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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

行政書士による無料相談(許認
可申請、ビザ申請、遺言・相続手
続等)

12月24日(火)、令和2年1
月7日(火)午後１時～4時　
＊原則、毎週火曜日に開催
(12月31日、祝日を除く)

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－
1616　 ▼東京都行政書士会墨田支部☎080－3596－
7830

司法書士による無料法律相談(不
動産や会社の登記、相続、遺言、
成年後見等)

12月26日(木)、令和2年1
月9日 (木 )午後2時～4時　
＊原則、毎週木曜日に開催
(2年1月2日、祝日を除く)

すみだ区民相談室(区
役所１階)

申当日直接会場へ　＊午後1時から整理券を配布　問 ▼すみだ区民相
談室☎5608－1616　 ▼東京司法書士会墨田・江東支部☎3635－
1900

宅地建物取引士による無料相談
(不動産取引一般)

令和2年1月10日(金）午後
1時～3時　＊原則、毎週金
曜日に開催(12月27日、2
年1月3日、祝日を除く)

申当日直接会場へ　＊正午から整理券を配布　問 ▼すみだ区民相談室
☎5608－1616　 ▼東京都宅地建物取引業協会墨田区支部☎3622－
1221

社会保険労務士による無料相談
(各種年金・労務管理等)

令和2年1月15日(水)、2月
5日 (水 )午後1時～4時半　
＊原則、毎月第1・第3水曜
日に開催(祝日を除く)

区役所1階区民相談
コーナー

申当日直接会場へ　問 ▼ すみだ区民相談室☎5608－1616　 ▼東京
都社会保険労務士会墨田支部☎5638－6080

令和元年度エコライフ講座 対区内在住在勤在学の方　定各回20人(抽選)　費無料　申講座名・
希望回・住所・氏名・年齢・電話番号・ファクス番号・Ｅメールアド
レスを、ファクスまたはEメールで各申込期限までに環境保全課環境
管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・ KANKYOU@city.
sumida.lg.jpへ　＊抽選結果は後日通知

▼第4回「これからのエネル
ギー〝水素〞を楽しく学んで
燃料電池自動車に乗ってみ
よう！」

令和2年1月23日(木)午後
1時～5時　＊区役所１階ア
トリウムに10分前に集合

東京スイソミル(江東
区潮見1－3－2)、がす
てなーに ガスの科学
館(江東区豊洲6－1－
1)　＊往復バスで移動

内水素を発生させ、そのエネルギーで物を
動かすなど、体験を通して水素の特徴やエ
ネルギー資源としての可能性について学ぶ　
＊水素で走る燃料電池自動車の試乗あり(運
転は不可)　【申込期限】2年1月6日

▼第5回「最新鋭設備〝川崎火
力発電所〞と電気の歴史を
見に行こう」

令和2年1月30日(木)午前
9時半～午後4時半　＊区役
所１階アトリウムに10分前
に集合

川崎火力発電所(神奈
川県川崎市川崎区千鳥
町5－1)　＊往復バス
で移動

内環境に配慮した発電所を見学し、電気が作ら
れる仕組みや電気の歴史について学ぶ　持弁当　
【申込期限】2年1月14日

健
康
・
福
祉

ダイエットプログラム体験(超
音波の体脂肪厚測定2か所付き)

12月23日(月)～令和2年1
月20日(月)の午前9時～午
後9時　＊土・日曜日、祝日、
年末年始を除く　＊所要時
間は60分

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内専門トレーナーによるマンツーマン指導のトレーニングと食事コン
トロールで無理なく続ける6週間ダイエットの１回体験　対18歳以上
の方　費1100円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－8880へ　
＊内容等の詳細は申込先へ

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

令和2年1月4日(土)午後１
時半～3時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内悩みの共有、情報交換　対区内在住で認知症の家族を介護している
方　定先着10人　費無料　申事前に、なりひら高齢者支援総合セン
ター(なりひらホーム内)☎5819－0541へ

新春白玉サービス〝元気に一年過
ごしましょう！〞

令和2年1月9日 (木 )午前
10時～午後2時

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

内白玉を食べながら、参加者同士で交流する　対区内在住の方　定先
着120人　費無料　申当日直接会場へ　問立花ゆうゆう館☎3613－
3911

男性介護者教室 ケアMENすみ
だ「看

み と
取りと尊厳死〝私らしく最

期を迎えるために〞」

令和2年1月9日(木)午後1
時半～3時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内講話、意見交換・座談会　対区内在住の男性　費無料　申事前に
教室名・住所・氏名・年齢を、電話またはファクスで、八広はなみず
き高齢者支援総合センター☎3610－6541・℻  3610－6590へ
問高齢者福祉課相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

みどりコミュニティ
カフェ 1月テーマ「折
り紙教室と花体操」

令和2年1月10日(金)午前
10時半～正午

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内お茶を飲み、お菓子を食べながら、気軽におしゃべりを楽しむ
対おおむね60歳以上の方　費200円(飲食代)　申当日直接会場へ　
問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

みどり認知症サポーターフォロー
アップ講座

令和2年1月11日(土)午後
2時～3時半、2年1月25日
(土)午後2時～4時

オウトピアみどり苑
(緑2－5－12)

内 ▼ 2年1月11日＝認知症ケアパスと地域の社会資源について学ぶ　

▼2年1月25日＝カフェ・みどり亭(認知症カフェ)を体験する　対認
知症サポーター養成講座を修了した方　定各日先着20人程度　費無
料　申事前に、みどり高齢者支援総合センター(オウトピアみどり苑内)
☎5625－6541へ

弁護士による権利擁護法律相談 令和2年1月16日(木)午後
1時半～4時半

すみだボランティア
センター(東向島2－
17－14)

内判断能力が十分ではない方への権利擁護法律相談、福祉サービスの
苦情相談、親族後見人からの相談　定先着3人　費無料　申事前に電
話で、すみだ福祉サービス権利擁護センター☎5655－2940へ

墨田区環境キャラクター「地球くん」

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

フジコ・ヘミングコンサート 平成30年7月1日（日） 昭和女子大学 人見記念講堂 開場14時 開演15時 ‹0120-00-5099 青葉ピアノ/ラ・カンパネッラ 広告 食中毒予防　アニサキス、食酢やわさびしょう油では死にません！　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ

［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内
で撮影した写真と、作品名・撮影場所・コーナー名・
住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで、
〒130－8640広報広聴担当（区役所6階）☎5608－
6223・ OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写真は

▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式で
CD-Rに保存　 ▼ Eメール＝jpeg形式で添付（1通あた
り3MB以内）　＊応募に関する注意事項等は問い合わせ
るか、区ホームページを参照

1日号に掲載しています 「私の好きな すみだ」写真募集変更します
区内循環バス停留所の名称

セイコーミュージアム（東向島3－9－7）の閉
館に伴い、区内循環バス北西部ルート15番停留
所「セイコーミュージアム前・法泉寺入口」の名
称を変更します。
[停留所の新名称]北西部ルート15番停留所「法
泉寺入口」[変更日]12月29日（日）[問合せ]観光
課観光担当☎5608－6500

6 墨田区のお知らせ
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

健
康
・
福
祉

ストレッチ教室(全10回) 令和2年1月17日～3月13
日の毎週金曜日と3月20日
(祝)のいずれも午後7時～
8時

八広地域プラ
ザ ( 八広4－
35－17)

内ゆったりとした音楽を聴きながらストレッチする　対20歳以上の
方　定先着15人　費5000円　持飲物　＊動きやすい服装で参加　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは2年1月13
日までの午前9時～午後8時(12月29日～2年1月3日は休館)

高齢者気功教室「自然体で、楽し
く身

から だ
体を動かしましょう！」(全

5回)

令和2年1月20日～2月17
日の毎週月曜日午後1時半～
3時半

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で、医師から運動を制限されていない方
定20人(抽選)　＊初参加者を優先　費無料　申12月23日～27日の
午前9時～午後5時に梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ

高齢者「パソコン・インターネッ
ト教室」(全3回)

令和2年1月22日(水)～24
日(金)の午前10時～正午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住の60歳以上で全日程参加できる方　定 10人 ( 抽選 )
費100円　申12月26日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－
3721へ

介護予防のための「フットケア
講演会」〝元気の鍵は足と
つめのケアから〞

令和2年1月23日(木)午後
2時～4時　＊受け付けは午
後1時半～

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内足や爪のトラブルについての基礎知識や予防・改善方法を学ぶ
対区内在住で65歳以上の本講演会未受講者　＊足や足の爪を治療中
の方は除く　定先着50人　費無料　持筆記用具　申12月23日午前
9時から高齢者福祉課地域支援係(区役所4階)☎5608－6178へ

身体障害者向け「健康体操教室」
(全6回)

令和2年1月30日～3月5日
の毎週木曜日午前10時～正
午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

内音楽に合わせて体を動かす　対区内在住で身体に障害のある方　
定15人(抽選)　費無料　申教室名・住所・氏名・ファクス番号を、
直接または電話、ファクスで12月26日までに、すみだ福祉保健センター
☎5608－3723・℻  5608－3720へ　＊申込時に手話通訳・磁気ルー
プの希望可

令和元年度第5回生きがい講座　
「〝韓国服(ハンボック)の人形型
眼鏡入れ〞を作ろう」

令和2年1月30日(木)午後
1時半～3時半

すみだリバーサイド
ホール1階会議室(区
役所に併設)

内韓国韓紙（ハンジ）工芸を学び、眼鏡やペン、アクセサリーなどを入
れるケースを作る　【講師】高橋恵子氏(韓国韓紙工芸講師)　対おおむ
ね55歳以上の方　定先着20人　費1000円(材料費)　持エプロン、
はさみ、作品を持ち帰るための袋　申事前に講座名・開催日・住所・
氏名・電話番号・ファクス番号を、電話またはファクスで、てーねん・
どすこい倶楽部事務局☎5631－2577・℻  5631－2578へ　＊受け
付けは午前10時～午後4時(土・日曜日、祝日を除く)　問高齢者福祉
課支援係☎5608－6168・℻  5608－6404

認知症公開講座2020「正しく理
解〝認知症〞」

令和2年2月16日(日)午後
1時半～3時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内認知症を正しく理解し、予防・対応方法や地域での支援について学
ぶ　【講師】北村 伸氏(中村病院神経内科部長)、中根 一氏(中村病院脳
神経外科医師・認知症疾患医療センター主幹)　対区内在住在勤で認
知症に関心がある方など　定先着200人　費無料　申事前に住所・
氏名・電話番号を、電話またはファクスで中村病院認知症疾患医療セ
ンター☎3611－9740・℻  3619－1100へ　問高齢者福祉課地域支
援係☎5608－6502

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室(各教室全3回) 両国屋内プール(横網
1－8－1)

定各先着15人　＊クロール教室・平泳ぎ教室は合計で15人　費各教
室3300円　申12月22日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050
へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、両国屋内プールのホームペー
ジを参照

▼クロール教室・平泳ぎ教室 令和2年1月12日～26日の
毎週日曜日午前11時10分～
正午

対 ▼クロール教室＝バタ足で泳げる小学生　 ▼平泳ぎ教室＝クロール
で25ｍ以上泳げる小学生

▼水慣れ・水遊び教室 令和2年1月16日～30日の
毎週木曜日午後3時～3時
50分

対4歳以上の未就学児

ぬいぐるみおとまり会 令和2年1月13日(祝)午前
11時～　＊ぬいぐるみの返
却は2年1月15日(水)午後
2時～　＊詳細は申込先へ

立花図書館 (立花6－
8－1－101)

内おはなし会、ぬいぐるみの図書館おとまり会　対3歳～12歳の子ど
も　定先着10人　費無料　持ぬいぐるみ　申2年1月5日午前9時か
ら立花図書館☎3618－2620へ

幼児教育リトミック(全9回) 令和2年1月16日～3月12
日の毎週木曜日午前10時～
10時45分

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内音やリズムに親しみ、創造力や自己表現力を養う(2歳児を基準とした
プログラム)　対1歳～3歳の幼児とその保護者　定先着15組　費5000
円 申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは2年1
月11日までの午前9時～午後8時(12月29日～2年1月3日は休館)

サブ・リーダー講習会(冬期・
全3回)

▼ 区内講習会＝令和2年3
月1日(日)・8日(日)午前9
時半～午後4時　＊いずれ
も受け付けは30分前～

▼宿泊講習会＝2年3月14
日(土)～15日(日)　＊1泊
2日

▼区内講習会＝業平小
学校 (業平2－4－8)　
＊現地集合・解散

▼宿泊講習会＝千葉市
少年自然の家(千葉県
長生郡長柄町針ヶ谷字
中野1591－40)　＊往
復バスで移動

内グループ活動や宿泊講習等を通して、子ども会等でリーダーとして
必要なことを学ぶ　対区内在住在学の小学校4年生～6年生　定80人
(抽選)　費5000円　申申込書または、催し名、参加者の住所・氏名(ふ
りがな)・学校名・学年・キャンプネーム(講習会で使用する呼び名)、
保護者の氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を、直接または
郵送、ファクス、Eメールで、2年1月15日(必着)までに、〒130－
8640地域教育支援課地域教育支援担当(区役所11階 )☎5608－
6311・℻  5608－6411・ CHIIKIKYOUIKU@city.sumida.lg.jpへ　
＊申込書は申込先で配布しているほか、区ホームページからも出力可(区
立小学校の児童には学校を通じても配布)　＊ファクス・Eメールの場
合は申込後に申込先へ受信確認の電話が必要

文
化
・
ス

ポ
ー
ツ

区総合体育館公開講座「スポー
ツマッサージ講座」

令和2年1月8日 (水 )・29
日(水)午後7時～9時　＊両
日とも同一内容

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内スポーツによる疲労の回復・怪
け が
我の予防に役立つマッサージ法を専

門家から学ぶ　対中学生以上　定先着15人　費無料　申事前に講座
名・希望日・住所・氏名・電話番号を、直接または電話、Eメールで区
総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@n-reco.co.jp へ　
＊受け付けは ▼2年1月8日開催分＝2年1月5日まで　 ▼2年1月29日
開催分＝2年1月26日まで

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

今号のすこやかライフは、4面に掲載しています。お知らせ

［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマに区内
で撮影した写真と、作品名・撮影場所・コーナー名・
住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、Eメールで、
〒130－8640広報広聴担当（区役所6階）☎5608－
6223・ OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写真は

▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷するか、jpeg形式で
CD-Rに保存　 ▼ Eメール＝jpeg形式で添付（1通あた
り3MB以内）　＊応募に関する注意事項等は問い合わせ
るか、区ホームページを参照

1日号に掲載しています 「私の好きな すみだ」写真募集変更します
区内循環バス停留所の名称

セイコーミュージアム（東向島3－9－7）の閉
館に伴い、区内循環バス北西部ルート15番停留
所「セイコーミュージアム前・法泉寺入口」の名
称を変更します。
[停留所の新名称]北西部ルート15番停留所「法
泉寺入口」[変更日]12月29日（日）[問合せ]観光
課観光担当☎5608－6500
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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ハーバード・ビジネス・レビュー
読書会

令和2年1月11日(土)午後
5時～8時

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内課題図書に関する自由討議、参考図書の紹介　定先着30人　費無
料　持課題図書「ハーバード・ビジネス・レビュー2020年1月号」(ダ
イヤモンド社)　申2年1月5日午前9時から催し名・氏名・電話番号を、
直接または電話、Ｅメールで、ひきふね図書館☎5655－2350・
HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　＊2年１月4日までは臨時休館の

ため、問合せ等不可　＊催しの詳細は2年1月5日以降、墨田区立図書
館のホームページを参照(休館中は閲覧不可)

東京2020参画プログラム公認
イベント オープンワークショッ
プ「アニメですみだ！2020未来
スタジアム編」

令和2年1月12日(日)午後
1時～4時　＊所要時間は1
時間程度

すみだ北斎美術館講座
室(亀沢2－7－2)

内しりあがり寿氏(漫画家・アーティスト)と、アニメーションの素材
を制作するワークショップ　＊制作した作品は、展覧会(2年3月15日・
17日・18日に同会場にて開催)等で発表するアニメーションに使用　
費無料　申当日直接会場へ　問 ▼ NPO法人エイブル・アート・ジャ
パン内「みんな北斎プロジェクト」事務局☎5812－4622・℻  5812－
4630　 ▼障害者福祉課庶務係☎5608－6217・℻  5608－6423

ひきふね寄席(入船亭 扇好師匠
の落語塾の素人落語家による落
語会)

令和2年1月18日(土)午後
2時～4時

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内素人落語会葛飾落扇指南所のメンバーによる落語会　＊古典落語の
一口講座も実施　対小学生以上　定先着50人　費無料　申2年1月5
日午前9時から催し名・氏名・電話番号を、直接または電話、Ｅメールで、
ひきふね図書館☎5655－2350・ HIKIFUNE@city.sumida.lg.jpへ　
＊詳細は申込先で配布中の「図書館ニュース」を参照　＊2年１月4日
までは臨時休館のため問合せ等不可

NHK主催展覧会関連文化講演会
日本書紀成立1300年 特別展
「出雲と大和」

令和2年1月26日(日)午前
10時～11時40分

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内2年1月15日～3月8日に東京国立博物館(台東区上野公園13－9)で
開催される展覧会に関する講演会　【講師】増田浩太氏(島根県立古代
出雲歴史博物館専門学芸員)　対区内在住在勤在学の方　定140人(抽
選)　費無料　申講演会名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、
往復はがきで2年1月15日(必着)までに、すみだ生涯学習センター事業
課(〒131－0032東向島2－38－7)☎5247－2010へ　＊すみだ生涯
学習センターのホームページからも申込可　＊抽選結果は後日通知　
＊締切後も空きがあれば申込可

「生きがい趣味の教室」作品展・
発表会

令和2年1月30日(木)午後
1時 ～4時、2年1月31日
(金 )午前10時～午後4時　
＊発表会 は2年1月31日
(金)午後1時～3時15分

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内書道・俳句・絵手紙・編み物の作品展示、謡曲･詩吟･民謡・混声
合唱の発表会　費無料　申当日直接会場へ　問墨田まちづくり公社
☎3616－5254

ユートリヤプランナー養成講座
「地域のための講座の企画方法を
学んで、実施しよう！」(全5回)

▼ 令和2年3月3日(火)・8
日 (日 )・24日 (火 )午後2
時～4時　 ▼令和2年3月15
日(日)午前10時半～午後3
時半　＊2年5月頃、実際に
企画した講座を実施予定

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内地域で開催する講座の企画方法を学ぶ　【企画テーマ】ものづくりの
まち〝すみだ〞　対区内在住在勤在学の方　定10人(抽選)　費1000円　
申講座名・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を、往復はがきで2
年2月11日(必着)までに、すみだ生涯学習センター事業課(〒131－
0032東向島2－38－7)☎5247－2010へ　＊すみだ生涯学習セン
ターのホームページからも申込可　＊抽選結果は後日通知　＊締切後
も空きがあれば申込可

イ
ベ
ン
ト

〝子どもたちの力作をご覧くださ
い〞明るい選挙啓発ポスター展示
会

令和2年1月10日(金)～14
日(火)の午前9時～午後5
時　＊2年1月10日(金）午
後3時半から表彰式を実施

すみだリバーサイド
ホール1階ギャラリー
(区役所に併設)

内区内の小・中学生、高校生などから応募があった
作品の展示　費無料　申期間中、直接会場へ　問選
挙管理委員会事務局☎5608－6320

令和2年1月18日(土)～26
日(日)の午前9時～午後9
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

ニューイヤーコンサート 令和2年1月11日(土)午後
6時～　＊開場は午後5時
15分

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内本所地域プラザで開催した「2018年度船出応援コンサート」の優勝
者「リベルカント」によるオペラコンサート　定先着100人　＊全席
自由席　費 1000円　申事前に本所地域プラザ☎6658－4601へ
＊受け付けは午前9時～午後8時（12月28日～2年1月3日は休館）

区
政
そ
の

他

東京2020大会をもっと！楽し
める〝平和の祭典 オリンピック・
パラリンピックの歴史〞(令和元
年度人権講演会＆人権作文発表
会)　＊手話通訳あり

令和2年2月1日(土)午後2
時～4時　＊開場は午後１
時半

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内 ▼人権講演会＝オリンピック・パラリンピックと人権との結びつき
について　【講師】舛本直文氏(首都大学東京オープンユニバーシティ
特任教授)　 ▼人権作文発表会＝全国中学生人権作文コンテスト東京
都大会墨田区代表作品の朗読　定先着200人　費無料　申当日直接
会場へ　＊事前申込みによる未就学児の一時保育あり　問人権同和・
男女共同参画課人権同和担当☎5608－6322

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・

産
業

旧墨田福祉作業所用地(八広1－
16－22)における公私連携型保
育所等設置・運営事業者の募集

内公私連携型保育所および学童クラブ等を設置し、運営
する事業者の募集

申応募書類等を直接、令和2年1月31日までに子育て支援課子育
て計画担当(区役所4階)☎5608－6084へ　＊2年1月8日(水)
に開催する公募要項説明会(要申込み)への出席が必要　＊詳細
は区ホームページを参照

区
政

そ
の
他

区立隅田公園(向島1－3)の新た
に生まれる「広場」の愛称の募集

内隅田公園に新しく生まれる芝生と舗装の「広場」(令和2
年3月に整備完了予定）の愛称の募集　＊選考委員による
選考を行い、2年春頃結果を発表予定

申2年1月31日(予定)までに区ホームページから申込み　＊整
備の概要、応募の条件などの詳細は区ホームページを参照
問北十間川水辺活用協議会事務局(公共施設マネジメント担当
内)☎5608－1455

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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