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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
おわびと訂正

広報たいとう8月5日号7面の「第20回上
野不忍華舞台」の出演者の名前に誤りがあ
りました。
おわびして訂正します。

【誤】岩山胤雄社中（江戸里神楽）
【正】若山胤雄社中（江戸里神楽）

問合せ 観光課☎（5246）1447

やさしい日本語講座
外国人と日本語で話すコツ

日時 9月21日㈯午前10時～午後0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40人（先着順）　
申込み・問合せ 区民課協働・多文化共生係　

☎（5246）1126（区ホームページから
申込可）

ひとり親家庭「秋の日帰りバス
ハイク」～鴨川シーワールドと
みかん狩り～

日時 11月2日㈯午前7時45分区役所集合、
午後5時帰着予定※雨天決行、荒天時は行
先変更の場合あり　対象 区内在住のひと
り親家庭の子供（4～15歳）と保護者（親
子で参加できる方）　定員18組※過去の参
加回数の少ない方を優先　費用 無料※台
東区母子寡婦福祉協議会（年会費500円）
への入会をお願いしています。
申込方法 催し名・参加者全員の住所・氏

ふりがな

名
・生年月日・年齢・学校名・学年・電話番
号（自宅と携帯）・今までのバスハイク参
加回数をはがきか直接下記問合せ先へ
申込締切日 10月11日㈮（必着）　問合せ 〒
110−8615　台東区役所子育て・若者支
援課（区役所6階⑦番）☎（5246）1237

青少年フェスティバル
～下町っ子祭り～

日時 9月8日㈰午前10時～午後3時頃※屋
台・ゲームコーナーは売り切れ次第終了　
場所上野公園野外ステージとその周辺
内容射的・ダーツ等のゲーム、屋台、ステー
ジ演奏ほか　問合せ 子育て・若者支援課
☎（5246）1341　

展望テラスでお月見会

秋の夜長に手影絵の劇を実施します。
日時 9月14日㈯午後5時30分、6時30分（各
40分程度）　 場所・問合せ 浅草文化観光セ
ンター☎（3842）5566

朝倉彫塑館から

●特集展示「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
●展示替えに伴う休館　期間 9月3日㈫～
6日㈮

●特別展「朝倉彫塑館の白と黒 CONTRA
ST：Color, Material and Texture」
日時 9月7日㈯～12月15日㈰
●ギャラリートーク　日時 9月7日㈯・18
日㈬午後2時～2時30分
●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
講師小沢朝江氏（東海大学教授）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に住所・
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（祝休日と重なる場合は
翌日）　 問合せ 〒110−0001　台東区谷
中7−18−10　朝倉彫塑館
☎（3821）4549

初心者のためのスポーツ教室　
「バドミントン」

日時（全7回）9月27日～11月8日の金曜
日午後7時～9時　 対象 区内在住か在勤

（学）の高校生以上の方　定員45人（先着
順）　申込締切日 9月25日㈬
場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス
ポーツセンター☎（3872）3181

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（☎0570
−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、美しき青きドナウ、リ
ベルタンゴ、ありのままで（アナと雪の女
王より）、美女と野獣ほか　問合せ 台東区
芸術文化財団☎（5828）7591

第39回浅草JAZZコンテスト
参加者募集

日程 本選大会12月7日㈯　場所 浅草公会
堂　部門ボーカル部門、バンド部門
審査料 3,000円　 支払方法 現金書留、 持
参、振込※振込希望者には応募用紙提出後
に別途連絡します。　 申込方法 応募用紙

（下記問合せ先で配布、台東区芸術文化財
団ホームページからダウンロード可）に記
入し、審査料、応募曲2曲（ボーカル部門　
5分以内、バンド部門6分以内）を録音し
たCD・写真（メンバー全員）を添えて右
記問合せ先へ書留で郵送か持参
申込開始日 9月2日㈪
申込締切日時（必着）ボーカル部門は10月4

日㈮午後5時、バンド部門は10月11日㈮
午後5時　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

●ファッション・マーケティング講座　
日時 9月26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 国際靴見本市ミカム
に見る2020SSシューズトレンドとマー
ケット　講師 大谷知子氏（靴ジャーナリ
スト）　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（kensyuusen
ta@jcom.home.ne.jp）で下記問合せ先へ　
申込締切日 9月19日㈭
●第5回CAD入門講座「Root Pro CAD」
日時 10月8日㈫・9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・所在地を書いて下記問合せ
先へ　 申込締切日 9月18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

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「毛糸編みで
ボランティア体験」　日時 9月21日㈯午後
2時～4時　場所上野区民館301集会室
定員 10人（先着順）　 申込み・問合せ 環
境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050
●フリーマーケット出店者募集　日時①9
月15日㈰午前9時～午後4時　②22日㈰
午前8時～午後4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 ①50店　②40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）※ホームページか当日会場で申込み
☎（3412）6857　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。ご利用ください。
ゆずります　介護用電動ベット、ベビー
ベット、ホームベーカリー、電子ピアノ
ゆずってください　アコースティックギ
ター、子供服・靴（女の子）
※上記の情報は8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

第42回台東区美術展

区民の皆さんが制作した、絵画等の作品を
展示します。　期間 9月6日㈮～11日㈬午
前10時～午後5時（最終日は3時まで）
場所隅田公園リバーサイドギャラリー
問合せ 生涯学習課☎（5246）5815

台東区上野の森ジュニア合唱団
団員募集（9月期）

日時 9月21日㈯午後4時　場所生涯学習セ
ンター　対象区内在住か在学の小学2年～
中学生　費用月1,000円（楽譜代等、自己
負担あり）　面接内容 学校で歌っている歌
を1曲歌唱　 練習日時 水・土曜日午後4時
30分～7時（入門期間は土曜日午後3時30
分～5時）　練習場所 生涯学習センター
主な活動 演奏会（9・12・3月）、夏期合
宿（8月）ほか　申込方法 下記問合せ先へ
電話するか、申込書（生涯学習センター1
階、区役所6階⑨番庶務課で配布）に記入
し、郵送かファックスまたは持参
申込締切日 9月20日㈮（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5851
FAX（5246）5814

シニアライフ応援計画
台東区をもっと知りたい区内散
策　第一弾「上野公園」

日時 10月4日㈮・18日㈮午後1時30分～
4時　場所上野区民館101集会室
対象 おおむね50歳以上の区内在住か在勤
の方　定員 20人（抽選）　講師高野謙一氏　
申込方法 住所・氏名・電話番号・年代を電
話かはがきで下記問合せ先へ
申込締切日 9月19日㈭（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5821

台東区ジュニアオーケストラ　
アンサンブル部
第33回定期演奏会

日時 10月20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※入場整理券は9月3日㈫より生涯
学習センター1階受付（第1・3・5月曜日
休館）で配布　曲目 3匹の猫／ヘイゼル、
交響曲第2番／ブラームス　ほか
問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

区民体育祭

●テニス（硬式）　日程 10月6日㈰～27日
㈰　場所 台東リバーサイドスポーツセン
ター　費用 シングルス2,000円、ダブル
ス2,000円（中学生は1,000円）
申込締切日 9月6日㈮※台東区テニス協会
へ申込み
●駅伝（ロードレース）　日程 10月13日㈰　
場所皇居内堀周回コース　 申込締切日 9月
27日㈮※台東区陸上競技協会へ申込み
●自転車　日程 10月6日㈰　場所 桜橋ス
タート～猿江恩賜公園～横十間川親水公園
～桜橋　 費用 500円　 申込締切日 9月27
日㈮※台東区自転車連盟へ申込み
●相撲　日程 10月20日㈰　場所 台東リ
バーサイドスポーツセンター
申込締切日 9月27日㈮※台東区相撲連盟
へ申込み
●ライフル射撃　日程 ①9月29日㈰　②
10月6日㈰　場所 ①埼玉県長瀞総合射撃
場　②台東リバーサイドスポーツセンター
費用①4,000円　②1,000円
申込締切日 ①9月28日㈯　②10月5日㈯
※台東区ライフル射撃協会へ申込み

◆　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下
さい。　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

講演会
シリーズ
連続講座

日時 11月10日㈰午後2時　場所生涯学習センターミレ
ニアムホール　内容 第一部 谷中五重塔の話、第二部 
語り「五重塔」（幸田露伴作より、平野啓子脚本）
定員 250人（抽選）　講師第一部浦井正明氏（寛永寺長
臈）、第二部平野啓子氏（語り部・かたりすと、元
NHKキャスター）　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・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。
申込締切日 10月4日㈮（必着）　問合せ 文化振興課☎（5246）1153

番外編 第1回
「江戸の音を観る・谷中編」

▲浦井正明氏 ▲平野啓子氏
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スポーツひろば

●上野小硬式テニス初心者教室
日時（全3回）10月5日～19日の土曜日午

後4時～6時　場所上野小学校2階校庭
対象区内在住か在勤（学）の高校生以上の
方　定員 20人（先着順）　 持ち物 運動で
きる服装、飲み物、タオル、ラケット（貸
出あり）　申込期間 9月2日㈪～13日㈮
●浅草中バレーボールひろば体験会
日時 9月9日㈪午後7時～8時50分
場所 浅草中学校4階体育館　対象区内在住
か在勤（学）の中学生以上の方　持ち物 運
動できる服装、室内履き、飲み物、タオル
●大正小「有酸素運動で認知症予防」
日時（全6回）10月25日～12月6日の金

曜日（11月15日を除く）午後7時15分～
8時30分（7時受付）　場所 大正小学校地
下１階体育館　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 1,500円（6回分・保険料含む）
講師小林祐稀氏　持ち物 運動できる服装・
室内履き・飲み物・タオル　 申込方法 参
加費を添えて下記①か②へ　①9月13日
㈮午後7時30分～8時30分・大正小地下1
階体育館　②9月17日㈫～10月18日㈮ ・
下記問合せ先

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
※学校行事等により、中止・変更の場合あ
り※更衣室無し、保険は各自任意で加入
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

●第2期初心者水泳教室　初めてからク
ロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライまで
の25メートル完泳を目指します。
日程（全6回）10月3日～11月7日の木曜

日　時間 午後2時～4時（1時間のレッス
ン後、1時間自由遊泳）　対象 区内在住か
在勤（学）の高校生以上の方　定員50人（抽
選）　費用500円（6回分・保険料含む）
申込締切日 9月17日㈫（必着）
●第2期 ウォーターエクササイズ　水中
版のエアロビクスです。
日程（全6回）10月4日～11月8日の金曜

日）　時間 午前11時30分～午後1時30分
（1時間のレッスン後、1時間自由遊泳）
対象区内在住か在勤（学）の高校生以上の
方　定員90人（抽選）　費用500円（6回
分・保険料含む）　 申込締切日 9月17日㈫

（必着）
◆第3期-秋① 小学3年生からの泳力向上
教室  日程（全8回）10月3日～11月21日
の木曜日　時間 Aクラスは午後4時30分～
5時30分、Bクラスは5時30分～6時30分　
対象小学3年生以上の方　定員各30人（抽
選）　費用7,300円（8回分・保険料含む）
申込締切日 9月17日㈫（必着）
◆第3期-秋② 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 
日程（全8回）10月5日～11月23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年生の方、Cクラスは小学3年生以上の方　
定員 各30人（抽選）　費用7,300円（8回
分・保険料含む）　 申込締切日 9月18日㈬

（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

※レッスン前後の利用は延長料金が必要
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かC）・住所・
氏名・電話番号・泳力レベルを書いて下記

問合せ先へ※往復はがき返信後に来館手続
あり　講師野村不動産ライフ＆スポーツ
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

ことぶき教室（後期）

期間（全10回）10月～令和2年3月
対象 10月1日現在区内在住の60歳以上の
方※健康状態に不安のある方は、事前にご
相談ください。重度骨粗しょう症または医
師から運動を止められている方は、ヨガ・
ストレッチ・背骨コンディショニング等、
体を動かす教室への参加不可。　費用 実
費（教材費）　申込方法 老人福祉センター
・老人福祉館で配布する申込用紙に記入し
提出（1人1教室・抽選）　必要な物 本人確
認できる物（老人福祉施設使用登録証、健
康保険証等）、82円切手　 申込締切日 9月
21日㈯
場所・問合せ 教室名 定員 日時（※）

老人福祉
センター
☎（3833）
6541

民謡 30人 第2・4月曜日 午後
初心者麻雀 24人 第1・3木曜日 午前
茶道 20人 第２・４木曜日 午後
ヨガ 20人 第1・3木曜日 午前
折り紙 20人 第1・3水曜日 午後
絵手紙 20人 第1・3金曜日 午後
花とはな 20人 第２・４金曜日 午後
カラオケ 30人 第２・４水曜日 午後
書道 20人 第１・３月曜日 午後

入谷老人
福祉館
☎（3873）
9036

カラオケ 30人 第１・３火曜日 午後
初心者麻雀 20人 第１・３木曜日 午後
背骨コンディ
ショニング 16人 第１・３木曜日 午前

囲碁 20人 第２・４木曜日 午前
木目込み
人形 16人 第２・４木曜日 午後

橋場老人
福祉館
☎（3876）
2365

初心者麻雀 20人 第２・４木曜日 午前
書道 20人 第１・３土曜日 午後
ヨガ 20人 第１・３木曜日 午前
カラオケ 30人 第１・３土曜日 午前
シャンソン 24人 第２・４木曜日 午後

三筋老人
福祉館
☎（3866）
2417

カラオケ 30人 第１・３土曜日 午後
ストレッチ 20人 第１・３木曜日 午前
コーラス 30人 第１・３土曜日 午前
初心者麻雀 20人 第２・４木曜日 午後
スマートフォン 20人 第２・４土曜日 午後

※日時の午前は午前10時～正午、午後は午後
1時30分～3時30分

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

外国人旅行者接遇研修会
「おもてなし講座」

日時 9月21日㈯午前10時～正午　場所 区
役所10階会議室　テーマ いま注目のスタ
ディツアー！リピーターを生むメソッド
定員 100人（先着順）　講師 舛谷鋭氏（立
教大学観光学部交流文化学科教授）、圡田
大樹氏（スタディツアーコンサルタント）　
問合せ 観光課☎（5246）1447

就業支援セミナー「働き方改革
時代のコミュニケーション」

日頃、人と接する上でも、仕事をする上で
も大切なポイントとなる「人との心地よい
関わり方」を学びます。　日時 9月28日
㈯午後1時30分～4時30分　場所 区役所

10階会議室※雇用保険受給中の方は、受
給資格者証を持参　定員 50人（先着順）
講師 林恭弘氏（ビジネス心理カウンセラ
ー）　申込方法 講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号・就業状況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

区民自然観察員養成講座

日程（全3回）①10月5日㈯　②10月26日
㈯　③12月21日㈯　時間①②午後1時30
分～4時　③午後1時～5時　場所 ①②環
境ふれあい館ひまわり・墨田区立隅田公園

（墨田区）　③多摩動物公園（日野市）※環
境ふれあい館に集合し、バスで多摩動物公
園へ　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）　講師新
井浩司氏、森由民氏、木村幸一郎氏
費用 500円（バス代・③のみ）
申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か
ファックスまたは直接下記問合せ先へ
申込締切日 9月25日㈬　 問合せ 環境ふれ
あい館ひまわり☎（3866）8098
FAX（3866）8099

建築士による耐震相談会

日時 9月3日㈫午前10時～午後4時　
場所区役所1階展示コーナー　内容住宅の
耐震化・ブロック塀等に関する相談
問合せ 建築課☎（5246）1335

無料建築相談室

日時 9月5日㈭、10月3日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

地域活動体験講座・音楽編
地域での音楽活動の活かし方
～“音楽コミュニケーション”の
方法を学ぶ～

日程（全8回）10月6日～11月10日の日曜
日、11月16日㈯、12月1日㈰　時間午後
2時～4時（10月27日・11月10日は午後2
時～5時、11月16日は午後1時～5時）
講師 東京文化会館ワークショップリー
ダーほか　場所生涯学習センター、特別養
護老人ホーム浅草　対象 区内在住か在勤

（学）で、音楽サークル等での活動経験を
持つ18歳以上の全日程参加できる方
定員 20人（抽選）　費用 800円（保険代）　
申込方法 生涯学習センター、各社会教育館
等で配布中の申込書に記入し、郵送かファッ
クスまたは持参（区ホームページからも申
込可）　 申込締切日 9月17日㈫（必着）
申込み・問合せ 〒111−8621　生涯学習課
☎（5246）5821　 FAX（5246）5814

オリンピック・パラリンピック
生涯学習講座

●基礎講座Ⅱ「“共生社会”ってナンだ？～
世界の動きに目を向けて～」
日時（全3回）10月9日～23日の水曜日午

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 30人（抽
選）　講師 舛本直文氏（首都大学東京特任
教授）　申込方法 往復はがきに講座名・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
号を書いて下記問合せ先へ　
申込締切日 9月18日㈬（必着）　
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

生涯学習センターパソコン講座
第2期

コース 日時（全5回）

①初心者「マウス・
文字入力からはじ
めよう」

10月2日～30日の水曜
日午後2時～4時

②エクセル「家計
簿を作ってみよう」

10月5日～11月2日の土
曜日午後2時～4時

③パワーポイント
「初めての資料作り」

10月6日～11月3日の日
曜日午前10時～正午

場所生涯学習センター　対象区内在住か在
勤の15歳以上（学生を除く）で①はパソ
コンを使用した経験のない方、②③は初心
者コースを受講済み、またはパソコンの文
字入力やマウス操作ができる方　定員 各
18人（抽選）　費用 1,000円（教材費）
申込方法 コース（①～③）・住所・氏

ふりがな

名・
年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・所
在地・電話（ファックス）番号をはがきか
ファックスまたはメールで下記申込先へ※
各コース1通のみ、受講時は返信される受
講票を必ず持参
申込締切日 9月23日㈷（必着）
申込み・問合せ 〒111−0032　台東区浅
草2−2−1　森田ビル2階　(有)フォーティ
☎・ FAX（3842）6453　
Eメール taito@fortynet.co.jp
問合せ 台東区生涯学習課
☎（5246）5821

スマートフォン講習会
（初心者向け）

日時（全4回）10月3日～24日の木曜日午
前10時～正午　場所三筋老人福祉館
対象区内在住の60歳以上の方　定員 16人

（抽選）　講師 NPO法人竹箒の会
申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で
配布する申込用紙に記入し提出　
必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設
使用登録証、健康保険証等）
申込締切日 9月21日㈯　 問合せ 老人福祉
センター☎（3833）6541

<9月>
3日 　台東薪

たきぎ

能（浅草寺）
13日　へちま供養（浄名院）
20日　開山会（待乳山聖天）
25日　人形供養（清水観音堂）
28日　上野不忍華舞台（不忍池水上音楽堂）
29日　巳成金大祭（不忍池弁天堂）　

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

ベビーマッサージ 9月19日㈭
午前10時45分～11時30分 

区内在住の5か
月までの子供

10組
（先着順）

8月27日
㈫

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」
☎（5824）2535

茶道でリフレッシュ
9月18日㈬
午前10時30分～11時15分
午前11時30分～午後0時15分

区内在住の3歳
までの子供

各12組
(先着順)

8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

新米パパ・ママの
応急救護訓練

9月14日㈯
午前10時30分～11時15分

区内在住の3歳
までの子供

50組
(先着順)

8月27日
㈫

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
☎（3841）4631

おはなしポップコ
ーン

9月26日㈭
午前10時30分～10時50分（日本語）
午前11時～11時20分（英語）

区内在住の3歳
までの子供 なし なし

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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