広報

（7） 平成29（2017）年 6月5日

など
世界遺産区民講座①「世界文化
遺産・国立西洋美術館と上野の
建築」 ②「国立西洋美術館と
そのコレクション、収集と展示
の実際」
（講演会）

第 1182 号
氏名・電話番号を電話かファックスで下記

朝倉彫塑館から

問合せ先へ

●特集「ふるさとへの

援センター（松が谷福祉会館内）

想い」 豊後大野市（旧

☎（3842）2672

朝地町）との友好都市

FAX （3842）2674

孤育てから個育ちへ 心が楽に
なる表現アートセラピー

提携30周年を記念し
て、故郷とゆかりのあ

初心者のためのパソコン相談会

場所・問合せ 障害者自立支

日時 7月8日㈯、8月19日㈯、9月9日㈯午
前10時、11時（各50分） 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

申込方法 氏名・電話番号・相談内

容を電話か電子メールで下記申込（問合

る作品を特集展示しま

離婚や別居など、なんらかの理由で、ひと

せ）先へ※予約優先、相談利用月の前月か

す。

りで家事・育児・仕事を担っている方のた

ら受付

日時 ①7月14日㈮午後7時30分～8時30

～8月27日㈰

めのグループワークです。 日時 7月8日

ィア虹の会

分 ②7月22日㈯午後1時～2時

●ギャラリートーク

㈯・29日㈯、8月19日㈯（全3回）午後1

jp

立西洋美術館講堂（上野公園7－7）

学芸員が、展示作品な ▲瀧廉太郎像

時30分～3時30分

☎（5246）5821

対象 中学生以上の方

どの見どころを紹介します。

対象 全日程参加できる方

日時 6月21日㈬午後2時（30分程度）

着順） 講師 上谷和美氏（心理セラピスト）

場所 国

定員 各100人（抽

選、区内在住か在勤・在学の方優先）

期間 6月9日 ㈮

場所 生涯学習センター
定員 12人（先

相談受付団体・申込み ITボランテ
Eメール itniji@yahoo.co.

問合せ 台東区生涯学習課

区立保育園・こども園「合同子
育てひろば」のんびりのびのび
子育てタイム

講師 ①米山勇氏（江戸東京博物館研究員）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 講座名・氏名・電話番号、託児（1

②川瀬佑介氏（国立西洋美術館主任研究員）

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入
館は4時まで） 休館日 月・木曜日（祝日

歳以上の未就学児、小学生は応相談）希
望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話か

日時 7月11日㈫午前10時15分～午後3時

望日（①か②、両日も可）
・参加者全員の

の場合は翌日） 入館料 一般500円、小中

直接下記問合せ先へ※汚れてもよく動きや

住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、

高生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

すい服装で参加

場所 生涯学習センター 対象 乳幼児と保護
者 内容 保育士による歌・手遊び、育児・

申込方法 往復はがき（1枚2人まで）に希

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
（電子申請可）
申込締切日時 7月3日㈪午後5時（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所都市交

場所・問合せ 朝倉彫塑館

申込開始日 6月8日㈭

託児の申込締切日 7月1日㈯

☎（3821）4549

たいとう音頭ダンスコンテスト
日時 8月20日 ㈰

●第2回革小物手作

☎（5246）1193

午前9時30分

り教室「パスケース

場所 生涯学習セ

か靴ベラキーホル

期間 6月16日㈮～9月20日㈬

栄養・健康・保育園に関する相談ほか
問合せ 石浜橋場こども園☎（3873）6887

浅草橋保育園☎（3866）0321

産業研修センターの催し

流課「世界遺産区民講座」担当

台東区発足70周年記念事業
中央図書館企画展「台東区博物
館ことはじめ」

問合せ 男女

平等推進プラザ☎（5246）5816

坂本保育園☎（3873）4287
玉姫保育園☎（3872）5364

図書館のこども室から

ンターミレニアム

ダー」 日時 7月22

●あかちゃんえほんタイム 日時 7月7日

ホール

日 ㈯ 午 後1時30分

㈮午前10時15分、11時

対象 区内在住か

～3時30分

の平成28年1月7日～29年1月6日生まれ

在学の小学生以上の方、区内のダンスス

対象 区内在住か在勤・在学の小学5年生以

の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

上の方※小学生は保護者同伴 定員 10人
（抽選） 講師 上川美希氏（浅草ものづくり

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

対象 区内在住

場所 中央図書館2階郷土・資料調査室

クールの生徒等

●トーク・イベント「台東区の博物館」

ャンル※音頭以外も可

日時 7月8日㈯午後2時～4時

部門（チーム人数）小学生の部、中学生・

工房） 費用 1,000円（勤労者サービスセ

※申込みは保護者に限る、中央図書館では

高校生の部、成人の部（各部門とも、1

ンター会員は500円） 申込締切日 7月1

受付しません

チームあたり5～10人程度）

日㈯（必着）

ども家庭支援センター☎（3841）4631

●第1回CADステップアップ講座 入門

●読み聞かせ講習会（初級） 日時 6月27

習センター

場所 生涯学

内容・講師 「江戸の物産会

から明治の博覧会へ」平野恵（中央図書
館専門員）
、
「台東区の博物館―朝倉彫塑

ダンススタイル オールジ

応募書類配布場所 区役所4階⑧番総務課、

会場とも同内容

申込開始日 6月20日㈫

場所・申込み・問合せ 寿子

館を中心に―」戸張泰子（朝倉彫塑館研

区民事務所・同分室、地区センター等

講座程度の操作ができる方や同程度の操作

日㈫・7月4日㈫（全2回）午前9時30分

究員） 定員 50人（抽選） 申込方法 往復

※区ホームページからダウンロード可

ができる方を対象とした実践的な講座で

～11時30分 場所 生涯学習センター

はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名

申込締切日 7月21日㈮

す。 日時 8月1日㈫・2日㈬（全2回）午

対象 これから読み聞かせの活動を始めた

・電話番号を書いて下記問合せ先へ（区

問合せ 総務課☎（5246）1052

後6時15分～8時45分

「第10回したまちコメディ映画
祭in台 東 」PRイ ベ ント「 ま ち

対象 区内在住か
在勤で全日程受講可能な方 定員 4人（抽

い・始める予定の初心者で、全日程参加で

ホームページから申込可）

選） 講師 渡辺豊氏 費用 3,000円（2回
分） 申込締切日 7月11日㈫（必着）

を連れての参加は不可 定員 20人（先着

申込締切日時 6月28日㈬午後5時（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 〒111－8621

中央図書館郷土担

当☎（5246）5911

ワ イ ア ー ド

ホ

テ

ル

かど映画会in WIRED HOTEL
ア

サ

ク

サ

ASAKUSA」

江戸下町伝統工芸館から
●江戸下町伝統工芸館20周年記念感謝祭
日時 7月8日㈯・9日㈰午前10時～午後5時
場所 江戸下町伝統工芸館

職人の実演、手作り体験（当日受付）
、即
時入札会（ライブオークション）
、展示型

順） 講師 児玉ひろ美氏（JPIC読書アド

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

バイザー） 申込方法 中央図書館こどもと

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

しょしつで配布する申込用紙で申込むか電

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

話で下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地

申込開始日 6月13日㈫

を書いて下記問合せ先へ

館児童担当☎（5246）5911

場所・問合せ 〒111－0023

内容 伝統工芸

きる方※以前同講習会に参加した方、子供

台東区橋場

問合せ 中央図書

●石浜図書館えいがとおはなし会「ペネロ

1－36－2 産業研修センター

ペ、プールであそぶ」ほか

☎（3872）6780

日㈬午前10時30分～11時、午後3時30

日時 6月21

分～４時 対象 幼児～小学校低学年(親子

シルバー人材センターの催し

オークション（6月20日㈫〜7月31日㈪）
、

Ⓒ2015「したまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

クイズ（正解者には記念品を差し上げま

日時 6月24日㈯午後6時開場、6時30分開

●①「iPadでできること」 ②「Android

す）

演（予約優先・先着順） 場所 WIRED HO

でできること」 日時（全3回） ①7月3日

☎（3876）0854

●職人工房の見学・体験・お買いものスタ

TEL ASAKUSA1階「ZAKBARAN（ザ

㈪・6日㈭・10日㈪ ②7月11日㈫・14

●根岸図書館えいがとおはなし会 日本の

ンプラリー 区内工房でスタンプを集めた

ックバラン）
」
（浅草2－16－2「浅草九倶

日㈮・18日㈫ 時間 午前10時～正午

むかしばなし「花さか爺さん」ほか

方に、上記感謝祭で記念品を差し上げま

楽部」内） 上演作品 したまちコメディ大

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

日時 6月28日㈬午前10時45分～11時30

す。 期間 7月7日㈮まで※参加工房等、

賞グランプリ2作品「女子！読み切り！コ

分） 持ち物 タブレット

分、午後3時30分～4時15分

詳しくは区ホームページをご覧になるか下

ミックワールド!」
「君の瞳に恋してる」

がき（1人1枚）に催し名（①か②）
・住所

社会教育館ホール

記へ

※詳しくは、映画祭公式ホームページをご

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合

学年 定員 各60人（先着順）
問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 産業振興課☎（5246）1131

目指せ検定博士！「第8回台東
区子供歴史・文化検定」
問題は、
「台東区歴史・文化テキスト」か

申込方法 往復は

覧ください。 費用 1,000円 問合せ「し

せ先へ

たまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 7

事務局（文化振興課内）☎（5246）1328

月5日㈬・20日㈭午前10時～11時、11

フラワ ー アレ ン ジ メント 教 室
「ブーケ作り」

ら出題します。 日時 8月27日㈰午後2時

日時 6月28日㈬午前

～2時45分

10時 ～ 正 午

場所 生涯学習センター

での参加可） 定員 各60人（先着順）

対象

時～正午 定員 各5人（抽選）

場所・問合せ 石浜図書館

場所 根岸

対象 幼児～小学校低

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

日時 7月8日㈯午前9時45分～11時45分

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

※本がなくなり次第終了

相談内容を書いて下記問合せ先へ

教育館ホール 問合せ 根岸図書館

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所 根岸社会

☎（3876）2101

対象 区内在住か在学で学校受検未実施校

区内在住で身体障害

対象 区内在住の原則60歳以上の方

または未実施学年の小学5年～中学生

者手帳か愛の手帳
（4

申込締切日 6月20日㈫（必着）※募集数

申込方法 区内小中学生は学校を通じて申

度程度）をお持ちの

に達しない場合、6月21日㈬以降に電話

込み、それ以外の方は電話で下記問合せ先

方 定員 10人（先着
順） 講師 中川氏（フローリストモア）

で受付

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

1階台東アートギャラリー

費用 800円（材料費） 申込方法 教室名・

センター☎（3864）3338

展示作品 「うつつまぼろし」伊東春香氏、

へ

申込締切日 6月26日㈪

学習課☎（5246）5828

問合せ 生涯

場所・問合せ 〒111－0056

台

台東アートギャラリーに台東区
長賞作品等を展示します
期間 6月11日㈰～7月7日㈮

場所 区役所

【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 6月5日
「Defing Gravity 」山崎裕乃氏

第 1182 号 （6）

午前9時～正午（水深60センチメートル）
、
毎週日曜日・祝日午前9時～正午（水深80

問合せ 文化振興課☎（5246）1153

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「大人向けエコ工作」
日時 第3土曜日（月1回）午後3時～4時

※内容等、詳しくは下記へ
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環

境学習室☎（3866）2011

センチメートル）※浮き輪等も利用可
場所・問合せ 柳北スポーツプラザ

☎（3865）2614

問合せ スポーツ振興

課☎（5246）5853

●展示替えのため臨時休館します

在住か在勤・在学の方 定員 30人（先着順）

期間 6月26日㈪～29日㈭

※託児あり（2歳以上の未就学児・5人）

●講演と朗読の集い 日時 7月9日㈰午後

講師 森田満樹氏（
〈一社〉Food Commun
ication Compass） 申込方法 講座名・

講師 講演は武井和人氏（埼玉大学人文社会

住所・氏名・年齢・電話番号・ファックス

科学研究科教授・副学長）
、朗読は田中泰

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

子氏（朗読家） 費用 1,000円（当日支払
・別途入館料が必要） 入館料 一般300

を電話かファックスで下記問合せ先へ（電

ポーツセンター第1競技場 定員 区内在住

円、小中高生100円

担当☎（5246）1144

か在勤・在学の方

き（1人1枚）に催し名・住所・氏名（ふ

ラジオ体操指導者講習会
午後6時30分

場所 台東リバーサイドス
定員 200人（先着順）

申込方法 往復はが

日程 ①6月28日㈬ ②7月10日㈪

持ち物 運動できる服装、室内履き

りがな）
・年齢・電話番号を書いて下記問

時間 午後2時～4時

講師 多胡肇氏（NHKテレビラジオ体操講

合せ先へ※複数名の記入、往復はがきでな

師） 費用 500円（4回分・登録料）

いものは無効

業者（事業を検討中の方を含む）
、区内在

申込方法 当日現地で申込み

印有効）

住か在勤の方 定員 各50人（先着順）

ーツ振興課☎（5246）5853

ター

場所 生涯学習セン

対象 主に区内飲食・宿泊業等の事

申込方法 希望日（①か②、両日も可）
・氏名

・電話番号を電話かファックスで下記問合

日時 7月12日㈬午後2時～3時

30分 場所 生涯学習センター 対象 区内

1時30分（2時間程度） 定員 60人（抽選）

日時 6月22～30日の木・金曜日（全4回）

ムスリム・ウェルカム講習会「ム
スリム旅行者へのおもてなし」

えます。

一葉記念館から

問合せ スポ

スポーツひろば

せ先へ 問合せ 観光課☎（5246）1447

●浅草中バレーボール体験教室 日時 6月

FAX （5246）1515

19日㈪午後7時～8時45分（6時50分開

申込締切日 6月20日㈫（消

◆ 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

たいとうやまびこ塾「九星気学」

子申請可） 問合せ くらしの相談課消費者
FAX （5246）1139

空き家等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 ①6月20日㈫ ②7月18日㈫ 時間 午
後1時～4時（受付は3時まで） 場所 ①区

役所10階会議室 ②5階会議室 対象 区内
に空き家等を所有している方 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

場） 場所 浅草中学校4階体育館

日時 7月6～20日の木曜日（全3回）午後2

申込方法 当日直接会場へ

時～4時

●根岸小バドミントン初心者教室 日時 7

内在住か在勤・在学の15歳以上の方

月5～26日の水曜日（全4回）午後7時～

定員 15人（抽選） 講師 水野冨士氏（学習

9時（6時50分開場） 場所 根岸小学校3階

支援ボランティア） 申込方法 往復はがき

日時 7月8日㈯午後1時～4時

日時 7月6日㈭午後6時30分～9時

体育館 定員 25人（先着順）

に催し名・住所・氏名（ふりがな）
・電話

住か在勤・在学の中学生以上の方

場所 区役所10階会議室

申込期間 6月12日㈪～30日㈮

番号を書いて下記問合せ先へ

30人（先着順） 内容 台東区の防災対策に

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〜
対象 区内在住か

在勤・在学の方 定員 40人（先着順）

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 住所・氏名（ふりがな）
・電話番

号、在勤（学）の方は勤務先名（学校名・

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の

学年）を電話かはがきで下記問合せ先へ

初心者※子供を連れての参加不可、学校行

※区ホームページから申込可

事等により変更・中止の場合あり

申込締切日 6月30日㈮（消印有効）

持ち物 運動できる服装、室内履き、飲み物、

問合せ 〒110－8615

タオル※バドミントンはラケット（貸出し

台東区役所区民課

協働・多文化共生係☎（5246）1126

桜橋・わんぱくトライアスロン
2017
日時 8月27日㈰午前10時受付開始、正午
開会式（小雨決行） 場所 隅田公園（桜橋

周辺） 対象 区内在住か在学の小学4～6年
生 内容 水泳（100メートル）
、自転車（3

場所 生涯学習センター

対象 区

申込締切日 6月19日㈪（必着） 問合せ 〒

災害ボランティア入門講座
対象 区内在
定員

ついて、災害時の避難行動について考える
ワークショップほか

課学習館☎（5246）5812

・氏名・電話番号、在勤（学）の方は勤務

隅田公園サクラ再生事業
①講演会 ②現地説明会

申込方法 職業・住所

先（学校）名・所在地を電話かファックス
または電子メールで下記問合せ先へ
申込締切日 6月30日㈮
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

問合せ スポーツ振興課（生涯学習セ

FAX （3847）0190

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ンター5階、土・日曜日・祝日を除く午前

成年後見制度連続講座「私の『も
しも』を考える」

9時～午後5時）☎（5246）5853
●体育館工事に伴い、金竜小学校の小・中
学生向けスポーツひろばの実施場所を一時
変更します

申込み・問合せ 住宅課☎（5246）1468

111－8621 生涯学習センター生涯学習

あり）※更衣室なし、保険は各自任意で加
入

建物取引士・建築士ほか

日程 ①7月6日㈭ ②20日㈭ ③27日㈭

日程・場所 剣道は7月10・

時間 午後2時～4時 対象 区内在住か在勤
・在学の方 定員 各40人（先着順）

24・31日、8月28日の月曜日（全4回）
・

日程 ①7月1日㈯

キロメートル）
、マラソン（2キロメートル）

たなかスポーツプラザ体育館、空手道は7

時（1時間程度） 場所 ①台東区民会館8階

テーマ ①エンディングノートの活用術

を連続して行い、時間を競う（正規の大会

・8月の毎週火曜日・千束社会教育館ホー

②隅田公園公園管理事務所前 定員 各80

任意後見制度と遺言 ③法定後見制度

を縮小） 費用 1,000円（保険料含む）

ル 問合せ スポーツ振興課

人（先着順） 講師 和田博幸氏（
〈公財〉日

講師 ①二村祐輔氏（日本葬祭アカデミー教

☎（5246）5853

本花の会） 申込締切日 6月23日㈮

申込方法 下記問合せ先、区民事務所・同分

室、小学校等で配布する申込書に記入し、
6月23日㈮までに費用を郵便局で払込み
問合せ 台東リバーサイドスポーツセンター

☎（3872）3181

柳北スポーツプラザ屋内プール
をご利用ください

奏楽堂日本歌曲コンクール
入賞記念コンサート

②15日㈯ 時間 午前10

申込み・問合せ 公園課☎（5246）1324

認知症サポーター養成講座

日時 7月22日㈯午後2時30分開場、3時開
演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

日時 6月27日㈫午後6時～７時30分

ル

在勤・在学の方 定員 80人（先着順）

演目 第28回歌唱部門入賞者の歌唱、
第24回作曲部門入賞作品の演奏 出演 コ

場所 区役所10階会議室

対象 区内在住か

講師 地域包括支援センター職員

②

務研究室代表） ②小池勝雅氏（浅草公証
役場公証人） ③鳥居理英子氏（社会福祉
士） 場所・申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会☎（5828）7507

傾聴ボランティア入門講座
日時 7月14～28日の金曜日（全3回）午
前9時30分～正午 対象 区内在住か在勤・

ンクール上位入賞者 入場料 3,000円（全

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

席自由）※未就学児の入場不可

ファックスまたは電子メールで下記問合せ

在学で傾聴を初めて学ぶ方 定員 30人
（先
着順） 講師 澤村直樹氏 申込方法 住所・

入場券 下記問合せ先で販売

先へ 問合せ 介護予防・地域支援課

氏名・年齢・電話番号を電話かファックス

問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

☎（5246）1225

または電子メールで下記問合せ先へ

☎（5826）7125

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「オペラ・指揮」
日時 7月27日㈭午後１時30分開場、2時開

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.tok

yo.jp

認知症高齢者を介護する家族の
こころのケア相談（予約制）

申込締切日 7月7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

NPOのための個別相談

演 場所 生涯学習センターミレニアムホー

日時 第1・3水曜日午後2時～4時（1人50

時～9時（土・日曜日・祝日は午前9時から）

ル 出演 東京藝術大学音楽学部学生・院生

分程度） 対象 高齢者本人または介護して

日程 労務相談は7月26日㈬、会計・税務

※6月19日㈪〜7月14日㈮の月〜金曜日

ほか 入場券 500円※当日会場で1時30分

いる家族が区内在住の方 定員 各2人（先

相談は7月28日㈮、法律相談は7月31日㈪

は学校利用のため午後5時から

から販売、未就学児の入場不可

着順） 相談員 臨床心理士

時間 午後2時～4時

休館日 第1月曜日（祝日の場合は翌日）

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

申込締切日時 相談日1週間前の午前11時

非営利団体 定員 各2組（先着順）

往復はがきに「オペラ・指揮」
・希望人数（2

場所・申込み・問合せ 介護予防・地域支援

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

期間 6月8日㈭～9月30日㈯

時間 午後1

費用（1時間）大人（15歳以上）250円、

子供（14歳以下）100円

人まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤の

減額利用料（1時間） 高齢者（65歳以上）

120円、障害者は無料※初めて利用する方

方は勤務先名を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 6月19日㈪（必着） 問合せ 〒

は、身体障害者手帳・登録申請が必要

110－0004 台東区下谷1－2－11 旧東

利用方法 利用は個人のみ、1階受付の券売

京音楽学校奏楽堂仮事務所

機で利用券を購入

☎（5826）7125

親子の時間 毎週土曜日

課（区役所2階⑥番）☎（5246）1225

くらしに役立つ講座「食品のか
しこい選び方～食品表示を見て
みよう～」
食品表示とともに、食品ロスについても考

対象 区内で活動する

名・電話番号を電話かファックスまたは電
子メールで下記問合せ先へ
各開催日の1週間前

申込締切日

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

広報「たいとう」の「催しもの」「健康」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

