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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
オーストリア文化に関連するパ
ネル展

明治時代、日本に7年間滞在した写真師ミ
ヒャエル・モーザーの生涯と、彼が撮影し
た写真をパネルで紹介します。（協力：オ
ーストリア大使館／オーストリア文化
フォーラム）　日時3月30日㈯～4月21日
㈰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　問合せ都市交
流課☎（5246）1193

友好都市南会津町より「東武特
急リバティ会津で行く南山の桜
と歴史めぐりウオークツアー」

（1泊2日）

日程4月28日㈰～29日㈷　定員60人（先
着順）　費用1室3人は20,500円、1室2人
は22,500円（1泊4食・交通費含む、大人
・子供同額）※1人で申込みの場合は相部
屋、1室1人での利用は25,500円※詳し
くは、区ホームページか区役所1階ロビー
・9階①番都市交流課、区民事務所・同分
室で配布するチラシをご覧ください。
申込締切日時 4月14日㈰午後5時
申込み・問合せみなみやま観光㈱
☎0120（915）221　問合せ台東区都市
交流課☎（5246）1264

日本語で伝える！外国人とのコ
ミュニケーション講座

外国人に伝わりやすい「やさしい日本語」
について考えます。　 日時（全3回）5月7

日～21日の火曜日午前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）　
問合せ区民課☎（5246）1126（区ホー
ムページから申込可）

下町の春季伝統工芸展示実演会

日程・実演者（業種）4月28日㈰山田恵美
（型絵染）、29日㈷滝沢建（仏像彫刻）、
30日㈷川島利之（神仏具錺

かざり

師）、5月1日
㈷日花和子（創型彫刻）、2日㉁田中慎二
（仏像彫刻）、3日㈷藤本義和（染色工芸）、
4日㈷石井寅男（木版画彫刻）、6日㉁山田
恵美（型絵染）　実演時間午後１時～4時
入館料一般300円、小中高生100円
場所・問合せ下町風俗資料館
☎（3823）7451

Concert for KIDS～０才から
のクラシック～

小さな子供と一緒に家族で入場できます。　
日時7月3日㈬午前10時30分開場、11時
開演（1時間程度）　場所生涯学習センター
ミレニアムホール　出演鵜木絵里（ソプ
ラノ）ほか　曲目きらきら星変奏曲（モー
ツァルト）ほか　 入場券（全席指定）大人
2,000円、0歳～小学生1,000円※大人の
みの入場不可　販売開始日 4月17日㈬
販売場所ソニー音楽財団オンラインチケ
ット、チケットペイ、生涯学習センター、
下記財団事務局　問合せ台東区芸術文化
財団☎（5828）7591

一葉記念館から

●展示替えのため臨時休館します
期間4月22日㈪～26日㈮　

●くずし字解読講座　「くずし字で読む『源
氏物語』の世界」　 日時（全4回）6月8日
～29日の土曜日午後1時30分（2時間程度）
定員30人（抽選）　講師上野英子氏（実践
女子大学教授）　費用4,000円（4回分・
資料代含む）※費用は当選後、事前振り込
み・初回のみ別途入館料が必要
入館料一般300円、小中高生100円
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・電話番号を書いて下
記問合せ先へ※複数名の記入、往復はがき
でない物は無効　 申込締切日 5月10日㈮
（消印有効）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場所・問合せ〒110−0012　台東区竜泉
3−18−4　一葉記念館☎（3873）0004

奏楽堂日本歌曲コンクール

●第30回歌唱部門　日時第1次予選5月9
日㈭～12日㈰午前10時、第2次予選18日
㈯午前10時、本選26日㈰午後1時30分
●第26回作曲部門　日時5月26日㈰午前
11時30分（本選のみ）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

入場券（全席自由）予選は一般300円・小
中高生100円（入館料）、本選は2,000円
※未就学児の入場不可　販売場所東京コ
ンサーツ（ホームページでも予約可）
☎（3200）9755、下記問合せ先※本選
チケットは4月23日㈫から販売
場所・問合せ旧東京音楽学校奏楽堂
☎（3824）1988

勤労者サービスセンターの催し 

●日帰りバスツアー「沼津港・深海水族館
見学と太宰治ゆかりの安田屋旅館の地魚料
理の旅」　日時6月23日㈰午前7時30分区
役所前出発、午後6時頃着予定（雨天決行）　
行先沼津港魚市場（深海水族館見学）、安
田屋旅館（鯵の刺身膳）、めんたいパーク
伊豆（試食）、伊豆フルーツパーク（マス
クメロンの試食）　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）の方　定員80人(抽選）　費用9,800
円※食事・座席が不要な2歳以下は無料、
勤労者サービスセンター会員とその家族は
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、勤務先（学校）名、
会員の方は会員番号を書いて右記申込み先

へ　申込締切日 4月25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
☎048（832）3101
問合せ台東区勤労者サービスセンター
☎（5829）4123

産業研修センターの催し

●台東区皮革工芸教室作品展示会　日時5
月8日㈬～11日㈯午前10時～午後5時（最
終日は午後4時まで）　場所浅草文化観光
センター7階
●革製品のリメイクと染色教室
日時（全10回）6月6日～12月5日の木曜日
午後6時～9時　場所産業研修センター
対象区内在住か在勤の方　定員10人（抽
選）　費用10,000円（10回分）※別途5,000
円程度（消耗品代）　申込方法往復はがき
に教室名・住所・氏

ふりがな

名・年代・電話番号、
在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記
問合せ先へ　申込締切日 5月16日㈭（必着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

問合せ〒111−0023　台東区橋場1−36
−2　産業研修センター☎（3872）6780

第29回ボランティアフェスティ
バル

日時4月27日㈯午前10時～午後3時
場所千束小学校校庭、千束公園　内容福祉
などさまざまな分野の活動紹介、舞台発表、
ゲーム、相談コーナーほか　問合せ台東区
社会福祉協議会☎（3847）7065

ゲートボール練習会

日程（全6回）4月23日㈫、6月20日㈭、
7月18日㈭、12月11日㈬、2020年2月
19日㈬、3月24日㈫　時間午前9時30分
～11時30分（雨天中止）　場所台東リバー
サイドスポーツセンター少年野球場
対象区内在住か在勤（学）の方
問合せ健康課☎（5246）1214

老人福祉センターの催し

●スマートフォン講習会（初心者向け）
日時（全4回）6月4日～25日の火曜日午
前10時～正午　場所橋場老人福祉館
対象区内在住の60歳以上の方　定員16人
（抽選）　講師NPO竹

たけぼうき

箒の会　必要な物本

●参加者募集　今年は新たに20周年記念特別プログラムを実施します。　日時・内容下表のとおり　
場所環境ふれあい館ひまわりほか　対象区内在住か在学の小学4～6年生　定員各20人（抽選）　
費用③・⑧・20周年記念プログラムは500円（バス代）　申込方法催し名・希望講座（②～⑩）・住所・
氏名・学校名・学年・電話番号を電話かファックスで上記問合せ先へ　申込締切日 4月30日㈷　
●ボランティアスタッフ募集　こども環境委員会は、ボランティアの皆さんと区との協働で運営し
ています。子供たちと一緒に楽しく学びましょう。※交通費程度の謝礼あり※5月11日㈯午後2時
からオリエンテーションを実施　申込方法住所・氏名・電話番号を電話かファックスで上記問合
せ先へ　申込締切日 4月30日㈷
回 日時 内容

① 6月2日㈰午後2時～4時30分 オリエンテーション「友だちと仲良くなろう！」（各
講座のガイダンスあり）

② 7月21日㈰午後2時～4時30分 環境ふれあい館で挑戦！廃油で石けん作り
③ 8月3日㈯午前9時30分～午後3時 リサイくるくる探検隊（リサイクル施設のバス見学ツアー）

④ 8月17日㈯午前9時30分～午後3時 まちなみウォッチング（街の環境を調査・テーマ「マイクロプラスチック）
20周年
記念 8月22日㈭午後1時～6時 20周年特別プログラム

「プラスチックバスターズ」

⑤ 9月15日㈰午前9時30分～正午 グリーンコンシューマーになろう（スーパーで実際に買
い物をします）

⑥ 10月20日㈰午前9時30分～正午 作って食べよう！エコクッキング
⑦ 11月17日㈰午前9時30分～正午 環境（エコ）フェスタに出陣！（展示ブースの探検ツアー）
⑧ 12月8日㈰午前8時30分～午後5時 雑木林で木こり体験（八王子までバス移動します）

⑨ 2020年
1月26日㈰午前9時30分～正午

春を待つ水鳥たちを見に行こう！（不忍池でバード
ウォッチング）

⑩ 2月16日㈰午後2時～4時30分 終了式「さあ始めよう！私たちにできること」（7回以上
出席した方には認定証を贈呈）

クラブ名 対象 日時 内容 募集人数

わくわく国語ク
ラブ

小学3～
6年生

第2・4土曜日
午前9時30分
～11時30分

俳句・俳画作り、てん刻作り、
朗読等を通し、「話す」「聞く」
「書く」「読む」を楽しく学ぶ

30人

中学生 20人

のびのび算数・
数学クラブ

小学4～
6年生

いろいろなパズルやゲーム
等を通して楽しく学ぶ
数学検定への挑戦もあり

50人

中学生 30人

どきどき歴史・
文化探検隊

小学5年
～中学生

区内に残る歴史的文化遺産や史跡
を探検したり、伝統文化に触れた
りしながら、郷土の歴史を学ぶ

45人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Aコース 小学4年

～中学生

第2・4土曜日
午後2時～4時

物理・化学・生物・地学等興味深
いテーマ別に、観察・実験を行う 30人

台東科学クラブ
〈たんQ〉Bコース

第1・3土曜日
午後2時～4時

個人・グループでテーマを決
めて、観察・実験を行い、研
究発表をする

15人

なぜなぜクラブ 小学3～
6年生

第2・4水曜日
午後3時45分
～4時45分

身近な科学の疑問について、
観察・実験・おもしろ科学工
作等を行う

20人

知る・作る・学ぶ講座（自主学習支援事業）
クラブ員募集

こども環境委員会 問合せ 環境ふれあい館ひまわり
☎（3866）8098　 FAX（3866）8099

クラブ名等下表のとおり　活動期間 5月11日㈯開講式～2020年3月　場所生
涯学習センターほか　対象区内在住か在学で表中の「対象」に該当する方
費用800円～1,200円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費
申込方法往復はがきの往信裏面に希望のクラブ名・住所・氏

ふりがな

名・年齢・生年月日
・電話番号・学校名・学年・性別・保護者氏名・押印、返信表面に住所・氏名を
書いて下記問合せ先へ（抽選）※詳しくは4月初旬に学校、生涯学習センター
で配布するパンフレットをご覧ください。　申込締切日 4月18日㈭（必着）　
問合せ〒111−8621　生涯学習センター生涯学習課☎（5246）5815

講演会
シリーズ
連続講座

江戸城無血開城の背景についての講演で
す。西郷隆盛と勝海舟の談判、益

ますみつきゅうのすけ

満休之助
・山岡鉄舟・高橋泥

でいしゅう

舟の果たした役割、時
の将軍慶喜の立場、上野の山に西郷像を建
立した裏話を紹介します。　日時6月30
日㈰午前10時30分　場所寛永寺輪王殿
（上野公園14−5）　定員150人（抽選）
講師浦井正明氏（寛永寺長臈）
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 6月7日㈮（必着）
問合せ〒110−8615　台東区役所文化振
興課☎（5246)1153

▲浦井正明氏

第８回
江戸城無血開城の真相と
上野の西郷像建立裏話
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人確認できる物（老人福祉施設使用登録
証、健康保険証等）
●健康カラオケ教室　 日時（全10回）6月3
日～8月19日の月曜日（7月15日、8月
12日を除く）午前10時30分～正午
対象区内在住のおおむね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）、82円切手

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
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
申込締切日 5月11日㈯　 問合せ 老人福祉
センター☎（3833）6541

～緑化セミナー～
みどりのカーテン講習会

日時 5月25日㈯午前10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20人（抽選）　講師蝦名元氏（東京農
業大学非常勤講師）　費用 1,000円（材料
費）　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 5月7日㈫（必着）
問合せ 〒110－8615　台東区役所環境課
☎（5246）1323

「きっずインタープリター」登録
者限定イベント募集

環境ふれあい館ひまわり環境学習室の展示
を作ります。　日時 5月6日㉁午後2時～3
時30分　対象 きっずインタープリター登
録者レベル3挑戦者以外※新規登録者も可　
定員 15人（先着順）　 受付開始日 4月5日㈮　
場所・申込み・問合せ 環境ふれあい館ひま
わり環境学習室☎（3866）2011

フリーマーケット出店者募集

日程①5月5日㈷　②12日㈰　時間①午前
9時～午後3時　②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）①
30店　②20店　出店料 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
☎048（268）8711（午前9時～午後6時）
②タイムマシーンカンパニー
☎050（3616）3300（午前10時～午後
5時）　問合せ 台東区清掃リサイクル課
☎（5246）1291

工作教室「パタパタ板返し」

日時 5月19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 4月26日㈮（必着）
問合せ 〒111－8621　生涯学習センター
生涯学習課☎（5246）5815

図書館のこども室から

●石浜図書館えいがとおはなし会「げんき
げんきノンタン　じゅんばんじゅんばん」
ほか　 日時 4月17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60
人（先着順）　 場所・問合せ 石浜図書館
☎（3876）0854
●根岸図書館 えいがとおはなし会　「はら
ぺこあおむし」　日時 4月24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（親子で入場可）　
定員各60人（先着順）　問合せ 根岸図書館
☎（3876）2101
●あかちゃんえほんタイム　日時 4月23
日㈫午前11時～11時30分　場所 浅草橋
区民館　対象区内在住の平成29年10月23
日～30年10月22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 4月9日㈫※中央図書館では受
付しません、申込みは保護者に限る
申込み・問合せ 中央図書館浅草橋分室

☎（3863）0082

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？Ⅲ～のりもの編
～」図書館員によるギャラリー・
トーク

日時 4月21日㈰午後4時15分～4時45分　
定員 20人（先着順）　 場所・問合せ 中央
図書館郷土担当☎（5246）5911

清島温水プール「障害者水泳教
室　指導者養成講座」

日時（全6回）講座5月10日・24日、6月7
日の金曜日午後7時30分～9時30分、実技
5月17日・31日、6月14日の金曜日午後7
時～9時　場所社会教育センター会議室・
清島温水プール　対象区内在住か在勤（学）
の高校生以上の方　定員20人（抽選）
講師石井晴幸氏　申込方法 往復はがき（1
人1枚）に教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）
名を書いて下記問合せ先へ　 申込締切日 4
月30日㈷（必着）　問合せ 〒110－0015　
台東区東上野6－16－8　清島温水プール
☎（3842）5353

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

消費生活サポーター養成講座

日時（全11回）6月18日㈫～12月10日㈫午
後1時30分～3時30分　場所生涯学習セン
ター　対象 区内在住か在勤（学）の18歳
以上の方　定員 30人（先着順）※託児あ
り（6か月以上の未就学児・8人）　講師（一
財）日本消費者協会　費用 4,500円程度

（テキスト代・検定料）　申込方法 下記問合
せ先へ申込書を請求し申込み
申込締切日 5月31日㈮　 問合せ くらしの
相談課☎（5246）1144

保育ボランティア育成講座

日時 ①5月13日㈪午前10時～11時30分　
②17日㈮午後6時30分～8時　場所 ①日
本堤子ども家庭支援センター　②台東子ど
も家庭支援センター　対象 区内在住か在
勤（学）で保育ボランティアに関心のある
16歳以上の方　定員 各20人（先着順）　
申込期間 4月19日㈮～5月9日㈭
申込み・問合せ 日本堤子ども家庭支援セ

ンター☎（5824）2535

NPOのための個別相談

日程（内容）5月14日㈫（労務）、15日㈬（法
律）、23日㈭（会計・税務）　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

☎（3847）7065　 FAX（3847）0190　
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

地域福祉権利擁護事業「生活支
援員」募集説明会

生活支援員は、福祉サービスの利用や、公
共料金の支払いなどを自分で行うのが困難
な方を支援します。　日時 5月9日㈭午前
10時30分～正午　対象福祉活動に対して
情熱と理解のある方　内容地域福祉権利擁
護事業とは、生活支援員の活動※生活支援
員希望者は面接 （5月16日㈭午前10時）
あり　 場所・申込み・問合せ台東区社会福
祉協議会☎（5828）7507

シルバー人材センターから

●パソコン講座 　 内容・日程（全3回）①
「ワードで案内状や暑中見舞い」5月10日
㈮・14日㈫・17日㈮　②「エクセルで住
所録と家計簿」5月9日㈭・13日㈪・20
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 5
月15日㈬・30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60歳以上の方
申込締切日 4月19日㈮※募集数に達しな
い場合、4月22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

オリンピック・パラリンピック
生涯学習講座

●おもてなし語学講座「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）6月19日～7月17日
の水曜日午後2時～4時　 場所・問合せ 〒
111－0056　台東区小島1－5－2　小島
社会教育館☎（3861）5063
②中国語　 日時（全5回）5月20日～6月17
日の月曜日午後6時30分～8時30分
場所・問合せ 〒111－0032　台東区浅草

4－24－13　千束社会教育館
☎（3874）5450

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対象区内在住か在勤（学）の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
号を書いて各問合せ先へ　 申込締切日 5月
8日㈬（必着）

求職者向け施設めぐりん

高齢施設での勤務を希望する方に施設を案
内します。　日程 随時　場所 特別養護老
人ホーム三ノ輪ほか高齢施設　対象新卒、
既卒、転職希望者ほか　申込方法 住所・氏
名・電話番号を電話かメールで下記問合せ
先へ　問合せ 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228　 Eメール taitojd-som
u@bz03.plala.or.jp

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

ピアノ連弾でめぐ
る　動物の夢

5月17日㈮
午前11時～11時45分

区内在住の3歳ま
での子供　

50組
（先着順）

4月26日
㈮

日本堤子ども家庭支援センター「にこに
こひろば」☎（5824）2535

産後ママのための
メンテナンスヨガ

5月10日㈮
①午前10時30分～11時15分
②11時30分～午後0時15分

区内在住の8か月
までの子供

各25組
(先着順)

4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

親子体操
5月9日㈭
①午前10時15分～10時45分
②11時～11時30分

区内在住の①1歳
6か月～1歳11か月
②2～3歳の子供

各15組
(先着順)

4月22日
㈪

寿子ども家庭支援センター「のびのびひ
ろば」☎（3841）4631

わらべうた産後ダ
ンス

5月13日㈪
午前11時～11時45分　

区内在住の3歳ま
での子供

10組
（先着順）

4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

●初心者のためのスポーツ教室　対象①～④区内在住か在勤（学）の高校生以上の方　
⑤区内在住の3～5歳の子供　持ち物 ①～④運動できる服装、運動靴　④⑤室内履き　
申込方法 ①～④電話で下記問合せ先へ　⑤往復はがきに教室名・曜日・住所・氏名・
年齢・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

教室名 日時 定員 申込締切日

①硬式テニス 5月7日～24日の火・金曜日（全6回）
午後7時～9時

80人
（先着順） 5月4日㈷

②アーチェリー 5月7日～6月18日の火曜日（全7回）
午後7時～9時

30人
（先着順） 5月4日㈷

③ゲートボール 5月8日～29日の水・木曜日（全7回）
午前9時～11時30分

40人
（先着順） 5月6日㉁

④ダンスエクサ
サイズ

5月15日～7月31日の第1・3・5水曜日
（全7回）午後7時～9時

50人
（先着順） 5月12日㈰

⑤幼児運動教室
　第2期

6月7日～7月19日の金曜日（全7回）
4歳児は午後2時30分～3時30分
5歳児は午後4時～5時
6月1日～7月20日の土曜日

（7月13日を除く全7回）
3歳児は午前10時～11時

4・5歳児は各10人
（抽選）
3歳児は親子で40人

（抽選） 

5月15日㈬
 （必着）

台東リバーサイドスポーツセンターから
●陸上競技場の一般開放の利用時間を延長します　延長期間 5月1日㈷～8月31日㈯　
延長時間 午後6時30分まで※貸切利用は5時まで（変更なし）　利用料金 250円（変
更なし）※貸切利用がある場合は、延長時間を含み一般開放はしません。

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
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