広報

（7） 平成30（2018）年 2月5日

催 し も の など
台東区で生活している外国人と
交流してみませんか

第 1198 号
2時（各2時間） 場所 江戸下町伝統工芸館

日程 ①3月4日㈰

定員 各10人（抽選） 講師 菊地之夫氏（人

10時～午後3時

形職人） 費用 2,000円（材料費）

の来場不可、天候により中止の場合あり

申込締切日 3月5日㈪

申込み・問合せ 産

業振興課☎（5246）1131

②10日㈯

時間 午前

年2月頃

場所 花川戸公園※車で

4,000円

出店数（予定）①30店

②20店

費用（1チーム）①8,000円

②

③陸上競技 日程 3月25日㈰
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

出店料 各2,000円

場所 ①荒川河川敷運動公園運動場 ②③台

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

東リバーサイドスポーツセンター陸上競技

一葉記念館 春のコーナー展示
「樋口一葉の妹くに」展

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

場 対象 区内在住か在勤・在学の方※詳し

前9時～午後6時） ☎048（268）8711

くは、大会要項（下記問合せ先で配布、区

流します。 日時 3月3日㈯午後2時～4時

期間 2月27日㈫～4月8日㈰

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

ホームページからダウンロード可）をご覧

場所 区役所6階601会議室

前9時～午後4時30分（入館は4時まで）

～午後６時）☎050（3616）3300

になるか下記へ 申込締切日時（必着）①②

区内の外国人の方と、ひなまつりをテーマ
に交流を深めてみませんか。※日本語で交

か在勤・在学の方

対象 区内在住

開館時間 午

定員 日本人、外国人

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

問合せ 台東区清掃リサイクル課

2月28日㈬午後5時 ③3月2日㈮午後5時

各15人（先着順） 申込方法 電話で下記問

入館料 一般300円、小中高生100円

☎（5246）1291

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

合せ先へ（区ホームページから申込可）

場所・問合せ 一葉記念館

申込締切日 2月23日㈮

問合せ 区民課

☎（5246）1126

ごしょうせき

●特集展示「呉昌碩と朝倉文夫」
場所 隅田公園

（台東リバーサイドスポーツセンター横）
※詳しくは、広報「たいとう」3月20日号に
掲載

ア ジ ア の 伝 統・ア ジ ア の 現 代
2018「第38回奏楽堂トーク＆
コンサートシリーズ」
ようきん

笛子、揚琴の名手を迎える、香港と日本の
作曲家による室内楽作品演奏会です。
日時 3月9日㈮午後6時30分会場、7時開演
場所 生涯学習センターミレニアムホール
入場券 3,000円（全席自由）

区内在住か在勤の方を抽選で25組50人ご招待

期間 3月7日㈬まで

場所 生涯学習センターミレニアムホール

14日㈬・21日㈷（全3回）午前10時30

※入場整理券を2月6日㈫から生涯学習セ

分～正午 定員 15人（抽選） 講師 市村の

日時 2月12日㈷、3月3日㈯午後2時

ンター1階受付（第1・3・5月曜日休館）で

ぼる氏（学習支援ボランティア）

配布 曲目 サウンドオブミュージックメド

申込締切日 2月17日㈯（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

レー ほか

②華道「春を活ける」 日時 3月12日㈪・

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

問合せ 生涯学習課☎（5246）5851

26日㈪（全2回）午後2時～4時 定員 10

高生250円※障害者手帳・特定疾患医療
受給者証をお持ちの方とその介護者は無料

少年リーダー研修会研修生募集

※入館時は靴を脱ぎ靴下着用 休館日 月・

グループゲームや野外活動を通じて、社会

木曜日（祝日の場合は翌日）

性や自主性、協調性を養います。

場所・問合せ 朝倉彫塑館

☎（3821）4549

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「室内楽」

※②は全日程参加できる方

はがきに催し名（①か②）
・住所・氏名・

は要問合せ） 費用 小中学生2,600円、高

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

演

学校、生涯学習センター5階生涯学習課で

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

配布する募集案内をご覧ください（区ホー
ムページからダウンロード可）
。

㈫（消印有効） 問合せ 〒151－0061 渋

生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

谷区初台1－19－4 三森ビル101 （一

時30分から販売、未就学児の入場不可

申込締切日 3月26日㈪

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

コンサート・シンポジウム「おも
てなしの美」～2020に向け～
（東京2020公認プログラム）
日時 3月20日㈫午後6時15分開場、7時開演
場所 東京藝術大学奏楽堂
（上野公園12−8）
出演 桂文枝氏（落語家）
、コシノジュンコ

氏（デザイナー）
、池坊専好氏（華道家）
、

勤務先名を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 2月19日㈪（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

月時点で小学4年生以上の方（6年生以上

ル

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

分） 申込締切日 2月28日㈬（必着）

月を除く）ほか 対象 区内在住か在学の4

電話番号、
在勤の方は勤務先をはがきかメー

台東区文化振興課☎（5246）1146

習支援ボランティア） 費用 2,000円（2回

対象 区内在住か在勤・在学の15歳以上の方

校生年代3,650円（キャンプやハイキング

往復はがきに「室内楽」
・希望人数（2人ま

人（抽選） 講師 秋山啓子氏（安達流・学

研修期間 4月～31年3月の第2土曜日（8

ルで下記問合せ先へ

Eメール info@jfc.gr.jp

い

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

等は別途）※申込方法等、詳しくは区立小

社）日本作曲家協議会☎（6276）1177

たいとうやまびこ塾
①「医療費の減らし方」 日時 3月7日㈬・

場所 生涯学習センターミレニアムホー

申込締切日 2月20日

午後5時）☎（5246）5853

日時 3月11日㈰午後1時30分開場、2時開演

日時 3月29日㈭午後1時30分開場、2時開

「奏楽堂トーク＆コンサート」
・住所・氏名・

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時～

●ギャラリートーク

問合せ 桜橋花まつり実行委員会（北

部区民事務所清川分室）☎（3876）3566

てき し

☎（3873）0004

朝倉彫塑館から

第30回桜橋花まつり
日程 3月31日㈯・4月1日㈰

台東区ジュニアオーケストラ
アンサンブル部スプリングコン
サート

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第1期」

申込方法 往復
ふりがな

場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課学習館☎（5246）5812

図書館のこども室から
●あかちゃんえほんタイム

日時 2月20

日㈫午前10時15分、11時

場所 生涯学

習センター4階和室さくら 対象 区内在住
の平成28年8月20日～29年8月19日生ま
れの子供と保護者 定員 各10組（先着順）
※子供1人につき1回まで、いずれの回・
会場とも同内容

日程 4月6日～5月26日の金・土曜日（5月
4日・5月5日を除く各全7回） 時間 （金曜

央図書館こどもとしょしつで申込み※申込

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

日クラス）①3歳児コースは午後2時30分

みは保護者に限る

☎（5826）7125

～3時30分 ②4歳児コースは午後4時～

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

5時、
（土曜日クラス） ③3歳児コースは

●あかちゃんえほんタイム 日時 3月5日

午前9時30分～10時30分 ④5歳児コー

㈪午前10時15分、11時

スは午前11時～正午

の平成28年9月5日～29年9月4日生まれ

問合せ 〒110－0004

台東区下谷1－2

下町風俗資料館が展示替えのた
め休館します

対象 区内在住で3

申込方法 電話か直接中
申込開始日 2月6日㈫

対象 区内在住

松下功氏（東京藝術大学副学長）
、夏野剛

期間 2月26日㈪～3月2日㈮

～5歳の子供 定員 各10人（抽選）

の子供と保護者 定員 各10組（先着順）

氏（司会） 申込方法 アーツ・イノヴェー

問合せ 下町風俗資料館☎（3823）7451

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

※子供1人につき1回まで、いずれの回・

ション・プロジェクトホームページから申
込む（先着順・400人）か、はがき（1人
1枚）に催し名・希望人数（2人まで）
・代
ふりがな

環境ふれあい館ひまわり
環境学習室登録制プログラム

④）
・住所・氏名・生年月日・性別・保護

会場とも同内容

者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ

※申込みは保護者に限る、中央図書館では

申込締切日 3月15日㈭（必着）

表者の住所・参加者全員の氏名・電話番号

①ビオトープ調査隊 精華公園ビオトープ

を書いて下記問合せ先へ（抽選・400人）

場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸

申込開始日 2月20日㈫

受付しません。
場所・申込み・問合せ 台東子ども家庭支援

での生き物観察・管理体験を行います。

1－1－10 台東リバーサイドスポーツセ

センター☎（3834）4577

申込締切日 3月9日㈮（必着）

活動日時 第1日曜日・小学1・2年生は午前

ンター☎（3872）3181

●石浜図書館おはなしこうさく会 日時 2

問合せ 〒151－0061

10時30分～正午、小学3～6年生は午後2

渋谷区初台1－19

－4 アーツ・イノヴェーション・プロジェ

時～4時

クト☎（6276）1177（土・日曜日・祝

②きっずインタープリター 自ら考えるこ

日を除く午前10時30分～午後5時）

とを大切にしたさまざまなプログラムを行

台東区文化振興課☎（5246）1153

います。 活動日 開館日

台東アートギャラリーの展示作
品が替わります
期間 2月11日㈷～3月9日㈮

1階台東アートギャラリー

場所 区役所
展示作品 「敦

煌莫高窟壁画第254窟 南壁 降魔図（左）
」
上野瑞香氏、
「敦煌莫高窟壁画第254窟 南
壁 降魔図（中）
」川瀬伊人氏、
「敦煌莫高窟

定員 各15人（先着順）

都立浅草高校温水プール初心者
水泳教室①かんたんアクアビク
ス ②ゆったりクロール＆平泳ぎ
日時 ①2月17日㈯

②18日㈰午前11時

☎（3876）0854
んこ！ねこざかな」 日時 2月28日㈬午前

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

泳げる方 定員 各30人（先着順）

10時45分～11時30分、午後3時30分～

紙を提出

費用 250円

4時15分

随時

申込締切日 ①3月31日㈯

②

場所・問合せ 環境ふれあい館ひま

わり環境学習室☎（3866）2011

リサイクル

申込方法 催し名（①か②）
・

対象 幼児～小学生

かファックスで下記申込先へ

問合せ 根岸図書館児童担当

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

プール（今戸1－8－13）

日時 ３月４日㈰午前10時～午後2時

スポーツ振興課☎（5246）5853

場所 環境ふれあい館ひまわり7階
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

場所 根岸社会教育館ホール

住所・氏名・年齢・性別・電話番号を電話

氏 問合せ 文化振興課☎（5246）1153

日時 3月17日㈯・18日㈰午前10時、午後

着順） 場所・問合せ 石浜図書館
●根岸図書館えいがとおはなし会「ぴった

☎・ FAX （3874）3019

室「戌の木目込人形を作ろう！」

（未就学児は保護者同伴） 定員 各15組（先

勤・在学の高校生以上で25メートル以上

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

いぬ

（各30分程度） 対象 幼児～小学校低学年

40分～午後0時30分 対象 区内在住か在

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 区内在住か在学の小学生

壁画第254窟 南壁 降魔図（右）
」廣瀬貴洋

江戸下町伝統工芸館手づくり教

月21日㈬午前10時30分、午後3時30分

問合せ 台東区

定員 各60人（先着順）

☎（3876）2101

根岸図書館の除籍図書を無償配
布します
日時 3月3日㈯午前9時45分～11時30分

区民体育祭

※本が無くなり次第終了 場所 根岸社会教

ル活動室☎（3866）8094

サッカー（①一般の部 ②ジュニアの部）

育館ホール 問合せ 根岸図書館

●フリーマーケット出店者募集

期間 ①4月頃～31年1月頃

☎（3876）2101

②4月頃～31

【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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第 1198 号 （6）
アや介護の仕事に関心のある方 定員 10

3日㈯午後1時30分～4時 場所 台東保健

人（先着順）※演習・体験・試食あり、動

所3階大会議室 定員 80人（先着順）

日時 3月16日㈮午後6時30分～8時

きやすい服装で参加 申込締切日 3月15
日㈭ 問合せ 台東区社会福祉事業団

協会常務理事）
、田矢麻弓氏（チームSLP

展示内容について見どころを解説します。

場所 区役所10階会議室

☎（5603）2228

代表）
、後藤由美子氏（国立地域猫の会代

日時 3月8日㈭午後1時30分～2時

氏（㈱第一生命経済研究所）

場所 生涯学習センター 定員 40人（先着
順） 講師 平野恵（中央図書館専門員）

対象 区内在住か在勤（学）の方

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

50人（先着順） 申込方法 講座名（①か②）

場所 台東一丁目区民館2階第1集会室

・住所・氏名・電話番号・ファックス番号、

対象 区内在住か在勤・在学の方

在勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在地、

人（先着順）※受講者には、認知症サポー

日時 ①2月20日㈫

①のみ託児希望の方は子供の氏名・年齢・

ターの証のオレンジリングを差し上げま

～4時（受付は3時まで） 場所 ①区役所5

性別を電話かファックスで下記問合せ先へ

す。 講師 地域包括支援センター職員

階501会議室 ②区役所10階研修室

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

げ た

文化の香りを下駄履きで
内容
日程
シャンソンコ 3月3日㈯
ンサート
小夢ショー

場所・問合せ
三筋老人福祉館
☎（3866）2417

3月10日㈯ 橋場老人福祉館
☎︎（3876）2365

老人福祉センタ
腹話術と紙切 3月20日㈫ ー
りの共演
☎︎（3833）6541
ジャズ歌謡コ 3月24日㈯ 入谷老人福祉館
ンサート
☎︎（3873）9036
時間 午後1時30分

ネットワーク）
託児の申込締切日 2月22日㈭

②知っておきたいお葬式とお墓のこと
講師 小谷みどり

表） 問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動

認知症サポーター養成講座

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
定員 各

物管理担当☎（3847）9437

日時 3月2日㈮午後2時～3時30分

（電子申請可） 問合せ くらしの相談課
☎（5246）1144

講師 黒澤泰氏（
（公財）神奈川県動物愛護

FAX （5246）1139

シルバー人材センターの催し

定員 30

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話か

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

問合せ 介護予防・地域支援課

優先）※予約に空きがあれば当日受付可

☎（5246）1225

相談員 宅地建物取引士・建築士ほか

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.to

申込み・問合せ 住宅課☎（5246）1468

kyo.jp

学校保健研究発表会特別講演
「思春期やせ症相談室」におけ
る栄養相談

日程（全3回）①3月6日㈫・9日㈮・13日㈫

②3月8日㈭・12日㈪・19日㈪

対象 区内在住の60歳以上の方

ゆとり教養講座「スポーツボー
カルトレーニング」

②3月20日㈫午後1時

ファックスまたはメールで下記問合せ先へ

●パソコン講座①
「パソコンでできること」
②「ワードでポスターやチラシを作成」

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」

NPOのための個別相談

時間 午前

10時～正午 定員 各9人（抽選） 費用 各
3,000円
（3回分） 申込方法 往復はがき
（1

日程（内容）3月12日㈪（法律）
、20日㈫

人1枚）に講座名（①か②）
・住所・氏名・

（労務）
、22日㈭（会計・税務） 時間 午後

日時 2月22日㈭午後2時40分～3時50分
場所 生涯学習センターミレニアムホール

年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ

2時～4時

住の60歳以上の方 定員 40人（先着順）

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 3

体

テーマ 歌うための身体づくり～歌って！
笑って！健康に！～ 講師 南瞳氏、小子内智

月5日㈪・15日㈭午前10時～11時、午前

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号

申込方法 氏名・電話番号、託児（2歳～小

11時～正午 定員 各5人（抽選）

を電話かファックスまたはメールで下記問

学3年生）希望の方は子供の氏名・年齢を

佳子氏（㈱台東第一興商） 申込開始日時 2

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

合せ先へ

電話で下記問合せ先へ

月20日㈫午前9時

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

日時 3月16日㈮午後1時30分

対象 区内在

場所・問合せ 老人福祉

講 座・相 談 会 など
明るい選挙推進協議会講演会
「これからの政治と選挙」
政治学の専門家が、選挙の抱える課題やこ
れからの政治の展望についてお話ししま
す。 日時 3月22日㈭午前10時30分～正午
場所 区役所10階1003会議室

定員 80人

（先着順） 講師 川上和久氏（国際医療福祉
大学教授） 申込み・問合せ 選挙管理委員

達しない場合、2月21日㈬以降に電話で受
台東区

①子供のスマホを考える～子供をネットト
ラブルから守るため～ 日時 3月3日㈯午
後2時～3時30分※託児あり（1歳以上の
未就学児・6人） 場所 生涯学習センター
301研修室 講師 原田由里氏（
（一社）EC

第5回知財セミナー
知的財産の活用とリスクを学ぶセミナーで
す。今回は経営者の体験談を交えた講座を
予定しています。 日時 2月16日㈮午後3

区では、平成17年度から

時～5時 場所 生涯学習センター301研修

ター☎（3864）3338

地域猫の取り組みを開始

室 対象 区内在住か在勤・在学の方

し、27年度には子猫の殺

定員 60人（先着順） 講師 木戸基文氏（木

処分数0を達成しました。

戸弁理士事務所所長・弁理士）

高齢者施設ボランティア育成講
座

これまでの成果と現状の課

申込締切日 2月15日㈭

日時 3月16日㈮午前10時～午後3時45分

題、今後の方向性などを「地域猫」のスペ

場所 三ノ輪福祉センター

シャリストと考えていきます。 日時 3月

対象 ボランティ

申込み・問合せ 生涯学習課

☎（5246）5815

子ども家庭支援センターの催し
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

ドリームコンサート

3月1日㈭
区 内 在 住 の0～3歳 60組
日本堤子ども家庭支援センター「に
2月20日㈫
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535

スマイル・リトミック

3月9日㈮
区内在住の9か月～ 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
2月20日㈫
午前10時45分～11時30分 3歳の子供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577

パ パ に よ る ベ ビ ー 3月3日㈯
マッサージ
午前11時～11時40分

東京マラソン2018
●コース沿道での応援イベント 台東区で

FAX （3847）0190

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

会事務局☎（5246）1461

くらしに役立つ講座

申込締切日 2月
15日㈭ 問合せ 学務課☎（5246）1413

台東区命のバトンプロジェクト
「地域で見守る命～これからの
地域猫を考えるシンポジウム」

申込締切日 2月20日㈫（必着）※募集数に

付

申込締切日 各開催日の1週間前

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

講師 鶴田浩子氏（
（公財）東

京都予防医学協会管理栄養士）

定員 各2組（先着順） 申込方法 希望

☎（3847）7065

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

場所・問合せ 〒111－0056

定員 150人

場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

相談内容を書いて下記問合せ先へ

センター☎（3833）6541

対象 地域で活動する非営利団

（

区内在住の3～6か 10組
寿子ども家庭支援センター「のび
2月20日㈫
月の子供と父親
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631
）
、主な通行可能ルート（

をご利用ください。

●交通規制にご協力を

は、浅草橋から雷門にかけてコースが設定

）等

自転車・歩行者 コー

りめぐりんは京成バス㈱奥戸営業所
☎（3691）0935

ス横断が規制されます。歩行者は、歩道橋、

●雷門地下駐車場への入出庫ができなくな

地下鉄出入口等をご利用ください。

ります 雷門地下駐車場の周辺道路が交通

されています。雷門前では、伝統的で国際

問合せ （一財）東京マラソン財団

規制区域になるため、下記の間、入出庫が

観光都市らしいイベントを行い、大会を盛

☎（6380）7348

できなくなります。ご注意ください。

り上げます（荒天中止）
。 日時 2月25日㈰

台東区スポーツ振興課☎（5246）5853

日時 2月25日㈰午前7時～午後0時30分頃

午前9時30分～11時40分（予定） 内容 金

●違反屋外広告物を除去します 開催日前 （出庫は午前7時～8時までの1時間のみ可）

龍の舞、浅草太鼓、区内小学生による応援

に、コース沿道での違反屋外広告物（貼り

演奏、江戸芸かっぽれ、たいとう音頭 ほか

紙・貼り札、立看板等）の除去作業を予定

台東区交通対策課公共交通・駐車場担当

●「東京マラソンEXPO2018」に台東区

しています。 問合せ 道路管理課監察担

☎（5246）1361

が出展 「東京マラソン2018」に先立ち、

問合せ 雷門地下駐車場☎（5827）5660

当☎（5246）1304

●自転車を放置しないでください コース

ランナーの参加受付やマラソン関連商品等

当日、コースとコース周辺道路は、交通規

●「めぐりん」が迂回します 「東西めぐ

周辺地域に放置された自転車は、保管所に
移送・撤去します。

うかい

の展示・販売、各種アトラクションを行う

制が行われます。交通規制や迂回について

りん」はバス停29～33（雷門通り～浅草

「東京マラソンEXPO2018」が開催され

は、現場の警察官等の指示に従ってくださ

消防署）
、
「ぐるーりめぐりん」はバス停

ます。台東区では、あめ細工の実演や、区

い。競技状況等で規制時間を変更すること

16-2・17・18（花川戸～雷門通り）に

内の老舗店舗によるおみやげ品の販売を行

があります。

は停車しません。また、交通規制による遅

います。 日時 2月22日㈭～24日㈯午前

台東区内の交通規制日時 2月25日㈰午前9

れが見込まれますので、ご理解をお願いし
ます。

11時～午後9時（最終日は8時まで）

時～午後2時

場所 東京ビッグサイト西展示棟（江東区有

車両利用 コースおよびコース直近の道路

分～午後0時30分頃

明3−11−1）
◆ 以降、
上記記事の共通項目 ◆
問合せ 観光課☎（5246）1447

場所 上図のとおり

迂回日時 2月25日㈰午前8時30
問合せ 台東区交通

放置場所
浅草駅周辺

保管場所
千束保管所
（千束3−28−13）

蔵前駅周辺
今戸保管所
浅草橋駅周辺 (今戸2−26−11）

※保管期間は1か月、移送料は5,000円で

は、5時間程度車両の通行が禁止されます。

対策課公共交通・駐車場担当

コース方向への車両の利用はご遠慮くださ

☎（5246）1361 東西めぐりんは日立

す。 返還の受付日時 月曜日を除く午後2
時30分～6時30分 問合せ 交通対策課・自

い。車両を利用する場合は、通行推奨ルート

自動車交通㈱☎（5682）1122 ぐるー

転車対策担当☎（5246）1305

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。

