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電話かファックスまたは直接下記問合せ

など
日本・デンマーク外交関係樹立
150周年交流推進事業「華麗な
るヴァイオリンとフルートの響宴」
姉妹都市のデンマークのグラズサックセ市
で才能ある音楽家に与えられる音楽賞を受
賞した、デンマーク人のヴァイオリニスト
とフルーティスト夫妻の来日にあわせた演
奏会です。
開場、2時開演 場所 東京国立博物館平成

日時 9月9日㈯午後1時30分

館大講堂（上野公園13－9） 対象 区内在
住か在勤・在学の方 定員 210人（先着順）

先へ 問合せ 環境ふれあい館ひまわり
☎（3866）8098

FAX （3866）8099

夏休みサイエンススクエア「伝
統工芸職人によるもの作り教室」
内容 桐のペン皿作り 竹のけん玉作り
7月25日㈫～27日 7月28日㈮～30日
日程
㈭
㈰
午前10時～午後0時30分（受付は正
午まで）、午後1時30分～4時（受付
時間
は3時30分まで）※製作時間は15分
程度、材料がなくなり次第終了
対象
小中高生
中西正夫
田中耕太朗
講師
（三味線箱職人）（江戸すだれ職人）
費用 600円（材料費） 400円（材料費）

赤毛のアン」 日時 7月26日㈬午前10時、

ンススクールの生徒等
ダンススタイル オールジャンル※音頭以

外も可

部門（チーム人数）小学生の部、

午後2時30分（各95分程度） 場所 根岸
社会教育館ホール 対象 幼児～小学生

中学生・高校生の部、成人の部（各部門と

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書

も、1チームあたり5～10人程度）

館☎（3876）2101

応募書類配布場所 区役所4階⑧番総務課、

●としょかんたんけんたい クイズを解

区民事務所・同分室、地区センター等

きながら、普段は入ることができない地

※区ホームページからダウンロード可

下書庫などを見学します。 日時 8月5日

申込締切日 7月21日㈮

問合せ 総務課

☎（5246）1052

㈯午前10時15分、11時15分

対象 5歳

～小学生（未就学児は保護者同伴）

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」

定員 各10組（ 先 着 順 ） 申込開始日 7月

15日㈯※申込みは本人か保護者に限る
場所・申込み・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911
●夏休み工作会「煮干しの解剖教室」

期間 9月20日㈬まで

場所 国立科学博物館日本館2階講堂（上野
公園7－20） 入館料 一般620円※高校生

●専門員によるギャラリー・トーク（要申

日時 7月26日㈬午後2時～4時

レンティン（ヴァイオリン）
、アレーナ・

込） 展示内容の見どころを展示会場で解

生と保護者（子供のみの参加不可）

ルゴフキナ（フルート）
、石橋尚子（ピア

以下・65歳以上は無料

ノ）
、谷中小学校児童（合唱） 申込方法

課☎（5246）1131

説します。 日時 8月6日㈰午後4時15分
～5時 定員 20人（先着順） 講師 平野恵

㈬

※未就学児の入場不可 出演 ニクラス・ワ

催し名・希望人数（2人まで）
・住所・氏名・
電話番号・ファックス番号、在勤（学）の方
は勤務先（学校）名を往復はがきかファッ

問合せ 産業振興

夏！ボランティア体験2017
小学生参加特別プログラム

クスで下記問合せ先へ（電子申請可）※後

日程 ①8月7日㈪ ②23日㈬

日送付するチケットを正門で提示、特別展

時間 午前10時～正午

の観覧には別途料金が必要

申込締切日 8

学の小学生と保護者※小学1～3年生は保

月18日㈮（必着） 問合せ 〒110－8615

護者同伴 定員 各20人（先着順） 内容 ①

③25日㈮

対象 区内在住か在

（中央図書館専門員） 申込方法 直接下記
問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 小学

定員 10組（先着順） 申込開始日 7月12日
場所・申込み・問合せ 中央図書館谷中

分室☎（3824）4041

産業振興事業団から
●したまちTAITO創業塾 日時 8月20日

場所・問合せ 中央図書館

☎（5246）5911

㈰、9月3日㈰、10月1日㈰、11月5日㈰、
12月3日㈰（全5回）午後1時～6時 場所

江戸下町伝統工芸館の催し

台東区中小企業振興センター

対象 区内

●台東区優秀技能者作品の展示と実演

で起業予定の個人、起業して間もない事業

話で耳のきこえない人と話そう ③タオル

展示日時 7月13日㈭～31日㈪午前10時～

者 定員 25人（先着順） 内容 創業時の経

で犬のマスコットづくり＆プレゼント

午後8時 作品 帽子、靴紐、つげ櫛、仏像

営戦略、WEBの有効性、ビジネスプラン

講師 ①NPO法人日本国際ボランティアセ

彫刻、太鼓、神輿（みこし）
、押絵羽子板、

策定ほか

ンター（JVC） ②台東区聴覚障害者協会、

掛軸ほか

ルタント） 費用 10,000円（5回分）

台東手話サークル ③ボランティア団体

日㈯日花和子（仏像彫刻）
、16日㈰水門俊

●ビジネス交流フェスタ2017

り、御徒町駅前パンダ広場ほか※パレード

「みどりの会」 申込方法 催し名・希望日

裕（押絵羽子板）
、17日㈷竹内敬一（つげ

22日㈫午後2時～5時30分

開催中は交通規制を実施

（①～③）
・住所・氏名・電話番号・学校名・

櫛）※展示作品や実演者は変更の場合あり

台東区役所都市交流課☎（5246）1193
FAX （5246）1147

うえの夏まつり
●うえの夏まつりパレード

日時 7月22
日㈯午後5時30分～8時 場所 上野中央通

「集める」ボランティアで国際協力 ②手

実演日程・実演者（業種）7月15

講師 坂本篤彦氏（経営コンサ
日時 8月

場所 区役所

●骨董市（こっとういち） 日時 7月15日

学年・保護者氏名を電話か電子メールで下

実演時間 正午～午後4時

10階会議室
可 ） 内容・定員（先着順） ① 第1部 は グ

㈯～8月13日㈰午前11時～午後9時

記問合せ先へ

申込締切日 各開催日の1週

●20周年記念イベント「若者弟子入り体

ループミーティング・140人程度 ②第2

場所 不忍池畔

間前まで

場所・問合せ 台東区社会福祉協

験」 伝統工芸のものづくりの現場を体験

部は展示商談会・50社

●とうろう流し 日時 7月17日㈷午後7時

議会☎（3847）7065

してみませんか。 日程 8月21日㈪～9月
22日㈮のうち3日間程度 対象 高校生以上

し ②8月3日㈭

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

場所 不忍池

●氷の彫刻

日時 7月18日㈫午後2時30
分 場所 水上音楽堂前（不忍池畔）

●納涼ゆかた撮影会

日時 7月23日㈰午

前11時 場所 不忍池畔
●弁天堂大道芸

日時 7月23日㈰・29日

「第10回したまちコメディ映画
祭in台東」PRイベント「まちか
ど映画会inミレニアムホール」
（無料）

対象 中小企業（区外企業も

申込締切日 ①な

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

30歳未満の学生の方※参加希望者を対象

申込方法 申込用紙（下記問合せ先で配布）

にガイダンス（要申込）を実施します（7

に記入しファックスで下記問合せ先へ

月25日㈫午前10時）
。詳しくは下記問合

問合せ 台東区産業振興事業団経営支援課

せ先へ。

☎（5829）4124

●伝統工芸品オークション スタート価格

FAX （5829）4127

老人福祉センターの催し

日時 7月30日㈰午後2

が参考市価の半額以下の目玉商品もありま

時開場、2時30分開演

す。 日程 7月31日㈪まで

場所 生涯学習センター

時～午後8時※31日は午後3時まで

30分 出演 神田すみれ・丸一菊仙・三遊

ミレニアムホール

参加方法 会場で所定の参加用紙に記入し

亭朝橘

開演 場所 水上音楽堂（不忍池畔） 定員

定員 300人（先着順）

参加箱へ入れてください。※商品の引渡し

●スマートフォン講習会（初心者向け）

各1,200人（先着順） 出演 ①扇ひろこ、

上映作品 「湯を沸かす

は、8月下旬ごろを予定

日時 8月の木曜日（24日を除く・全4回）

㈯午後4時30分、5時30分

場所 弁天堂

境内
●納涼演歌まつり
②28日㈮

日程 ①7月27日㈭

時間 午後4時30分開場、5時

北原ミレイ、新沼謙治、西方裕之ほか ②

ほどの熱い愛」

こまどり姉妹、角川博、山川豊、浜博也ほか

ゲスト 監督 中野量太

入場料 100円

氏（午後4時45分ごろ

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

時間 午前10

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
©2016「湯を沸かす
ほどの熱い愛」製作
委員会

ゲストトークあり）※詳しくは、映画祭

場所 江戸下町伝統工芸館

午後1時30分～3時30分 定員 16人（抽
選） 講師 NPO法人竹箒（たけぼうき）の

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

会 持ち物 筆記用具

区民向け説明会「通いの場でみ
んなが元気になるワケ」
（要申込）

問合せ 上野観光連盟☎（3833）0030

公式ホームページをご覧ください。

台東区観光課☎（5246）1447

問合せ 「したまちコメディ映画祭in台東」

●下町風俗資料館の開館時間を「うえの夏

実行委員会事務局（文化振興課内）

何歳になってもいつまでもイキイキと元気

まつり」期間中延長します

☎（5246）1328

でいるための通いの場について、その魅力

日時 7月15

日㈯～8月13日㈰午前9時30分～午後7時
（入館は6時30分まで） 入場料 一般300
円、小中高生100円 休館日 月曜日（祝

や作り方等を紹介します。

したまち演劇祭in台東
応援部員大募集！

日程 ①7月

19日㈬ ②26日㈬ ③31日㈪

時間 午

後2時30分～4時（2時受付開始） 場所 ①

日の場合は翌日） 場所・問合せ 下町風俗

30年1月7日㈰～2月4日㈰開催の「した

谷中区民館 ②入谷区民館 ③寿区民館

資料館☎（3823）7451

まち演劇祭in台東」に向けて、ボランティ

対象 おおむね65歳以上で元気になりたい

夏休みの自由研究に最適！環境
ふれあい館まわるんバスツアー

アスタッフを募集します。

業務内容 会

●ほのぼの寄席 日時 7月25日㈫午後1時

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

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） 申込締切日 7月22日㈯
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住の60歳以上の方
場所・問合せ 入谷老人福祉館

☎（3873）9036

来食サービス（いきいきランチ）

方、または地域で元気になれる場づくりに

場整理、観客誘導補助、広報宣伝補助、ロ

関心のある方

ビー整理、事務局補助ほか※詳しくは、演

地域支援課☎（5246）1295

申込み・問合せ 介護予防・

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設
の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと

水の科学館（江東区）を見学したり、環境

劇祭公式ホームページをご覧になるか下記

ふれあい館でエコな工作をしたりと盛りだ

問合せ先へ

くさんのツアーです。

台東」実行委員会事務局（文化振興課内）

●石浜図書館おはなし工作会

☎（5246）1328

19日㈬午前10時30分、午後3時30分（各

ン 対象 区内在住か在勤の60歳以上の方

30分程度） 対象 幼児～小学校低学年（未

定員 20人（先着順） 費用 550円

就学児は保護者同伴） 定員 各15組（先

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

着順） 場所・問合せ 石浜図書館
☎（3876）0854

紙に記入し提出 必要な物 本人確認できる
物（健康保険証等） 問合せ みのわ高齢者

●根岸図書館えいが会「世界名作劇場

在宅サービスセンター☎（5603）2245

前10時～午後4時
集合・解散

日時 8月27日㈰午

場所 環境ふれあい館

対象 区内在住か在学の小学

生と保護者 定員 20組40人（先着順）

問合せ 「したまち演劇祭in

たいとう音頭ダンスコンテスト

費用 1人500円（バス代） 持ち物 飲み物・

日時 8月20日㈰午前9時30分

弁当・タオル・帽子・筆記用具

学習センターミレニアムホール

申込方法

住所・氏名（学校名・学年）
・電話番号を

場所 生涯
対象 区

内在住か在学の小学生以上の方、区内のダ

れた食事を提供します。 日時 月～金曜

図書館のこども室から

日（祝日・年末年始を除く）正午～午後2
日時 7月

時 場所 三ノ輪福祉センター2階レストラ

【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。
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大学兼任講師） 費用 4,000円（4回分・

数は各楽器3人 講師 東京藝術大学音楽学

7時30分まで）※月曜日・7月29・30日

資料代含む）※当選後、事前に支払い・初

部邦楽科

は閉場 対象 中学生以上の方

コーヒーやクッキーをいただきながら、プ

回のみ別途入館料が必要

申込方法 往復

円、18歳以上の方は5,000円（4回分・

ロの歌手と一緒にピアノの生演奏で歌いま

はがき（1人1枚）に講座名・住所・氏名

教材費含む）※篠笛希望者は初日に篠笛

料金（1時間） 大プールは一般200円、中

せんか。 日時 7月26日㈬午後1時～3時

（ふりがな）
・年齢・電話番号を書いて下記

を購入 楽器 長唄三味線、篠笛、小鼓、長

学生以下100円、小プールは100円※おむ

唄

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名

つ使用の子供は利用不可※区内在住か在勤

（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号（自宅

の65歳以上の方は半額、障害者は料金が

と携帯）
・希望の楽器（第2希望まで）
、在

免除されます（要件の確認できる物を持参

出前歌声喫茶

場所 松が谷福祉会館5階

対象 区内在住で

問合せ先へ※複数名の記入、往復はがきで

身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）を

ないものは無効

お持ちの方 定員 50人（先着順） 出演 大

印有効）

申込締切日 8月1日㈫（消

費用 小学5年～高校生は500

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

勤（学）の方は勤務先名（学校名・学年）
・

し、入場前に事務所で登録手続きが必要）
。

ニスト） 費用 230円（クッキー代）

入館料 一般300円、小中高生100円

所在地を書いて下記問合せ先へ※長唄三味

場所・問合せ 台東リバーサイドスポーツ

申込方法 催し名・氏名・電話番号を電話か

場所・問合せ 〒110－0012

台東区竜泉

線希望者は三味線の撥（ばち）
・膝ゴム・

3－18－4 一葉記念館☎（3873）0004

指かけを貸出し（貸出不要の方は、はがき
に明記） 申込締切日 8月25日㈮（必着）

塚亜希子氏（歌手）
、多羅尾睦恵氏（ピア

ファックスで下記問合せ先へ

問合せ 障

害者自立支援センター☎（3842）2672
FAX （3842）2674

奏楽堂日本歌曲コンクール
入賞記念コンサート

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区芸術文化財団から

問合せ 〒110－0004

顔彩や岩絵具（日本画用顔料）で、絹本

－11 （公財）台東区芸術文化財団

に花の絵を描きます。東京藝術大学の構

☎（5828）7591

内見学も実施します。 日時 9月23日㈷・
24日㈰・30日㈯、10月1日㈰（全4回）

ル

午後1時～4時

台東区下谷1－2

まわり☎（3866）8050

日時 8月12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・在学

演目 第24回作曲部門入賞作品の演奏、第

（学生を除く）で、原則全日程受講可能な方

の方 定員 10組（要予約） 申込締切日 8

28回歌唱部門入賞者による歌唱

定員 70人（抽選） 講師 手塚雄二氏（東

月3日㈭

入場料 3,000円（全席自由）※未就学児

京藝術大学美術学部絵画科日本画教授）

会福祉協議会☎（5828）7507

の入場不可 入場券 下記問合せ先で販売

ほか

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

を含む）※顔彩・生花は要持参、顔彩購

往復はがきに「入賞記念コンサート」
・希

入希望者には当日販売あり

望人数（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、

がきに催し名・住所・氏名（ふりがな）
・

日時 7月10日㈪～9月3日㈰午前9時～午

在勤の方は勤務先名を書いて下記問合せ先

年齢・性別・電話番号を書いて右記問合せ

後5時（入場は4時まで）※7月29日㈯は、

へ

先へ

花火大会のため正午で閉場（入場は午前

問合せ 〒110－0004

台東区下谷1－2

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所
☎（5826）7125

費用 15,000円（4回分・絹本費等

●したまち邦楽ワークショップ

日時 10

11時まで）し、花火大会翌日は正午から

月7日㈯・14日㈯・29日㈰、11月12日㈰

開場します（花火大会が雨天順延の場合は

（全4回）午前10時～11時30分

書道博物館企画展「あの人、こ
んな字！－歴史上の人物たち－
〈日本編〉
」キッズセミナー「正
岡子規と夏目漱石を知ろう！」

場所 東

アスロンのため閉場

対象 区内在住か在勤・在学の小学5年生以

・夜間プール開場 日時 7月21日㈮～8月

上の方

20日㈰午後6時30分～8時30分（入場は

定員 65人（抽選）※最少催行人

きます。 日時 8月6日㈰午前11時
対象 小中学生

リンピック」
「パラリンピック」等の文言
の使用や、
「東京2020応援マーク」をチ
ラシ・ポスター等に使用できるようにな
ります。
申請方法等、詳しくは東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会
ホームページ「東京2020参画プログラム
ガイドライン」等をご覧ください。
▷問合せ 東京オリンピック・パラリン
ピック担当☎（5246）1259

環境ふれあい館ひまわりから

夏休み環境学習入門講座

①雨と雲のふしぎ～お天気のヒミツ発見！～ 日時 7月25日㈫午 ⑥廃材ガラスビーズでつくるリサイクルガラ
②海想らぼ「海藻で絵はがき作り～海の森を感じてみよう♪～」 30分 対象 区内在住か在学の小学生

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

（ふりがな）
・年齢・電話番号を書いて下記
申込締切日 7月26日㈬
（必着）

場所・問合せ 〒110－0003

のプログラムです。認証を受けると、
「オ

後2時～4時 対象 区内在住か在学の小学生 定員 30人（先着順） スアート 日時 8月10日㈭午後1時30分～3時

定員 20人（先着順）

入館料 一般500円、小中高生250円

問合せ先へ

応援プログラムとは、皆さんの「アク
ション」を東京2020大会につなげるため

翌日）
。※8月27日㈰は、わんぱくトライ

京藝術大学音楽学部（上野公園12－8）

生誕150周年を迎える正岡子規・夏目漱
石の作品から好きな字を選んでうちわに書

場所・申込み・問合せ 台東区社

7月20日から
「東京2020応援プログラム」
の対象団体が拡大されます

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

申込方法 は

場所 金

料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひ

成年後見制度無料相談会

場所 東京藝術大学美術学
部（上野公園12−8） 対象 18歳以上の方

申込締切日 7月28日㈮（必着）

日時 7月27日㈭午前10時～正午

杉区民館第3集会室 対象 小学3年生以上
の方 定員 7人（先着順） 費用 100円（材

田智子（同2位）
、鳥海仁子（同3位）ほか

申込締切日 7月13日㈭（必着）

リサイクル活動室出前講座「ア
クリル毛糸でたわしづくり」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

●大人の美術ワークショップ－絹に描く－

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
出演 小川栞奈（歌唱部門第1位）
、内

センター☎（3872）3181

台東区根岸

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

日時 7月26日㈬午後1時30分～3時

対象 区内在住か在勤・在学

定員 30人（先着順）

の小学生以上の方 定員 40人（先着順）

⑦光りかがやくランタンを作ろう！ 日時 8月22日㈫午後1時30

③涼しいとこはどこ？好きな絵のオリジナル温度計を作ろう！

分～3時30分 対象 区内在住か在学の小学生 定員 30人
（先着順）

日時 7月30日㈰午前10時30分～午後0時30分

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

対象 3歳～小学3

※小学2年生以下は保護者同伴 持ち物 水筒、タオル、筆記用具
④親子で体験！エコ・クッキング 日時 8月4日㈮午前9時30分～ ※①③⑤～⑦は持ち帰り用袋、③は帽子、④はエプロン、三角巾

年生と保護者 定員 15組（先着順）

午後3時 対象 区内在住か在学の小学生と保護者※保護者1人に かバンダナ、かかとのある上履き（子供のみ） 申込方法 催し名

朝倉彫塑館から
●特集展示「ふるさとへの想い」 豊後大
野市（旧朝地町）との友好都市提携30周
年を記念して、故郷とゆかりのある作品を
特集展示します。 期間 8月27日㈰まで
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

子供1人 定員 12組（先着順）

（①～⑦）
・参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）
・同伴者の有無・

⑤ゾウのUNKOで紙を作ろう！～ゾウから考える環境問題～
日時 8月6日㈰午後1時30分～4時

対象 区内在住か在勤・在学の

小学生以上の方 定員 15人（先着順）

電話番号を電話かファックスまたは直接下記問合せ先へ
場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり※④のみ集合後、ガスの科

学館へ☎（3866）8098

FAX （3866）8099

環境学習室「わくわく★夏のエコスクール2017」

・安心素材で手作り虫よけスプレー♪ 日程 7月22日㈯・23日㈰

剤（お持ちの方のみ）

高生250円※入館時は靴を脱ぎ、靴下着用

時間 午後2時～4時 対象 区内在住か在勤・在学の4歳以上の方（小 ・葉っぱで簡単☆たたき染め体験 日程 8月19日㈯・20日㈰
学3年生以下は保護者同伴） 定員 各20人（先着順） 費用 各100円 時間 午後2時～3時40分 対象 区内在住か在勤・在学の方（小学

●キッズサポーター募集（事前登録制）

・昆虫ハカセと！虫とり体験 日程 8月5日㈯ 時間 午前10時30 3年生以下は保護者同伴）※屋外のため、気になる方は長袖・長

屋上庭園で野菜の収穫や水やり、草むしり

分～正午 対象 区内在住か在学の小学生 定員 20人（先着順）

の場合は翌日） 入館料 一般500円、小中

などを行います。 期間 9月ごろまで

持ち物 虫とり網、虫かご（お持ちの方のみ）※屋外のため、気に

申込方法 電話で下記問合せ先へ

なる方は長袖・長ズボン着用

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

費用 各150円

一葉記念館から
●第17回朗読会「軒（のき）もる月」ほか
日時 7月30日 ㈰ 午 後1時30分 (1時 間 程

度)

時間 午後2時～3時30分

対象 区内在住か在勤・在学の小 せ先へ

学生以上の方（3年生以下は保護者同伴、3歳以下の入室不可）

☎（3821）4549

定員 60人（抽選） 講師 川口和代氏

（朗読家）
●くずし字解読講座「平安時代の仮名文字
を読む」 日時 8月25日～9月15日の金曜
日（全4回）午後1時30分（2時間程度）
定員 30人（抽選） 講師 山口恭子氏（法政

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込方法 催し名・希望日・参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）
・

・保冷剤で簡単★アロマポットづくり 日程 8月11日㈷・12日 電話番号・同伴者の有無を電話かファックスまたは直接下記問合
㈯

場所・問合せ 朝倉彫塑館

ズボン着用、虫よけスプレー持参 定員 各12人（先着順）

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室

☎（3866）2011

FAX （3866）8099

定員 各20人（先着順） 持ち物 ゼリー状の保冷

「リサイクル活動室」夏のエコ講座

・廃食油石けんづくりに挑戦！！ 日時 7月26日㈬午後2時～4 ・パッチワークをやってみよう！ 日時 8月30日㈬午前10時～
時 対象 小学4年生以上の方 定員 7人（先着順）

正午 対象 小学3年生以上の方 定員 7人（先着順）

・さき布織りに挑戦 日程 7月27日㈭・30日㈰、8月29日㈫・

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
30日㈬ 時間 午後2時～4時 対象 小学3年生以上の方 定員 各 費用 各100円（材料費） 場所・申込み・問合せ 環境ふれあい館

3人（先着順）
ひまわり2階リサイクル活動室☎（3866）8094、1階受付
・アクリル毛糸でたわしづくり 日時 8月29日㈫午前10時～正 ☎（3866）8050
午 対象 小学3年生以上の方 定員 7人（先着順）

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。

