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催 し も の など
男性の育児参加を応援します！
「パパ（男性保護者）と遊ぼう！
0歳児とのふれあいあそび」

第 1204 号
をお楽しみください。 日程 6月20日㈬〜
24日㈰ 入場料 7,000円（全席指定）
前売券 チケットスペース（☎3234-9999）
、
下記問合せ先で販売

場所・問合せ 浅草

公会堂☎（3844）7491

歌舞伎文字「勘亭流」書道を体
験できます

日時 6月23日㈯午前10時30分〜11時50

書道博物館ワークショップ
｢書に親しもう！｣

初心者ゴルフ教室
日時 6月7日〜7月5日の月・木曜日（6月

お手本を見ながら、書に挑戦します。

28日を除く・全8回）午後6時30分〜8時

期間 5月30日㈬〜6月5日㈫ 時間 午前10
時〜午後4時 場所 松坂屋上野店本館7階

ンター、
フジゴルフセンター（江東区木場）

｢上野が、すき。ギャラリー｣（上野3−29

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方

−5） 講師 書道博物館学芸員ほか

定員 30人（抽選・初めての方優先）

30分 場所 台東リバーサイドスポーツセ

分 場所 生涯学習センター4階こども室

江戸の伝統文化である歌

費用 100円（材料費） 問合せ 書道博物館

講師 台東区ゴルフ連盟講師団

対象 区内在住か在勤の男性保護者と0歳児

舞伎文字「勘亭流」書道

☎（3872）2645

費用 10,000円（8回分）※練習場のボー

定員 20組（先着順） 内容 手あそび、歌あ

の実演体験を毎月実施し

そびなど※女性保護者向けのワークショッ

ます。書いた文字はポス

プあり（自由参加） 講師 松が谷児童館・

トカードとして持ち帰る

玉姫児童館職員

ことができます。

●スマートフォン講習会

日時 毎月第2・4水曜日午後1時〜4時

〜6月26日の火曜日（6月12日を除く・

問合せ 〒111−0024

※実施日時は変更の場合あり

全4回）午前10時〜正午

10 台東リバーサイドスポーツセンター

記問合せ先へ

申込方法 電話か直接下

申込開始日 5月11日㈮

問合せ 男女平等推進プラザ

☎（5246）5816

ル代は別途

老人福祉センターの催し

☎（3842）5501

一葉記念館から

・消費者月間パネル展

つむ

「ゆく雲」の世界と一葉の紡いだ手紙〜一
樋口一葉の名作「ゆく雲」を紹介します。

②納豆パックでフレーム作り

や実際に友人・知人と交わした手紙と併せ

申込方法 当

一葉の紡いだ言葉を「ゆく雲」の作品世界

日会場で受付※材料が無くなり次第終了

て味わいお楽しみください。

問合せ くらしの相談課消費者担当

24日㈰まで

☎（5246）1144

30分（入館は4時まで） 休館日 月曜日（祝

台東区長賞・区長奨励賞受賞作
品を展示しています

●介護予防教室参加者募集 日程 7〜9月
（各全10回） 時間 ①午前10時〜11時
②③④午前10時〜11時30分

②
27日㈰午後1時〜4時 内容 ①根付け作り

日時 ①5月26日㈯

必要な物 本人確認でき

証等） 申込締切日 5月19日㈯

葉名作シリーズPart.5〜

5月27日㈰
・手作りコーナー

たけぼうき

る物（老人福祉施設使用登録証、健康保険

●下谷龍泉寺町転居125年記念企画展
期間 5月22日㈫〜

日時 5月29日

定員 16人
（抽選） 講師 NPO法人竹箒の会

果を発表します。 場所 生涯学習センター
１階アトリウム

住所・氏名・年齢・性別・電話番号、在勤

場所 橋場老人
福祉館 対象 区内在住の60歳以上の方
持ち物 筆記用具

区内の消費者団体が日頃の活動や研究の成

申込方法 はがきに教室名・

の方は勤務先名・所在地を書いて下記問合

場所・問合せ 浅草文化観光センター

5月は消費者月間です

ふりがな

期間 6月

開館時間 午前9時〜午後4時

日の場合は翌日）
●文化カレッジ1 米沢ゆかりの大橋乙羽
（編集者・作家）と樋口一葉について考え

教室名（内容）

申込締切日 5月25日㈮（必着）

台東区今戸1−1−

☎（3872）3181

第13回台東区チャレンジフィ
ジカルテスト＠柳北スポーツプ
ラザ「大人の体力テスト」
日時 6月17日㈰午前9時15分〜午後1時
場所 柳北スポーツプラザ

対象 区内在住

か在勤・在学の20歳以上の方※当日の健

曜日

場所

お口元気度アップ（口の
①老人福祉
火
健康度のチェックと体操）
センター
②入谷老人
福祉館

面白脳トレ（ゲーム、文
水
学などを通じて脳トレ）
③三筋老人
福祉館
セラバンドで筋力アップ
④橋場老人
（筋力やバランス感覚を 水
福祉館
整える体操）

康状態チェックやADL（日常生活活動テス
ト）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、

講習会「頑張らない運動で動きやすい身体
作り」 講師 杉山市朗氏

持ち物 運動でき

る服装、屋内用・屋外用運動靴、飲み物、
タオル

申込期間 5月14日㈪〜6月8日㈮

申込み・問合せ スポーツ振興課（生涯学習

対象 区内在住のおおむね65歳以上の方

センター5階、土・日曜日・祝日を除く午

定員 各20人（抽選） 費用 実費（教材費）

前9時〜午後5時）☎（5246）5853

東京藝術大学の学生により制作された台東

てみましょう。

区長賞・奨励賞作品を展示しています。

30分（2時間程度） 定員 60人（抽選）

持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設使

●区役所1階台東アートギャラリー（台東

講師 千葉正昭氏（山形県立米沢女子短期

用登録証、健康保険証等）
、82円切手

区長賞作品） 期間 6月8日㈮まで

大学教授） 費用 1,000円※当日支払、別

申込締切日 6月16日㈯

日時 6月23日㈯午後1時

せ先へ

区民体育祭「水泳大会」
日時 6月24日㈰午前9時受付開始

場所 清

展示作品 小田川史弥氏「白とビードロ（日

途入館料が必要

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

島温水プール 対象 区内在住か在勤・在学

本画）
」
、木村美帆氏「水の都と向こうの世

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で

の高校生以上の方※学生スポーツ団体に登

界（油画）
」

住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記

配布する申込用紙に記入し提出

●上野中央通り地下歩道（C4出口付近）

問合せ先へ※複数名の記入、往復はがきで

問合せ 老人福祉センター

録している大学生は不可 費用 一般1,000
円、高校・大学生500円 種別 男子は高校

内（台東区長奨励賞展示作品） 期間 31年

ない物は無効

☎（3833）6541

2月頃まで 展示作品 北林加奈子氏「肌（彫

印有効）

ふりがな

申込締切日 5月31日㈭（消

生の部・一般1部（30歳以下）
・一般2部

●ほのぼの寄席 日時 5月30日㈬午後1時

（31〜40歳）
・一般3部（41歳以上）
、女

30分〜3時 出演 神田すみれ、三遊亭朝橘、

子は高校生の部・一般の部 種目 50メー

沛沛氏「
「わく」と「いく」−サボテンの

入館料 一般300円、小中高生100円

丸一菊仙、神田こなぎ

トル背泳、50メートルバタフライ、50・

生き方（工芸）
」
、渡邉葉月氏「The nine

場所・問合せ 〒110−0012

筋老人福祉館☎（3866）2417

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

刻）
」
、小林百代氏「いい夢を（彫刻）
」
、李

phase diagram（工芸）
」
、堀田さくら氏
「女勲（デザイン）
」
、鷲野愛未氏「宝納華煌

3−18−4 一葉記念館
☎（3873）0004

（デザイン）
」

旧東京音楽学校奏楽堂
木曜コンサート「邦楽」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
問合せ 文化振興課☎（5246）1153

鼓童特別公演2018「道」
（台
東区後援事業）のチケットを販
売しています

台東区竜泉

日時 6月21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
ル

出演 東京藝術大学音楽学部学生・院

生ほか 入場料 500円※当日会場で午後1
時30分から販売、未就学児の入場不可
区内在住か在勤の方を抽選で10人ご招待

引き継がれる伝統と、心を打つ太鼓の響き

グリーン・リーダーが育てたあ
さがおの苗を無料配布します

100メートル自由形、50・100メートル平
泳、200メートルメドレーリレー、200メー
トルリレー

申込方法 申込書（下記問合せ

先で配布、区ホームページからダウンロー

夏の暑さ対策として、みどりのカーテンを

ド可）に記入し、台東区水泳協会事務局か

作りましょう。 日時 5月27日㈰午後2時
※苗が無くなり次第終了 場所 区役所正面

下記問合せ先へ

玄関前

5階、土・日曜日・祝日を除く午前9時〜

定員 200人（先着順）※1人2株

（苗の生育状況に応じて配布数の変更あり）
問合せ 環境課☎（5246）1323

リサイクル

申込締切日 6月14日㈭

問合せ スポーツ振興課（生涯学習センター

午後5時）☎（5246）5853

スポーツひろば
●大正小・楽しいボッチャひろば

日時 6

往復はがきに「邦楽」
・希望人数（2人ま

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

月8日㈮午後7時15分〜8時30分（7時開

で）
・住所・氏名・電話番号、在勤の方は

クをやってみよう」 日時 6月9日㈯午後2

場） 場所 大正小学校地下体育館※エレベ

勤務先名を書いて下記問合せ先へ

時〜4時

ーター利用可、車いす入場可 対象 区内在

申込締切日 5月21日㈪（必着）

定員 10人（先着順）

問合せ 〒110−0004

場所 清川区民館第3集会室
申込み・問合せ 環

住か在勤・在学の方※小学生以下は保護者

境ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

同伴・送迎が必要

11 旧東京音楽学校奏楽堂仮事務所

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①6

●富士小・バドミントン初心者教室

☎（5826）7125

月3日㈰ ②6月10日㈰

時間 午前10時
〜午後3時 場所 花川戸公園※車での来場

日時 6月7日〜28日の木曜日（全4回）午後
7時〜9時（6時50分開場） 場所 富士小学

不可、天候により中止の場合あり

校3階体育館 対象 区内在住か在勤・在学
の中学生以上の初心者 定員 20人
（先着順）

台東区下谷1−2−

講演会シリーズ「江戸から学ぶ」連続講座 第1回
上野の山から江戸がみえるー町づくりと大工棟梁ー

江戸の町は、都市計画から建築まで、すべて京都をモデルとしましたが、やがて江戸
独自の文化や建築を作り上げました。ここではその展開を解き明かします。
日時 7月1日㈰午後2時〜4時

場所・問合せ 三

場所 上野区民館

定員 100人（抽選） 講師 波多野純

氏（日本工業大学名誉教授） 申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名・希望人数（2
ふりがな

人まで）
・参加者全員の氏名・代表者の住所・電話番号を書いて下記問合せ先へ（区ホー
ムページから申込可） 申込締切日 6月13日㈬（必着） 問合せ 〒110−8615 台東
区役所文化振興課「江戸から学ぶ」担当☎（5246）1153

出店数（予定）①30店

②20店

出店料 各2,000円

申込期間 5月14日㈪〜6月1日㈮

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

申込方法 電話か直接下記問合せ先へ

①フリーマーケット推進ネットワーク（午

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

前9時〜午後6時）☎048（268）8711

※学校行事等により、受付･日程変更・中止

②タイムマシーンカンパニー（午前10時

の場合あり 持ち物 運動できる服装、室内

〜午後5時）☎050（3616）3300

履き、
飲み物、
タオル※バドミントンはラケッ

問合せ 台東区清掃リサイクル課

ト（貸出しあり）※更衣室なし、保険は各

☎（5246）1291

自任意で加入 問合せ スポーツ振興課（生

【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 1204 号 （6）

涯学習センター5階、土・日曜日・祝日を除
く午前9時～午後5時）☎（5246）5853

工作教室「革製の小物入れ」

通のみ、受講時は返信される受講票を必ず

㈭・11日㈪ ②「写真の取込みと整理」
・6
月8日㈮・12日㈫・19日㈫ 時間 午前10時

若者のための就活応援セミナー
日時 6月9日㈯午後1時30分～4時30分

持参してください。

～正午 定員 各9人（抽選） 費用 各3,000

申込締切日 6月6日㈬（必着）

円（3回分） 申込方法 往復はがき（1人1

申込み・問合せ 〒111－0032

台東区浅

日時 6月24日㈰午後1時30分～3時30分

場所 区役所10階1004会議室

場所 生涯学習センター3階創造の部屋

むね30歳までの方

対象 区内在住か在学（園）の5歳～小学4
年生 定員 20人（抽選） 費用 500円（材

内容 自己分析、ビジネスマナー（身だしな

●パソコン「無料よろず相談会」 日時 6

Eメール taito@fortynet.co.jp

み）
、模擬面接等

月5日㈫・15日㈮午前10時～11時、11

問合せ 台東区生涯学習課

☎（5246）5821

対象 おお

定員 10人（先着順）

申込方法 催し名・住所・

枚）に講座名（①か②）
・住所・氏名・年齢

草2－2－1 森田ビル2階㈲フォーティ

・電話番号を書いて下記問合せ先へ

☎・ FAX （3842）6453

料費・保険料） 申込方法 往復はがきに「6

氏名・年齢・電話番号・就業状況を電話か

時～正午 定員 各5人（抽選）

月工作教室」
・住所・氏名・電話番号・学

ファックスで下記問合せ先へ（区ホームペ

申込方法 往復はがき（1人1枚）に催し名

校（園）名・学年を書いて下記問合せ先へ

ージから申込可）※雇用保険受給中の方は

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

申込締切日 5月31日㈭（必着）

受給資格者証を持参 問合せ 産業振興課

相談内容を書いて下記問合せ先へ

問合せ 〒111－8621

☎（5246）1152

ふりがな

生涯学習センター

まちかど就職面接会

たいとうやまびこ塾

ねんぶついん

はっしゅうろくじみょうごう

「念佛院の『髪繍六字名号』－
ちゅうじょうひめ

江戸時代の中将姫信仰－」

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

FAX （5246）1139

生涯学習課☎（5246）5815

文化財講座

対象 区内在住の原則として60歳以上の方

念佛院の秘仏である「髪繍六字名号」は、

申込締切日 5月21日㈪（必着）※募集数に

髪の毛で刺繍された名号で、29年度に台

達しない場合、5月22日㈫以降に電話で受

東区の文化財となりました。その成り立ち

正社員中心の求人で、区内企業約５社が参

付

台東区

と背景にある信仰を読み解きます。当日は

加します。 日時 5月23日㈬午後１時30分
～４時（受付は1時～3時30分） 場所 区役

小島1－5－5 台東区シルバー人材セン

「髪繍六字名号」
の特別参観も実施します。

講師 高橋礼子氏（学習支援ボランティア）

ター☎（3864）3338

申込締切日 5月18日㈮（必着）
●ピラティス 日時 6月16日㈯・23日㈯・

書・職務経歴書

30日㈯（全3回）午前10時～11時30分

☎（3847）8609 31#

●太極拳

日時 6月1日㈮・8日㈮・15日

㈮（全3回）午前10時～11時30分

講師 宮本早奈恵氏（学習支援ボランティ

所10階会議室

持ち物 面接希望数の履歴
問合せ ハローワーク上野

台東区産業振興課☎（5246）1152

ア） 申込締切日 5月26日㈯（必着）
◆ 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

NPOのための個別相談
日程（内容）6月18日㈪（会計・税務）
、6

回分・保険料） 持ち物 動きやすい服装、

月19日㈫（法律）
、6月20日㈬（労務）

タオル、飲み物

時間 午後2時～4時 対象 地域で活動する
非営利団体 定員 各2組（先着順）

申込方法 往復はがきに

ふりがな

催し名・住所・氏名・年齢・電話番号を書
いて下記問合せ先へ

場所・問合せ 〒111－0056

日時 6月30日㈯午後2時～4時

区民館第3集会室、念佛院（清川1－2－5）

生涯学習センターパソコン講座
第1期
コース
①初心者～マウス
・文字入力からは
じめよう～
②ワード～チラシ
を作ってみよう～
※
③エクセル～家計
簿を作ってみよう
～※
※託児あり

※徒歩で移動 定員 30人（抽選）※区内
在住の方優先

日時
6月20日～7月18日の
水曜日（全5回）
午後2時～4時
6月20日～7月18日の
水曜日（全5回）
午前10時～正午
6月21日～7月19日の
木曜日（全5回）
午前10時～正午

講師 日沖敦子氏（文教大

学専任講師）
、伊藤宏之氏（台東区文化財
保護調査員） 申込方法 往復はがき（1人1
枚）に講座名・希望人数（2人まで）
・参
ふりがな

加者全員の氏名・年齢・代表者の住所・電
話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 6月15日㈮（必着） 問合せ 〒

111－8621 生涯学習センター生涯学習
課文化財担当☎（5246）5852

場所・問合せ 〒111

申込方法 希望日・団体名・参加者全員の氏

場所 生涯学習センター

－8621 生涯学習センター生涯学習課学

名・電話番号を電話かファックスまたは

在勤の方15歳以上（学生を除く）で①パ

習館☎（5246）5812

メールで下記問合せ先へ

申込締切日 各開

ソコンを使用した経験のない方 ②③初心

場所・問合せ 台東区社会

者コースを受講済み、またはパソコンの文

日時 6月2日㈯午後2時～4時

催日の1週間前

図書館のこども室から

場所 清川

対象 区内在住か

池波正太郎記念文庫講座
ひもと

「鬼平犯科帳を繙く」
場所 生涯学

福祉協議会☎（3847）7065

字入力やマウス操作ができる方

習センター301研修室 定員 80人（抽選）

●あかちゃんえほんタイム 日時 6月4日

FAX （3847）0190

定員 各18人（抽選） 費用 各1,000円（教

講師 鶴松房治（池波正太郎記念文庫指導員）

㈪午前10時15分、11時（各30分）

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

材費） 申込方法 講座名・コース・住所・

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名・

氏名・年代・電話番号、在勤の方は勤務先

住所・氏名・電話番号を書いて下記問合せ

名・所在地・電話番号、②③で託児希望の

先へ

対象 区内在住の平成28年12月4日～29年

12月3日生まれの子供と保護者

定員 各

10組※子供1人につき1回まで、いずれの
回・会場とも同内容

申込方法 電話か直

求職者向け説明会＆施設めぐり
ん
高齢施設、児童施設で従事する職員を募集

接下記問合せ先へ※中央図書館では受付し

します。 日時 採用説明会は6月1日㈮午

ません、申込みは保護者に限る

前10時～11時30分、施設見学会は6月9

受付開始日 5月20日 ㈰

日㈯午前10時～11時30分※採用試験を2

場所・問合せ 台

ふりがな

ふりがな

申込締切日 5月23日㈬（必着）

方は人数と月齢を往復はがきかファックス

問合せ 〒111－8621

またはメールで右記申込先へ※各コース1

太郎記念文庫☎（5246）5915

第2期

中央図書館池波正

硬式テニス教室

東子ども家庭支援センター

週間以内に実施予定

☎（3834）4577

31年4月1日採用の新卒者

●根岸図書館えいがとおはなし会「げんき

日・氏名・電話番号を電話かメールで下記

初級① 午前9時10分～10時40分

げんきノンタン いたいのとんでけ～」

問合せ先へ

初級② 午前10時45分～午後0時15分 15人 12,000円 経験者不可） 持ち物 運動

日時 5月23日㈬午前10時45分～11時30

分、午後3時30分～4時15分
社会教育館ホール

場所 根岸

対象 幼児～小学生

定員 各60人（先着順） 問合せ 根岸図書館

☎（3876）2101

対象 中途採用者、
申込方法 希望

申込締切日 各開催日の2日前

場所・問合せ 台東区社会福祉事業団

☎（5603）2228
Eメール taitojd-somu@bz03.plala.or.jp

成年後見制度無料相談会

木曜

●石浜図書館えいがとおはなし会「ぼくは

日時 6月9日㈯午前9時30分～午後4時（1

王さま にせものばんざい」ほか 日時 5

組90分程度） 対象 区内在住か在勤・在学

月16日㈬午前10時30分～11時、午後3

の方 定員 10組（要予約）

時30分～4時

対象 幼児～小学校低学年

（親子で入場可） 定員 各60人（先着順）
場所・問合せ 石浜図書館

☎（3876）0854

講 座・相 談 会 など
区内10士業「よろず相談会」
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政
書士・宅地建物取引士・税理士・社会保険
労務士・建築士・中小企業診断士・不動産
鑑定士による無料相談会です。 日時 6月7
日㈭午前10時～午後4時（受付は3時まで）
場所 区役所1階ロビー

申込期間 5月7日㈪

～31日㈭※当日受付可

申込み・問合せ く

らしの相談課（土・日曜日・祝日を除く午
前10時～午後4時）☎（5246）1025

曜日 クラス

時間

定員

受講料

15人

初級③ 午後1時30分～3時

15人

着、シューズ、ラケット

初級④ 午後5時55分～7時25分

15人 15,000円

申込方法 往復はがき（1人

中級A 午前9時30分～11時

30人

中級B 午前11時15分～午後0時45分 30人

ふりがな

12,000円

中級D 午後3時15分～4時45分

30人

申込締切日 5月31日㈭

中級E 午後5時55分～7時25分

15人

場所・申込み・問合せ 台東区社会福祉協議

中級F 午後7時30分～9時

30人 15,000円

会☎（5828）7507

中級G 午後5時55分～7時25分

15人

●パソコン講座

内容・日程（全3回）①
「賢

いインターネット検索」
・6月4日㈪・7日

上級

1枚）に教室名・希望クラ
ス・住所・氏名・年齢・電

15人

シルバー人材センターの催し

㈭ 対象 区内在住か在勤・
在学で高校生以上の方（未

中級C 午後1時30分～3時

水曜

期間 7月4日㈬～9月13日

話番号、在勤の方は勤務先
（学校）名・所在地・電話
番号を書いて下記問合せ先
へ（抽選）※重複申込・記
入漏れ無効

申込締切日 5

月21日㈪（必着）
場所・問合せ 〒111−0024

15人 17,000円 台東区今戸1−1−10

午後7時30分～9時

台

※上級クラスを初めて受講する方は、6月20日㈬午後7時のレベ 東リバーサイドスポーツセ
ルチェックが必要
ンター☎（3872）3181

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

エアフュージョン 6月18日㈪
コンサート
午前10時45分～11時30分

区内在住の3歳までの子 60組 5月28日 日本堤子ども家庭支援センター
「に
供
（先着順） ㈪
こにこひろば」☎（5824）2535

あつまれ！元気っこ 6月7日㈭
体操
午前10時45分～11時30分

区内在住の1歳6か月～3 25組 5月21日 台東子ども家庭支援センター「わ
歳までの子供
（先着順） ㈪
くわくひろば」☎（3834）4577

パパとママのスタ
6月9日㈯
ディタイム「赤ちゃ
午前10時30分～11時30分
んのリズム体操」
ピラティス

区内在住の12か月まで 17組
の子供
（先着順）
5月21日 寿子ども家庭支援センター「のび
㈪
のびひろば」☎（3841）4631
6月7日㈭
区内在住の
各15組
①午前10時15分～10時45分 ①1歳2か月～1歳11か月
（先着順）
②11時～11時30分
②2～3歳までの子供

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。

