午
前11時～正午　申込方法 電話で右記問合
せ先へ
・食品ロス削減の啓発担い手育成講座
日時 10月6日㈰午前10時～正午　場所 区
役所6階601会議室　対象 区内在住の18
歳以上のメールで連絡ができる方
定員 10人程度（抽選）　講師平井巧氏（〈一
社〉フードサルベージ代表理事）
申込方法 はがきに講座名・住所・氏

ふりがな

名・年
齢・電話番号・メールアドレスを書いて

下記問合せ先へ（区ホームページから申
込可）　 申込締切日 9月13日㈮（必着）
問合せ 〒110−8615　台東区役所清掃リ
サイクル課☎（5246）1018

フリーマーケット出店者募集

日時 9月8日㈰午前10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）20店　
出店料 2,000円　
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）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

交通安全区民のつどい

日時 9月6日㈮午後1時15分～3時15分
場所 浅草公会堂　内容第1部式典、第2部
交通安全教室、第3部ミニコンサート（水
前寺清子氏）申込方法 町会交通部長を通
じて各交通安全協会へ　問合せ 交通対策
課☎（5246）1288

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 9月5日㈭午前10時15分～午後3時
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、くつろぎコー
ナー、保育士による歌・手遊び、育児・栄
養・健康・保育園に関する相談
問合せ 浅草橋保育園☎（3866）0321
石浜橋場こども園☎（3873）6887
玉姫保育園☎（3872）5364

たいとうやまびこ塾

●「AI時代の易学」　 日時（全3回）9月7
日・14日・21日の土曜日午後2時～4時
定員 15人（先着順）　講師水野冨士氏（学
習支援ボランティア）
●「女性のための心理学」
日時（全3回）9月4日・11日・18日の水曜

日午後2時～4時　定員 15人（先着順）
講師柳沢淳子氏（学習支援ボランティア）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住か在勤（学）の方
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 8月23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「日時計」

日時 9月29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300円（材料費・
保険料）　申込方法 往復はがき（1人1枚）
に「9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 9月4日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5815

台東区上野の森ジュニア合唱団
第29回演奏会

日時 9月15日㈰午後2時開演　場所上野学
園石橋メモリアルホール（台東区東上野4
−24−12）※入場整理券を生涯学習セン
ター1階で受付、区役所6階⑨番教育委員
会庶務課、各区民事務所・同分室・地区セ
ンターで配布　出演 川上彌榮子（指揮）、
杉山直子・寺﨑明日香（ピアノ）　曲目 上
明子作品、「祭りと子ども」、「富士山」、月
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光の曲、のばら、ラデツキーマーチ、赤
とんぼ、旅愁 ほか
問合せ生涯学習課☎（5246）5851

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室第1期」

成長が著しい幼児を対象に、その特性に合
わせたさまざまな身体の動き方を学ぶ運動
教室を実施します。　日程（全7回）10月2
日～11月13日の水曜日　時間  3・4歳コー
スは午後3時～3時45分   5・6歳コースは
午後4時～4時45分　対象3～6歳の未就学
児　定員各30人（抽選）　申込方法往復は
がきに希望コース・住所・氏

ふりがな

名・生年月日・
性別・保護者の氏

ふりがな

名・電話番号を書いて下
記問合せ先へ　申込締切日 9月6日㈮（必
着）　問合せ〒111−8621　生涯学習セ
ンタースポーツ振興課☎（5246）5853

区民体育祭

●クレー射撃　日程9月16日㈷　場所成
田射撃場（千葉県印西市山田166）
費用1人10,000円※台東区クレー射撃連
盟で当日午前9時まで受付
●はぜ釣り　日程9月29日㈰　場所千葉
県保田方面　費用1人5,500円
申込締切日時 9月19日㈭午後5時※台東区
釣魚連盟で申込可
●バドミントン　日程10月6日㈰　場所台
東リバーサイドスポーツセンター第1・2
競技場　費用1組1,800円
申込締切日時 9月9日㈪午後3時※台東区バ
ドミントン協会で申込可
●剣道　日程10月13日㈰　場所台東リ
バーサイドスポーツセンター第1競技場
費用小・中学生300円、高校生以上500円　
申込締切日 9月13日㈮※台東区剣道連盟
で申込可
●卓球　日程10月27日㈰　場所台東リ
バーサイドスポーツセンター　費用1人
500～1,200円※種目による
申込締切日 9月24日㈫※台東区卓球連盟
で申込可

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住か在勤（学）の方※詳しくは、
区ホームページか生涯学習センター5階ス
ポーツ振興課で配布する大会要項をご覧く
ださい。　 申込み・問合せ 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 
大正小学校・卓球初心者教室

日時（全3回）9月10日・17日・24日の火
曜日午後7時～9時　場所大正小学校地下
体育館　対象区内在住か在勤（学）の中学
生以上の初心者※子供を連れての参加不
可、保険は各自で任意加入　持ち物運動で
きる服装、室内履き、飲み物、タオル、ラ
ケット（貸出しあり）※学校行事により、
変更・中止の場合あり※更衣室なし
問合せスポーツ振興課（土・日曜日・祝
日を除く午前9時～午後5時）
☎（5246）5853

図書館のこども室から

●石浜図書館こうさく会「しおりをつくろ
う！」　日時8月21日㈬午前10時～11時、
午後2時30分～3時30分※入退室自由
対象幼児～高校生※未就学児は保護者同
伴、参加は1人1回　 場所・問合せ 石浜図
書館☎（3876）0854　
●根岸図書館こうさくあそび「しおりをつ
くろう！」　日時8月28日㈬午前10時～

11時30分、午後2時～3時30分※各10分
前から入場開始　場所根岸社会教育館
対象幼児～小学生（未就学児は保護者同
伴）　定員各20人（先着順）※8月14日㈬
から根岸図書館カウンターで整理券配布
問合せ根岸図書館☎（3876）2101
●こわーいおはなし会　日時8月21日㈬
午後4時～5時　対象小学生以下の子供と
保護者（子供だけの参加可）　問合せ中央
図書館谷中分室☎（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム　日時9月5日
㈭午前11時～11時30分　対象区内在住
の平成30年3月5日～31年3月4日生まれ
の子供と保護者　定員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 8月22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 石浜図書
館☎（3876）0854

企画展「日記が語る台東区6『江
戸の旅日記を読む』」専門員によ
るギャラリー・トーク

日時8月18日㈰午後4時15分～4時45分
場所生涯学習センター　定員20人（先着
順）　講師平野恵（中央図書館専門員）
申込み・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

9月のくらしに役立つ講座
「意外と知らない冷凍食品の世界」

日時9月13日㈮午前10時30分～正午
場所生涯学習センター　対象区内在住か在
勤（学）の方　定員40人（先着順）※託
児あり（6か月以上の未就学児、6人程度）
講師（一社）日本冷凍食品協会
申込方法住所・氏名・電話（ファックス）
番号、在勤（学）の場合は勤務先（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 9月6日㈮　
問合せくらしの相談課
☎（5246）1144　 FAX（5246）1139

再就職準備セミナー
～定年後の働き方といっしょに
考えたい年金のこと～

日時9月14日㈯午後1時～5時　場所区役
所10階会議室　対象おおむね55歳以上の
方　定員30人（先着順）　内容高齢者の雇
用・年金に関すること　講師柴田秀孝氏

（キャリア・コンサルタント＆ファイナン
シャルプランナー）、馬見塚仁氏（社会保
険労務士・年金アドバイザー）※雇用保険
受給中の方は、受給資格者証を持参
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

（区ホームページから申込可）　問合せ産業
振興課☎（5246）1152
FAX（5246）1139

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　 内容・日程（全3回）①「イ
ンターネットの活用」9月6日㈮・11日㈬・
13日㈮　②「LINEの活用」9月9日㈪・12
日㈭・17日㈫　時間午前10時～正午
定員各9人（抽選）　費用各3,000円（3回
分）　申込方法往復はがき（1人1枚）に講
座名（①か②）・住所・氏名・年齢・電話
番号を書いて下記問合せ先へ　
●パソコン「無料よろず相談会」　日時9月
5日㈭・25日㈬午前10時～11時、11時～
正午　定員各5人（抽選）　申込方法往復
はがき（1人1枚）に講座名・希望日時・住
所・氏名・年齢・電話番号・相談内容を書
いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住の原則60歳以上の方
申込締切日 8月20日㈫※募集数に達しない
場合、8月21日㈬以降に電話で受付
場所・問合せ〒111−0056　台東区小島

1−5−5　台東区シルバー人材センター
☎（3864）3338

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修

日時9月21日㈯午後1時～6時（講義）、9
月22日㈰午前9時30分～午後5時（実習）　
場所松が谷福祉会館ほか　対象次のいずれ
かに該当し、全日程受講可能な方①修了後、
区内の事業所でガイドヘルパーとして従事
希望　②すでに従事していて技術向上を目
指す　定員15人程度（抽選）　費用4,000
円程度（テキスト代、実習の交通費等含む）　
申込方法申込書に記入し、郵送か持参※詳
しくは受講案内（下記問合せ先で配布）か、
区ホームページをご覧ください。
申込締切日 8月30日㈮（必着）　問合せ障
害福祉課（区役所2階⑩番）
☎（5246）1207

傾聴ボランティア入門講座

日時（全4回）9月5日・12日、10月3日の
木曜日午前9時30分～正午、9月19日㈭
午後1時～2時30分　対象区内在住か在勤

（学）の方　定員30人（先着順）
費用300円　講師澤村直樹氏
申込締切日 8月29日㈭
場所・申込み・問合せ台東区社会福祉協議
会☎（3847）7065
FAX（3847）0190

NPOのための個別相談

日時法律相談は9月13日㈮、労務相談は9
月17日㈫、会計・税務は9月27日㈮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

第3回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

ペットコミュニティエリアを利用するには
事前に講習会の受講が必要です。
日時9月7日㈯午前9時30分～正午
場所DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3−1
−10）　対象飼い主が区内在住で、台東区
で登録をしている小・中型犬※その他の要
件あり。詳しくは、区ホームページをご覧
になるか下記へ。　定員15頭分（先着順）
内容エリア内でのマナーや知識の講習、愛
犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は施
設内で愛犬をお預かりします）
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申込み　申込期間 8月5
日㈪～29日㈭
問合せ台東保健所生活衛生課
☎（3847）9437

マンション管理セミナー・なん
でも相談会

●第2回マンション管理セミナー
日時9月14日㈯午後1時30分～3時30分
テーマ第1部「電気分野の省エネ対策をし
て、管理費を削減しよう」、第2部「管理会
社と委託契約をするうえでのチェックポイ
ント」　
●マンションなんでも相談会（要予約）
日時9月14日㈯午後3時40分～5時
申込締切日 9月12日㈭

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所区役所10階会議室　対象区内の分譲
マンション所有者　 講師・相談員マンショ
ン管理士（東京都マンション管理士会城東
支部）　申込方法催し名・住所・氏名・電
話番号・参加人数・マンション名を電話か
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

オリンピック・パラリンピック生
涯学習講座

●地域で役立つおもてなし語学～簡単な会
話と道案内～　館周辺の地図を題材に初め
てでも気軽に使えるフレーズを学びます。
①英語　 日程（全5回）10月2日～30日の
水曜日　 場所・問合せ〒111−0032　台
東区浅草4−24−13　千束社会教育館
☎（3874）5450
②中国語　 日程（全5回）9月20日～10月
18日の金曜日　 場所・問合せ 〒110−
0015　台東区東上野6−16−8　社会教
育センター☎（3842）5352

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時間午後6時30分～8時30分　対象区内
在住か在勤（学）で16歳以上の方
定員各30人（抽選）　申込方法往復はがき

（1講座1枚）に講座名（①か②）・住所・
氏
ふりがな

名・年齢・性別・電話番号、在勤（学）
の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番
号を書いて各会場へ　 申込締切日 9月5日
㈭（必着）

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

箏アンサンブルのひととき 9月9日㈪
午前10時45分～11時30分 

区内在住の3歳まで
の子供

40組
（先着順）

8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

パパも一緒にミュージッ
クパーティー

9月7日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

100組
(先着順)

8月20日
㈫

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」
☎（3834）4577

にじいろコンサート 9月6日㈮
午前10時30分～11時15分

区内在住の3歳まで
の子供

35組
(先着順)

8月20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
～アロマ・ストーン作り～

9月6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）

8月20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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