広報

（7） 平成29（2017）年 9月20日

第 1189 号
イドスポーツセンター第1競技場 対象 区

催 し も の など

内在住で65歳未満の脳卒中等中途障害の

財団☎（5828）7591

申込方法 催し名・氏名・

●読み聞かせ講習会（中級） 日時 10月3

電話番号を電話かファックスで下記問合せ

日㈫・17日㈫（全2回）午前9時30分～11

ある方とその家族

第18回谷中まつり

区下谷1－2－11 （公財）台東区芸術文化

図書館のこども室から

第37回浅草JAZZコンテスト

先へ 問合せ 障害者自立支援センター（松

時30分 場所 生涯学習センター5階504教

日時 10月7日㈯・8日㈰午前10時～午後4

が谷福祉会館内）☎（3842）2672

育研修室

時（小雨決行） 場所 防災広場「初音の

FAX （3842）2674

会の初級を受講済みで全日程参加できる

審査料 3,000円

方

振込※振込希望者には応募用紙提出後に別

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

第39回寿作品展示会

日程 本選大会12月9日㈯ 場所 浅草公会
堂 部門 ボーカル部門、バンド部門

対象 読み聞かせ経験者か講習

定員 20人（先着順） 講師 児玉ひろ

支払方法 現金書留、
持参、

美氏（JPIC読書アドバイザー）

途連絡

付設展示場)、谷中五重塔跡こども広場、

日時 10月18日㈬・19日㈭午前9時30分～

申込方法 中央図書館こどもとしょしつカ

先で配布、ホームページからもダウンロー

岡倉天心記念公園

午後4時 場所 区役所10階大会議室※車で

ウンターで配布の申込用紙で申込むか電

ド可）に記入し、審査料・応募曲2曲（各

徒や谷中で活動する団体等による踊りや演

の来場不可

展示作品 老人クラブ会員を中

話で下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

5分以内）を録音したCD・写真（メンバー

奏等、ヒーローショー、大道芸、地元団体

心とする高齢者の作品約700点、児童・園

●あかちゃんえほんタイム 日時 10月18

全員）を添えて下記問合せ先へ郵送か持参

内容 園児・児童・生

申込方法 応募用紙（下記問合せ

による模擬店、姉妹都市物産コーナー等

児の絵画など約150点※体験できるスポー

※谷中のイベントキャラクターもデビュー

ツコーナーや手作り体験コーナー、販売

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

問合せ 〒110－0004

します。 問合せ 谷中まつり実行委員会事

コーナー等もあります。

の平成28年4月18日～29年4月17日生

－11 (公財)台東区芸術文化財団

務局（西部区民事務所谷中分室内）

問合せ 健康課☎（5246）1214

まれの子供と保護者 定員 各10組（先着

☎（5828）7591

☎（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

順）※子供1人につき1回まで、いずれの

リサイクル

回・会場とも同内容

●フリーマーケット出店者募集
10月9日㈷ ②15日㈰

日程 ①

時間 ①午前9時

谷中まつりに合わせ、谷中の名所・旧跡な

～午後5時 ②午前10時～午後4時

どを無料で案内するフリーガイドを実施し

場所 花川戸公園※車での来場不可、天候

ます。 日時 10月7日㈯・8日㈰午前11時、

により中止の場合あり

午後2時※受付は各30分前
中防災コミュニティセンター 定員 各20

20店

集合場所 谷

②40店

申込締切日 10月13日㈮午後5時（必着）

ママオト～親子で楽しむクリス
マスファミリーコンサート～

申込方法 電話か直

接中央図書館こどもとしょしつで申込み
※申込みは保護者に限る

申込開始日 10

日時 12月9日㈯午前10時30分（1時間程

月4日㈬

出店数（予定）①

出店料 ①1,500円

②

2,000円（事前支払いした区内在住の方は

台東区下谷1－2

度） 場所 生涯学習センターミレニアム

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

ホール 入場券 一般2,500円、3歳～小学
生500円※0～2歳の膝上観覧は無料※チ

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

ケットぴあ（☎0570－02－9999・Pコー

第21回下町大音楽市

ド338－383）で販売※残席がある場合

人（先着順） 問合せ 台東区観光ボラン

1,500円)

申込み・問合せ ①里彩くるカ

①したやウィンドアンサンブル～豪華なオ

は、当日券を販売

ティアの会事務局（浅草文化観光センター

エル倶楽部（土・日曜日・祝日を除く午前

リエント急行にのって いざ！追憶、感涙の

サート事務局☎（5685）6290 （公財）

内）☎（3842）5599

10時～午後7時）☎090（3068）3534

日本映画館へ！！～

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

②リサイクル推進友の会（土・日曜日・祝

日時 11月19日㈰午
後1時開場、1時30分開演 曲目 オリエン

日を除く午前10時～午後4時）

ト急行、となりのトトロほか

十五夜に「語り部のお話と手影絵」を実施

☎（3412）6857

②上野浅草室内管弦楽団～秋といえば古

します。 日時 10月4日㈬午後6時、7時

サイクル課☎（5246）1291

展望テラスでお月見会

（各40分程度） 場所・問合せ 浅草文化観
光センター☎（3842）5566

問合せ 台東区清掃リ

典！古典といえば上浅室内！～

工作教室「二段迷路」
日時 10月29日㈰午後1時30分～3時30分

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

問合せ ママオトコン

したまち伝統工芸体験教室
「自分で彫った版木で年賀状を
作ろう」

日時 11

月25日㈯午後5時30分開場、6時開演

日時 ①10月21日㈯

曲目 交響曲第2番（ベートーベン）ほか

30分～午後3時30分

③上野浅草フィルハーモニー管弦楽団～ス
コッチはお好き？～ 日時 12月3日㈰午後

勤の18歳以上の方

②29日㈰午前10時
対象 区内在住・在

定員 各10人（抽選）

講師 石井寅男氏（木版画彫刻師） 費用 各

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4
年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材

1時開場、1時30分開演 曲目 「ロザムン

1,000円（入館料・材料費含む）

日程・実演者（業種） 10月1日㈰長尾次朗

デ」序曲（シューベルト）ほか

申込方法 往復はがき（1人1枚）に教室名

（江戸木版画）
、7日㈯～9日㈷上川善嗣（東

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「10

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

京銀器）
、14日㈯・15日㈰泉健一郎（東

月工作教室」希望・住所・氏名・電話番号・

場所 ①③浅草公会堂

京銀器）
、21日㈯・22日㈰田中耕太朗（江

学校（園）名・学年を書いて、下記問合せ

ミレニアムホール

戸簾）
、28日㈯・29日㈰山田恵美（型絵

先へ

すだれ

染） 実演時間 午前11時～午後5時

ふりがな

申込締切日 10月16日㈪（必着）

問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課☎（5246）5815

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

☎（3842）1990

まがたま

子供勾玉教室

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

ふりがな

・希望日（①か②）
・住所・氏名・年齢・
電話番号を書いて下記問合せ先へ※複数名

②生涯学習センター

の記入・往復はがきでないものは無効

入場料（全席自由）①
1,000円 ②③1,500円 前売券 チケット

申込締切日 10月6日㈮（必着）

ペイ、浅草公会堂、区役所9階④番文化振

場所・問合せ 〒110－0007

興課、生涯学習センター、右記財団事務局

公園2－1 下町風俗資料館

で販売

☎（3823）7451

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10組20人ご招待

台東区上野

一葉記念館ミニ企画展③
「一葉と草花」

日時 10月7日㈯午前10時30分～正午、午

はがきに希望公演名（①～③）
・住所・氏

後2時～3時30分 場所 生涯学習センター

名（ふりがな）
・電話番号、在勤（学）

1階アトリウム 定員 各30人（先着順）

の方は勤務先（学校）名・ 所在地を書い

期間 9月20日㈬～10月25日㈬

・見学する方を募集します。 日時 10月

問合せ 生涯学習課文化財担当

て右記問合せ先へ

前9時〜午後4時30分（入館は4時まで）

17日㈫午前10時30分 場所 台東リバーサ

☎（5246）5852

松リンピックに参加しませんか
リハビリの一環で運動会を行います。参加

10

10

10

31

11

30

券種

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり

760円
10リットル券
690円
（1セット10枚）
（オレンジ色） （黄色）

7円

20リットル券 1,380円
1,520円
（1セット10枚）
（ピンク色）（薄桃色）

14円

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

3,420円
（水色）

32円

70リットル券 2,415円
2,660円
（1セット5枚） （黄緑色） （緑色）

49円

10

５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事

務所（日曜日・年末年始を除く）
☎（３８７６）５７７１
清掃リサイクル課（区役所６階

10

⑥番）☎（５２４６）１０１８

30

粗大ごみ処理手数料が
月１日㈰受付分から変更
になります

９月 日㈯までに申込みを完了
した分は現行料金が適用されます。

主な品目
布団、椅子（ソファーを除く）
、座椅子、衣装箱、掃除機、照明
300円 400円
器具、扇風機、ビデオデッキ、スーツケース、電子レンジ等
敷物(1畳を超えるもの）、自転車（16インチ以上）、ソファー
700円 800円
（1人用）、ベビーベッド（ベッドマットは別料金）等
ベッドマット、シングルベッド（ベッドマットは別料金）、
1,000円 1,200円
ソファー（2人用）等
1,400円 1,600円 セミダブルベッド（ベッドマットは別料金）
ソファー(3人以上用) 、ダブルベッド（ベッドマットは別料金）
1,800円 2,000円
等
2,100円 2,400円 マッサージチェア、オルガン
両そで机、箱物家具特大（たんす・戸棚など、幅と高さの合計
2,500円 2,800円
が360センチメートル以上のもの）※大きさにより料金が異なる

※現在販売している粗大ごみ処理
券の額面金額等に、変更はあり
ません。
▽粗大ごみ処理手数料

現行料金 改定後料金

10

ごみ処理券の料金

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

30

入館料 一般300円、小中高生100円

ごみ処理についてのお知らせ（10月1日㈰から変わります）

▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１日㈰
※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか下記へ
※現在のごみ処理券は、９月 日
㈯までに使い切る範囲で購入し
てください。使い切れなかった
ごみ処理券は 月 日㈫まで使
用できます。
▽期限までに使い切れなかったご
み処理券の取り扱い 現在販売し
ているごみ処理券は、 月１日
㈬以降使用できません。使い切
れないごみ処理券は、差額負担
の上、新しいごみ処理券と交換
します。
※交換は 月２日㈪から受付しま
す。

▽古い事業系ごみ処理券は残って
いませんか 現在使用できるごみ ▽粗大ごみの申込み
処理券は「平成 年 月改定」 ・粗大ごみ受付センター
☎（５２９６）７０００（月～
と記載があるものです。それ以
土曜日午前８時～午後７時）
前の券（改定年月の記載のない
台東区発行のもの）は、下記交 ※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
換場所で差額交換できます。ま
た、事業の廃止などで還付がで ▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
きる場合もあります。詳しくは
台東清掃事務所
下記へお問合せください。
☎（３８７６）５７７１
▽交換時間 午前８時 分～午後
25

申込締切日 10月10日
㈫（必着） 問合せ 〒110－0004 台東

開館時間 午

【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

平成29（2017）年 9月20日

第 1189 号 （6）

ふりがな

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

がきに講座名・住所・氏名・年代・電話番

涯学習センター 対象 区内在住か在勤の女

場所・問合せ一葉記念館☎（3873）0004

号、在勤の方は勤務先名・所在地を書いて

性※原則、35～45歳の方 定員 20人（先

下記問合せ先へ

着順）※託児あり（1歳以上の未就学児）

健康カラオケ教室
日時 11月～30年1月の月曜日（全10回）

午前10時30分

申込締切日 10月17日㈫

（必着）

対象 区内在住の65歳以

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111−0023

台東区橋場

江戸文人の1年－安政6（1859）
年原徳斎の日記を読む－

内容 色で知る自分の強みとライフプラン

日時 10月28日㈯午後2時～4時

※手鏡持参、雇用保険受給中の方は受給資

学習センター 定員 40人（先着順）

格者証を持参

講師 葛生雄二氏（台東区文化財保護調査員）

申込方法 催し名・住所・氏

場所 生涯

上の方 定員 30人（抽選） 申込方法 老人

1−36−2 産業研修センター

名・電話番号を電話で下記問合せ先へ（区

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

福祉センター・老人福祉館で配布する申込

☎（3872）6780

ホームページから申込可）

ファックスで下記問合せ先へ

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）
、82円切手
日㈯

申込締切日 10月14

場所・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

勤労者サービスセンターの催し
●スマホ・タブレットの楽しみ方～入門か
ら活用編～ 日時 11月7日㈫午後6時30分

FAX （3871）9525

講 座・相 談 会 など

託児の申込締切日 10月17日㈫

申込締切日 10月20日㈮（必着）

問合せ 産業振興課☎（5246）1152

問合せ 生涯学習課☎（5246）5852
FAX （5246）5814

シニア生涯ワーキングセミナー
シニア世代の「ライフプラン」
と「生涯のしごと」じっくり考
えてみませんか

多様な性のあり方～誰もがカミ
ングアウトをうけとめる「キャ
ッチャー」に～

企画展「台東区発足70周年記
念 定点写真と台東区の風景～
名所の記憶をさぐる～」

日時 10月27日㈮午後3時 場所 区役所10
階研修室 定員 50人（先着順） 講師 原ミ

日時 10月20日㈮午後1時～4時 場所 ハ
ローワーク上野 内容 ライフプランとマネ

●トーク・イベント「定点写真でみる台東

～8時30分 場所 フォーティネットパソコ

ナ汰氏・熟田桐子氏（NPO法人共生社会

ープランニング演習ほか 対象 55歳以上

と文京」 日時 11月3日㈷午後2時〜4時

ンスクール（浅草2－2－1 森田ビル2階）

をつくるセクシュアル・マイノリティ支援

の方※雇用保険受給中の方に利用確認書の

場所 生涯学習センター

対象 区内在住か在勤・在学の方、勤労者サー

全国ネットワーク） 問合せ 人権・男女共

発行あり 定員 30人（先着順）

京区の町並みの移り変わり―定点観測―」

ビスセンター会員とその家族で、スマート

同参画課☎（5246）1116

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 1,000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

申込方法 はがき（1
ふりがな

人1枚）に催し名・住所・氏名・年齢・性別
・電話番号（昼間）
、在勤（学）の方は勤

申込開始日 9月25日㈪

日時 10月21日㈯午後1時30分～3時30分

務先（学校）名、会員の方は会員番号を書

歳以上の未就学児）希望の方は子供の氏名

いて下記問合せ先へ

・年齢・性別を電話か直接下記問合せ先へ

申込締切日 10月13

日㈮（必着） 問合せ 〒111－0056 台

申込開始日 9月22日㈮

東区小島2－9－18 台東区勤労者サービ

託児の申込締切日 10月14日㈯

スセンター☎（5829）4123

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

●日帰りバスツアー ハーブ庭園、ワイナ
リー見学・試飲と河口湖「もみじ回廊」
・
忍野八海（世界遺産）散策の旅

日時 11

月19日㈰午前7時30分区役所前出発、午

恵（中央図書館専門員） 定員 40人（抽選）

☎（5211）2335

申込方法 往復はがき
（１人１枚）に催し名・

台東区産業振興課☎（5246）1152

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

日時 11月3日㈷午前10時～午後0時30分
場所 区役所10階1002会議室 定員 20人
（先着順） 講師 田邉学氏（㈱カラープラン
ふりがな

講座「歌謡曲を楽しむ〜ジェン
ダーの視点から」

（区ホームページから申込可）

号・相談内容を電話か電子メールで下記申

茶）
、勝沼ワイナリー（試飲・ワインミニ
ボトル等お土産）
、河口湖畔旅館花水庭お

着順） 講師 黒岩裕市氏（フェリス女子学
院大学非常勤講師ほか） 申込方法 氏名・

おや（昼食）
、河口湖紅葉まつり「もみじ

電話番号、託児（1歳以上の未就学児）希

回廊散策」
、忍野八海散策 対象 区内在住

望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

氏名・年齢・性別・勤務先（学校）名・代
表者の住所・氏名・電話番号、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12日㈭（必着）
申込み 〒160－0023

新宿区西新宿1－

定員 30人（先

場所 生涯学習センター※ノートパソコンを

お持ちの方は持参

問合せ 〒110－8615

申込方法 はがきにツアー名・参加者全員の

初心者のためのパソコン相談会

申込締切日 10月20日㈮（消印有効）

画課☎（5246）1363

は無料、会員6,600円、その家族は7,500円

中央図書館郷土担

㈯ 時間 午前10時、11時（各50分）

日時 10月28日㈯・11月25日㈯（全2回）

費用 8,900円※食事・座席が不要な2歳以下

問合せ 〒111－8621

当☎（5246）5911

アドレスを電話かはがきで下記問合せ先へ

午後1時30分～3時30分

直接下記問合せ先へ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程 10月14日㈯、11月25日㈯、12月9日

行先 ハーブ庭園（お土産・ブルーベリー

日㈮

申込締切日時 10月25日㈬午後5時（必着）

所・氏名・年齢・性別・電話番号・メール

後6時30分帰着予定（雨天決行）

会員とその家族 定員 80人(抽選）

先へ（区ホームページから申込可）

ニングセンター代表取締役） 申込方法 住

習センター4階）☎（5246）5816

か在勤・在学の方、
勤労者サービスセンター

「台東区の名所の記憶―定点写真―」平野

問合せ 東京しごとセンター

ワークショップ「屋外広告物か
らはじまる素敵なみせづくり・
まちづくり」

定員 30人（先着順） 講師 志賀歩美氏（弁
護士） 申込方法 氏名・電話番号、託児（1

内容・講師 「文

川口明代氏（文京ふるさと歴史館学芸員）
、

申込み セミナー

予約専用窓口☎（6894）3314

講座「男女平等はあたりまえ？
－日常生活であなたはどう感じ
ますか－」

期間 9月22日㈮～12月20日㈬

台東区役所都市計

込先へ※予約優先、相談利用月の前月から
受付

無料建築相談室

☎（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）

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

習センター4階）☎（5246）5816

外国語ができなくても大丈夫！
外国人とのコミュニケーション
のための日本語講座（初歩編）
～まずはやさしい日本語で～

日時 10月21日㈯午後1時30分～4時15分
対象 区内のマンション所有者

Eメール itniji@yahoo.co.jp

申込み・問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

申込開始日 9月22

相談受付団体・問合せ ITボランティ

ア虹の会

日時 10月5日㈭・11月2日㈭午後1時～4時

託児の申込締切日 10月21日㈯

申込方法 氏名・電話番

定員 6組
（先

着順） 相談員 弁護士か一級建築士

若手経営者サポートセミナー
（後期）
日程（全5回）11月28日、12月5日、30年

1月9日・30日、2月20日の火曜日（全5回）
時間 午後7時～9時（2月20日は午後6時45
分～8時45分） 場所 区役所10階会議室

申込締切日 10月19日㈭

対象 事業所の後継者や、事業を始めたばか
りの新人経営者等 定員 60人（先着順）

日時 10月4日㈬午後2時～4時30分

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

講師 二条彪氏（経営コンサルタント）

19－8 新東京ビル6階 名鉄観光サービ

場所 区役所10階会議室

番）☎（5246）1468

費用 10,000円（5回分） 申込方法 申込用

ス㈱ 台東区勤労者サービスセンターバス

在勤・在学の方 定員 40人（先着順）

ツアー申込係☎（3343）0631

申込方法 住所・氏名・電話番号、在勤（学）

問合せ 台東区勤労者サービスセンター

の方は勤務先名（学校名・学年）を電話か

日時 11月3日㈷～5日㈰（全3回）午後6時

問合せ 台東区産業振興事業団

☎（5829）4123

はがきで下記問合せ先へ（区ホームページ

30分～8時30分

☎（5829）4124

から申込可） 申込締切日 9月29日㈮（消

対象 区内在住か在勤でパソコンの基本操作

印有効） 問合せ 〒110－8615

と文字入力ができる方 定員 15人（抽選）

産業研修センターの催し

対象 区内在住か

ふりがな

●ファッションデザイン画4日間講習

役所区民課協働・多文化共生係

日時 11月8～16日の水・木曜日（全4回）

☎（5246）1126

午後6時30分～8時30分

対象 区内在住

か在勤・在学の方 定員 25人（先着順）
講師 鄭貞子氏

費用 5,000円（4回分）
ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・電話番号、

台東区

申込締切日 10月21日㈯（必着）

●第2回CADステップアップ講座
日時 11月7日㈫・8日㈬（全2回）午後6時

15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で、
入門講座程度の操作ができ、全日程受講可
能な方

定員 4人（抽選） 講師 渡辺豊氏

費用 3,000円（2回分） 申込方法 往復は

場所 生涯学習センター

講師 ITボランティア虹の会

女性の再就職応援セミナー～私
らしい就活を考えてみよう～
日時 10月24日㈫午前10時～正午

場所 生

紙（下記問合せ先で配布）に記入しファッ
クスで下記問合せ先へ
FAX （5829）4127

費用 500円

（3回分） 申込方法 往復はがきに講座名・

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右記問合せ先へ

ワードを使った年賀状作成講座

<10月>

住所・氏名・年齢・性別・電話番号を書い

4日

て下記問合せ先へ

申込締切日 10月13日
㈮（必着） 問合せ 〒111−8621 生涯学

7・8日

習センター生涯学習課☎（5246）5821

18日

へちま供養（浄名院）
谷中まつり（谷中地域）
谷中菊まつり（大圓寺）
菊供養会・金龍の舞（浅草寺・境内）

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

にこにこパパタイム 10月28日㈯
区 内 在 住 の0～3歳 の 15組 9月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
わらべうたあそび
午前10時45分～11時30分 子供と父親
（先着順） ㈬
こにこひろば」☎（5824）2535
わくわくミュージック 10月12日㈭
区内在住の0～3歳の 100組 9月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
パーティー
午前10時45分～11時30分 子供
(先着順)
㈬
くわくひろば」☎（3834）4577
のびのび親子運動会

10月14日㈯
午後2時～3時

区内在住の0～3歳の 100組 9月27日 寿子ども家庭支援センター「のび
子供
(先着順)
㈬
のびひろば」☎（3841）4631

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。

