広報

（7） 平成29（2017）年 12月5日

催 し も の など
朝鮮通信使 ユネスコ「世界の記
憶」登録記念フォーラム
日時 12月17日㈰午後1時30分～5時（1

時開場） 場所 区役所10階1003会議室
定員 100人（先着順） 講師 佐々木悦也氏

（長浜市市民協働部歴史遺産課副参事）
問合せ 都市交流課☎（5246）1193

第 1194 号
医療受給者証をお持ちの方とその介助者は

30分（入館は4時まで） 入館料 一般500

年生以下は保護者同伴）

無料 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、

円、小中高生250円※障害者手帳・特定

③銀粘土でつくる！葉っぱのチャーム

年末年始（12月29日㈮～30年1月3日㈬）

疾患医療受給者証をお持ちの方とその介護

日時 1月27日㈯午後1時30分～3時30分

者は無料 休館日 月・木曜日（祝日の場

対象 区内在住か在勤・在学の中学生以上の方

合は翌日）※入館時は靴下着用
●年末年始・展示替えのため休館します

④つるで編む～小物入れ～ 日時 2月3日
㈯午後1時30分〜4時 対象 区内在住か在

期間 12月25日㈪～30年1月4日㈭

勤・在学の中学生以上の方（参加者以外の

場所・問合せ 一葉記念館

☎（3873）0004

浅草・うた散歩－ファイナル－
～唱歌や童謡など懐かしい日本
の歌をあつめて～
日時 30年2月17日㈯午後2時開場、2時30

分開演

場所 生涯学習センターミレニア

ムホール

出演 Jソロイスツ（女声アンサ

平成30年 ｢新成人を祝う会｣
（成人式）

ンブル）
、
土崎譲（テノール）
、
山口佳代（ピ

日時 30年1月8日㈷午

ソロイスツ委嘱作品）
、浅草の唄、東京ブ

アノ） 曲目 日本唱歌四季のメドレー（J

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

入室不可）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

定員（先着順）①20人

②④30人

③15

人 持ち物 筆記用具、水筒、タオル、持

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「声楽」

ち帰り用袋※③④はエプロン、④のみ床に
座っての作業のため、動きやすい服装で参
加

日時 30年1月18日㈭午後1時30分開場、
2時開演 場所 生涯学習センターミレニア

・電話番号、同伴者の有無を電話かファッ

申込方法 講座名（①～④）
・氏名・学年

前10時30分 ～11時

ギウギほか

40分（10時開場）

未就学児の入場不可

前売券 チケットペ

ムホール 出演 東京藝術大学音楽学部学
生・院生ほか 入場券 500円※当日会場

境ふれあい館ひまわり☎（3866）8098

場所 浅草公会堂

イ、日本声楽家協会（☎3821－5166）
、

で1時30分から販売、未就学児の入場不可

FAX （3866）8099

対象 平成9年4月2日

生涯学習センター、下記財団事務局で販売

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

～10年4月1日までに

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

往復はがきに「声楽」
・希望人数（2人ま

☎（5828）7591

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

日程 ①30年1月2日㈫ ②7日㈰ ③14日㈰

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

時間 ①午前10時～午後4時

生まれた方※区内在

▲望月ゆうさく氏

住の方には12月初旬に案内はがきを送付。
年内に届かない場合は下記問合せ先へ。は
がきを紛失した場合でも参加可。入場は新

入場券（全席自由）3,000円※

弦楽アンサンブル《TGS》コンサ
ート～名曲で聴く弦楽の響き～

クスで下記問合せ先へ

場所・問合せ 環

フリーマーケット出店者募集
②③午前10

申込締切日 12月18日㈪（必着）

時～午後3時

問合せ 〒110－0004

場不可、天候により中止の場合あり

台東区下谷1－2

場所 花川戸公園※車での来

成人本人に限る（保護者の入場不可）
。以前

日時 30年3月4日㈰午後1時30分開場、2

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

出店数 ①40店

まで台東区に在住していた区外在住者も参

時開演 場所 生涯学習センターミレニアム

☎（5826）7125

出店料 各2,000円（①のみ事前支払いし

加可。はがきの送付はありませんので、直

ホール

接会場へ。 内容 記念式典、記念アトラク

ス） 曲目 アイネ・クライネ・ナハトムジー

ションほか 出演 望月ゆうさく氏（ジャグ
リングアーティスト） 問合せ 子育て・若

出演 TGS（東京藝大ストリング

ク（モーツァルト）ほか

前売券 2,000円

（全席自由）※未就学児の入場不可

ごしょうせき

書道博物館特別展「呉昌碩とそ
くてつ

の時代－苦鉄没後90年－」

②30店 ③20店

た区内在住の方は1,500円）
申込み・問合せ ①リサイクル推進友の会

（土・日曜日・祝日を除く午前10時～午後

期間 30年１月４日㈭～３月４日㈰

4時）☎（3412）6857 ②フリーマーケッ

販売場所 チケッ

●ギャラリートーク 日程 ①30年1月16

ト推進ネットワーク（土・日曜日・祝日を

トぴあ（☎0570－02－9999、Pコード

日㈫（東京国立博物館との連携） ②2月

除く午前9時～午後6時）

345－804）
、生涯学習センター、区役所

18日㈰ 時間 ①午前11時 ②午前10時、

☎048（268）8711 ③タイムマシーン

9階④番文化振興課、
下記財団事務局で販売

午後1時30分

カンパニー（土・日曜日・祝日を除く午前

期間 12月10日㈰～30年1月12日㈮

問合せ （公財）台東区芸術文化財団

申込方法 往復はがき（1人1枚）に希望日時

10時〜午後6時）☎050（3616）3300

場所 区役所1階台東アートギャラリー

☎（5828）7591

・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下

問合せ 台東区清掃リサイクル課

記問合せ先ギャラリートーク係へ

☎（5246）1291

者支援課☎（5246）1341

販売開始日 12月13日㈬

台東アートギャラリーの展示作
品が替わります

展示作品 「敦煌莫高窟壁画第220窟 南壁

阿弥陀浄土変相部分（初唐）
」仲裕行氏、
「敦煌莫高窟壁画第220窟 東壁 北側 維摩
経変相部分（初唐）
」村上裕二氏、
「敦煌莫

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第5期」

高窟壁画第220窟 東壁 南側維摩経変相部

日程 30年2月2日～3月17日の金・土曜日
（各全7回） 時間 （金曜日クラス）①3歳

分 維摩詰（初唐）
」笹本正明氏 問合せ 文

児コースは午後2時30分～3時30分 ②5

化振興課☎（5246）1153

歳児コースは午後4時～5時、
（土曜日クラ
ス） ③3歳児コースは午前9時30分～10

江戸下町伝統工芸館
伝統工芸品オークション

定員 各20人（先着順）

ふりがな

申込締切日（必着）①30年1月9日㈫

②2

月7日㈬

たいとうやまびこ塾

●ワークショップ「呉昌碩の書に挑戦！」

●「フラダンス」 日時 30年1月16日㈫・

色紙に書を書きます。 日時 30年2月18

23日㈫・30日㈫（全3回）午後2時～4時

日㈰午前9時30分～午後4時 費用 100円

講師 鈴木由紀氏（学習支援ボランティア）

（別途入館料が必要）

申込締切日 12月28日㈭（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

●「ピラティス」 日時 30年1月18日㈭・

時30分 ④4歳児コースは午前11時～正

入館料 一般500円、小中高生250円

25日㈭・2月1日㈭（全3回）午前10時30

午 定員 各10人（抽選） 申込締切日 1月

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

分～正午 講師 宮本早奈恵氏（学習支援ボ

スタート価格が参考市価の半額以下の目玉

14日㈰（必着） 申込方法 往復はがきに希

場所・問合せ 〒110－0003

ランティア） 申込締切日 1月5日㈮（必着）

商品もあります。 日時 12月21日㈭～30

望クラス（①～④）
・曜日・住所・氏名・

年2月5日㈪午前10時～午後8時※最終日は

生年月日・性別・保護者氏名・電話番号を

午後3時まで

書いて下記問合せ先へ

参加方法 会場で所定の参加

用紙に記入し参加箱へ入れてください。

場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸

台東区根岸

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

たなかスポーツプラザのグラウ
ンドを無料開放しています

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の方
定員 各15人（抽選） 費用 各100円（3回

分・保険料） 持ち物 動きやすい服装、タ

※商品の引渡しは、30年2月下旬頃を予定

1－1－10 台東リバーサイドスポーツセ

親子でキャッチボールなどができます。

オル、飲み物

場所 江戸下町伝統工芸館

ンター☎（3872）3181

日時 毎週土曜日午前9時～午後0時30分
※雨天中止※東門から入場 持ち物 運動

て下記問合せ先へ

用品

－8621 生涯学習センター生涯学習課学

問合せ 産業振

興課☎（5246）1131

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～」

●開館50年特別展「猫百態―朝倉彫塑館
の猫たち」 期間 12月24日㈰まで
関連イベント 12月13日㈬昇降台稼動、20

場所・問合せ 〒111

習館☎（5246）5812

ザ☎（5808）7410

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室「乗りもの王」

根岸図書館えいが会
「それいけ！アンパンマン ブル
ブルの宝探し大冒険!」

開館時間 午前

日㈬ギャラリートーク※詳しくは朝倉彫塑
館ホームページをご覧になるか右記問合せ

環境学習室の体験型展示で、身近な乗り物

先へ

からエコについて楽しく学べます。

日時 12月20日㈬午前10時～11時5分、

小中高生100円※障害者手帳・特定疾患

開館時間 午前9時30分～午後4時

第34回浅草芸能大賞の
受賞者が決まりました

東京を中心に活動しているプ
ロの芸能人で、過去の実績と
最近の活動状況を勘案して
贈られるものです（敬称略）
。
▼
新人賞
ホンキートンク
（漫才師）

▼

奨励賞
市川中車
（歌舞伎俳優）

大賞
石坂浩二（俳優）

▼

場所・問合せ たなかスポーツプラ

し名・住所・氏名・年齢・電話番号を書い

入館料 一般300円、

期間 30年1月28日㈰まで

9時～午後4時30分

朝倉彫塑館から

申込方法 往復はがきに催

ふりがな

●授賞式 日時 30年3月17日㈯午後3時 場所 浅草公会堂 プログラム 第35回浅
草名人会、
「スターの手型」顕彰式、浅草芸能大賞授賞式、受賞記念公演※観覧
募集について、詳しくは広報「たいとう」12月20日号でお知らせする予定です。
問合せ （公財）台東区芸術文化財団☎（5828）7591

日時 月曜日・年末年始を除く午前10時～

午後3時～4時5分 (各15分前開場)

午後5時30分※設備点検のため休止の場

場所 根岸社会教育館ホール

合あり

小学生 定員 各60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

冬の環境学習入門講座
①やさしい光に包まれる 竹でランタンを
作ろう！
30分～4時

日時 30年1月13日㈯午後1時
対象 区内在住か在勤・在学

対象 幼児～

問合せ 根岸図書館☎（3876）2101

企画展「日記が語る台東区4『樋
口一葉日記』
」専門員によるス
ライド・トーク
展示内容の見どころを解説します。

の小学生以上の方（小学生は保護者同伴）

日時 30年1月11日㈭午後1時30分～2時

②お風呂に入れてシュワシュワしよう！エ

場所 生涯学習センター5階504教育研修室

コで温まるバスボム作り

定員 40人（先着順） 講師 平野恵（中央図
書館専門員） 問合せ 中央図書館

㈰午後1時30分～3時30分

日時 1月14日
対象 区内在

住か在勤・在学の小学生以上の方（小学2

☎（5246）5911

【ボッチャ体験教室】 ▷日時 30年1月26日～2月23日の金曜日（全4回・2月2日を除く）午後7時20分～8時30分 ▷場所 大正小学校地下体育館（車椅子入場可）
▷定員 30人（先着順） ▷申込期間 12月11日㈪～30年1月19日㈮ ※対象・持ち物等詳しくは、右記へ 〈申込み・問合せ 台東区スポーツ振興課☎5246-5853〉

広報

平成29（2017）年 12月5日
台東区上野の森ジュニア合唱団
ウィンターコンサート
日時 12月17日㈰午後2時

場所 生涯学習

センターミレニアムホール※入場整理券を
生涯学習センター1階受付、区役所6階⑨
番庶務課で配布中

出演 川上彌榮子（指

揮）
、杉山直子（ピアノ）
、寺﨑明日香（ピ

第 1194 号 （6）
場所・問合せ 台東区社

リックス生命保険㈱コンサーブアドバイ

開催日の1週間前

ザー） 申込開始日時 12月14日㈭午前9

会福祉協議会☎（3847）7065

時

FAX（3847）0190

場所・問合せ 老人福祉センター

☎（3833）6541

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

シルバー人材センターの催し

不燃化セミナー（谷中区民館）

●パソコン講座①「iPad・iPhone活用

谷中地区の防災まちづくりを進めるため、

講座」 ②「Android活用講座」

東京都と共催で講演会および相談会を開催

アノ） 曲目 アヴェ・マリア、大地讃頌ほか

日程（全3回）①30年1月11日㈭・18日㈭・

ゲスト 上野学園中学校・高校音楽科、小

22日㈪ ②1月9日㈫・12日㈮・16日㈫

民館

黒久美子（ソプラノ） 問合せ 生涯学習課

時間 午前10時～正午

・講演会「木密地域における防災まちづく

社会教育担当☎（5246）5851

費用 各3,000円（3回分） 申込方法 往復

り」～防災・減災効果のシミュレーション

はがき（1人1枚）に講座名（①か②）
・住

分析～（申込不要） 時間 午後7時～8時

所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

講師 大佛俊泰氏（東京工業大学教授）

合せ先へ

定員 100人（先着順）

日時 12月24日㈰午前10時40分開場、11

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 30

・建替え相談会（予約優先） 建築や資金

時開演

年1月15日㈪・25日㈭午前10時～11時、

の専門家が相談に応じます。 時間 午後7

台東区ジュニアオーケストラ初
級・養成教室ホームコンサート
場所 生涯学習センターミレニア

します。 日程 12月22日㈮ 場所 谷中区

定員 各9人（抽選）

生涯学習センターパソコン講座
第3期
コース 記号
①初心者
②インタ
ーネット
～検索と
安全～
③ワード
～ポスト
カードを
作ろう～

日時
30年1月18日～2月1日の木曜
B-5
日（全3回）午後2時～4時
※ 2月18日～3月4日の日曜日
B-6 （全3回）午後2時～4時
1月19日～2月2日の金曜日
N-5
（全3回）午後7時～9時
2月18日～3月4日の日曜日
N-6
（全3回）午前10時～正午
1月18日～2月8日の木曜日
W-5
（全4回）午後7時～9時
1月21日～2月11日の日曜日
W-6
（全4回）午前10時～正午

④エクセ
1月19日～2月9日の金曜日
ル～健康 E-5 （全4回）午後2時～4時
管理シー
トを作ろ E-6 1月21日～2月11日の日曜日
（全4回）午後2時～4時
う～

ムホール※入場整理券を生涯学習センター

午前11時～正午 定員 各5人（抽選）

時～9時 対象 谷中2・3・5丁目に建物を

場所 生涯学習センター

1階受付で配布中

申込方法 往復はがき (1人1枚）に催し名・

お持ちの方

在勤の15歳以上の方（学生を除く）

曲目 諸人こぞりて ほ

か 問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

講 座・相 談 会 など

希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・
相談内容を書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住の原則として60歳以上の方
申込締切日 12月19日㈫（必着）※募集数

話し合いながら進める体験型プログラムで

東区小島1－5－5 台東区シルバー人材

す。

センター☎（3864）3338

曜日（全6回）午後1時30分～3時30分
対象 区内在住の6か月以上3歳未満の子供

がいる保護者または養育者で、全日程参加
できる方

定員（抽選）①10人 ②～④各22人
費用 各1,000円（教材費） 申込方法 講座
ふりがな

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」

へ（各コース1通のみ）※B-6コースのみ
台東区生涯学習課へ申込み

階501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

月9日㈫（必着） 申込み・問合せ 〒111－

・先着順・予約優先）※予約に空きがあれ

階 ㈲フォーティ☎（3842）6453

台

知的障害者ガイドヘルパー養成
研修
（講義）
、2月18日㈰午前9時30分～午後4

ば当日受付可
建築士ほか

相談員 宅地建物取引士・
申込み・問合せ 住宅課

マンション民泊対応説明会・個
別相談会

対象 次のいずれかに該当し、全日程受講可

電話か直接下記問合せ先へ（区ホームペー

能な方 ①修了後、区内の事業所でガイド

日時 30年1月17日㈬午後2時～2時50分

ジから申込可） 申込期間 12月11日㈪～

ヘルパーとして従事希望 ②すでに従事し

（説明会）
、午後3時～4時30分（相談会）

の施行に備えたマンション管理規約の改正

をお持ちの方は持参

記入し、返信はがきを添えて郵送か持参※

等※説明会終了後、東京都マンション管理

話番号・相談内容を電話か電子メールで下

詳しくは受講案内（下記問合せ先で配布）

士会城東支部主催の相談会を開催（要予

記申込先へ※予約優先。相談利用月の前月

か、区ホームページをご覧ください。

約） 申込方法 住所・氏名・電話番号を電

から受付

話かファックスで下記問合せ先へ

ティア虹の会

30年1月31日㈬ ②2月7日㈬ 時間 午後

☎（5246）1058

名・氏名・電話番号を電話かファックスで

等についてお話しします。

日時 30年1

下記問合せ先へ

月15日㈪午後2時～3時30分

問合せ 観光課☎（5246）1447

在住・在勤で親族の後見等でお悩みの方、

FAX （5246）1515

内容に関心のある方 講師 樋口直美氏（台

対象 区内

東区在宅療養支援窓口看護師） 定員 40人
（要予約・先着順） 申込締切日 1月12日㈮
場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議
日時 30年2月6日㈫・7日㈬（全2回）午

会権利擁護センター

後6時15分～8時45分

☎（5828）7507

全日程参加できる方
講師 渡辺豊氏

定員 4人（抽選）

費用 3,000円（2回分）

ふりがな

NPOのための個別相談
日程（内容）30年1月23日㈫・31日㈬（労

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

務）
、24日㈬（会計・税務）
、29日㈪（法

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

律） 時間 午後2時～4時

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ

動する非営利団体 定員 各2組（先着順）

先へ

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

申込締切日 1月16日㈫（必着）

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

ゆとり教養講座「いまさら聞け
ない 身近な体の気になること」
動脈硬化など、生活習慣病についての講座
です。
分～3時

日時 30年1月17日㈬午後1時30
対象 区内在住の60歳以上の方

定員 50人（抽選） 講師 加藤雅子氏（オ

対象 地域で活

名・電話番号を電話かファックスまたは
メールで下記問合せ先へ

問合せ 住宅課

FAX （5246）1359

場所 生涯学習センター※ノートパソコン
申込方法 氏名・電

相談受付団体・問合せ ITボラン
Eメール itniji@yahoo.co.jp

申込み・問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

オリンピック・パラリンピック生涯学習講座

後見等支援学習会
台東区在宅療養支援窓口の紹介、在宅療養

在勤・在学で入門講座程度の操作ができ、

申込締切日 1月15日㈪

☎（5246）1468

申込方法 講座名・希望日（①か②）
・団体

対象 区内在住か

日程 30年1月13日 ㈯、2月17日 ㈯、3月

実習の交通費等含む） 申込方法 申込書に

申込締切日 1月31日㈬（必着）

第3回CADステップアップ講座

初心者のためのパソコン相談会

10日㈯ 時間 午前10時、11時（各50分）

問合せ 障害福祉課（区役所2階⑩番）

ふりがな

Eメール shakaikyouiku@taitocity.net

場所 馬道区民館第2集会室 定員 40人（先
着順） 説明会 住宅宿泊事業法（民泊新法）

および講演内容が異なります。 日程 ①
7時～9時
301会議室 定員 各100人（先着順）

生涯学習センター

ていて技術向上を目指す 定員 15人程度
（抽選） 費用 4,000円程度（テキスト代、

おもてなしの心得を学びます。各日、講師

場所 生涯学習センター3階

Eメール taito@fortynet.co.jp

生涯学習課☎（5246）5821

番号、託児希望の方は子供の氏名・年齢を

外国人旅行者を迎えるにあたっての情報や

申込締切日 1

0032 台東区浅草2－2－1 森田ビル2

問合せ 〒111－8621

☎（5246）1468

時30分（実習） 場所 松が谷福祉会館ほか

おもてなし講座
「外国人旅行者接遇研修会」

話番号を往復はがきかメールで下記申込先

時～4時（受付は3時まで） 場所 区役所5

場所・問合せ 〒111－0056

申込方法 住所・氏名・年齢・電話

場所・問合せ 日本堤子ども家庭

話番号、在勤の方は勤務先名・所在地・電

で受付

バディズパーフェクト認定ファシリテー

支援センター☎（5824）2535

名・コース・記号・住所・氏名・年代・電

に達しない場合、12月20日㈬以降に電話

日時 30年2月17日㈯午後1時30分～6時

22日㈮

対象 区内在住か

日時 12月19日㈫、30年1月16日㈫午後1

定員 12組（抽選） 講師 ノー

ター

申込み・問合せ 地区整備課

☎（5246）1365

育児不安解消プログラム
「ノーバディズ・パーフェクト」
日時 30年1月19日～2月23日の金

相談時間 30分程度

申込締切日 各

対象 区内在住か在勤・在学で①中学生以上の方

以上の語学力がある16歳以上の方
ふりがな

②16歳以上の方

③自己紹介程度

申込方法 往復はがき（1枚1講座）に講座名・住所・

氏名・年齢・性別・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地・電話番号
を書いて各会場へ

申込締切日 12月25日㈪（必着） 問合せ 各会場へ

①オリンピック・パラリンピック基礎講座
曜日 回数
日時
講座名
平成30年
オリンピック・パラリ
2月14日～3月21日
ンピック基礎講座～世
水 5 （2月28日を除く）
界平和とオリンピック、
午後6時30分～8時30
その歴史と可能性～
分
②異文化理解と日本文化
講座名
曜日 回数
日時
東京2020にむけての
1月14日～2月4日
異文化理解講座～イ
日 3 （1月21日を除く）
スラム世界の誰とで
午前10時～正午
も仲良くなる方法～
③おもてなし語学
講座名

曜日 回数

日時
1月9日～3月20日
午後6時～8時
台東区でおもてなし
火 12 ※3月4日㈰午前10時
中国語
～正午は浅草寺周
辺で実習（予定）

場所

定員 教材費

社会教育センター
〒110－0015
50人 無料
台東区東上野6－16－8
☎（3842）5352
場所
小島社会教育館
〒111－0056
台東区小島1－5－2
☎（3861）5063
場所

定員 教材費
30人 無料

定員 教材費

今戸社会教育館
〒111－0024
20人2,000円
台東区今戸2－26－12
☎（3873）4140

子ども家庭支援センターの催し
催し名
ベビーウィズヨガ
3B体操
のびのびタイム
「お正月遊び」

日時
30年1月15日㈪
午前10時45分～11時30分
1月12日㈮
午前10時45分～11時30分
1月9日㈫
午前10時30分～11時30分

対象（保護者同伴）
定員 申込開始日
場所・申込み・問合せ
区 内 在 住 の0～7か 月 20組 12月27日 日本堤子ども家庭支援センター「に
の子供
（先着順） ㈬
こにこひろば」☎（5824）2535
区内在住の9か月～1 25組 12月27日 台東子ども家庭支援センター「わ
歳5か月の子供
(先着順)
㈬
くわくひろば」☎（3834）4577
区内在住の0～3歳の
寿子ども家庭支援センター「のび
なし
なし
子供
のびひろば」☎（3841）4631

【はがきでの申込みについて】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※往復はがきは返信表面に住所・氏名を書いてください。

