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など催しものなど催しもの など催しもの
オーストリア文化に関連するパ
ネル展 第2回「カリオペ・オー
ストリア 社会、文化、学問にお
ける女性たち」

19世紀はじめから現代までのオーストリア
をより豊かな国にした女性たちの過去200
年の偉業を紹介します。　期間 11月28日
㈭まで　時間 午前9時～午後8時　場所 浅
草文化観光センター7階展示スペース
協力 オーストリア大使館／オーストリア
文化フォーラム　問合せ 都市交流課
TEL （5246）1193

友好都市村山市から「大わらじ
の里 山形県村山市観光物産展」

日時 11月17日㈰午前10時～午後3時
場所 浅草寺境内　内容 物産展、いも煮・
玉こんにゃく等の販売、徳内ばやしの披露
問合せ 大わらじの里山形県村山市観光物
産展実行委員会 TEL 0237（55）2111
台東区都市交流課 TEL （5246）1016

台東区の子供たちが制作した
映画の上映会

鑑賞後、感想の共有などを行います。子供
を連れての参加も可能です。　日時 12月7
日㈯午後1時～3時　場所 区役所10階会議
室　定員 20人（先着順）
申込み・問合せ区民課 TEL （5246）1126

（区ホームページから申込可）

伝えよう親と子のふれあい広場
「子守唄・クリスマスの歌」

参加者に台東区オリジナル子守唄CDを差
し上げます。　日時 12月7日㈯午後1時～
2時　対象 区内在住の未就学児と保護者・
家族、妊娠中の方と家族、子守唄に関心の
ある方　定員 100組（先着順）　講師 雨宮
知子氏ほか　 申込方法 電話か直接下記問
合せ先へ　 申込開始日 11月20日㈬
場所・問合せ 台東子ども家庭支援セン

ター TEL （3834）4577

台東区の伝統工芸職人展

出展者 （業種）

11月26日㈫～28日㈭ 11月29日㈮～
12月1日㈰

赤塚顕
（江戸べっ甲）

片山晴夫
（東京桐たんす）

上川善嗣
（東京銀器）

坂井智雄
（看板彫刻）

坂井智雄
（看板彫刻）

田中耕太朗
（江戸すだれ）

櫻井悠子（江戸手描
ちょうちん）

長尾次朗
（江戸木版画）

田中耕太朗
（江戸すだれ）

藤井直行
（袋物）

茂上豊
（江戸指物）

宮川久美子
（東京手植ブラシ）

石井寅男
（木版彫刻）

川島利之
（神仏具かざり師）

田中慎二
（仏像彫刻）

日花和子
（創形彫刻）

日時 11月26日㈫～12月1日㈰午前9時30
分～午後5時（入場は4時30分まで）
場所東京国立博物館平成館ラウンジ（上野
公園13−9）　入館料 一般620円、大学生
410円※高校生以下および18歳未満・70
歳以上の方は無料　問合せ 産業振興課
TEL （5246）1131

台東区芸術文化支援制度対象企
画「アート＆リサーチbar@仲
町通り」の運営を開始しました

期間限定のアートスペースを開設し、展示
やイベントを行います。　期間 11月3日
㈷～12月1日㈰　場所第5藤井ビル3階（上

野2−10−8）
●トークイベント　日時 11月10日㈰、
12月1日㈰午後1時
●ワークショップ　 内容・日程 ①組紐体
験・11月17日㈰　②帯結び体験・24日㈰
時間 午後1時30分、3時　定員 各5人（先着
順）　費用①2,000円　②500円
申込方法 https://artandresearchbar.com
より申込み※詳しくは、上記サイトをご覧
ください。　問合せ 山田ゆり・直島なぎさ
Eメール artresearchbar@gmail.com
台東区文化振興課 TEL （5246）1328

江戸たいとう伝統工芸館
「交流！匠サロン」

職人に聞いてみたいこと、職人の仕事につ
いて知りたいことなど、ぜひ直接お尋ね
ください。　日時 11月21日㈭午後6時30
分～8時　場所江戸たいとう伝統工芸館　
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1131

台東アートギャラリー等の展示
作品のご案内

期間 11月10日㈰～12月6日㈮　場所区役
所1階台東アートギャラリー　展示作品 壁
画模写作品法隆寺金堂壁画「法隆寺金堂壁
画6号壁勢至菩薩」（髙橋新三郎作）、「法
隆寺金堂壁画6号壁阿弥陀如来」（新井政
明作）、「法隆寺金堂壁画6号壁観音菩薩」

（藁谷実作）　問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

朝倉彫塑館から

●ギャラリートーク　日時 11月20日㈬午
後2時～2時30分　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
時は靴を脱ぎ、靴下を着用　入館料 一般
500円、小中高生250円　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

弦楽アンサンブル《TGS》コンサ
ート～名曲で聴く弦楽の響き～

日時 令和2年1月18日㈯午後1時30分開
場、2時開演　場所旧東京音楽学校奏楽堂
※未就学児入場不可　出演 東京藝大スト
リングス（TGS）　曲目 愛の挨拶（エル
ガー）、サウンド・オブ・ミュージックメ
ドレーほか　 入場料（全席指定）2,000円
前売券 チケットぴあ（ TEL 0570−02−
9999、Pコード161−203）、東京文化会
館（ TEL 5685−0650）、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

N響メンバーによる奏楽堂コン
サートシリーズ№66「ブラン
デンブルク協奏曲全曲演奏会」

日時 12月8日㈰午後1時30分開場、2時開
演　出演 NHK交響楽団メンバーを中心と
した室内合奏団　演目 J.S.バッハ ブラン
デンブルク協奏曲全6曲　入場券 5,000円
※未就学児入場不可　前売券 チケットぴあ

（ TEL 0570−02−9999、Pコード165−
549）、旧東京音楽学校奏楽堂（窓口販売
のみ）
場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂
TEL （3824）1988

特別養護老人ホーム台東主催
ふれ愛♥台東まつり

日時 11月17日㈰午前10時～午後3時
場所特別養護老人ホーム台東、子ども家庭

支援センター、ふれあい広場　内容 コン
サート・フラダンス、射的・ヨーヨー釣り
コーナー（景品あり）、模型電車（自分で
走らせる体験あり）、クッキー・野菜販売
ほか　問合せ 特別養護老人ホーム台東
TEL （3834）4435

シニアヨガで尿もれ予防！

日程 ①12月10日㈫　②令和2年1月21日
㈫　時間午後1時30分～4時　場所①台東
保健所　②台東区民会館　定員（先着順）①
20人　②30人　講師いまここ・まゆ氏（ヨ
ガインストラクター）　 申込開始日 ①11月
11日㈪　②12月16日㈪
問合せ 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295

12月3日～9日は障害者週間で
す～様々な人が支え合う「共生
社会」を目指して～

●障害者作品展　日時 12月2日㈪～10日
㈫午前9時～午後5時（初日は正午から）
場所生涯学習センター1階　展示内容 松が
谷福祉会館機能訓練室、さをり織教室、絵
画教室、自主絵画サークル、ブロック折り
紙サークルで制作した作品
●みんなで歌おう「ピアノDEコンサート」
日時 12月4日㈬午後1時～3時（0時30分
開場）　場所 生涯学習センターミレニアム
ホール　定員300人（先着順）　講師 杉山
裕美氏（歌手）、中田雄一朗氏（ピアニス
ト）　 申込方法 催し名・氏

ふりがな

名・電話番号を
電話かファックスで下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問合せ 障害者自立支援センター
TEL （3842）2672
FAX（3842）2674
●講演会「障害者虐待防止法・障害者差別
解消法を暮らしの中に～国連・障害者権利
条約にふさわしい施策の実現をめざして～」
日時 12月6日㈮午後6時30分（6時開場）
場所区役所10階会議室　講師白沢仁氏
問合せ 障害福祉課 TEL （5246）1058
FAX（5246）1179

つばさ福祉工房「作品展」

障害のある方が作った製品を展示・販売し
ます。　期間 12月10日㈫～13日㈮午前9
時30分～午後4時30分（最終日は3時30
分まで）　場所区役所１階ロビー
問合せ つばさ福祉工房
TEL （3842）2838

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「大人向けエコ工作」

11月16日㈯・23
日㈷は余ったマニ
キュアを使って、
ストラップを作り
ます。　日時毎月
第3土曜日午後3
時～4時　定員10人（先着順）※大人1人
につき、小学生以上の子供1人まで同伴可　

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環
境学習室 TEL （3866）2011

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「王冠を利用
したクリスマスオーナメントづくり」
日時 11月30日㈯午後2時～4時
場所 生涯学習センター　定員10人（先着
順）　費用 100円（材料費）
申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
TEL （3866）8050
●子ども用品限定　ひまわりフリーマー

ケット　日時 11月24日㈰午前10時～午
後2時　場所 環境ふれあい館ひまわり7階　
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ル活動室 TEL （3866）8094
●フリーマーケット出店者募集　日時 ①
12月1日㈰午前9時～午後3時　②8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）①30店　②20店
出店料 各2,000円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

①フリーマーケット推進ネットワーク（午
前9時～午後6時）
TEL 048（268）8711　②タイムマシー
ンカンパニー（午前10時～午後5時）
TEL 050（3616）3300
問合せ 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1291

冬の環境学習入門講座

①卵のカラでチョークをつくろう
日時 12月14日㈯午後2時～4時　対象 区
内在住か在勤（学）の小学生以上の方
②ゾウのUNKOで紙を作ろう！～ゾウか
ら考える環境問題～　日時 12月22日㈰午
後1時30分～4時　対象 区内在住か在勤

（学）の小学生と保護者
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

定員（先着順）①30人　②15組
持ち物 筆記用具、水筒、タオル、持ち帰
り用袋　申込方法 講座名（①か②）・氏名
・同伴者の有無・学年・電話番号を電話か
ファックスまたは直接下記へ
場所・問合せ 環境ふれあい館
TEL （3866）8098
FAX（3866）8099

図書館のこども室から

●根岸図書館 えいがとおはなし会　「ざん
ねんないきもの事典」　日時 11月27日㈬
午前10時30分～11時15分、午後3時30
分～4時15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 TEL （3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　日時 12月6
日㈮午前11時～11時30分　対象 区内在
住の平成30年6月6日～令和元年6月5日
生まれの子供と保護者　定員 10組（先着
順）※参加は子供1人につき1回まで
申込方法 電話か直接下記問合せ先へ※申
込みは保護者に限る※中央図書館では受付
しません　 販売開始日 11月22日㈮
場所・問合せ 中央図書館浅草橋分室
TEL （3863）0082

工作教室参加者募集
「電動トラック」

日時 12月8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
在学の5歳～小学4年生　定員 20人（抽選）　
費用 500円（材料費・保険料）
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・電話番号・学校（園）名・
学年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 11月27日㈬（必着）
問合せ 〒111−8621　生涯学習センター
生涯学習課 TEL （5246）5815

ミレニアムホールふれあいコン
サート「ヴァイオリンとピアノ
の調べ」

日時 12月7日㈯午後3時～5時　場所 生涯
学習センターミレニアムホール
定員 300人（先着順）　出演 浦川宜也（ヴ



令和元（2019）年　11月5日 第 1240 号　（6）
広報

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

ァイオリン）、　田中美千子（ピアノ）
入場券（全席自由）一般1,000円、小・中
学生500円※生涯学習センター1階で11
月6日㈬から販売開始（午前9時～午後5
時）、窓口販売のみ※未就学児入場不可
問合せ 生涯学習課 TEL （5246）5812

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室第2期」

日程（全7回）令和2年1月15日～2月26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4時～4時45分　
対象区内在住の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 12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
TEL （5246）5853

清島温水プール 水泳教室
「第3期 親子で幼児水泳教室」

日時（全3回）令和2年1月11日・18日・25
日の土曜日Aクラスは午後2時～3時、 Bク
ラスは3時～4時　対象 3～6歳の未就学児
と保護者　定員各20組（抽選）　講師野村
不動産ライフ＆スポーツ　費用 3,900円

（3回分・保険料含む）　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
・住所・氏名（子供と保護者）・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 12月3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
TEL （3842）5353

スポーツ少年団初心者教室参加
者募集

●ミニバスケット　 日時（全3回）12月4
日・11日・18日の水曜日午後7時～9時　
場所 柏葉中学校体育館　対象 区内在住か
在学の小学3～6年生　定員 20人（先着順）　
申込締切日 11月30日㈯　 費用 800円（3
回分・保険料含む）※運動できる服装で参
加、保護者同伴　申込み 台東ミニバスケッ
トクラブスポーツ少年団高橋
TEL （3859）5935
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）
TEL （5246）5853

たいとうやまびこ塾

●四季を活ける 冬　 日程（全2回）12月4
日㈬・18日㈬　講師 秋山啓子氏（学習支
援ボランティア）　費用 2,000円（2回分）
※初回に集金
●エスペラント語　 日程（全2回）12月14
日㈯・21日㈯　講師 高橋嘉輝氏（学習支
援ボランティア）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
時間午後2時～4時　場所生涯学習センター
対象区内在住か在勤（学）の15歳以上の方　
定員各10人（抽選）　申込方法 往復はがき
に講座名・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 11月16日㈯

（必着）　問合せ 〒111−8621　生涯学習
センター生涯学習課 TEL （5246）5812

企画展「浅草仲見世」第2回トー
ク・イベント「日本最古の商店
街 仲見世」

日時 12月8日㈰午後2時～3時30分
場所生涯学習センター　定員 90人（抽選）

講師 冨士滋美氏（仲見世商店街振興組合
理事長・浅草観光連盟会長）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名
・住所・氏名・電話番号を書いて下記問合
せ先へ（図書館ホームページから申込可）
※詳しくは、図書館ホームページをご覧く
ださい。　 申込締切日時11月27日㈬午後
5時（必着）　問合せ 〒111−8621　中央
図書館 TEL （5246）5911

老人福祉センターの催し

●介護予防教室参加者募集
日程（全10回）令和2年1～3月　時間①②

③午前10時～11時30分　④10時～11時
（2年1月7日、3月24日は正午まで）

定員各20人（抽選）　費用実費（教材費）
コース 曜日 場所

面白脳トレ教室
（ゲーム、パズルな
どを通じて脳トレ）

水 ①三筋老人福祉館

火 ②入谷老人福祉館

セラバンドで筋力
アップ（筋力やバ
ランス感覚を整え
る体操）

水 ③老人福祉センタ
ー

お口元気度アップ
講座（口の健康度
のチェックと体操）

火 ④橋場老人福祉館

●筋力向上トレーニングマシン使い方講習
会　 日程（全10回）火曜日コース令和2年
1月7日～3月17日、金曜日コース1月10
日～3月13日　時間午前10時～正午
場所老人福祉センター　定員各10人（抽選）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象 区内在住のおおむね65歳以上の方　
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て提出
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）、84円切手　
申込締切日 12月6日㈮　 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

地域のチカラ講座「顔ヨガで元
気に！素敵に！健康に！」

日時 12月14日㈯午前10時～正午
対象 40歳以上の方　定員 20人（先着順）　
講師 加藤園子氏　持ち物 顔全体が映る鏡　
申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上
の未就学児）を希望の方は子供の氏名・年
齢を電話か直接下記問合せ先へ
申込受付開始日 11月8日㈮
託児の申込締切日 12月7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）
TEL （5246）5816

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
「ファイルや写真のスッキリ整理講座」　
12月6日㈮・10日㈫・13日㈮　②「写真
を取り込んでアルバム作成」12月9日㈪・
12日㈭・16日㈪　時間 午前10時～正午　
定員 各9人（抽選）　費用 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
番号を書いて右記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」　日時 12
月5日㈭・20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・
相談内容を書いて右記問合せ先へ

◆　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 11月20日㈬※募集数に達しな

い場合、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
TEL （3864）3338

日本語学習支援ボランティアの
養成講座「文法の学び方！？」

助詞が楽しく自然に身につく練習方法を、
ワークショップ形式で考えます。
日時 12月8日㈰午前10時～正午
場所 区役所10階会議室　対象 台東区内で
ボランティアとして日本語学習支援活動を
行っている方　定員 40人（先着順）
申込み・問合せ 区民課 TEL（5246）1126

（区ホームページから申込可）

12月のくらしに役立つ講座 「子
供のおこづかいどうしている？」

日時 12月5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 東京都金融広報委員会　 申込方法 住
所・氏名・電話（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 11月28日㈭
問合せ くらしの相談課
TEL（5246）1144
FAX（5246）1139

シニア生涯ワーキングセミナー

日時 12月13日㈮午後1時～3時45分
場所 区役所10階会議室　対象 受講日時点
で55歳以上の方※雇用保険受給中の方に
は、利用確認書を発行します。　定員 30
人（先着順）　内容 シニアのライフプラン
ニング、再就職の現状と考え方
持ち物 電卓　 申込開始日 11月11日㈪
申込み 申込専用ダイヤル（〈公社〉長寿社
会文化協会） TEL （5843）7665
問合せ 東京しごとセンターシニアコー
ナー TEL （5211）2335　台東区産業振
興課 TEL （5246）1152

NPOのための個別相談

日程 会計・税務相談は12月3日㈫、法律
相談は10日㈫、労務相談は18日㈬
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 TEL （3847）7065
FAX（3847）0190　 Eメール taito-vc
@jcom.home.ne.jp

成年後見制度無料相談会

日時 12月14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 12月5日㈭
場所・申込み・問合せ台東区社会福祉協議
会 TEL （5828）7507

マンション管理セミナー・グル
ープ相談会

日時 12月7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 マンショ
ン内でのコミュニティ、地域や他のマン
ションとの交流の仕方の極意　講師 吉澤
康博氏（NPO法人マンション・コミュニテ
ィ・アシスト理事長）　 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 TEL （5246）1468
FAX（5246）1359

ファッション・マーケティング講
座

日時 12月12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 2020年の秋冬のカ
ラーと皮革のトレンドを読む　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
はメールで下記問合せ先へ　 申込締切日

12月5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
FAX（3871）9525　 Eメール kensyuu
senta@jcom.home.ne.jp

第4期 硬式テニス教室
期間令和2年1月8日㈬～3月18日㈬　対象区内在住か在勤（学）で高校生以上の方（未
経験者不可）　持ち物 運動着、シューズ、ラケット　申込方法 往復はがき（1人1枚）に
教室名・希望クラス・住所・氏

ふりがな

名・年齢・電話番号、在勤の方は勤務先（学校）名・所在
地・電話番号を書いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効
申込締切日 11月20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 TEL （3872）3181

曜日 クラス 時間 定員 受講料

木曜

初級① 午前9時10分～10時40分 15人
12,000円初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人

初級③ 午後1時30分～3時 15人
初級④ 午後5時55分～7時25分 15人 15,000円
中級A 午前9時30分～11時 30人

12,000円
中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人
中級C 午後1時30分～3時 15人
中級D 午後3時15分～4時45分 30人
中級E 午後5時55分～7時25分 15人

15,000円中級F 午後7時30分～9時 30人

水曜
中級G 午後5時55分～7時25分  15人
上級 午後7時30分～9時 15人 17,000円

※上級クラスを初めて受講する方は、12月18日㈬のレベルチェックが必要
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