広報

（7） 平成30（2018）年 1月20日

催 し も の など
世界遺産区民講座「東京初の世
界文化遺産『国立西洋美術館』
の魅力」
（講演会・施設見学）
日時 2月27日㈫午後2時～4時

場所 国立

西洋美術館講堂（上野公園7−7） 対象 区
内在住か在勤・在学の中学生以上の方
定員 45人（抽選） 講師 寺島洋子氏（国立

第 1197 号
古今亭菊之丞（落語） ②「スターの手型」

必要な物 本人確認できる物（老人福祉施設

顕彰式 ③浅草芸能大賞授賞式 ④受賞記

使用登録証、健康保険証等） 申込方法 老

念公演 手型顕彰者、ホンキートンク、市

人福祉センター・老人福祉館で配布する申

申込方法 往復はがきに「2月工作教室」希

川中車、石坂浩二

込用紙に記入し提出

望・住所・氏名・電話番号・学校（園）名

抽選で400組800人をご招待

日㈯

☎（3833）6541

・学年を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月13日㈫（必着）

●ゆとり教養講座「バスハイク あしかが

問合せ 〒111－8621

フラワーパークへ地域散策」 日時 3月13

生涯学習課☎（5246）5815

せ先へ※4歳未満入場不可

日㈫午前9時老人福祉センター前出発、午

ふりがな

申込締切日 2月1日㈭
（必着） 問合せ 〒110

－0004 台東区下谷1－2－11 （公財）
台東区芸術文化財団「浅草芸能大賞」担当

問合せ先へ（電子申請可）

ふりがな

望・希望人数（2人まで）
・郵便番号・住所

☎（5828）7591

は勤務先（学校）名・所在地を書いて下記

（抽選） 費用 500円（材料費・保険料）

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合

がき（1枚2人まで）に参加者全員の住所
・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）の方

場所・問合せ 老人福祉センター

はがきで（1人1枚）に浅草芸能大賞観覧希

西洋美術館主任研究員） 申込方法 往復は
ふりがな

申込締切日 2月10

在学（園）の5歳～小学4年生 定員 20人

後5時帰着予定

対象 区内在住の60歳以

上の方 定員 46人（抽選） 費用 3,478円
（バス代・高速代・保険料・入園料含む）
申込締切日 2月21日㈬

弦楽アンサンブルTGSコンサー
ト

申込み・問合せ 老

人福祉センター☎（3833）6541

環境学習室「館内プログラム」

生涯学習センター

ミレニアムホールふれあいコン
サート「おとあそび♪親子音楽
会」
日時 3月3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
対象 0歳～小学校3年生までの子供と家族
定員 300人（先着順） 出演 東京藝術大学
教員・学生・卒業生 曲目 おはながわらっ

申込締切日時 2月13日㈫午後5時（必着）

日時 3月4日㈰午後1時30分開場、2時開演

インタープリター（解説員）による環境学

問合せ 〒110－8615

場所 生涯学習センターミレニアムホール

習プログラムを実施しています。ゲームや

た、さんぽ ほか 入場券 500円（子供無

出演 TGS（東京藝大ストリングス）

工作を通して、いつでも自然や環境につい

料）※生涯学習センター5階で2月1日㈭

前売券 2,000円（全席自由）※未就学児

て楽しく学ぶことができます。

から販売予定（第1・3月曜日を除く午前9

台東区役所都市交

流課世界遺産担当☎（5246）1193

台東区芸術文化支援制度対象企
画「アサクサエンターテイメン
ツ」

の入場不可

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

区内在住か在勤（学）の方を抽選で20人ご招待
はがきに催し名・住所・氏名（ふりがな）
・

世界各地の現代美術作品を通して、浅草地

電話番号、
在勤（学）の方は勤務先（学校）

区にゆかりの深い大衆文化史を批評的に考

名・所在地を書いて下記問合せ先へ

察する映像祭です。上映会のほか、作品に

問合せ 〒110－0004

－11 （公財）台東区芸術文化財団

へ

☎（5828）7591

時間 午

リサイクル
月4日㈰ ②11日㈷ ③18日㈰ ④25日

サクサ」ホームページをご覧になるか下記
期間 2月18日㈰～3月4日㈰

☎（5246）5812

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①2

申込締切日 2月16日㈮（必着）

関連した講演会を予定。※詳しくは、
「ア

後6時～9時（土・日曜日は午後1時～8時）

☎（3866）2011

台東区下谷1－2

一葉記念館から

時～午後5時） 問合せ 生涯学習課学習館

㈰ 時間 ①②午前10時～午後3時 ③午前

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室①かんたんアクアビク
ス ②ゆったりクロール＆背泳
ぎ

10時～午後4時 ④午前9時〜午後5時

日時 1月27日㈯・28日㈰午前11時40分

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候に

～午後0時30分

より中止の場合あり

在学の高校生以上で25メートル以上泳げ

出店数（予定）①30

対象 区内在住か在勤・

出店料 ①〜③

る方 定員 各30人（先着順） 費用 250円

●朗読サロン「頭痛、肩こり、樋口一葉を

2,000円（③のみ事前支払いした区内在住

申込方法 催し名・希望日（①か②）
・氏名・

ム・フンスンを含む9組

語る」 日時 3月17日㈯午後1時30分（2

の方は1,500円） ④1,500円

年齢・性別・電話番号を電話かファックス

問合せ アサクサ実行委員会

時間程度） 定員 60人（抽選） 講師 井上

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

で下記申込先へ

Eメール info@asakusa-o.com

麻矢氏（こまつ座社長） 費用 1,000円※当

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

立浅草高等学校温水プール（今戸1－8－

日支払い、別途入館料が必要

前9時～午後6時）☎048（268）8711

13）☎・ FAX （3874）3019

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

問合せ 台東区スポーツ振興課

☎（5246）5853

場所 アサクサ（西浅草1－6－16）
参加アーティスト ヒト・シュタイヤル、イ

台東区文化振興課☎（5246）1328

店 ②④20店 ③40店

300円、小中高生100円

わ づま

和妻体験ワークショップ

入館料 一般

申込方法 往復は
ふりがな

がき（1人1枚）に催し名・住所・氏 名

～午後6時）☎050（3616）3300

日時 2月10日㈯午後1時30分〜3時

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

③リサイクル推進友の会（午前10時～午

場所 浅草文化観光センター

※複数名の記入、往復はがきでないものは

後4時）☎（3412）6857

着順） 申込み・問合せ 文化振興課

無効

④里彩くるカエル倶楽部（午前10時～午

☎（5246）1328

●展示替えのため臨時休館します

後7時）☎090（3068）3534

期間 1月29日㈪～2月2日㈮

問合せ 台東区清掃リサイクル課

定員 20人
（先

江戸下町伝統工芸館の催し
●職人による実演

申込締切日 2月23日㈮（消印有効）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程・実演者（業種）2

月3日㈯・4日㈰渡辺彰（江戸指物）
、10
日㈯～12日㈷長尾次朗（木版彫刻）
、17
日㈯・18日㈰横谷光明（江戸木彫刻）
、
24日㈯・25日㈰石井寅男（木版彫刻）

台東区体育協会ジュニア育成地
域 推 進 事 業「 ジ ュ ニ ア 期 の ト
レーニングとケガの予防・対処
法」

☎（5246）1291

日時 2月17日㈯午前10時～正午

台東区竜泉

●リサイクル活動室出前講座「ハンカチ・

なかスポーツプラザ

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

バンダナを使った巾着づくり」 日時 2月7

勤の小中学生対象のスポーツ指導者と保護

日㈬午前10時～正午

者 定員 30人程度（先着順） 講師 土田秀

場所・問合せ 〒110－0012

朝倉彫塑館 特集展示

場所 生涯学習セン

ター303会議室 定員 10人（先着順）

ごしょうせき

「呉昌碩と朝倉文夫」

実演時間 午前11時～午後5時

期間 3月7日㈬まで

関連イベント ギャラ

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

リートーク、バックヤードツアー※詳しく

☎（3842）1990

は朝倉彫塑館ホームページをご覧になるか

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

下記へ

歌舞伎文字「勘亭流書道」作品展

場所・申込み・問合せ 都

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

徳氏（㈱ I 企画トレーナー部）ほか

費用 200円（材料費） 問合せ 環境ふれあ

持ち物 運動できる服装、タオル、室内用

い館ひまわり☎（3866）8050

運動靴

シニアライフ応援計画 昔の遊
び大集合!!～みんなでワイワイガ
ヤガヤやってみよう～

申込方法 住所・氏名・年齢・電

話番号・指導種目を書いてメールで下記申
込先へ

申込締切日 2月16日㈮

申込み・問合せ 台東区バレーボール連盟
Eメール taitovolleyball.jr@gmail.com

円、小中高生250円※障害者手帳・特定

昭和30年代に盛んだったベーゴマ、けん

問合せ 台東区スポーツ振興課

日時 2月10日㈯～12日㈷午前9時～午後8

疾患医療受給者証をお持ちの方とその介護

玉、お手玉におはじきなどの、昔遊びを楽

☎（5246）5853

時（最終日は5時まで）※筆耕体験あり

者は無料※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

しみませんか。 日時 2月23日㈮午後1時

休館日 月・木曜日（祝日の場合は翌日）

30分～3時30分 場所 生涯学習センター

場所・問合せ 朝倉彫塑館

対象 区内在住か在勤の方

場所・問合せ 浅草文化観光センター（7階

展示スペース）☎（3842）5501

書道博物館が空調機器更新等工
事のため休館します
期間 4月16日㈪～9月中旬※休館期間が有

☎（3821）4549

視覚障害者疑似体験
「見えないってどんなこと？」

定員 30人（抽

日時 2月16日㈮午後6時30分～8時30分

費用 300円

場所 たなかスポーツプラザ

申込方法 住所・氏名・年代・

電話番号を電話かはがきで下記問合せ先へ

1時～5時、金曜日午後5時～8時）

問合せ 〒111－8621

障害のある方のガイドヘルプの体験ができ

生涯学習課☎（5246）5821

延長します。※詳しくは（公財）台東区芸
術文化財団ホームページをご覧になるか下

ます。 日時 2月16日㈮午前11時～午後
3時 場所 区役所１階ロビー 問合せ 障害

記へ 問合せ 文化振興課☎(5246）1146

者自立支援センター☎（3842）2672

日時 3月17日㈯午後3時

場所 浅草公会堂

プログラム ①第35回浅草名人会

スティ

ファニー（マジック）
、柳家小菊（粋曲）
、

日時 2月26日～3月26日の月曜日（3月12

日を除く・全4回）午前10時～正午
対象 区内在住の60歳以上の方
たけぼうき

（抽選） 講師 NPO法人竹箒の会

定員 16人

トン・卓球（体育館）
、フラダンス（小体
育室） 問合せ たなかクラブ（木曜日午後

アイマスクと白杖を使用しての歩行や視覚

●スマートフォン講習会（初心者向け）

種目 バドミン

申込締切日 2月13日㈫（必着）

間パスポートをお持ちの方は、有効期限を

老人福祉センターの催し

総合型地域スポーツクラブ
「たなかクラブ」スポーツ体験会

選） 講師 シニアライフ応援計画実行委員

効期限に含まれる4館共通入館券または年

第34回浅草芸能大賞授賞式・
第35回浅草名人会・
「スターの手型」顕彰式

場所 た

対象 区内在住か在

生涯学習センター

特別支援学級合同作品展
日時 1月30日㈫～2月2日㈮午前10時～午

☎（3875）2860
スポーツ振興課☎（5246）5853

幼児のための水泳教室（第5期）

後4時30分（最終日は3時30分まで）

水慣れからクロールまでのレベル別グルー

場所 生涯学習センター1階アトリウム

プレッスンです。 日程 3月3日㈯・10日

問合せ 学務課☎（5246）1416

㈯・17日㈯（全3回） 時間 Aクラスは午

工作教室「飛ぶローター」

後2時～3時、Bクラスは3時～4時

日時 2月25日㈰午後1時30分～3時30分

対象 3歳以上の未就学児 定員 各24人（抽
選） 講師 野村不動産ライフ＆スポーツ

場所 生涯学習センター

費用 4,000円（3回分・保険料含む）※レッ

対象 区内在住か

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。

広報

平成30（2018）年 1月20日

第 1197 号 （6）

スン前後の利用は延長料金が必要

順） 講師 橋本明子氏（WENーDOインス

申込方法 往復はがき（1人1クラス）に教

トラクター） 託児の申込締切日 2月17日㈯

室名・希望クラス（ＡかＢ）
・住所・氏名・

●講座「パパ料理のススメ～ママと子ども

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

に作ってみよう！パパごはん～」 日時 3

日時 2月21日㈬午後6時30分～8時

先へ※往復はがき返信後、来館手続きあり

月10日㈯午前10時～午後0時30分

「年金のいろは」～自分の年金
どうなるの？～賢くもらおう！

申込締切日 2月12日㈷（必着）

対象 区内在住か在勤の料理初心者の男性

対象 区内在住か在勤の方、勤労者サービス
センター会員とその家族 定員 30人

場所・問合せ 〒110－0015

定員 12人（先着順） 講師 滝村雅晴氏（パ

申込方法 はがき（1人1枚）に講座名・住所

野6－16－8 清島温水プール

パ料理研究家） 費用 500円（材料費）

・氏名・年齢、在勤の方は勤務先名、会員

☎（3842）5353

持ち物 エプロン、三角巾

の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

台東区東上

託児の申込締切日 3月3日㈯

たいとうやまびこ塾

申込締切日 2月6日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センター

●「浪越指圧講座」 日時 3月1日㈭・8日㈭

23日㈫

・15日㈭（全3回）午後6時～7時30分

ラザ☎（5246）5816

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の方
定員 10人（抽選） 講師 嶋﨑文利氏（学習
支援ボランティア） 費用 100円（3回分・

申込み・問合せ 男女平等推進プ

合せ先へ

申込締切日 2月14日㈬

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

初心者向け！ NPO法人の決算対
策講座
日時 2月9日㈮午後1時30分～4時 対象 地
域で活動する非営利団体 定員 30人（先

台東区小島

着順） 講師 内藤純氏（公認会計士・税理

2－9－18 （公財）台東区産業振興事業

士） 申込方法 講座名・団体名・参加者全

団勤労者サービスセンター

員の氏名・電話番号を電話かファックスま

☎（5829）4123

たはメールで下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒111－0056

申込開始日 1月

を電話かファックスまたはメールで下記問

申込締切日 2月5日㈪

くらしに役立つ講座
「トラブル回避編」

CAD応用講座

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

保険料） 持ち物 動きやすい服装、タオル、

●楽しい旅行にするために～旅行の申込の

日時 3月6日㈫・7日㈬（全2回）午後6時

FAX （3847）0190

飲み物、靴下

ポイント～ 日時 2月15日㈭午後2時～3

15分～8時45分

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

名・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて

時30分 講師 （一社）日本旅行業協会

在学でCADステップアップ講座を受講済

下記問合せ先へ

●かしこいクレジットカードの使い方

または同程度の操作ができ、全日程参加で

日時 2月20日㈫午後6時30分～8時

きる方

涯学習センター生涯学習課学習館

講師 （一社）日本クレジット協会

費用 3,000円（2回分） 申込方法 往復は

日時 2月13日㈫午後2時～4時

☎（5246）5812

●広告を見る目を養おう～失敗しない買い

がきに講座名・住所・氏名・年代・電話番

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

物のために～

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・

学の方

3時30分 講師 （公社）日本広告審査機構

所在地を書いて下記問合せ先へ

史子氏（東京都健康長寿医療センター認知

●あなたは大丈夫？～高齢者などを狙う投

申込締切日 2月14日㈬（必着）

症支援推進センター研究員） 申込方法 住

資詐欺～ 日時 2月26日㈪午後2時～3時

場所・問合せ 〒111－0023

所・氏名・電話番号を電話かファックスま

ふりがな

申込方法 往復はがきに催し
申込締切日 2月12日㈷

（必着） 場所・問合せ 〒111－8621 生

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 2月20

30分 講師 関東財務局東京財務事務所

の平成28年8月20日～29年8月19日生ま

場所 生涯学習センター301研修室

れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）

対象 区内在住か在勤（学）の方

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

40人（先着順）※託児あり（1歳以上の未

会場とも同内容

就学児・各6人） 申込方法 講座名・住所・

申込方法 電話か直接中

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

の方は勤務先（学校）名・所在地、託児希

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』
」トーク・イベン
ト「一葉日記を読む」
日時 2月25日㈰午後2時～4時

学習センター

場所 生涯

内容・講師 「一葉の歩いた

護予防・地域支援課☎（5246）1225

申込締切日 2月1日㈭
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

託児の申込締切日 各開催日の1週間前

会☎（5828）7507

FAX （5246）1139

ひきこもりに関する①講演会
②個別相談会 ③茶話会

Eメール chiikishien.

dos@city.taito.tokyo.jp

無料建築相談室
日時 2月1日㈭・3月1日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

ファックスで下記問合せ先へ（電子申請可）
問合せ くらしの相談課

NPOのためのクラウドファンデ
ィング講座
日時 2月19日㈪午後1時30分～4時

☎（5246）1468

<2月>
3日

節分（各寺社）
、
福聚の舞（浅草寺）
、

日程 3月3日㈯

時間 ①午後1時～2時30

対象 地域で活動する非営利団体 定員 30
人（先着順） 講師 徳永健人氏（READYF

うけらの神事（五條天神社）

央図書館専門員）
、
「一葉ブック・トーク」
児玉ひろ美（中央図書館司書）
、
「江戸から

分（0時30分開場） ②午前10時～正午、

OR㈱チーフキュレーター） 申込方法 希望

25日

読む樋口一葉」鈴木淳氏（国文学研究資料

午後2時45分～4時45分 ③午後2時45

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号

な（隅田公園吾妻橋付近）

館名誉教授） 定員 50人（抽選）

分～4時45分 場所 区役所10階会議室

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・

定員（先着順） ①100人

時間程度 ③20人 講師 ①春日武彦氏（精

先へ（区ホームページから申込可）

神科医） ②③臨床心理士

申込締切日時 2月14日㈬午後5時（必着）

申込方法 催し名（①～③、複数可）
・希望

問合せ 〒111－8621 中央図書館

時間（②のみ）
・参加者全員の住所・氏名・

☎（5246）5911

年齢・電話番号を電話かファックスで下記

池波正太郎記念文庫から「池波
原作映像化作品の楽しみ方」
日時 2月17日㈯・24日㈯（全2回）午後2

時～4時 場所 生涯学習センター 対象 全
日程参加できる方 定員 80人（抽選）
講師 春日太一氏（時代劇研究家）

問合せ先へ※区内在住の方優先
申込締切日 2月23日㈮
問合せ 子育て・若者支援課

☎（5246）1341

FAX （5246）1289

たいとう就職面接会
中高年対象の求人で、区内企業約15社が

申込方法 往復はがき（1枚1枚）に講座名

参加します。

・住所・氏名・電話番号を書いて下記問合

30分～4時（受付は1時～3時30分）

ふりがな

申込締切日 2月7日㈬（必着）

問合せ 〒111－8621

中央図書館池波正

太郎記念文庫☎（5246）5915

講 座・相 談 会 など
男女平等推進プラザから
●講座「気づく・避ける・行動する！女性
のための護身術」 日時 2月24日㈯午前10
時～正午 対象 小学4年生以上の女性※小
学生は女性保護者と参加 定員 16人（先着

日時 2月26日㈪午後1時

場所 区役所10階会議室

数の履歴書・職務経歴書

持ち物 面接希望
問合せ ハロー

ワーク上野☎（3847）8609 31#
台東区産業振興課☎（5246）1152

8日

針供養（浅草寺淡島堂）
東京マラソン2018 、江戸流しび

自転車置場の利用者を募集

※4月以降も空きがあれば、随時受付
▷利用期間 4月1日㈰～31年3月末
※利用は申込者本人のみで、家族を含
▷利用手数料 3,000円
む他者への譲渡・貸与等は不可
▷申込方法 往復はがきの
「往信」
の裏
面に希望置場名・住所・氏名・電話 ▷自転車置場名称・所在地
番号・区主催の自転車安全利用講習
自転車置場名称
所在地
会受講の有無、在勤（学）の方は勤 日暮里駅西口北側
谷中7－15地先
務先（学校）名・所在地、返信表面に 日暮里駅西口南側
三ノ輪2－15地先
住所・氏名を書いて右記問合せ先へ 三ノ輪
厩橋
駒形2－1地先
（抽選・電子申請可）
隅田公園
花川戸1－1
※法人は不可。1人1枚1か所のみ。往
上野駅中央口前
上野7－1地先
復はがき以外・重複申込み・記入不 上野駅浅草口前
上野7－3地先
備は無効。記入不備についての問合 上野駅地下鉄本社前 東上野3－19地先
せは行いません。
上野駅南
上野6－7地先
池之端1－1
※区主催の自転車安全利用講習会受講 池之端
上野駅西
上野6－16地先
者、区内在住の方を優先
東上野3－18地先
※必要に応じて本人確認書類等で住所 上野駅東
の確認を行う場合あり
〒110－8615 台東区役所交通
申込締切日 2月5日㈪（当日受信・
対策課自転車対策担当
☎（5246）1305
消印有効）
問合せ

せ先へ

平成
30年度

②各4組※1組1

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

問合せ 介

（1組90分程度） 対象 区内在住か在勤・

▽

場所―文京・墨田・台東区―」平野恵（中

たはメールで下記問合せ先へ

在学の方 定員 10組（要予約）

望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

☎（5246）1144

定員 80人（先着順） 講師 宮前

☎（3872）6780

日時 2月10日㈯午前9時30分～午後4時

みは保護者に限る

場所 区役

1－36－2 産業研修センター

成年後見制度無料相談会

氏名・電話番号・ファックス番号、在勤（学）

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

台東区橋場

認知症予防講座「生活習慣と認
知症予防について」

FAX（5246）1179
定員 各

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込
申込開始日 2月6日㈫

定員 4人（抽選） 講師 渡辺豊氏
ふりがな

日時 2月23日㈮午後2時～

日㈫午前10時15分、11時 場所 生涯学
習センター4階和室さくら 対象 区内在住

対象 区内在住か在勤・

子ども家庭支援センターの催し
催し名
日時
親と子の絆つくり講座
2月28日㈬
～ベビーマッサージと子
午前10時45分～11時45分
育ての話～
2月26日㈪
あつまれ！元気っこ体操
午前10時45分～11時30分
ヨガでゆったりリラック 2月13日㈫
スタイム
午後2時15分～3時

対象（保護者同伴） 定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
区内在住の0～5か
25組 1月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
月の子供（初めて
（先着順） ㈯
こにこひろば」☎（5824）2535
参加する方）
区内在住の1歳6か 25組 1月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
月～3歳の子供 （先着順） ㈯
くわくひろば」☎（3834）4577
区内在住の0～6か 15組 1月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
月の子供
（先着順） ㈯
のびひろば」☎（3841）4631

【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。

