広報

（7） 平成30（2018）年 4月20日

催 し も の など
第11回浅草橋紅白マロニエま
つり

第 1203 号
「台東区産業フェア2018」
出展者募集

朝倉彫塑館特集展示「時代を創
った人物5 島津の気風」

経営環境の改善や販路開拓などに取り組む

期間 6月6日㈬まで

開館時間 午前9時30

意欲的な事業者を支援し、台東区ブランド

分～午後4時30分（入館は4時まで）

を国内外に発信していくことを目的として

入館料 一般500円、小中高生250円※入

勤・在学の高校生以上の方 定員 各30人
（先着順） 費用 各250円

申込方法 催し

名（①か②）
・住所・氏名・年齢・性別・
電話番号を電話かファックスで下記申込先
へ

申込締切日 各教室開催日の前日まで

場所・申込み・問合せ 都立浅草高校温水

開催します。ビジネス展示商談会を基本と

館時は靴を脱ぎ、靴下着用 休館日 月・木

プール（今戸1－8－13）

しつつ、一般来場者向けに販売・PRを行

曜日（祝日の場合は翌日）※4月30日㈷、

☎・ FAX （3874）3019

ク浅草橋ビル周辺（浅草橋1－22－16）

うこともできます。 日時 11月1日㈭・2

5月2日㈬～6日㈰は開館し、
1日㈫・7日㈪・

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

内容 にぎわいパレード、にぎわい広場（物

日㈮午前10時～午後5時

8日㈫は休館します。

販等）
、キッズクラフトコーナー、秋山武

貿易センター台東館（花川戸2－6－5）

雄なつかし写真展（トークショー・13日

対象 原則として台東区内に事業所を有す

のみ）
、にぎわい市（地元企業、店舗の物

る「ものづくり」分野の中小企業

日時 5月12日㈯・13日㈰午前10時～午後
5時（13日は4時まで） 場所 ヒューリッ

場所 都立産業

場所・問合せ 朝倉

産業研修センターの催し

彫塑館☎（3821）4549

書道博物館出前講座

なかむら ふ せつ

根岸の偉人、中村不折を知ろう！
～おはなしとワークショップ～

●第1回CAD入門講座「RootPro CAD」

販等）
、みんなで踊ろう！マロニエまつり

出展料 2日間で1小間10,000円※1企業に

盆踊り（12日のみ）
、
浅草橋しゃべり亭（問

つき2小間まで

屋街の歴史・13日のみ）
、座★ステージ浅

アホームページから申込むか、申込書（下

日時 5月26日㈯午後2時30分～4時

全日程受講可能な方 定員 4人（抽選）

草橋（ステージパフォーマンス・13日のみ）

記問合せ先へ請求）に記入しファックスで

場所 生涯学習センター

講師 清水直人氏

ほか

申込み※詳しくは台東区産業フェアホーム

順） 講師 書道博物館学芸員 費用 100円

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

（材料費） 申込方法 往復はがき（1人1枚）

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

問合せ マロニエまつり実行委員会

申込方法 台東区産業フェ

ページをご覧ください。

（浅草橋地区センター内）

定員 20人（先着

ふりがな

日時 6月5日㈫・6日㈬（全2回）午後6時
15分～8時45分 対象 区内在住か在勤で
費用 3,000円（2回分）

ふりがな

☎（3851）4500

申込締切日 5月25日㈮（必着）

に住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下

所在地を書いて下記問合せ先へ

マロニエまつり実行委員会 染谷

問合せ 産業振興課地域産業担当

記問合せ先へ

申込締切日 5月15日㈫（必着）

☎090（7215）7431

☎（5246）1143

着） 問合せ 〒110－0003 台東区根岸

●第2回革小物手作り教室「オリジナル蝶

FAX （5246）1139

2－10－4 書道博物館☎（3872）2645

ネクタイ」 日時 6月

外国語ができなくても大丈夫！
外国人と日本語で話しませんか
外国人と日本語でコミュニケーションをと

Concert for KIDS
～0才からのクラシック～

申込締切日 5月16日㈬（必

台東リバーサイドスポーツセン
ターから

16日㈯午後1時30分
～3時30分 対象 区
内在住か在勤の小学

るコツを学んでみませんか。実際に外国人

●初心者ゴルフ教室 日時 6月7日～7月5

5年生以上の方※小

と話す時間もあります。

日時 5月22日

日の月・木曜日（6月28日を除く・全8回）

学生は保護者同伴

㈫午後6時30分～8時30分 場所 区役所
10階1003会議室 対象 区内在住か在勤・

午後6時30分～8時30分 場所 台東リバー

定員 10人（抽選） 講師 高見澤篤氏（浅草
ものづくり工房卒業生） 費用 1,000円

在学の方 定員 40人（先着順）

ター（江東区木場） 対象 区内在住か在勤

申込方法 電話で下記問合せ先へ（区ホー

の18歳以上の方 定員 30人（抽選・初め

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

ムページから申込可） 申込締切日 5月18

ての方を優先） 講師 台東区ゴルフ連盟講

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

日㈮

師団

所在地、会員の方は会員番号を書いて下記

サイドスポーツセンター、フジゴルフセン

問合せ 区民課協働・多文化共生係

☎（5246）1126

小さな子供と一緒に家族で入場できます。

ひとり親家庭「春の日帰りバス
ハイク」～東京サマーランド～

費用 10,000円（8回分）※練習場

のボール代は別途
ふりがな

申込方法 はがきに教室

日時 7月4日㈬午前10時30分開場、11時

名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号、

開演（1時間程度） 場所 生涯学習センター

在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記

ミレニアムホール 出演 大森智子（ソプラ

問合せ先へ

日時 6月23日㈯午前8時区役所集合、午後

ノ）
、上原正敏（テノール）
、礒絵里子（バ

●初心者のためのスポーツ教室「卓球」

5時帰着予定※雨天決行、荒天時行先変更
の場合あり 対象 区内在住のひとり親家庭

イオリン）
、海野幹雄（チェロ）
、新居由佳

日時 6月1日～7月13日の金曜日（全7回）
午後7時～9時 場所 台東リバーサイドス

の子供（4～15歳）と保護者（親子で参加
できる方） 定員 18組（抽選） 費用 無料

チャールダーシュ（モンティ）
、トルコ行

（昼食代は自己負担）※台東区母子寡婦福

梨（ピアノ） 曲目 乾杯の歌（べルディ）
、
進曲（モーツァルト）ほか

申込締切日 5月25日㈮
（必着）

ポーツセンター第2競技場 対象 区内在住
か在勤・在学の高校生以上の方 定員 30

（勤労者サービスセンター会員は500円）

ふりがな

問合せ先へ

申込締切日 5月26日㈯
（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
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

高齢者施設ボランティア育成講
座
日時 5月25日㈮午前10時～午後3時45分

入場料（全席指定）大人2,000円、0歳～小

人（先着順） 持ち物 運動できる服装、室

場所 特別養護老人ホーム谷中

祉協議会（年会費500円）への入会をお

学生1,000円※大人のみの入場不可

内履き

ンティアや介護の仕事に関心のある方

願いしています。

入場券 イープラス、チケットペイ、生涯

申込期間 4月20日㈮〜5月29日㈫

申込方法 はがきに催
ふりがな

申込方法 電話で下記問合せ先へ

し名・参加者全員の住所・氏名・生年月日・

学習センター、下記財団事務局で販売

年齢・学年・電話番号（自宅と携帯）
・今

問合せ 台東区芸術文化財団

問合せ 〒111－0024

までのバスハイク参加回数を書いて郵送か

☎（5828）7591

10 台東リバーサイドスポーツセンター

直接下記問合せ先へ持参

申込締切日 5月

30日㈬（必着） 問合せ 〒110－8615
台東区役所子育て・若者支援課（区役所6
階⑦番）☎（5246）1237

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「弦楽」

◆以降、上記記事の共通項目 ◆
台東区今戸1－1－

☎（3872）3181

対象 ボラ

定員 10人（先着順）※演習・体験・試食

あり、動きやすい服装で参加
申込締切日 5月24日㈭
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228

幼児のための水泳教室（第1期）

子犬のしつけ方教室

日時 5月17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ムホー

水慣れからクロールまでのレベル別グルー
プレッスンです。 日程 6月2日㈯・9日㈯

日時 5月17日㈭午後2時～3時30分

ル

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院
生ほか 入場券 500円※当日会場で午後1

・16日㈯・23日㈯（全4回） 時間 Aクラ

歳くらいまで）を飼っている・これから飼

スは午後2時～3時、Bクラスは3時～4時

いたいと思っている方※犬を連れての参加

期間 6月～31年3月の第2・4水曜日

時30分から販売、未就学児の入場不可

対象 3歳以上の未就学児

は不可 定員 50人（先着順） 講師 家庭犬

時間 午前10時～正午

しつけインストラクター（東京都動物愛護

「台東区観光ボランティアガイド」
養成講座

定員 各24人（抽

場所 台東保健所3階大会議室

対象 子犬
（1

区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

選） 講師 野村不動産ライフ&スポーツ

センター 対象 区内または近隣区在住で台

往復はがきに「弦楽」
・希望人数（2人ま

費用 5,300円（4回分・保険料含む）

推進員） 申込み・問合せ 台東保健所生活

東区の歴史や文化に関心があり、全日程受

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

※レッスン前後の利用は延長料金が必要

衛生課☎（3847）9437

講可能で、講座終了後はボランティアガイ

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

申込方法 往復はがき（1人1クラス）に教

ドとして活動できる方 定員 30人程度

申込締切日 5月1日㈫（必着）

室名・希望クラス（AかB）
・住所・氏名・

内容 台東区の歴史・文化財などの講義、案

問合せ 〒110－0004

電話番号・泳力レベルを書いて下記問合せ

内の実地研修など※詳しくは6月13日㈬

－11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

先へ※往復はがき返信後、来館手続きあり

午前10時からの事前説明会でお知らせし

☎（5826）7125

申込締切日 5月14日㈪（必着）

日時 5月26日㈯午後1時30分

場所・問合せ 〒110－0015

所10階会議室 対象 区内在住か在勤・在

場所 浅草文化観光

台東区下谷1－2

ます。 費用 無料（テキスト代別途）
ふりがな

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・

第22回朗読会「ゆく雲」

職業・電話番号・メールアドレス・応募動
機を書いて下記申込先へ

入館料のみでお楽しみいただけます。

申込締切日 5月25日㈮（必着）

日時 5月13日㈰午後1時30分（60分程度）

申込み・問合せ 〒111－0034

定員 60人（先着順）

台東区雷

門2－18－9 浅草文化観光センター内

講師 世弥きくよ氏（舞台俳優）

台東区観光ボランティアの会

入館料 一般300円、小中高生100円

☎（3842）5599

場所・問合せ 一葉記念館

問合せ 浅草文化観光

センター☎（3842）5501

☎（3873）0004

台東区東上

花とみどりの園芸講習会～玄関
先や店先を花で彩る～「夏にも
元気な花の寄せ植え作り」
場所 区役

野6－16－8 清島温水プール

学の方 定員 30人（抽選） 講師 樺澤智江

☎（3842）5353

氏（日本ハンギングバスケット協会公認講

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 ①5月26日㈯

②27日㈰午前11時

40分～午後0時30分 対象 区内在住か在

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。

師） 費用 2,000円（材料費） 申込方法 往
復はがき（1人1枚）に催し名・住所・氏名
・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務
先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ
先へ（電子申請可） 申込締切日 5月7日㈪
（必着） 問合せ 〒110－8615 台東区役
所環境課☎（5246）1323

広報

平成30（2018）年 4月20日
花とみどりの園芸講習会
「手軽にプランター菜園してみま
せんか」
日時 6月2日㈯午前10時

場所 区役所10

第 1203 号 （6）

ゆずります ヘアアイロン、シングルベッ

接下記問合せ先へ（区ホームページから申

申込締切日 5月16日㈬

ド、洋服ラック

込可） 申込期間 5月10日㈭～22日㈫

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

ゆずってください 三輪車、テーブルと椅

問合せ 日本堤子ども家庭支援センター

番）☎（5246）1468

子、子供用自転車20インチ

☎（5824）2535

※上記の情報は4月1日現在の内容です。

階会議室 対象 区内在住か在勤・在学の方

詳しくは、下記へお問合せください。

定員 25人（抽選） 講師 永井淳一氏（園芸
アドバイザー） 費用 2,000円（材料費）

ルショップ☎（3866）8361

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

・住所・氏名・年齢・電話番号、在勤（学）
の方は勤務先（学校）名・所在地を書いて

子育て応援プロジェクト「家庭
教育支援者養成講座（入門編）
」

女性創業者・メンター交流会
～わたしらしく働く「起業」とい
う選択肢～

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

第4回東京国際ヴィオラコンク
ール入賞記念コンサート

子育て中の方の身近な相談相手になれるよ
う、区が行っている子育て支援関連の情報

日時（全5回）6月9日㈯午後1時～3時、16

やさまざまな支援方法を学びます。子供を

日㈯・30日㈯午後1時～4時、7月7日㈯・

持つ親が安心して子育てができるよう、地

21日㈯午前10時～正午 場所 生涯学習セ

域で支援する一員になってみませんか。

下記問合せ先へ（電子申請可）

日時 6月3日㈰午後2時15分授賞式、3時

ンター

申込締切日 5月14日㈪（必着）

開演

して間もない女性経営者や個人事業主

日程
（全6回）

問合せ 〒110－8615

台東区役所環境課

☎（5246）1323

シニアライフ応援計画
軒先（ベランダ）園芸講座

場所 上野学園石橋メモリアルホー

ル（東上野4－24－12） 入場料 3,000円
（全席指定） 前売券 イープラスで販売

対象 創業に関心のある女性、創業

定員 10人程度（先着順）※託児あり（1歳

氏、黒田治子氏、西久保直美氏、市川貴
子氏、
髙木容子氏

レモンやブルーベ

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名を

氏名・電話番号を電話かファックスまたは

リーなどの実が食

書いて下記申込先へ

メールで下記問合せ先へ

べられる果樹に、

㈮（必着） 申込み・問合せ 〒150－0001

問合せ 台東区産業振興事業団

野菜や色とりどり

渋谷区神宮前5－53－67 ㈱テレビマン

☎（5829）4124

の草花を組み合わ

ユニオン内 東京国際ヴィオラコンクール

せて作る寄せ植え

運営事務局「入賞記念コンサート」係
※画像はイメージです

日時 5月30日㈬午後1時30分～3時30分
対象 区内在住か在勤でおおむね50歳以上

の方 定員 30人（抽選） 講師 永井淳一氏

☎（6418）8617

6月12日 新しいつながり合いの形（Ⅰ）
㈫
体験！「聴く」こととは

に要予約） 講師 白羽玲子氏、吉田彩衣子

はがき（1組1枚）に住所・氏名・電話番

講習会です。

6月5日 今どきの子育て家族を取り巻く
㈫
環境

以上の未就学児・各開催日の1週間前まで

区内在住か在勤（学）の方を抽選で30
組60人ご招待

申込締切日 5月11日

6月19日 新しいつながり合いの形（Ⅱ）
㈫
ファシリテーションを体験

申込方法 催し名・住所・

6月26日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－理論編－
7月3日 愛情を伝わるように伝えるには
㈫
－実習編－

FAX （5829）4127

Eメール keiei@taito-sangyo.jp

7月10日 台東区だからこそ！やってみた
㈫
い支援のカタチを考える

地域福祉権利擁護事業
「生活支援員」募集説明会

問合せ 台東区生涯学

習課☎（5246）5815

図書館のこども室から

テーマ

時間 午前10時～正午

場所 生涯学習セン

ター 対象 区内在住か在勤で、さまざまな

生活支援員は、福祉サービスの利用や、公

スキルを子育て支援に役立てたい・子育て

共料金の支払いなどを自分で行うのが困難

支援に関心のある方※原則全日程受講でき

（園芸アドバイザー） 申込方法 住所・氏

●あかちゃんえほんタイム

日時 5月12

日㈯午前11時～11時30分

場所 根岸社

な方を支援します。 日時 5月11日㈮午
前10時30分～正午 対象 福祉活動に対し

る方 定員 15人※託児あり（先着順）

名・年代・電話番号を電話かはがきで下記

ター

問合せ先へ

申込締切日 5月16日㈬（必着）

場所・問合せ 〒111－8621

生涯学習セ

ンター生涯学習課☎（5246）5821

リサイクル

会教育館和室 対象 区内在住の平成28年

て情熱と理解のある方 内容 地域福祉権利

11月12日～29年11月11日生まれの子供

擁護事業とは、生活支援員の活動※生活支

申込方法 電話で下記問合せ先へ（電
子申請可） 申込締切日 5月29

と保護者 定員 10組（先着順）※子供1人

援員希望者は面接（5月17日㈭午前10時）

日㈫

につき1回まで

あり

教育担当☎（5246）5821

申込開始日 4月28日㈯

※申込みは本人に限る。中央図書館では受

●子供用品限定ひまわりフリーマーケット

付しません。

出店者募集

館☎（3876）2101

日時 ①6月17日㈰

㈰午前10時～午後2時

②24日

出店数 各23店

（抽選）※区内在住の方優先

し名・希望日（①か②）
・住所・氏名・年齢

時～7時30分 場所 生涯学習センター504

・電話番号・子供の年齢をメールか直接下

教育研修室

記問合せ先へ※電話での申込不可、営業関

活動を始めたい・始める予定の初心者で全

係の方の出店不可

日程参加できる方※以前同講習会に参加し

問合せ 生涯学習課社会

無料建築相談室

●読み聞かせ講習会（夜間・初級）
日時 5月22日㈫・29日㈫（全2回）午後6

場所・申込み・問合せ 台東区社会福

祉協議会☎（5828）7507

申込み・問合せ 根岸図書

申込方法 催

申込締切日時 ①5月7

講師 NPO法人子ども家庭リソースセン

<5月>

日時 5月10日㈭・6月7日㈭午後1時～4時
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

5日

☎（5246）1468

対象 これから読み聞かせの

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

宝の舞（浅草寺境内）

11～13日

下谷神社大祭（下谷神社）

12・13日

浅草橋紅白マロニエまつり

18～20日

三社祭（浅草神社）
、小野照崎

神社大祭（小野照崎神社）

日㈪ ②14日㈪午後6時※出店決定者の

た方・子供を連れての参加は不可

み出店票を送付

定員 20人（先着順） 講師 児玉ひろ美（中

日時 5月19日㈯午後1時30分～4時15分

公園噴水前広場）

あい館ひまわりリサイクル活動室

央図書館非常勤司書・JPIC読書アドバイ

対象 区内のマンション所有者

25日

☎（3866）8094

ザー） 申込方法 中央図書館こどもとしょ

定員 6組（1組45分程度、先着順）

26・27日

しつで配布する申込用紙で申込むか電話で

相談員 弁護士か一級建築士

社周辺）

場所・問合せ 環境ふれ

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

●リサイクル活動室出前講座「手ぬぐいを

下記問合せ先へ※申込みは本人に限る

利用したミニトートづくり」
（要申込）

申込開始日 5月2日㈬

日時 5月12日㈯午後2時～4時

問合せ 中央図書館☎（5246）5911

場所 谷中

区民館第1集会室 定員 10人（先着順）
費用 100円（材料費）
申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

☎（3866）8050
●フリーマーケット出店者募集 日時 ①5
月26日㈯午前9時～午後4時 ②5月27日

子育て支援プログラム
「ノーバディズ・パーフェクト」
話し合いながら進める参加型プログラムで

※車での来場不可、天候により中止の場合

す。

出店数（予定）①40店

②15店

日時 6月14日～7月19日の木曜日

（全6回）午後2時～4時 場所 谷中区民館

出店料 ①2,000円（区内在住の方がリサ

対象 6月14日現在6か月以上3歳未満の子

イクル推進友の会ホームページから申込み

供がいる保護者で、全日程参加できる方

で1,500円） ②1,500円

定員 12組
（抽選） 講師 ノーバディズ・パー

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

フェクト認定ファシリテーター

①リサイクル推進友の会（午前9時～午後

申込方法 住所・氏名・年齢・電話番号、託

4時）☎（3412）6857※ホームページ

児希望の方は子供の氏名・年齢を電話か直

か当日会場で申込み ②里彩くるカエル倶
楽部（午前8時～午後4時）
☎090（3068）3534

問合せ 台東区清

掃リサイクル課☎（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。

「初めての資産形成編」

講 座・相 談 会 など

㈰午前8時～午後4時 場所 花川戸公園
あり

くらしに役立つ講座

23～28日

問合せ

さつきフェスティバル（上野

五條天神社例大祭（五條天神社）
お富士さんの植木市（浅間神

くらしの相談課☎（5246）1144
FAX （5246）1139

●私にもできるかな? NISA、iDeCo～制

6時30分～8時 場所 生涯学習センター①

度のポイント、お得な税制優遇とは～

4階407研修室 ②3階301研修室

各制度のしくみ、特色や留意点、税制優遇制

対象 区内在住か在勤・在学の方

度の違いなどを学びます。 日時 5月28日

40人（先着順）※①のみ託児あり（1歳以

㈪①午前10時～11時30分 ②午後6時30
分～8時 場所 生涯学習センター①4階407

と証券を学習する会

研修室 ②3階301研修室 対象 区内在住
か在勤・在学の方 定員 各40人（先着順）

申込方法 講座名・希望時間（①か②）
・住

※①のみ託児あり（1歳以上の未就学児・6人）

所・氏名・電話番号・ファックス番号、在

講師 NPO法人金融と証券を学習する会

勤（学）の方は勤務先（学校）名・所在

●NISA、iDeCoを利用するための投資信

地、①のみ託児希望の方は子供の氏名・

託とは?～そのしくみと留意点～ 投資信

年齢・性別を電話かファックスで上記問合

託の基礎知識などを学びます。 日時 5月

せ先へ（電子申請可）

31日㈭①午前10時～11時30分 ②午後

定員 各

上の未就学児・6人） 講師 NPO法人金融
◆以降、上記記事の共通項目 ◆

託児の申込締切日 各開催日の1週間前

子ども家庭支援センターの催し
催し名
親子で体育遊び
１. ２. ３！

日時
5月28日㈪
①午前10時15分～11時
②午前11時15分～正午

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①1歳4か月
各15組
日本堤子ども家庭支援センター「に
～2歳4か月の子供 ②
4月27日㈮
（先着順）
こにこひろば」☎（5824）2535
2歳5か月～3歳の子供

パパママベビータ 5月19日㈯
区内在住の11か月まで 10組
台東子ども家庭支援センター「わ
4月27日㈮
イム
午前10時45分～11時30分 の子供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577
おしゃべりタイム

5月28日㈪
午後2時～2時45分

区内在住の6か月～11
5組
寿子ども家庭支援センター「のび
4月27日㈮
か月の子供
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631

【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。

