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催 し も の など
日本オーストリア友好150周年
交流推進事業ウィンターコンサ
ート「オーストリアの調べ～ウィ
ーンからの新しい風～」

第 1221 号
アジアの伝統・アジアの現代20
19「 第39回奏 楽 堂トーク&コ
ンサートシリーズ」
ラナート（タイの木琴）の名手を迎えて開
催する、タイと日本の作曲家による室内楽

後4時30分（最終日は3時30分まで）

●バックヤードツアー（要申込） 非公開

場所 生涯学習センター

部分をご案内します。 日時 2月6日～3月

問合せ 学務課

☎（5246）1416

ミレニアムホールふれあいコン
サート
「おとあそび♪親子音楽会」

6日の水曜日（2月20日を除く）午前9時
25分（10分程度） 申込方法 往復はがき
に希望日・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 各開

作品の演奏会です。 日時 2月22日㈮午
後6時30分開場、7時開演 場所 旧東京音

小さな子供と家族が楽しめる参加型コン

●ギャラリートーク 展示作品などの見ど

オーストリア大使館が招く、オーストリア

楽学校奏楽堂

入場券（全席自由）3,000円

サートです。 日時 3月2日㈯午後2時～3

ころを解説します。 日時 2月20日㈬午後

クラシックトリオの来日に合わせた演奏会

申込方法 催し名・希望枚数・氏名・電話

時30分 場所 生涯学習センターミレニア

2時（30分程度）

です。

番号を電話かメールで下記申込先へ

ムホール 対象 0歳～小学校3年生と家族

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定員 300人（先着順） 出演 東京藝術大学

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

おとあそび♪音楽隊、ほか

曲目 おはな

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

日時 2月21日㈭午後6時30分開

場、7時開演
ニアムホール

場所 生涯学習センターミレ
対象 区内在住か在勤・在

学の方※未就学児の入場不可

区内在住か在勤の方を抽選で25組50人
ご招待

定員 260
人（抽選） 出演 ヴェラ・カルナー（クラ

はがきに「奏楽堂トーク＆コンサート」
・

リネット）
、ドミニク・ワグナー（コント

名を書いて下記問合せ先へ

ラバス）
、マチェイ・スカルベク（ピアノ）
申込方法 希望人数（2人まで）
・住所・氏名・

住所・氏名・電話番号、在勤の方は勤務先

用 問合せ 〒110－0001 台東区谷中7
－18－10 朝倉彫塑館

申込み・問合せ 〒151－0061

問合せ 生涯学習課☎（5246）5812

☎（3821）4549

渋谷区初

議会アジアの伝統・アジアの現代コンサー

ックスで下記問合せ先へ（下記2次元コー

ト係☎（6276）1177

ドから電子申請可） 申込締切日 2月5日

c.gr.jp

㈫（必着） 問合せ 〒110－

☎（5246）1146

Eメール info@jf

問合せ 台東区文化振興課

VR認知症体験会～認知症の人
の世界を感じ、理解する～

パパ料理のススメ～パパごはん
で、みんなを笑顔に！～

場合は翌日）※入館時は靴を脱ぎ、靴下着

除く午前9時～午後5時）※窓口販売のみ

方は勤務先（学校）名を往復はがきかファ

FAX （5246）1147

高生250円 休館日 月・木曜日（祝休日の

がわらった、さんぽ ほか

で、2月1日㈮から販売（第1・3月曜日を

台1－19－4－101 （一社）日本作曲家協

課☎（5246）1193

入場券 500円

（子供無料）※生涯学習センター1階受付

申込締切日 2月6日㈬（消印有効）

電話番号・ファックス番号、在勤（学）の

8615 台東区役所都市交流

催日の2週間前（必着）

VR（バーチャルリアリティ）の技術を活
用し、視覚や音声により認知症の症状を疑

清島温水プール水泳教室
●第5期 親子で幼児水泳教室 子供の水

一葉記念館 朗読サロン
「大黒屋のみどり」

泳能力を高めるとともに、保護者は指導法

日時 3月17日㈰午後1時30分（70分程度）

を学ぶ事ができます。

定員 60人（抽選） 講師 春本由香氏（女優）

日程（全3回）3

月10日㈰・17日㈰・24日㈰ 時間 Aクラ
スは午前9時～10時、Bクラスは午前10
時～11時 対象 3歳～6歳の未就学児と保
護者 定員 各20組（抽選） 講師 野村不動
産ライフ＆スポーツ 費用 3,750円（保険

費用 1,000円（別途入館料が必要）
申込方法 往復はがき（1人1枚）に住所・

ふりがな

氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ

先へ※複数名の記入、往復はがきでないも
のは無効

申込締切日 2月18日㈪（消印有

似体験します。認知症の症状は、単なる物

料含む）※レッスン前後の利用は延長料金

効） 場所・問合せ 〒110－0012

日時 3月2日㈯午前10時～午後0時30分

忘れだけではありません。この機会に、認

が必要

区竜泉3－18－4 一葉記念館

対象 区内在住か在勤の料理初心者の男性

知症への理解を深めてみませんか。

ラス）に教室名・希望クラス・住所・氏名・

定員 12人（先着順） 講師 滝村雅晴氏（パ

日時 2月25日㈪午後2時～3時30分

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

パ料理研究家） 費用 500円（材料費）

場所 区役所10階会議室

先へ※往復はがき返信後に来館手続きあり

持ち物 エプロン、三角巾

在勤・在学の方 定員 45人（先着順）

申込締切日 2月19日㈫（必着）

申込方法 氏名・電話番号、託児（1歳以上

講師 ㈱シルバーウッドVR事業部

場所・問合せ 〒110－0015

の未就学児）希望の方は子供の氏名・年齢

申込開始日 1月21日㈪

・性別を電話か直接下記問合せ先へ

護予防・地域支援課☎（5246）1225

申込開始日 1月23日㈬
場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

習センター4階）☎（5246）5816

友好都市南会津町から「会津高
原だいくらスキー場ふれあいス
キーツアー」
か在勤・在学の方

申込み・問合せ 介

第23回 福祉大会

託児の申込締切日 2月23日㈯

期間 2月16日㈯～17日㈰

対象 区内在住か

対象 区内在住

定員 60人（先着順）

長年ボランティア活動を続けている方々等

用具等

を行います。 日時 2月24日㈰午後1時30

ラザ☎（5808）7410

申込み・問合せ みなみや

ま観光㈱☎0120（915）221

問合せ 南

出展 藤井

ル展示 問合せ 福祉課☎（5246）1172

19日～30年8月18日生まれの子供と保護

所9階④番文化振興課、生涯学習センター、

者

下記問合せ先で販売 問合せ 台東区芸術

輪投げ大会
（台東区シニアクラブ連合会）

定員 各10組（先着順）※子供1人に

つき1回まで、各回とも同内容
申込開始日 2月5日㈫※申込みは保護者に

シニアクラブの会員と一緒に、楽しく身体

限る

を動かしてみませんか（初心者可）
。

☎（5246）5911

場所 区役所10階会議室

対象 区内

在住の60歳以上で、シニアクラブに加入
していない方

定員 30人（先着順）

問合せ 健康課☎（5246）1214

環境学習室「館内プログラム 2
月工作イベント」
工作が苦手な方や、子供でも楽しめる簡単

申込み・問合せ 中央図書館

台東区少年少女発明クラブ主催
「発明教室」

（土・日曜日・祝日を除く） 受付時間 午
前10時～11時30分、午後1時～5時30分

文化財団☎（5828）7591

ママオト
～親子で楽しむ音楽会～
クラシックの生演奏と、劇団四季で活躍し
ていたお兄さんとお姉さんの歌をお届けし
ます。 日時 3月21日㈷午前10時30分開

発明をテーマにした、小中学生向けの体験

場、11時開演 場所 生涯学習センターミ

型講座です。 日時 2月3日㈰午後2時～3

レニアムホール

時 場所 生涯学習センター 対象 区内在
住か在学の小中学生とその家族 定員 70

2,500円、3歳～小学生500円※0～2歳

人（先着順） 講師 松本奈緒美氏（㈱発明
ラボックス代表取締役、発明家）

あ（☎0570－02－9999、Pコード136
－804） 問合せ ママオトコンサート事務
局☎（5685）6290

申込方法 当日直接会場へ

☎（3842）5501

入場料（全席自由）大

前売券 チケットペイ、浅草公会堂、区役

習課☎（5246）5815

場所・問合せ 浅草文化観光センター

学部邦楽科教授ほか

の入場不可 曲目 雅楽「左舞・抜頭」ほか

くなり次第終了 日程 2月1日㈮～28日㈭

㈷午前9時～午後8時（最終日は5時まで）

出演 東京藝術大学音楽

場所 生涯学

な工作を複数用意しています。※材料が無

（筆耕体験あり）
。 日時 2月9日㈯～11日

場所 浅草公会堂

対象 区内在住平成29年8月

問合せ 産業振興課☎（5246）1131

歌舞伎文字の作品展示・実演を実施します

日時 2月9日㈯午後1時開場、1時30分開演

図書館のこども室から

直行氏（袋物）
、星野保氏（銅器）

歌舞伎文字「勘亭流書道」
作品展

邦楽爛漫―奏―

日㈫午前10時15分、11時

開始

場所 浅草文化観光センター7階

☎（3824）1988

習センター

台東区都市交流課☎（5246）1264

13日㈬～15日㈮午前11時～午後4時

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

東区社会福祉協議会の事業を紹介するパネ

日時 2月18日㈪午前9時40分受付、10時

伝統工芸職人の仕事の様子や、こだわりの
道具・製品をご覧になれます。 日時 2月

から販売※未就学児の入場不可

念講演『ダウン症の娘と共に生きて』
」
、台

会津町商工観光課☎0241（62）6200

伝統工芸イベント「出張！匠工
房＠浅草文化観光センター」

入場券 500円※当日会場で午後1時30分

人2,000円、小中高生1,000円※未就学児

人での参加は相部屋※詳しくは、区ホーム

2日㈯午後5時

京藝術大学音楽学部学生・院生ほか

日時 2月19

通費、リフト券（2日分）
、保険料含む※1

申込締切日時 2月

場所・問合せ たなかスポーツプ

出演 東

●あかちゃんえほんタイム

未就学児9,000円※宿泊代（1泊2食）
、交

ラシをご覧ください。

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

家・金澤泰子氏の講演と親子トークショー

ニアムホール

日程 2月7日㈭「木管・金菅」
・14日㈭「指
時間 午後1時30分開場、2時開演

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

定員 200人（先着順）

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート
揮」
・21日㈭「古楽」
、3月21日㈷「室内楽」

ドラマ「平清盛」の題字を揮毫した書家・

分～3時30分 場所 生涯学習センターミレ

☎（3873）0004

☎（3842）5353

金澤翔子氏による書の実演と、母である書

き ごう

台東

野6－16－8 清島温水プール

親子でキャッチボールなどができます。

内容 第1部「感謝状贈呈式典」
、第2部「記

交流課、区民事務所・同分室で配布するチ

台東区東上

を顕彰します。記念講演では、NHK大河

費用 一般18,000円、小学生11,000円、

ページか区役所1階ロビー・9階①番都市

申込方法 往復はがき（1人1枚1ク

問合せ 生涯学

朝倉彫塑館から

入場料（全席指定）一般

の膝上観覧は無料

販売場所 チケットぴ

台東区芸術文化財団☎（5828）7591

ウクレレコンサート

※受付時間中いつでも参加可、10～20分

●特集展示「朝倉摂のデッサン」＆「朝倉

日時 3月3日㈰午後0時30分開場、1時開演

程度でできます。

の猫 総選挙結果発表」

場所 生涯学習センターミレニアムホール

期間 3月6日㈬まで

出演 キヨシ小林、りか、DAICHI

●建築ツアー 建物の見どころを解説しま

曲目 ひょっこりひょうたん島ほか

す。 日時 1月30日㈬、2月6日㈬・13日

入場料（全席自由）大人1,500円、高校生以

㈬午後2時（30分程度）

下1,000円 入場券 チケットペイ、生涯学

場所・問合せ 環境ふ

れあい館ひまわり☎（3866）2011

特別支援学級合同作品展
日時 1月29日㈫～2月1日㈮午前10時～午

【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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習センター、区役所9階④番文化振興課、

④モーっと知ろう 牛乳・乳製品～牛乳の

メールで下記問合せ先へ

下記問合せ先で販売 問合せ 台東区芸術

種類の違いがわかりますか～

開催日の1週間前

文化財団☎（5828）7591

ゆとり教養講座
「バスハイク 小田原城と花見」
日時 3月26日㈫午前8時45分集合、午後5
時帰着予定 対象 区内在住の60歳以上の

日時 2月

申込締切日 各

行います（終了後、個別相談可）
。

場所・問合せ 台東区社

日時 2月23日㈯午後1時30分～5時

28日㈭午後2時～3時30分 講師 （一社）

会福祉協議会☎（3847）7065

場所 区役所10階会議室

日本乳業協会

FAX （3847）0190

マンションの理事長、理事

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センター

在勤・在学の方

対象 区内在住か

定員（先着順）①②④各

40人 ③32人※託児あり（6か月以上の

Eメール taito-vc@

jcom.home.ne.jp

対象 区内の分譲

ンション理事長等連絡会入会登録書」
（区
ホームページからダウンロード可）に記入

地域活動基礎力アップ講座
「NPO・地域活動団体のための
助成金申請活用講座」

し郵送かファックスまたは直接下記問合せ
先へ（電子申請可） 申込締切日 1月30日

方 定員 46人（抽選） 費用 4,683円（バ
ス代、昼食代、保険料含む） 申込方法 老

住所・氏名・電話番号・ファックス番号、

日時 2月27日㈬午後6時～8時

人福祉センター、老人福祉館で配布する申

在勤（学）の方は勤務先（学校）名、託児

で活動している非営利団体、地域活動を始

階⑩番）☎（5246）1468

込用紙に記入し提出

希望の方は子供の氏名・年齢・性別を電話

めたいと考えている方、助成金について関

FAX （5246）1359

日㈯ 問合せ 老人福祉センター

かファックスで下記問合せ先へ（電子申

心のある方 定員 30人（先着順） 講師 熊

☎（3833）6541

請可） 託児の申込締切日 各開催日の一週

谷紀良氏

間前 問合せ くらしの相談課

名・電話番号を電話かファックスまたは

☎（5246）1144

メールで下記問合せ先へ

申込締切日 2月16

勤労者サービスセンターの催し
●ものづくり教室
「飴細工を体験しよう！」
日時 3月2日㈯午前10時50分～午後1時頃
場所 浅草 飴細工 アメシン 花川戸店（花

未就学児、各6人程度） 申込方法 講座名・

FAX （5246）1139

ひきこもりに関する①個別相談
会 ②講演会 ③茶話会

㈬（必着）※要事前登録、登録済の方には
別途案内を郵送

対象 区内

問合せ 住宅課（区役所5

学校保健会創立60周年記念式典
特別記念講演「心に響くコミュ
ニケーション ペップトーク～
やる気を引き出す魔法の言葉～」

申込方法 参加者全員の住所・氏
申込締切日 2月

20日㈬
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

☎（3847）7065

日時 2月14日㈭午後2時30分～4時

FAX （3847）0190

場所 生涯学習センターミレニアムホール

川戸2－9－1 堀ビル1階） 対象 勤労者

日時 2月16日㈯①午前10時～正午、午後

サービスセンター会員とその家族、区内在

3時～5時 ②1時～2時30分 ③3時～4

住か在勤・在学の方 定員 16人（小学生

時30分 場所 区役所10階会議室

以上の方）
（抽選） 費用 大人3,000円、

定員（先着順）①午前4組、午後2組（1組1

子供（小中高生）2,500円※大人と子供で

時間程度） ②50人 ③20人※区内在住

手続きの方法・就労との関係などについて、

申込締切日 2月5日㈫

の参加は1組5,000円（会員とその家族は

の方優先

大悟氏（ひきこもり当事者グループ「ひき

難病患者だからこその視点でお話ししま
す。 日時 2月25日㈪午後2時～4時

務課☎（5246）1413

別料金）※小学生1人につき、大人1人の
参加が必要

申込締切日 2月5日㈫（必着）

講師 ①③臨床心理士

②割田

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

桜」in横浜代表） 申込方法 講座名（①～

場所 台東保健所3階大会議室

③）
・希望時間（①のみ）
・参加者全員の住

方と家族または関係者、区内在住か在勤の

くりとした全身運動で、いつまでも若々し

所・氏名・年齢・電話番号を電話かファッ

くいたい方におすすめです。

クスで下記問合せ先へ

13日㈬午後6時30分～8時

場所 台東区

申込締切日 ①2月

5日㈫ ②③2月12日㈫

定員 100人（先着順）※託児あり（2歳～

小学3年生）希望の方は電話で下記問合せ

難病講演会「難病患者が知って
おきたい障害年金のこと」

●健康セミナー
「美軸エクササイズ」 ゆっ
日時 3月

申込方法 「マ

先へ 講師 岩﨑由純氏（
〈一財〉日本ペッ
プトーク普及協会代表理事）
申込み・問合せ 学

CAD応用講座

対象 難病の

方 定員 60人（先着順） 講師 松山純子氏

日時（全2回）3月12日㈫・13日㈬午後6
時15分～8時45分 対象 区内在住か在勤

（YORISOU社会保険労務士法人代表）

若者支援課☎（5246）1341

申込方法 講演会名・氏名・電話番号を電話
かファックスで下記問合せ先へ 問合せ 台

で、全日程受講でき、過去にCADステッ

中小企業振興センター（小島2－9－18）
対象 勤労者サービスセンター会員とその
家族、
区内在住か在勤の方 定員 30人（抽

FAX （5246）1289

東保健所保健予防課☎（3847）9405

を習得したい、または業務で「CADデー

FAX （3841）4325

タ」のやり取りを考えている方 定員 4人

問合せ 子育て・

たいとう就職面接会

選） 費用 1,000円（会員とその家族は
500円） 申込締切日 2月14日㈭（必着）

複数の区内企業と面接できる就職面接会で

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

す。中高年中心の求人で、区内企業約15

申込方法 はがきに催し名・代表者の住所・

社が参加します。 日時 2月22日㈮午後1

氏名・電話番号・参加者全員の氏名・年齢、

時30分～3時30分（受付は1時15分～3

会員の方は会員番号・事業所名を書いて下

時） 場所 区役所10階会議室

記問合せ先へ 問合せ 〒111－0056 台

希望数の履歴書・職務経歴書

東区小島2－9－18 台東区産業振興事業

ローワーク上野☎（3847）8609 31＃

団勤労者サービスセンター

台東区産業振興課☎（5246）1152

☎（5829）4123

講 座・相 談 会 など
東京くらし防災から学ぶ！
―あなたの命を守る知恵―
日時 3月9日㈯午後1時30分～3時30分
場所 生涯学習センター

対象 区内在住か

在勤で、防災や減災に関心がある方

場所・問合せ 〒111－0023

1－36－2 産業研修センター

キーパーになりませんか。

☎（3872）6780

日時 2月21
日㈭午後2時～3時30分 場所 台東保健所

福祉なんでも相談

定員 80人（先着順） 講師 西村由紀氏（N

介護・育児などに関する不安や心配事の相

POメンタルケア協議会理事）

日時 3月6日㈬午前10時～午後3時45分

談に応じます。相談は無料・申込不要・秘

申込方法 講演会名・氏名・電話番号を電話

場所 三ノ輪福祉センター※演習・体験・試

密は厳守します。

かファックスで下記問合せ先へ

食あり、動きやすい服装で参加

午前8時30分～午後5時15分、第3土曜日

問合せ 台東保健所保健予防課

ランティアや介護の仕事に関心のある方

午後1時〜4時30分

☎（3847）9405

定員 10人
（先着順） 申込締切日 3月5日㈫

相談日時 月～金曜日
場所・問合せ 台東区

社会福祉協議会☎（5828）7556

FAX （3841）4325

NPOのための個別相談

☎（5603）2228

日時 2月7日㈭、3月7日㈭午後1時～4時

非営利団体 定員 各2組（先着順）

名・年齢・性別を電話か直接下記問合せ先

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

区からの情報提供や分譲マンション間の意

へ

名・電話番号を電話かファックスまたは

見交換、マンション管理士による助言等を

しょうゆの話を添えて〜
㈫午後2時～3時30分

対象 区内で活動する

問合せ 男女

②おいしく食べて健康に〜知って得する
日時 2月19日

講師 福島寛之氏

（キッコーマンお客様相談センター）
③実験で学ぶ 発酵のチカラ～「発酵食品」
の基本を知ろう～ 日時 2月26日㈫午後2
時～3時30分 講師 台東区消費生活相談員

対象 ボ

申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

無料建築相談室

か月以上の未就学児）希望の方は子供の氏

塩事業センター海水総合研究所

台東区橋場

高齢者施設ボランティア育成講
座

3階大会議室 対象 区内在住か在勤の方

時間 午後2時～4時

①意外と知らない「お塩」の話 日時 2月
15日㈮午後2時～3時30分 講師 （公財）

申込締切日 2月19日㈫（必着）

を学びます。あなたも身近な人のゲート

13日㈬、会計・税務相談は2月21日㈭

2月のくらしに役立つ講座
～食品編～

務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ

相談の基本から自殺防止のための対応方法

申込方法 氏名・電話番号、託児（生後6

☎（5246）5816

ふりがな

所・氏名・年代・電話番号、在勤の方は勤

問合せ ハ

O法人MAMA-PLUGファシリテーター）

平等推進プラザ（生涯学習センター4階）

回分） 申込方法 往復はがきに講座名・住

持ち物 面接

日程 法律相談は2月6日㈬、労務相談は2月

託児の申込締切日 3月2日㈯

（抽選） 講師 渡辺豊氏 費用 3,000円（2

自殺予防講演会「悩んでいる人
に 気づいて 聴いて つなげ
る実践的方法～自殺防止活動の
現場から～」

定員 50人（先着順） 講師 後藤悦子氏（NP

申込開始日 1月23日㈬

プアップ講座を受けたが、より高度な技術

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468
<2月>

マンション理事長等連絡会

3日

節分（各寺社）
、
福聚の舞（浅草寺）
、

うけらの神事（五條天神社）
8日

針供養（浅草寺淡島堂）

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

2月15日㈮
区内在住の①7か月～1
コンサートリーディ
各12組
①午前10時30分～10時55分 歳6か月 ②6か月まで
ング
（先着順）1月28日 日本堤子ども家庭支援センター
②11時～11時25分
の子供
「にこにこひろば」
㈪
☎（5824）2535
にこにこベビーマッ 2月22日㈮
区内在住の5か月まで 12組
サージ

午前10時45分～11時30分

の子供

（先着順）

2月14日㈭
区内在住の①1歳6か月
各25組
①午前10時30分～11時15分 ～3歳 ②9か月～1歳
（先着順）1月28日 台東子ども家庭支援センター
②11時30分～午後0時15分 5か月の子供
「わくわくひろば」
㈪
☎（3834）4577
わくわくミュージッ 2月16日㈯
区内在住の3歳までの 100組
クパーティー
午前10時45分～11時30分
子供
（先着順）
親子ふれあい遊び

ママのエクササイズ

2月18日㈪
寿子ども家庭支援センター
区内在住の①4～8か月 各15組 1月28日
①午前10時15分～10時45分
「のびのびひろば」
②9～11か月の子供 （先着順） ㈪
②11時～11時30分
☎（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。

