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（7） 平成29（2017）年 7月20日

など
台東区長賞作品を展示していま
す

第 1185 号
ゲスト 浪曲師 玉川太福氏（2時より浪曲

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

公演あり）

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

●まちかど映画会inおかちまちパンダ広

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

場 日時 8月12日㈯午後7時ごろ上映開始

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

無料の建替え相談会
（清川区民館）
浅草北部地域の防災性の向上のため、一級

パネルに掲示しています。

建築士・ファイナンシャルプランナー等に

時ごろよりイベントや飲食販売あり

ゆずります チャイルドシート、スチール

よる建替え相談会と講演会を実施します。

場所 御徒町南口駅前広場（おかちまちパ
ンダ広場） 上演作品 「スタンド・バイ・

ラック、グリル鍋

日時 8月8日㈫午前11時～午後3時（1人

ギャラリーのほか「たなか舞台芸術スタジ

ゆずってください ポータブルミシン、紙

30分程度、予約優先）※講演会は午前10

オ」
「中小企業振興センター」でも展示し

ミー」
（1986年／89分） 持ち物 敷物

パック式掃除機、子供用自転車（男の子用

時30分〜11時 場所 清川区民館 対象 次

16インチ）

の地区に木造建築物を所有している方 竜
泉3丁目、浅草5丁目、千束3・4丁目、今

台東区長賞作品を区役所1階台東アート

（先着順）※野外上映のため荒天中止、4

ています。

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

●区役所1階台東アートギャラリー

※詳しくは、映画祭公式ホームページをご

※上記の情報は7月1日現在の内容です。

期間 ①8月10日㈭まで

覧ください。

月8日㈮

②8月13日㈰～9

展示作品 ①「夏の途」杉山佳氏、

「ヒエロニムスの回路」
「TRIP」
「輪廻の街」
「衛星」木村遥名氏 ②「冬虫夏草」丸茂
陸氏、
「うぶすな」矢野佑貴氏
●たなか舞台芸術スタジオ
期間 30年3月ごろまで（予定）

詳しくは、下記へお問合せください。

戸2丁目、東浅草1・2丁目、橋場1・2丁目、

映画祭in台東」実行委員会事務局（文化振

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

清川1・2丁目、日本堤1・2丁目

興課内） ☎（5246）1328

ルショップ☎（3866）8361

問合せ 「したまちコメディ

江戸下町伝統工芸館の催し
「職人による実演」
日程・実演者（業種） 8月5日㈯・6日㈰櫻
ちょうちん

申込み・問合せ 地区整備課

☎（5246）1365

食品ロス削減講座

第25回まちづくり ｢下町塾｣

①食品ロスの現状を知ろう！／暮らしの中

展示作品 観察「妹姉」河本雪野氏

井悠子（江戸手描提灯）
、12日㈯・13日㈰

の食品ロスをどう減らそう？（講義）

●中小企業振興センター

青柳貴史（硯）
、19日㈯・20日㈰高山金之

日時 9月19日㈫午後2時～5時

期間 30年3月ごろまで（予定）

助（草木染め）
、26日㈯・27日㈰日花和子

所10階1003会議室 定員 40人程度

展示作品 観察「夜」 河本雪野氏

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

台東区発足70周年記念
シンポジウム「横山大観を語る」
「横山大観旧宅及び庭園」が国の史跡及び

すずり

（彫刻）

実演時間 午前11時～午後5時

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

場所 区役

②食材の有効活用を学ぶ調理実習
日時 10月7日㈯午前10時～午後1時

☎（3842）1990

場所 華学園（台東区根岸） 定員 40人

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

③生ごみの飼料化施設と埋立処分場の見学

UENO JAZZ INN'17
日時 8月5日㈯午後3時開場、3時30分開演

会

日時 11月16日 ㈭ 午 後1時 ～5時

場所 ㈱アルフォ城南島飼料化センター、埋
立処分場（バス移動） 定員 30人

内容

9月23日㈷

開講式・①「台東区のまちづ
くり」

10月14日㈯

②「まちづくりはストーリー
づくり」

10月21日㈯

③「構想力と実現力を身につ
けよう」

10月28日㈯

④ワークショップ「千束通り
エリアのまち企画づくり」

⑤ワークショップ 「屋外広告
11月3日㈷ 物からはじまる素敵なみせづ
くり・まちづくり」

名勝に指定されたことを記念し、シンポジ

場所 上野公園水上音楽堂

ウムを開催します。

日時 9月30日㈯午

オーケストラ（ゲスト・北村英治〈CI〉
）
、渡

後2時～4時30分（予定） 場所 東京藝術

辺真知子with Special Egg、UENO LADY'S

申込方法 はがきに希望講座
（①～③）
・住所・

場所 区役所10階会議室ほか

大学音楽学部大講義室（5－109室）

JAM、浅草ジャズコンテストグランプリ

氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号を書い

くりに関心があり、4回以上出席できる方

定員 80人（抽選） 出演者 横山隆氏（
〈公

グループ

て下記問合せ先へ（区ホームページから申

定員 60人（先着順） 講師 ①⑥中林一樹氏

財〉横山大観記念館代表理事兼館長）
、手

当日3,500円※当日券のみ学生証の提示

込可）※申込み多数の場合、講座を全て受

（明治大学大学院特任教授） ②岩崎徹氏

塚雄二氏（東京藝術大学美術学部絵画科

で割引

講できる方を優先した後、抽選を行います。

（内閣府内閣官房地域活性化伝道師）ほか

教授）
、古田亮氏（東京藝術大学大学美術
館准教授）
、浦井正明氏（寛永寺長臈）

出演 守屋純子

入場券（全席自由）前売3,000円、
前売券 チケットぴあ（☎0570－

③④原拓也氏（
〈一社〉まちづくり推進機
構代表理事）ほか ⑤田邉学氏（㈱カラー

サイクル課☎（5246）1018

話番号を書いて下記問合せ先へ

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

☎（5246）1153

台東区発足70周年記念
第40回台東区美術展作品募集
展示日程 9月8日㈮～13日㈬

場所 隅田公

園リバーサイドギャラリー（花川戸1－1）
対象 区内在住か在勤・在学の高校生以上の

方
彫刻

出品種目 日本画・水墨画・洋画・版画・
出品点数 1人1点（未発表の作品に

対象 まちづ

問合せ 〒110－8615

課、
下記財団事務局で販売 問合せ （公財）

興課横山大観シンポジウム担当

⑥「首都直下地震と防災まち
づくり」
・修了式

化会館（☎5685－0650）
、下町風俗資料
館、浅草公会堂、区役所9階④番文化振興

台東区役所文化振

11月26日㈰

02－9999・Pコード326－169）
、東京文

申込方法 往復はがきに催し名・参加人数（1

問合せ 〒110−8615

対象 区内在住の18歳以上の方

申込締切日 8月23日㈬（必着）

枚2人まで）
・住所・氏名（ふりがな）
・電
申込締切日 8月31日㈭（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程（全6回）

一葉記念館ミニ企画展①
「鑑賞しよう！文学館」

台東区役所清掃リ

プランニングセンター代表取締役）
申込方法 区ホームページから申込むか、住

図書館のこども室から

所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話
番号・職業・メールアドレスを電話かはが

●あかちゃんえほんタイム

日時 8月16

きで下記問合せ先へ

日㈬午前10時15分、11時

対象 区内在

㈪（消印有効）

ワークシートを使って、当館の収蔵資料を

住の平成28年2月16日～29年2月15日生

問合せ 〒110－8615

鑑賞します。夏休みの自由研究にお役立て

まれの子供と保護者 定員 各10組（先着

画課☎（5246）1363

ください。 期間 8月27日㈰まで

順）※子供1人につき1回まで、いずれの

入館料 一般300円、小中高生100円

回・会場とも同内容

場所・問合せ 一葉記念館

接中央図書館こどもとしょしつで申込み

申込方法 電話か直

※申込みは保護者に限る

☎（3873）0004

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「声楽（独唱）
」

申込開始日 8月

申込締切日 9月4日

台東区役所都市計

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～外国語ができなくても大丈夫！
～ 「やさしい日本語」を知っていますか？

2日㈬
●ぬいぐるみおとまり会 おはなし会の

外国語を話すことができなくても、
「やさ

後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐる

しい日本語」を使えば外国人と会話をする

限る） 作品規格 絵画は100号Fサイズ以

日時 8月31日㈭午後1時30分開場、2時開

みが読書や図書館探検をする様子をアル

ことができます。 日時 8月19日㈯午後2

内、彫刻は高さ60×横幅40×奥行40セ

演

バムにします。

時～4時30分 場所 生涯学習センター504

ンチメートル以内の物

場所 生涯学習センターミレニアム

日時 おはなし会・ぬい

搬入日時 9月4日

ホール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・

ぐるみ預かりは8月24日㈭午後3時、ぬい

㈪午前10時～午後0時30分※出品の事前

院生ほか 入場券 500円※当日会場で1時

ぐるみ・アルバムお渡しは8月25日㈮午

申込み不要、作品を搬入日に直接会場へ持

教育研修室 定員 40人（先着順）
申込締切日 8月10日㈭（消印有効）

●入門編～日本語で伝える～ 外国人と日

30分から販売、未就学児の入場不可

前9時～午後6時 対象 図書館利用登録の

搬出日時 9月13日㈬午後3時～4時

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

ある幼児～小学校低学年※未就学児は保

本語でコミュニケーションをとるコツを、

出品要項 生涯学習センター、区民事務所・

往復はがきに「声楽（独唱）」
・希望人数

護者同伴、初めて参加する方に限る

会話を中心に学びます。簡単な日本語の文

同分室、地区センター、社会教育センター、

（2人まで）
・住所・氏名・電話番号、在勤

定員 10人（ぬいぐるみは1人1体）

法についても触れます。初歩編を受講して

申込方法 直接中央図書館こどもとしょし

いない方も受講することができます。

参

社会教育館で配布 問合せ 生涯学習課
☎（5246）5815

申込締切日 8月4日㈮（必着）

まちかど映画会（無料）
9月に開催する「第10
回したまちコメディ
映画祭in台東」のPR

©1989 松竹株式会社

の方は勤務先名を書いて下記問合せ先へ
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

リサイクル

つで申込み
申込開始日時 8月3日㈭午前9時

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

日程（全5回）8月29日～9月26日の火曜日
時間 午後6時30分～9時

場所 区役所10階

1003会議室 定員 30人（先着順）

場所 生涯学習センター4階和室さくら

費用 2,000円（5回分）

問合せ 中央図書館児童担当

申込締切日 8月25日㈮（消印有効）

☎（5246）5911

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

イベントです。

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

●まちかど映画会in

クをやってみよう」 小さな端布を利用し

浅草橋区民館

てピンクッションをつくります。日時 7月

耐震診断・家の建替えやリフォーム・建物

日時 8月11日㈷午後1

31日㈪午前10時～正午

の共同化など、建築に関する相談に月1回、

がきで下記問合せ先へ（区ホームページか

時30分開場、2時開

第2集会室 対象 小学3年生以上の方

実務経験豊かな建築士が応じます。

ら申込可）

定員 7人（先着順） 費用 100円（材料費）

日時 8月3日㈭・9月7日㈭午後1時～4時

演（先着順） 場所 浅草橋区民館
上演作品 「男はつらいよ 寅次郎心の旅路

（第41作）
」
（1989年／109分）

場所 馬道区民館

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050

無料建築相談室

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

対象 区内在住か在勤・在学の方
申込方法 住所・氏名・電話番号、在勤（学）

の方は勤務先（学校・学年）名を電話かは

問合せ 〒110－8615

台東区役所区民課

協働・多文化共生係
☎（5246）1126

【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 7月20日
上野地区納涼大会
日時 8月10日㈭午後5時開場、
5時30分開始
場所 黒門小学校

問合せ 上野地区納涼大

会実行委員会事務局（上野地区センター内）
☎（5815）8623

平和に関するパネル展
期間 8月14

日㈪～18日㈮（最終日は午後4時まで）
場所 区役所1階ロビー

方 定員 4人（抽選） 講師 清水直人氏

岸修氏） ⑦吟詠（海宝きよみ氏） ⑧中

費用 3,000円（2回分）

国語（山崎淑子氏） ⑨落語（三遊亭真楽

申込締切日 8月22日㈫（必着）

氏） ⑩ギリシャ語（大井一徹氏）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

費用 ③1,000円

無料

問合せ 総務課

☎（5246）1052

若者と女性のための就業支援事
業

イザ！カエルキャラバン！ in上野
運営ボランティア募集

④500円 ①②⑤〜⑩

9月30日㈯開催の子供にも分かりやすい

申込方法 往復はがきに催し名・住

防災体験プログラムのボランティアを募集

（ふりがな）
・年代・電話番号（昼間）
、在

所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号を

します。水消火器的当てゲームや防災カー

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地

書いて下記問合せ先へ 申込締切日 8月
15日㈫（必着） 問合せ 〒111－8621 生

ドゲーム等を行います。

涯学習センター生涯学習課学習館

3時30分

☎（5246）5812

話か電子メールで下記問合せ先へ

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

を書いて下記問合せ先へ

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など
のパネル展示を行います。

第 1185 号 （6）

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター
☎（3872）6780

事前説明会日時 9月9日㈯午後1時30分～

申込締切日 9月8日㈮

工作教室「パタパタ板返し」

たいとうやまびこ塾
「水曜連続講座」

日時 8月27日㈰午後1時30分～3時30分

日程（全10回）9月6日～11月8日の水曜

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4

申込方法 氏名・電話番号を電
問合せ 台東区社会

福祉協議会☎（3847）7065
Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

働くための基礎的研修と中小企業で職場実

場所 生涯学習センター303会議室ほか

年生 定員 20人（抽選） 費用 300円（材
料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「8

習を行い、正規雇用を目指します。研修期

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上で
全日程受講できる方 定員 25人（抽選）

月工作教室」希望・住所・氏名（ふりがな）

13日まで

うえの夏まつり（不忍池周辺）

・電話番号、在学（園）の方は学校（園）

1～31日

谷中圓朝まつり（全生庵）

間は給与（時給1,300円）を支給します。
研修期間 8月28日㈪～12月27日㈬

日 時間 午後1時30分～4時30分

名・学年を書いて下記問合せ先へ

テーマ（講師） ①民謡の尺八（栗原茂夫

対象 区内在住で①学校卒業後求職中の方

氏） ②韓国語（優君佳氏） ③華道（秋

申込締切日 8月14日㈪（必着）

②非正規雇用から正規雇用を目指す方 ③

山啓子氏） ④結びアート（中根葉子氏）

問合せ 〒111－8621

結婚や出産等の理由により一度離職し、再

⑤浮世絵入門（松本陽子氏） ⑥温泉学（根

生涯学習課☎（5246）5815

就職を希望する女性の方※①②は39歳以
下の方 定員 15人（選考） 申込方法 氏名
・電話番号を電話か電子メールで下記申込
み先へ※下記申込み先ホームページからも
申込可

申込締切日 8月22日㈫

申込み・問合せ ヒューマンアカデミー㈱

☎（3863）0771
@gmail.com

Eメール taitohuman

若手経営者サポートセミナー
（前期）
日程（全5回） 9月14・28日、10月12・

19日、11月9日の木曜日 時間 午後7時～
9時 場所 台東区中小企業振興センター会
議室 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 30人（先

着順） 講師 石井和加子氏（社会保険労務
士）
、重松新吾氏（弁護士）
、安田順氏（中
小企業診断士）
、鷹野寧氏（弁理士）
費用 5,000円（5回分） 申込方法 下記問

合せ先で配布する申込用紙に記入しファッ
クスで下記問合せ先へ

問合せ 台東区産

業振興事業団☎（5829）4124

時間 午前10時～正午 対象 区内で活動す
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電
子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

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名
そめものに挑戦
じどうかんまつり
（要申込）※

日時

学5年生以上の方※小学生は保護者同伴
定員 10人（抽選） 講師 大越敦子氏（浅草

ものづくり工房） 費用 1,000円（勤労者
サービスセンター会員は500円・申込時
に会員番号記入）
申込締切日 8月12日㈯（必着）

●第3回CAD入門講座 日時 9月12日㈫・
13日㈬（全2回）午後6時15分～8時45分
対象 区内在住か在勤で全日程受講できる

～雷門通り）

問合せ

各児童館か台東区社会福祉
事業団☎（5603）2229

松が谷児童館（松が谷4－15－11）☎（3841）6734

内容

7月31日㈪
午後2時～3時

真っ白なさらしを割り箸やボタン
を使って絞り染めします。

8月26日㈯
子供たちが主体的に考え、おま
午後1時30分～5時 つりを運営します。

玉姫児童館（清川2－24－9）☎（3874）6571
催し名

日時

内容

8月18日㈮
午後2時～4時

大きなスクリーンで映画を
上映します。

寿児童館（寿1－4－5）☎（3844）8602

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名
映画の時間※

日時

7月25日㈫
大きなスクリーンで映画
午後2時30分～4時30分 を上映します。

7月31日㈪
午後3時～4時

催し名

日時

ボランティアの方々が
一輪車の乗り方や技を
教えてくれます。

内容

7月26日～8月24日の毎週
にこにこ☆
小さいお友達と一緒に遊んだ
水・木曜日
ボランティア
り、
絵本の読み聞かせをします。
午前10時30分～11時30分
みんなの得意なことの発表会
です。
出演者（小学生以上）募集中

8月25日㈮
午後3時30分～5時

今戸児童館（今戸1－3－6）☎（3876）1656

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名

日時

内容

ドキドキ♡ワクワク♪
8月10日㈭
子供たちが企画・実施
みんながえがおに
午後1時30分～4時30分 するおまつりです。
いまじまつり
（要申込）※
アカペラを楽しもう♪※

内容

7月28日㈮
①園児親子（3歳以上）
わくわくワークショップ 午前10時30分〜11時30 色水や泡を作って遊びま
「みんなで水あそび」 分（10組）
す。
②小学生以上午後2時〜
4時（20人）
一輪車にチャレンジ

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）

まつフェス※

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）

8月22日㈫
午後2時～4時

楽器を使わずに声だけ
で音楽を作ります。

谷中児童館（谷中5－6－5）☎（3824）4043

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
催し名

日時

内容

ひろばであそぼ 7月25日㈫
防災広場内で水遊びをします。
う！
午後3時～4時15分
星空deショー※ 7月28日㈮
星空の下、
巨大なスクリーンが登場。
（要申込）
午後7時～8時30分 夏の夜のお楽しみ行事を行います。
ぺたんこビーズ 8月28日㈪～31日㈭
談話室でぺたんこビーズを作ります。
をつくろう！
午後2時～5時

子ども家庭支援センターの催し

●第3回革小物 手作り教室「革のカード
時30分 対象 区内在住か在勤・在学の小

浅草サンバカーニバル（馬道通り

ヨーヨースペシャル 8月21日㈪
ヨーヨー名人が技などを教
イベント※
午後3時30分～4時30分 えてくれます。

千束児童館（千束3－20－6）☎（3874）1714

産業研修センターの催し
ケース」 日時 9月2日㈯午後1時30分～3

26日

対象 小学生～中高生（※印は幼児親子も参加可）
幼児用プール（松が谷児童館はボールプール）で水遊びを
催し名
日時
内容
（週に1～2回程度） 銀の龍をつくろう 8月1日㈫～26日㈯
行います。 期間 7月21日㈮～8月31日㈭
みんなで龍のうろこをつく
※雨天中止、詳しくは各児童館へ 時間 午前10時30分～
※
午後3時～5時
り、
大きな龍を完成させます。
11時30分 場所 各児童館 対象 0～5歳の子供 持ち物 水
ミサンガづくり
8月14日㈪～19日㈯
図書室でミサンガを作りま
（要申込）
午後1時30分～4時30分 す。
着・タオル・帽子・飲み物など

日時 会計・税務相談は8月23日㈬、法律

相談は8月25日㈮、労務相談は8月30日㈬

生涯学習センター

台東児童館（台東1－11－5）☎（3832）8493

夏の水遊び・プール

たまシアター☆※

NPOのための個別相談

浅草夏の夜まつり とうろう流し

児童館では、子供の成長や発達に沿った健全育成の事業を行っています。暑い夏、乳幼児～高校生世代を対象とし
たさまざまな行事を企画していますので、ぜひ児童館に遊びに来てください。※池之端児童館は改修中です。事業
については、池之端児童館（☎️3823−6644）へお問合せください。

保育園であそぼう 8月15日㈫・16日㈬
保育園のお友達と一緒に遊
（要申込）
午後3時20分～4時30分 んで交流します。

FAX （5829）4127

12日

（隅田公園親水テラス）

夏休みは児童館で遊ぼう！

問合せ 台東区産業振興課

☎（5246）1152

〈8月〉

催し名

日時

8月28日㈪
午前10時45分～11時30分
親と子の絆つくり講座～ベビー 8月31日㈭
マッサージと子育ての話～
午前10時45分～11時30分
8月28日㈪
あつまれ！元気っこ体操
午前10時45分～11時30分
エアフュージョンコンサート

等身大人形劇「3匹のこぶた」 8月31日㈭
午前10時45分～11時30分
足育講座

8月22日㈫
午前10時30分～11時15分

ジャンベ（アフリカンドラム）

8月26日㈯
午前10時30分～11時15分

定員
申込開始日 場所・申込み・問合せ
（先着順）
区内在住の0～3歳の
60組
日本堤子ども家庭支援セン
子供
7月27日
ター「にこにこひろば」
㈭
区内在住の0～5か月
☎（5824）2535
25組
の子供
区内在住の1歳6か月
25組
台東子ども家庭支援センタ
～3歳の子供
7月27日
ー「わくわくひろば」
㈭
区内在住の0～3歳の
☎（3834）4577
100組
子供
区内在住の8か月～1
30組
寿子ども家庭支援センター
歳11か月の子供
7月27日
「のびのびひろば」
㈭
区内在住の0～3歳の
☎（3841）4631
50組
子供
対象（保護者同伴）

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。

