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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
友好都市日光市

「日光鹿革展」

野生のニホンジカの革を有効利用したレ
ザークラフト作品の展示およびワーク
ショップを行います。　日時 10月5日㈯・
6日㈰午前10時～午後3時　場所浅草文化
観光センター7階　問合せ 日光市農林課
TEL 0288（21）5104　台東区都市交流
課 TEL （5246）1016

第20回谷中まつり

谷中のイベントキャラクターも出演します。
日時 10月12日㈯・13日㈰午前10時～午
後4時（小雨決行）　場所 防災広場「初音
の森」、谷中防災コミュニティセンター、
谷中小学校、旧吉田屋酒店（下町風俗資料
館付設展示場）、谷中五重塔跡こども広場、
岡倉天心記念公園　内容 園児・児童・生
徒や谷中で活動する団体等による踊りや演
奏等、ヒーローショー、大道芸、地元団体
による模擬店、姉妹都市物産コーナー等
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）
TEL （3828）9291

台東区観光ボランティアガイド
による谷中フリーガイド

日時 10月12日㈯・13日㈰午前11時（10
時30分受付）、午後2時（1時30分受付）　
集合場所 谷中防災コミュニティーセン
ター　定員各20人（先着順）　問合せ 台東
区観光ボランティアの会事務局（浅草文化
観光センター内） TEL （3842）5599

江戸たいとう伝統工芸館
「出張！匠工房」

日程・在館者（業種）10月5日㈯・6日㈰
磯貝克実（江戸べっ甲）、12日㈯～14日
㈷櫻井悠子（江戸手描提灯）、19日㈯・
20日㈰川勝新市（東京くみひも）、26日㈯
・27日㈰山田恵美（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 TEL （3842）1990
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

発見！匠ツアー

伝統工芸職人の工房を案内します。
日時 10月26日㈯午後1時～5時　場所 区
内伝統工芸工房ほか　定員 8
人（抽選）　 申込締切日 10月
11日㈮　申込み・問合せ産業
振興課 TEL（5246）1131

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、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（全席自由）一般2,000円、小
学生～高校生1,000円※未就学児入場不
可　演目 創作曲「須磨の浦」、尺八「尺
八五重奏曲 涼」ほか　入場券 チケットペ
イ、生涯学習センター、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　問合せ 台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

第23回下町大音楽市

①上野浅草室内管弦楽団～秋の夜長に室内
楽はいかがでしょうか？～　日時 11月16
日㈯午後5時30分開場、6時開演

曲目チェロ協奏曲（ドヴォルザーク）ほか
②したやウィンドアンサンブル～いつの世
も 変わらぬ珠玉の名曲集 パート2～
日時 11月24日㈰午後1時開場、1時30分
開演　曲目吹奏楽のための第1組曲（ホル
スト）ほか
③上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～

（ベト＋ブル）×４＝？？？～　日時 12月
1日㈰午後1時開場、1時30分開演
曲目交響曲第4番（ベートーヴェン）ほか

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 ①旧東京音楽学校奏楽堂　②③浅草
公会堂　 入場料（全席自由） ①③1,500
円（未就学児入場不可）　②1,000円
前売券 チケットペイ、浅草公会堂、区役
所9階④番文化振興課、生涯学習センター、
下記財団事務局で販売

区内在住か在勤（学）の方を抽選で5組
10人ご招待（②・③のみ）

はがきに希望公演名（②・③）・住所・氏
ふりがな

名
・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 10月10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
TEL （5828）7591

奏楽堂日本歌曲コンクール
30周年記念コンサート
～コンクールを彩った日本歌曲
傑作選～

日時 11月30日㈯午後3時開演
入場料（全席自由）3,000円※未就学児入
場不可　 チケット販売場所 チケットぴあ

（ TEL 0570−02−9999、Pコード163
−382）、東京文化会館チケットサービス

（ TEL 5685−0650）、旧東京音楽学校奏
楽堂　出演 歌唱部門上位入賞者　曲目 四
つの夕暮の歌（林光）、淡彩抄（別宮貞雄）、
母のこゑ（山田耕筰）ほか
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

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
に連絡　 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）を添えて下記問合せ先へ書留
で郵送か持参※詳しくは、台東区芸術文化
財団ホームページをご覧ください。
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
TEL （5828）7591

コンサート 大正から昭和時代に
遺されたピース譜から

日時 10月20日㈰午後6時30分　場所旧東
京音楽学校奏楽堂
入場料（全席自由）4,000円※未就学児入場
不可　 チケット販売場所 チケットぴあ（ TEL

0570−02−9999、Pコード163−151）、
旧東京音楽学校奏楽堂、宮地楽器国立音楽
大学店（ TEL 042−537−8200）
出演 青木髙志（ヴァイオリン）、江澤聖子

（ピアノ）、小泉惠子・品田昭子（ソプラ
ノ）、宮西一弘（テノール）　曲目「荒城

の月」（瀧廉太郎）、「城ヶ島の雨」（山田耕
筰）ほか　問合せ 国立音楽大学附属図書館　
TEL 042（536）0799　旧東京音楽学校
奏楽堂 TEL （3824）1988

朝倉彫塑館 特別展「朝倉彫塑館
の白と黒 CONTRAST：Color, 
Material and Texture」 

期間 12月15日㈰まで　 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）
場所・問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

浅草ものづくり工房
「第7回施設公開」

入居者アトリエ公開、商品販売、ワーク
ショップなどを行います。　日時 10月18
日㈮～20日㈰午前10時～午後5時
販売内容 バッグ、靴、革小物など※詳しく
は、浅草ものづくり工房ホームページをご
覧になるか下記へ　 場所・問合せ 浅草も
のづくり工房 TEL （3876）3720
問合せ 台東区産業研修センター
TEL （3872）6780

勤労者サービスセンターの催し

●生涯セミナー「考えよう 人生100年時
代の資産運用」　日時 10月29日㈫午後6時
30分～8時　対象 区内在住か在勤（学）
の方、勤労者サービスセンター会員とその
家族　定員30人（抽選）　講師森島和也氏

（〈公社〉日本証券アナリスト協会認定会員）　
申込締切日 10月10日㈭（必着）
●健康セミナー「姿勢改善メソット」
日程（全2回）11月15日㈮・22日㈮

時間午後6時30分～8時　対象区内在住か
在勤（学）の方、勤労者サービスセンター
会員とその家族　定員30人（抽選）
講師 小西宏和氏　費用1,000円（サービ
スセンター会員とその家族は500円）
申込締切日 10月17日㈭（必着）
●スマホ・タブレット講座～入門から活用
編～　 日時（全2回）11月12日㈫・14日
㈭午後6時30分～8時30分　場所 フォー
ティネットパソコンスクール（浅草2−2
−1 森田ビル2階）　対象 区内在住か在勤

（学）の方、勤労者サービスセンター会員
とその家族で、スマートフォンやタブレッ
トをお持ちの方　定員20人（抽選）
講師フォーティネットパソコンスクール
費用2,000円（受講料・会員とその家族は
別料金）　 持ち物 スマートフォンかタブ
レット　 申込締切日 10月11日㈮（必着）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住
所・参加者全員の氏名・年齢・電話番号、
会員の方は会員番号を書いて下記問合せ先
へ　 場所・問合せ 〒111−0056　台東区
小島2−9−18　台東区中小企業振興セン
ター　台東区勤労者サービスセンター
TEL （5829）4123
●日帰りバスツアー「あしかがフラワーパ
ークと湯葉料理の旅～日本三大イルミネー
ション見学～」　日時 11月17日㈰午前10
時区役所前出発、午後8時頃区役所前帰着
予定（雨天決行）　行先 道の駅うつのみや

（買い物）、料亭月山（昼食）、いわふねフルー
ツパーク（ミニトマト狩り・食べ放題）、
あしかがフラワーパーク（見学）　対象 区
内在住か在勤（学）の方、勤労者サービス
センター会員とその家族　定員80人（抽
選）　費用9,900円※食事・座席が不要な2

歳以下は無料、会員とその家族は別料金　
申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の
氏名・年齢・性別・代表者の住所・氏名・
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申込
先へ　 申込締切日 10月9日㈬（必着）
申込み 〒336−0018　さいたま市南区南
本町2−20−15−205　国際急行観光㈱
さいたま営業所　台東区勤労者サービスセ
ンターバスツアー申込係
TEL 048（832）3101
問合せ 台東区勤労者サービスセンター
TEL （5829）4123

第4回革小物手作り教室
「携帯シューホーン（靴べら）」

日時 11月16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）　講師アリマ製靴所 有馬頼之氏（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 10月
26日㈯（必着）　 場所・問合せ 〒111−
0023　台東区橋場1−36−2　産業研修
センター TEL （3872）6780

第41回寿作品展示会

日時 10月16日㈬・17日㈭午前9時30分
～午後4時　場所 区役所10階大会議室※
車での来場不可　 展示作品 シニアクラブ
会員を中心とする高齢者の作品約600点、
児童・園児の絵画など約150点※体験で
きるスポーツコーナーや手作り体験コー
ナー、販売コーナー等もあります。
問合せ 健康課 TEL （5246）1214

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 10月19日㈯午後2時～4時　場所 馬
道区民館第2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　
TEL （3866）8050

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　日時 ①
10月26日㈯午前9時～午後4時　②27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 ①30店　②20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 TEL （3412）6857　②里彩くるカエ
ル倶楽部（午前10時～午後7時）
TEL 090（3068）3534　問合せ 清掃リ
サイクル課 TEL （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　ベビーベッド、マットレス、
室内物干し
ゆずってください　オーブンレンジ、自転
車（大人用）、将棋盤セット
※上記の情報は9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3階リサイ
クルショップ TEL （3866）8361
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～花の心プロジェクト～園芸講
習会「秋を彩るハンギングバス
ケットを作ってみよう！」

日時 11月2日㈯午前10時　場所区役所10
階会議室　対象区内在住か在勤の方
定員20人（抽選）　講師樺澤智江氏（日本
ハンギングバスケット協会本部講師）
費用3,000円　申込方法 往復はがき（1人
1枚）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 10月15日㈫（必着）
問合せ 環境課 TEL （5246）1323

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「まわるんピック2020」

オリンピックやパラリンピック競技を体験
し、スポーツとエコについて考えます。
日時 随時（休館日以外）　 場所・問合せ 環
境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

図書館のこども室から

●あかちゃんえほんタイム　日時 10月16
日㈬午前10時15分、11時　場所 生涯学
習センター　対象 区内在住の平成30年4
月16日～31年4月15日生まれの子供と保
護者　定員各10組※子供1人につき1回ま
で、いずれの回・会場とも同内容
申込方法 中央図書館こどもとしょしつで
直接申込むか、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 10月2
日㈬　問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

保育園対象家庭教育学級
子どもの幸せな自立をサポート
するために

日程 ①11月2日㈯　②10日㈰　時間 午前
10時～正午　場所生涯学習センター
対象区内の保育園、保育所、こども園（長
時間保育）に通う園児の保護者※2回参加
可能な方　定員30人（抽選）※託児あり（未
就学児）　講師①菅原裕子氏　②福田積子
氏　 申込方法 区ホームページから申込み
※10月21日㈪以降に、抽選結果をメール
でお知らせします。　 申込締切日 10月20
日㈰　問合せ 生涯学習課
TEL （5246）5821

老人福祉センターの催し

●ほのぼの寄席　日時 11月6日㈬午後1時
30分～3時　場所老人福祉センター
出演神田すみれ、瀧川鯉橋、すみれ亭千鳥、
田辺凌天　
●健康カラオケ教室　日時（全10回）11月
6日～令和2年1月22日の水曜日（12月11
日、2年1月1日を除く）午前10時30分～
正午　場所 橋場老人福祉館　対象 区内在
住の65歳以上の方　定員30人（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）、84円切手
申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で
配付する申込用紙に記入し提出
申込締切日 10月18日㈮
●スマートフォン講習会
日時（全4回）11月14日～12月5日の木

曜日午前10時～正午　場所 入谷老人福祉
館　対象区内在住の60歳以上の方
定員16人（抽選）　講師NPO竹箒の会
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）　申込方法 老
人福祉センター・老人福祉館で配付する申
込用紙に記入し提出　 申込締切日 10月18
日㈮

●室内ゲーム大会～介護予防・転倒防止
に！～　日時 11月29日㈮午前10時～午
後4時　場所老人福祉センター　対象区内
在住の60歳以上の方　定員80人（抽選）
費用500円（弁当代）　申込方法 老人福祉
センター・老人福祉館で配付する申込用紙
に記入し提出　 申込締切日 11月1日㈮

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ 老人福祉センター
TEL （3833）6541

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

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 10月30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）　内容 2020年春夏ニューヨー
クコレクション報告とニューヨーク・ヨー
ロッパのグッズトレンド速報　講師 布矢
千春氏（ファッションジャーナリスト）、
鈴木雅子氏（ファッショングッズディレク
ター）　費用 1,000円（別途資料代300円
程度）　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）で下記問合せ先へ　 申込締切日 10
月23日㈬（必着）　
●ファッションデザイン画4日間講習
日時（全4回）11月6日～14日の水・木曜日
午後6時30分～8時30分　対象区内在住か
在勤（学）の方　定員 25人（先着順）　
内容 フォトショップでデザイン画を描く
ほか※パソコンは各自持参、貸出あり※ワ
コムペンタブレット（デザイン画用のタブ
レット）の貸出あり　講師鄭貞子氏
費用 5,000円（4回分）　 申込方法 講座名
・住所・氏

ふりがな

名・電話番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校）名・所在地をはがきか
ファックスで下記問合せ先へ
申込締切日 10月23日㈬（必着）
●第6回CAD入門講座「Root Pro CAD」　
日時（全2回）11月12日㈫・13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 10月23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
TEL（3872）6780　 FAX（3871）9525

NPOのための個別相談

日程会計・税務相談は10月10日㈭、労務
相談は23日㈬、法律相談は25日㈮
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 TEL （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
よる建替え相談会を実施します。
日時 10月26日㈯講演会は午前10時30分
～11時、 相談会は11時10分～午後3時（1
人30分程度、予約優先、受付は午前10時
～午後2時30分）　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
TEL （5246）1366

無料建築相談室

日時 10月3日㈭、11月7日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

日時 10月19日㈯午後1時30分～4時15分　
対象 区内のマンション所有者　相談員 弁
護士か一級建築士　 申込締切日 10月16日
㈬　 場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所
5階⑩番） TEL （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①10月15日㈫　②11月19日㈫
時間午後1時～4時（受付は3時まで）
場所 ①区役所6階603会議室　②10階会
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
TEL （5246）1468

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～
①英語　 日時（全5回）11月5日～12月3日
の火曜日午前10時～正午
場所・問合せ 〒110−0003　台東区根岸

5−18−13　根岸社会教育館
TEL （3876）2103
②中国語　 日時（全5回）11月18日～12月
16日の月曜日午後2時～4時
場所・問合せ 〒111−0024　台東区今戸

2−26−12　今戸社会教育館
TEL （3873）4140

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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枚1講座）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
号を書いて左記各問合せ先へ
申込締切日 10月20日㈰（必着）
●私たちのまちのオリンピックレガシー
日時（全4回）10月25日～11月15日の金
曜日午前10時～正午※11月1日は午前10
時30分～正午　対象区内在住か在勤（学）
で16歳以上の方　定員 20人（先着順）
場所・申込み・問合せ 根岸社会教育館
TEL （3876）2103

文化財講座
「台東区内の遺跡について」

日時 11月2日㈯午後2時～4時　場所 生涯
学習センターほか　定員 20人（抽選）※
区内在住の方優先　講師 小俣悟氏（台東
区文化財保護調査員）　申込方法 往復はが
き（1人1枚）に講座名・希望人数（2人
まで）・参加者全員の氏

ふりがな

名・年齢・代表者
の住所・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 10月18日㈮（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5828

生涯学習センタースマートフォ
ン講座

日時（全3回）11月12日～26日の火曜日
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歳以上の方（学
生を除く）　定員 20人（抽選）
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、在勤の方は勤務先名・
所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 10月30日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5821

若手経営者サポートセミナー　
経営者の心構え“醸成”コース

日程（全5回）11月26日、12月17日、令和
2年1月28日、2月18日・25日の火曜日
時間午後7時～9時（2月25日のみ午後6時
45分～8時45分）　場所 区役所10階会議
室　対象企業の後継者や、事業を始めたば
かりの新人経営者等　定員 60人（先着順）　
講師二条彪氏（経営コンサルタント）
費用 10,000円（5回分） 　 申込方法 下記
問合せ先で配布する申込用紙（台東区産業
振興事業団ホームページからダウンロード
可）に記入しファックスかメールで下記問
合せ先へ 　問合せ 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4124
FAX（5829）4127
Eメール keiei@taito-sangyo.jp

<10月>
12・13日 　谷中まつり（谷中地域） 、谷
中菊まつり（大圓寺）
18日　菊供養会・金龍の舞（浅草寺）

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

パパ・ママタイム
エアフュージョン

10月19日㈯
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳まで
の子供

30組
(先着順)

9月27日
㈮

日本堤子ども家庭支援センター
「にこにこひろば」

TEL （5824）2535

アニメーションで楽しむ
歌とダンス

10月21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)

9月27日
㈮

台東子ども家庭支援センター
「わくわくひろば」

TEL （3834）4577

薬の話 10月23日㈬
午後2時～2時45分　

区内在住の3歳まで
の子供

35組
(先着順)

9月27日
㈮

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631
ぽかぽか手作りの日
～ペットボトルのおもち
ゃ作り～

10月15日㈫
午前10時30分～11時

区内在住の3歳まで
の子供

10組
(先着順)

9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」
TEL （3824）5532

子ども家庭支援センターの催し
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