広報
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第 1190 号
月22日㈮・23日㈷・24日㈰、30年1月5

分） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に講

申込締切日 11月10日㈮（必着）※「子供

日㈮・6日㈯ 場所 たなか舞台芸術スタジ

座名（①か②）
・住所・氏名・年齢・電話

釣り教室」
「川の水を調べてみよう」も同

オ

番号を書いて下記問合せ先へ
●パソコン「無料よろず相談会」 日時 11

時開催（要申込） 問合せ 〒110－8615

学生）20人、大人チーム（高校生以上）
10人※区内在住の方優先 講師 司田由幸

月15日㈬・27日㈪午前10時～11時、11

FAX （5246）1159

氏、棚川寛子氏 費用 500円（材料費）

時～正午 定員 各5人（抽選）

対象 小

申込方法 住所・氏名・年齢・性別・電話番

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

学生以上の方（小学3年生以下は保護者同

号、在学の方は学校名をはがきかファック

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

●フリーマーケット出店者募集

伴） 定員 20人（先着順） 講師 熊谷寿美

スで下記問合せ先へ 申込締切日 11月10
日㈮（必着） 問合せ 〒110－8615 台

相談内容を書いて下記問合せ先へ

11月5日㈰ ②12日㈰

スタオル1枚、ペットボトルキャップ1個

東区役所文化振興課

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

☎（5246）1328

催 し も の など
地域のチカラ講座「簡単！楽し
い！タオルで干支（イヌ）作り」
日時 11月23日㈷午前10時～正午

子氏

持ち物 ハンドタオルまたはフェイ

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢
・性別を電話か直接下記問合せ先へ
申込開始日 10月10日㈫

定員（抽選）子供チーム（小学3年～中

ふりがな

FAX （5246）1515

第37回「台東第九公演」下町
で第九のチケットを販売します

託児の申込締切日 11月16日㈭

公演日時 12月17日㈰午後2時30分開場、

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯

3時開演

学習センター4階）☎（5246）5816

区発足70周年記念事業
国立西洋美術館 世界文化遺産
登録1周年記念パネル展

公演場所 東京藝術大学奏楽堂

（上野公園12−8） 曲目 ベートーベン交響
曲第9番二短調作品125「合唱付」 出演 迫

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
※募集数に達しない場合、10月23日㈪以
降に電話で受付

申込締切日 10月20日㈮

（必着） 場所・問合せ 〒111－0056 台
東区小島1－5－5 台東区シルバー人材セ

台東区役所環境課☎（5246）1283

リサイクル
日程 ①

時間 午前10時～
午後3時 場所 花川戸公園※車での来場不

可、天候により中止の場合あり
出店数（予定）①30店 ②20店
出店料 各2,000円

申込み・問合せ ①フ

リーマーケット推進ネットワーク（土・日曜
日・祝日を除く、午前9時～午後6時）
☎048（268）8711 ②タイムマシーンカ

ンター☎（3864）3338

フラワーアレンジメント教室
「クリスマスアレンジメント」

ンパニー（土・日曜日・祝日を除く、午前
10時～午後6時）☎050（3616）3300
問合せ 台東区清掃リサイクル課

昭嘉（指揮）
、横山和美・野間愛・紀野洋孝・

日時 11月22日㈬午前10時～正午

陳金鑫（ソリスト）
、藝大フィルハーモニア

内在住の身体障害者手帳か愛の手帳（4度

●子ども用品限定ひまわりフリーマーケッ

対象 区

☎（5246）1291

管弦楽団（管弦楽）
、台東区民合唱団（合唱）

程度）をお持ちの方 定員 10人（先着順）

ト出店者募集 日時 11月26日㈰午前10時

日時 10月21日㈯～11月5日㈰午前8時～

販売場所 区役所9階④番文化振興課、浅草

講師 中川氏（フローリスト モア）

～午後2時 場所 環境ふれあい館ひまわり

午後9時 場所 浅草文化観光センター7階

文化観光センター、東京芸術大学生協（上

費用 800円（材料費） 申込方法 教室名・

7階 出店数 23店（抽選）※区内在住の方

問合せ 都市交流課世界遺産担当

野美校店）
（上野公園12−8 大学美術館

氏名・電話番号を電話かファックスで下記

優先

☎（5246）1193

地下1階） 販売開始日時 10月16日㈪午前

問合せ先へ

号・子供の年齢をメールで下記問合せ先へ

9時※東京芸術大学生協（上野美校店）は

センター（松が谷福祉会館内）

※電話での申込不可、営業関係の方の出店

午前10時から 入場料 2,500円

☎（3842）2672

不可

台東区芸術文化支援制度対象企
画
●「路上生活の身体から生まれるダンス、
ソケリッサ！東京路上パフォーマンスツ
アー」～路上にて生まれる景色と未来の

問合せ 文化振興課☎（5246）1153

「浅草芸者のお座敷おどり」を
観賞しませんか
ほうかん

場所・問合せ 障害者自立支援
FAX （3842）2674

店票を送付します。

い館ひまわりリサイクル活動室

に、参加者全員で作り上げるお祭りです。

☎（3866）8094

季節に合った曲目や幇間芸、お座敷遊び体

日時 11月3日㈷午前10時～午後3時※小

験（抽選）が楽しめます。

雨決行

場所 玉姫公園

の土曜日

場所 入谷南公園

内容 舞台イベ

時間 午後1時～1時30分、2時

ント（音楽演奏等）
、バザー（リサイクル

寺尾紗穂※雨天時は、ソケリッサ！ダンス

30分～3時 場所 浅草文化観光センター6

品・野菜の販売等）
、模擬店、場内イベン

のみの開催※詳しくは、区ホームページを

階多目的スペース 定員 各指定席85人、

ト（施設の自主製品の販売・クイズ・喫

ご覧になるか下記へ 問合せ （一社）アオ

立見15人

茶等）
、各団体の活動紹介

キカク 青木

草文化観光センター1階で整理券を配布

Eメール aokikaku@me.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

「ステージ・コミッション／した
まち演劇祭in台東」タイアップ
ワークショップ

申込方法 当日午前10時から浅

問合せ 浅草観光連盟☎️（3844）1221

台東区観光課☎（5246）1447

シルバー人材センターの催し

問合せ 障害福

祉課☎（5246）1058

第25回隅田川ハゼ釣りと水辺
観察

7日㈰に開催される「第8回したまち演劇

月2日㈭・6日㈪・9日㈭ ②11月7日㈫・

用意） 申込方法 参加者全員の住所・氏名

祭in台東」オープニングステージに出演し

10日㈮・14日㈫

・年齢・電話番号をはがきかファックスで

てみませんか。

定員 各9人（抽選） 費用 各3,000円（3回

●御徒町台東中「卓球＆バウンドテ
ニス初心者教室」 日時 11月6日㈪・
13日㈪午後7時～9時 場所 御徒町台
東中学校2階体育館 対象 区内在住か
在勤・在学の18歳以上の方 持ち物 運
動できる服装・室内履き・飲み物・
タオル※ラケットの貸出あり※更衣
室なし※保険は各自任意で加入
●大正小「ピラティス教室」 日時 11
月10日～12月22日の金曜日（12月
1日を除く・全6回）午後7時15分～
8時30分（7時受付） 場所 大正小学
校地下体育館 対象 区内在住か在勤・
在学の中学生以上の方 定員 30人（先
着順） 講師 芝江杏子氏 費用 1,500
円（6回分） 持ち物 運動できる服装・
室内履き・ヨガマットまたは厚手の
バスタオル・飲み物・タオル※子供
を連れての参加不可 申込方法 参加費
を添えて次の①か②へ ①10月13日
㈮午後7時15分～8時15分・大正小学
校地下体育館 ②10月16日㈪～11月
10日㈮午前9時～午後5時（土・日曜
日・祝日を除く）
・スポーツ振興課
◆以降、上記記事の共通項目◆
※学校行事により変更･中止になる場
合あり 問合せ スポーツ振興課
☎（5246）5853

第12回台東区民
ドッジボール大会
日時 11月23日㈷午前9時30分

定員 40チーム（予定・先着順）

費用 小学生の部は1チーム1,000円、
大人の部は1チーム3,000円（保
険 料 含 む ） 申込締切日 10月24日
㈫※申込方法等、詳しくは台東区
民スポーツ振興協議会ホームペー
ジをご覧になるか下記へ
場所・問合せ 台東リバーサイドスポ
ーツセンター☎（3872）3181

第12回台東区
チャレンジフィジカルテスト

日時 11月26日㈰午前9時15分～午

後1時 場所 台東リバーサイドスポ
ーツセンター体育館 対象 区内在
住か在勤・在学の20歳以上の方
※当日の健康状態チェック等の結
果により、参加できない種目あり
定員 100人（先着順） 内容 体力テ
スト、桜田敬子氏によるストレッ
チ講習会 持ち物 運動できる服装、
屋内用運動靴、飲み物、タオル
申込期間 10月16日㈪～11月17日㈮
申込み・問合せ スポーツ振興課（土
・日曜日・祝日を除く、午前9時
〜午後5時）☎（5246）5853

日時 11月18日㈯午前10時30分～午後0
時30分 対象 区内在住か在勤・在学 の18

歳以上の方（親子での参加可） 定員 30人
（先着順） 持ち物 水筒、タオル、筆記用具
申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

☎（3866）8098

行） 場所 桜橋周辺 対象 区内在住か在
勤・在学の方 持ち物 釣具（釣り餌は区で

スポーツひろば

環境学習入門講座「天然のお掃
除洗剤を使っておうちピカピカ
で良い年を迎えましょう！」

ファックスで下記問合せ先へ

●パソコン講座①「ワードで年賀状」 ②
「筆ぐるめで年賀状」 日程（全3回）①11

日程 11月26日㈰、12

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

日時 11月26日㈰午前9時～正午（小雨決

演劇ワークショップに参加して、30年1月

時間 午前10時～正午

問合せ 環境ふれあ

障害者団体・ボランティア団体等を中心

日時 10月22日㈰午後4時～6時15分ごろ
出演 新人Ｈソケリッサ！、

申込締切日時 10月23日㈪午後6時

※出店決定者にのみ、11月2日㈭までに出

2017みんなのひろば祭

行方～玉姫ライブ＆パフォーマンス！

日程 10・11月

申込方法 住所・氏名・年齢・電話番

ふりがな

右記問合せ先へ（電子申請可）

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり
FAX （3866）8099

あわ野山荘「手打ちそば教室」
日程 ①11月25日㈯～26日㈰

②12月2日

小中学生のスポーツ初心者教室
●空手 日時 ①10月21日㈯・28日㈯、対象 区内在住か在学の小中学生
申込期間 10月5日㈭～24日㈫
11月4日㈯（全3回）午後6時～8時
場所 東京都人権プラザ分館（橋場1− 申込先 台東柔道会スポーツ少年団 佐
1−6） 対象 区内在住か在学の幼児～ 藤☎080（7795）4826
◆以降、上記記事の共通項目◆
小学生 定員 15人 申込期間 10月5日
㈭～20日㈮ 申込先 拳心会石浜クラ 申込方法 住所・氏名・年齢・生年月日・
ブスポーツ少年団 澁井
電話番号を電話で各申込先へ※運動で
☎080（5047）7709
きる服装で参加 費用 800円（3回分・
● 柔 道 日時 10月25日 ㈬、11月1日 保険料含む） 問合せ スポーツ振興課
㈬・8日㈬（全3回）午後6時30分～8 （土・日曜日・祝日を除く、午前9時～
時30分 場所 浅草中学校体育館
午後5時）☎（5246）5853

区民体育祭
対象 区内在住か在勤・在学の方※詳し （生涯学習センター5階、土・日曜日・
くは、大会要項（下記問合せ先で配布、祝日を除く午前9時～午後5時）
区 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド ☎（5246）5853
可 ） 申込み・問合せ ス ポ ー ツ 振 興 課

種目

日程

場所

申込期間
費用
10月10日㈫～17日㈫
台東リバーサイド
１チーム
午後5時（必着）
バレーボール 11月5日
スポーツセンター
3,000円
※台東区バレーボール連
（混合）
㈰
第1・2競技場
盟への申込み
10月16日㈪～11月2日㈭
1人5,000円
11月16日 筑波カントリーク 午後5時（必着）
ゴルフ
※台東区ゴルフ連盟への ※別途プレー費あり
㈭
ラブ
申込可
11月16日㈭
11月18日 アイビーボウル向 午後5時（必着）
1人2,000円
ボウリング
※アイビーボウル向島へ
㈯
島
の申込可

【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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㈯～3日㈰※手打ちそば教室は各2日目に
開催。日帰り参加可（要申込、開催日の午
前9時30分までに現地集合、休憩料大人

第 1190 号 （8）
場所 根岸社会教育館ホール

台東区内の遺跡について

対象 幼児～

期間 10月26日㈭～31日㈫

小学生 定員 各60人（先着順）

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

100円・3歳～中学生は50円・そば代500

谷中周辺の遺跡調査等を紹介し、現地を巡
ります。 日時 11月11日㈯午後2時～4時

●中央図書館谷中分室こども映画会「ぼく

円が必要）
。 場所 台東区自然の村あわ野

集合場所 谷中区民館

は王さま」 日時 10月28日㈯午後3時～3

山荘（栃木県鹿沼市入粟野991） 対象 区

区内在住の方優先） 講師 小俣悟氏（台東

時45分（入場は2時30分～2時55分）

定員（抽選）山荘和室5

区文化財保護調査員） 申込方法 往復はが

場所 中央図書館谷中分室多目的室

日時 11月16日㈭午後1時30分開場、2時

組（1組2～4人）
、ログハウス3組（A棟8

き（1枚2人まで）に講座名・参加者全員の

対象 小学校以下の子供と保護者※大人の

開演

内在住か在勤の方

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

定員 20人（抽選・

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「作曲」
場所 生涯学習センターミレニアム

人、B棟7人、C棟6人） 費用 山荘和室1室

氏名・年齢・代表者の住所・電話番号を書

みの参加可 問合せ 中央図書館谷中分室

ホール 出演 東京藝術大学音楽学部学生・

5,000円、ログハウスA棟8,000円、B棟

いて下記問合せ先へ

☎（3824）4041

院生ほか 入場券 500円※当日会場で午後

7,000円、C棟6,000円、賄料1人1,800円

日㈮（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯

●ぬいぐるみおとまり会 おはなし会の

1時30分から販売、未就学児の入場不可

（夕・朝食・そば代）※交通費は各自負担

学習センター生涯学習課☎（5246）5852

後、ぬいぐるみを一晩預かり、ぬいぐるみ

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

が読書や図書館探検をする様子をアルバム

往復はがきに「作曲」
・希望人数（2人ま

にします。 日時 おはなし会・ぬいぐる

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

み預かりは11月4日㈯午後3時、ぬいぐる

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

申込方法 往復はがきに希望日程（①か②）

・参加者全員の氏名・年齢・性別・代表者
の住所・電話番号・日帰りか宿泊の希望、
宿泊の場合は希望宿泊施設（山荘和室、ロ

申込締切日 10月27

台東区映像アーカイブ上映会
Part.6～発足70周年記念DVD
を見ながら～

み・アルバムお渡しは11月5日㈰午後1時

申込締切日 10月23日㈪（必着）

8ミリ・16ミリフィルムに残された映像資

～5時 場所 生涯学習センター4階和室さ

問合せ 〒110－0004

申込締切日 10月26日㈭（必着）

料を使用して製作した、台東区発足70年

くら

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

問合せ 〒110−8615

記念DVDを鑑賞しながら区内の歴史を振

小学校低学年※未就学児は保護者同伴、初

り返ります。 日時 11月19日㈰午後2時

めて参加する方に限る、ぬいぐるみは1人

～4時 場所 生涯学習センター301研修室

1体 定員 10人（先着順） 申込方法 中央

定員 50人（先着順） 講師 小川信彦（生涯

図書館こどもとしょしつカウンターで申込

日時 11月20日㈪午後1時30分～3時

学習課長） 申込方法 氏名・電話番号を電

み

対象 区内在住の60歳以上の方

話かファックスで下記問合せ先へ

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

すみれ、丸一花仙、三遊亭けん玉、神田こ

●図書館ワークショップ「豆本をつくって

なぎ

☎（3833）6541

グハウスA～C）を書いて下記問合せ先へ
台東区役所学務課

☎（5246）1422

ボルツァーノ×上野「上野で感じ
るイタリアの風」～若手pianisti
の競演～
日時 10月17日㈫午前10時45分開場、11

申込締切日 11月10日㈮

問合せ 生涯学習

対象 図書館利用登録のある幼児～

課☎（5246）5852

みよう！」 日時 11月5日㈰午後2時～4時

野学園石橋メモリアルホール（東上野4－

FAX （5246）5814

対象 中学生以上の方

24－12） 出演 L.カロッチア・D.パオリッ
ロ（イタリア・ボルツァーノ・モンテヴェ
ルディ音楽院）
、橋本愛海・古賀小百合・
佐野晃大（上野学園大学） 曲目 ポロネー
ズ第6番「英雄」
（ショパン）ほか

☎（5826）7125

ほのぼの寄席

申込開始日時 10月14日㈯午前9時

時開演（午後0時30分終演予定） 場所 上

定員 15人（先着順）

出演 神田

場所・問合せ 老人福祉センター

産業研修センターから

申込開始日 10月22日㈰

区発足70周年記念事業「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～」

台東区下谷1－2

●ファッション・マーケティング講座「20

場所・申込み・問合せ 中央図書館谷中分室

18年春夏ニューヨークコレクション報告

☎（3824）4041
●あかちゃんえほんタイム

日時 11月9

とニューヨーク・ヨーロッパのグッズトレ

日㈭午前11時～11時30分

場所 根岸社

ンド速報」 日時 11月1日㈬午後6時30分

問合せ 上野学園大学☎（3842）1020

昭和49年当時の写真と現在の写真が比較

会教育館和室 対象 区内在住の平成28年

～8時 対象 区内在住か在勤・在学の方

台東区生涯学習課☎（5246）5815

できるパネル展です。

期間 ①11月4日

5月9日～29年5月8日生まれの子供と保

定員 30人（先着順） 講師 布矢千春氏（フ

㈯～8日㈬ ②9日㈭～20日㈪ ③22日

護者 定員 10組（先着順）※子供1人につ

ァションジャーナリスト）
、鈴木雅子氏

㈬～27日㈪

場所 ①生涯学習センター1

き1回まで、いずれの回・会場とも同内容

階アトリウム ②浅草文化観光センター7

申込開始日 10月26日㈭※申込みは保護者

費用 1,000円（別途資料代300円程度）

階展示スペース ③区役所1階台東アート

に限る。※中央図書館では受付しません。

申込方法 講座名・住所・氏名・年代・電話

台東区社会教育団体協議会によ
る「第50回台東区文化祭」
・展示の部

日時 10月24日㈫～11月3日

（ファッショングッズディレクター）
ふりがな

㈷午前9時30分～午後4時30分（最終日は

ギャラリー

4時まで）
・舞台の部 日時 11月3日㈷午前10時～午

●トーク・イベント「定点写真でみる台東

後5時
・茶席の部 日時 11月3日㈷午後1時～4時

場所 生涯学習センター504教育研修室

加盟団体

区の町並みの移り変わり―定点観測―」川

関連イベントとして、10月11日㈬・昇降

時30分 対象 区内在住か在勤・在学の小

口明代氏（文京ふるさと歴史館学芸員）
、

台稼動、18日㈬・ギャラリートーク、27

学5年生以上の方※小学生は要保護者同伴

台東区華道茶道
文化協会
台東書道連盟
台東区俳句人連盟
台東川柳人連盟
台東区吟剣詩舞道
連盟
台東区短歌連盟
台東区合唱連盟

台東区ボーイスカウト・
ガールスカウト協議会
家庭倫理の会 台東区
台東区能楽連盟
台東区体育協会
台東区釣魚連盟

台東区ラジオ体操連盟
台東区舞踊協会
台東区立幼稚園PTA
台東区美術会
連合会
台東区私立幼稚園PTA
台東区民謡連合会
連合会
台東区写真連盟
台東区カラオケ協会

場所 生涯学習センター

文化講演会「ゴッホ展
く日本の夢」を楽しむ

朝倉彫塑館 開館50年特別展
猫百態―朝倉彫塑館の猫たち―

テーマ・講師 「文京

「台東区の名所の記憶―定点写真―」平野

巡りゆ

日㈷に開催される特別展「ゴッホ展 巡り

申込締切日 10月25日㈬（必着）

●第5回革小物手作り教室「革のブックカ
バー」 日時 11月25日㈯午後1時30分～3

日㈮・スペシャルトークを実施します。

定員 10人
（抽選） 講師 tronco(トロンコ)

※詳しくは、朝倉彫塑館ホームページをご

立花怜巳氏（浅草ものづくり工房） 費用

がき（1人1枚）に「トークイベント」
・住

覧になるか下記へ 期間 12月24日㈰まで

1,000円（勤労者サービスセンター会員は

所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ先

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円、小中

500円） 申込方法 往復はがきに教室名・

高生250円※障害者手帳・特定疾患医療

の方は勤務先（学校）名・所在地、会員の

受給者証をお持ちの方とその介護者は無料

方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

へ（区ホームページから申込可）
申込締切日時 10月25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

休館日 月・木曜日（祝日の場合は翌日）

☎（5246）5911

※入館時は靴を脱いで靴下着用

申込締切日 11月4日㈯（必着）
日時 12月5日㈫・6日㈬（全2回）午後6時

☎（3821）4549

15分～8時45分

樋口一葉生誕145年記念特別展
「樋口一葉と博文館～『奇蹟の
14ヵ月』をプロデュース～」

聞かせとおりがみ工作」 日時 10月18日
㈬午前10時30分～11時、午後3時30分
対象 幼児～小学校低学年※未就学

児は保護者同伴 定員 各15組（先着順）

対象 区内在住か在勤・

在学で全日程受講可能な方 定員 4人（抽
選） 講師 清水直人氏 費用 3,000円（2回
分） 申込方法 往復はがきに講座名・住所・
ふりがな

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

期間 11月1日㈬～30年1月28日㈰

勤務先（学校）名・所在地を書いて下記問
合せ先へ

ゆく日本の夢」に関する講演会です。

☎（3876）0854

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は
4時まで） 入館料 一般300円、小中高生

日時 11月28日㈫午後6時30分開場、7時

●根岸図書館えいがとおはなし会「こねこ

100円※障害者手帳・特定疾患医療受給者

開演

場所 生涯学習センターミレニアム

のぴっち」 日時 10月25日㈬午前10時45

証をお持ちの方とその介護者は無料

1−36−2 産業研修センター

対象 区内在住か在勤・在学の15
歳以上の方 定員 300人（先着順）

分～11時30分、午後3時30分～4時15分

・展示替えのため、臨時休館します

☎（3872）6780

ホール

場所・問合せ 石浜図書館

ふりがな

住所・氏名・年代・電話番号、在勤（学）

●第5回CAD入門講座「RootPro CAD」

場所・問合せ 朝倉彫塑館

図書館のこども室から

～4時

東京都美術館で10月24日㈫～30年1月8

せ先へ

恵（中央図書館専門員） 申込方法 往復は

●石浜図書館おはなし工作会「絵本の読み

問合せ 生涯学習課☎（5246）5815

・所在地をはがきかファックスで下記問合

☎（3876）2101

と文京」 日時 11月3日㈷午後2時～4時
定員 40人（抽選）

番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名

申込み・問合せ 根岸図書館

く日本の夢」の招待券を差し上げます。

ふりがな

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 11月14日㈫（必着）
問合せ 〒111－8621

生涯学習センター

生涯学習課学習館☎（5246）5812

場所・問合せ 〒111−0023

台東区橋場

FAX （3871）9525

子ども家庭支援センターの催し

講師 岡本純子氏（東京都美術館学芸員）

※来場者には、特別展「ゴッホ展 巡りゆ

申込締切日 11月14日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

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

ハートフルコンサー 11月10日㈮
区 内 在 住 の0～3歳 の 60組 10月20日 日本堤子ども家庭支援センター「に
ト
午前10時45分～11時30分 子供
（先着順） ㈮
こにこひろば」☎（5824）2535
ピーカブー・リトミッ 11月9日㈭
区内在住の9か月～3 25組 10月20日 台東子ども家庭支援センター「わ
ク
午前10時45分～11時30分 歳の子供
(先着順)
㈮
くわくひろば」☎（3834）4577
薬の話

11月7日㈫
午後2時～2時45分

区内在住の0～3歳の 30組 10月20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。

