
教　　室

春期生徒募集中。4・5月入会金無料

／アート（企画）

要問

全国
90教

室

月々3150円毎日かよっても
パソコン教室なら

キュリオ・ステーション

パソコン教室無料きもの着付教室 補　聴　器 音　楽　教　室 研　　究

※主催者の都合により、記載内容が取消・変更される場合があります。詳しくは連絡先にお問合せください。

文京ミューズネット スケジュール
施設名 イベント 日　程 4月の休館（園）日 所在地 お問合せ

印刷博物館

本展示場 
　「デザイナー誕生ー1950年代日本のグラフィック」展
P&Pギャラリー
　①「印刷表現のユニバーサルデザイン」
　②「グラフィックトライアル2008」展

4月19日（土）〜
7月6日（日）

①〜4月19日（土）
②4月25日（金）〜
　7月13日（日）

月 水道1-3-3
トッパン小石川ビル 5840-2300

永青文庫（細川コレクション） 細川のお姫さま 華やかなるプリンセス・ライフ 〜6月22日（日） 月 目白台1-1-1 3941-0850

お茶の水おりがみ会館 日・祝 湯島1-7-14 3811-4025

オルゴールの小さな博物館 ①25周年特別企画 シャガールの『サーカス』展
②シャガールと創立25周年特別展

①〜7月19日（土）
②〜5月17日（土） 日・月 目白台

3-25-14 3941-0008

礫
こいしかわ

川浮世絵美術館 浮世絵雪月花展　後期 〜4月25日（金） 月 小石川1-2-3
小石川春日ビル5F 3812-7312

小石川後楽園 なし 後楽1-6-6 3811-3015

講談社 野間記念館 リニューアルオープン
「横山大観と再興院展の仲間たち」 〜5月18日（日） 月・火・30日

（29日は開館） 関口2-11-30 3945-0947

講道館 柔道資料館 常設展示 土・日・祝 春日1-16-30 3818-4562

史跡 湯島聖堂 生涯学習講座を開催しています。
詳細はお問合せください。 なし 湯島1-4-25

（財）斯文会 3251-4606

竹久夢二美術館 マルチアーティスト 竹久夢二の〈七つの顔〉展 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-2 5689-0462

立原道造記念館 立原道造の世界Ⅴ
　絵画・建築設計図を中心として［前期］ 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-5 5684-8780

トーキョーワンダーサイト本郷 EASP2007展覧会企画公募
「たこうさぎバルカンピクニック」展 ほか 〜4月20日（日） 月 本郷2-4-16 5689-5331

東京大学総合研究博物館 東京大学創立130周年記念事業特別展示
「鳥のビオソフィア−山階コレクションへの誘い」展 〜5月18日（日） 月 本郷7-3-1 5777-8600

東京大学総合研究博物館
小石川分館

「驚異の部屋
  -The Chambers of Curiosities」展 常設展示中 月・火・水

（29日は開館） 白山3-7-1 5777-8600

東京大学大学院理学系研究科
附属植物園 月 白山3-7-1 3814-0138

東洋大学
井上円了記念博物館 日・祝 白山5-28-20 3945-8764

東洋文庫 土・日・祝・
30日 本駒込2-28-21 3942-0160

日本サッカーミュージアム 月 本郷3-10-15 3830-2002

日本女子大学成瀬記念館 日本女子大学創立者 成瀬仁蔵
生誕150年記念展 「天職に生きる」

4月9日（水）〜
7月26日（土） 日・月・祝 目白台2-8-1 5981-3376

鳩山会館 常設展 月 音羽1-7-1 5976-2800

ファーブル昆虫館
（虫の詩人の館） 初心者向け標本教室（有料／要予約） 4月27日（日） 月〜木 千駄木5-46-6 5815-6464

文京区立本郷図書館
鷗外記念室 庭園のみ公開（日曜のみ） 月〜土 千駄木1-23-4 5834-0156

文京ふるさと歴史館 常設展示（3月26日より一部展示替をしました）
ミニ企画：子どもの遊び 小さな世界 月・22日 本郷4-9-29 3818-7221

三菱史料館 常設展示 土・日・祝 湯島4-10-14 5802-8673

野球体育博物館 ①企画展 「1990年代の野球展」
②企画展 「世界に広がる野球」

①〜4月13日（日）
②4月22日（火）〜 月 後楽1-3-61 3811-3600

弥生美術館 山川惣治展
〜戦後日本を勇気づけた「少年ケニヤ」〜 〜6月29日（日） 月 弥生2-4-3 3812-0012

六義園 つつじまつり 4月18日（金）〜
5月11日（日） なし 本駒込6-16-3 3941-2222

区内の歴史・
文化遺産に身近に触れる

開催日 イベント 入場料 お問合せ

大
ホ
ー
ル

4月 17日（木） 平成20年度医療機器販売業等の営業管理者に対する継続的研修 無料 日本医療機器販売業協会 5689-7530
17日（木） スパイダーウイックの謎　講談社特別試写会 無料 （株）サンダンスカンパニー 6721-3630
19日（土） ヤマハアンサンブルフェスティバル2008 有料 ヤマハ（株）音楽普及部 5488-5466
20日（日） 順天堂交響楽団定期演奏会 無料 順天堂大学交響楽団 小峰 090-5396-1225
26日（土） 文京区民オーケストラ第17回定期演奏会 有料 文京区民オーケストラ 3981-7029
27日（日） 岩崎弘記念 文京ジュニア・青少年吹奏楽団 定期演奏会 無料 岩崎弘記念文京ジュニア青少年吹奏楽団 3941-2472
28日（月） NCN米国大学機構 2008年度入学生結団式 無料 （株）エヌシーエヌインスティテュート 桜井 5961-2540

5月 5日（月）
9th・ZEAL STUDIOS発表会 有料 （株）ジールワールドワイドジャパン 5476-7050

6日（火）
11日（日） 学習院輔仁会音楽部管弦楽団第47回定期演奏会 有料 学習院輔仁会音楽部管弦楽団 大谷 080-5052-8504
17日（土） 明治大学マンドリンOB倶楽部演奏会 有料 明治大学校友会文京区地域支部 3821-3956
29日（木）

KIFA大鐘賞東京映画祭2008 有料 （株）MUGEN 野田 090-3202-7946
30日（金）
31日（土） 青山学院管弦楽団第92回定期演奏会 有料 青山学院管弦楽団 荒川 080-3200-1655

6月 7日（土） 第19回日本手術看護学会関東甲信越地区 有料 日本手術看護学会関東甲信越地区 星 3818-3830

14日（土） 第4回ファミリーコンサート 無料 マイクロソフト管弦楽団 4523-3282

小
ホ
ー
ル

4月 17日（木） チャリティーコンサート 有料 BQVA 3827-5992
19日（土） 第13回全国歌の甲子園 決勝大会 有料 鴻田陽子 3587-4784
19日（土） 発表会まで待てない生徒による発表会 無料 金曜おもいっきり健康コーラス 宝槻 3816-3461
20日（日） フルート・パル 発表会 無料 宇津木芳夫 3941-2884
20日（日） 映画「空想の森」試写会 有料 太秦（株） 5367-6073
21日（月） アイルランド旅の集い 有料 （株）ワールド航空サービス 3501-4150
22日（火） オペラコンサート 有料 チッタディーノオペラ振興会 3941-3085
23日（水） シニア海外ボランティア「体験談＆説明会」 無料 社団法人青年海外協力協会 野田 3406-9900
24日（木）「みえない雲」上映会 有料 チェルノブイリ子ども基金 5376-7897
25日（金） JAMINAセミナー2008 無料 NPO法人日本医療情報ネットワーク協会 3814-3431
27日（日） 第18回 スタジオ・フェアリー発表会 無料 スタジオ・フェアリー 5683-3719
29日（火） ピアノの発表会 無料 林田緩希子 070-5547-0184

5月 2日（金） 寿美の会 無料 寿美の会 5808-6877
4日（日）「南京の真実」映写会 無料 文京区の学校教育を考える会 小野寺 3812-8865
5日（月） 第7回 定期演奏会 無料 大塚ウィンドアンサンブル 6380-6077
6日（火） 東京都立小石川高校音楽研究会OB会第1回定期演奏会 無料 東京都立小石川高校音楽研究会OB会 080-1183-8695

11日（日） 東京六大学ピアノ連盟ピアノコンサート 有料 東京六大学ピアノ連盟 080-5017-7457
13日（火） 童謡唱歌を会員で斉唱し心身のリラックスを計る 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633
14日（水） ドゥミ・セック ファーストコンサート 有料 ジャパン・クラシカルコンサーツ 6750-4720
16日（金） ダンス公演“Revoir” 有料 東京ミュージック＆メディアアーツ尚美ダンス学科 上野 080-1056-7340
20日（火） スイス音楽の夕べ 有料 スイスアンサンブル エンツィアン 伊藤 090-9149-5321
22日（木） 松野迅 ヴァイオリンリサイタル 有料 松野迅後援会・東京 3237-0113
23日（金） ゆきの華真珠会 第29回ピアノの集い 有料 ゆきの華真珠会 上田 3818-8345
30日（金） 第56回定期総会 無料 社団法人文京区シルバー人材センター 3814-9248
31日（土） 文京混声合唱団創立50周年記念演奏会 無料 文京混声合唱団 田中 046-232-7595

6月 4日（水） 声楽の花道コンサート 有料 清水安基子 3415-1091
8日（日） 瀬戸章子ピアノ教室 ピアノのつどい 無料 瀬戸章子 5976-7102

10日（火） 童謡唱歌を会員で斉唱し心身のリラックスを計る 有料 歌の街・文京童謡の会 馬場 3944-8633
10日（火） 区民公開講座 無料 東大医師会 川西 3811-5881
11日（水） ザ･クエスト・オブ・グレイト・コンポーザーズ 有料 ジャパンクラシカルコンサーツ 6750-4720
14日（土） 千花有黄コンサート 有料 （有）エム・エス・イー 3234-3393

※主催者の都合により、記載内容が取消・変更される場合があります。詳しくは連絡先にお問合せください。
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アートウォール・シビック
〜文の京の若手芸術家〜 平成20年度上半期 展示者募集中!

シビックセンター地下1階アトリウム（吹き抜け空間）を囲む回廊「アートウォール・シ
ビック」は、若手芸術家の創作活動を支援しています。あなたのセンスで展示スペース
を自由に演出してみませんか。作品展開催希望者（グループも可）を募集しています。

資　格 区内在住・在勤・在学、または区内を活動の拠点としている40才未満の方またはグループ
募集作品 絵画・版画・写真・染織など壁面に展示可能な作品（詳細は、応募要項をご覧ください）
応　募 アカデミー文京文化事業係にて配布する申込書に記入し、展示予定作品のうち1点の写真（グ
ループの場合は、1人1点）を同封の上、直接または郵送で下記へ
締　切 4月30日（水）必着
展示期間 5月・6月・7月・8月・9月　出品者1名（1グループ）につき1ヶ月間 
審　査 船水徳雄（日本画家）・山口都（洋画家）による書類審査
発　表 応募者へ直接通知
費　用 無料 ただし、搬入・搬出等にかかる費用は出品者負担

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

〜 ｢文の京」の若手音楽家たち〜
文の京カレッジコンサート
参加団体募集

文京区では、区内大
学等の音楽サーク
ル・クラブの皆様に
よりますコンサート
を実施いたします。
日頃の練習の成果を発表してみませんか？

日　時 9月7日（日）午後2時開演
会　場 文京シビックホール小ホール

対　象 区内大学及び専門学校のサークル・クラブ
で下記の条件を満たす方（ジャンルは問いません）
①演奏形態が弦楽器・管楽器等の室内楽及び
コーラス等で出演者が２０名程度までである
こと。ただし一人（ソロ）での出演は除く。②音
響機器（アンプ・ＰＡ等）及び拡声装置を伴わな
い演奏形態であること。（コーラス等でマイク
を使用する場合はご相談ください）

定　員 8団体程度（超えた場合は抽選）

締　切 5月19日（月）（消印有効）

参加費 無料

申　込 アカデミー文京文化事業係で配布する所
定の申込書に記入のうえ直接または郵送で下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21

文の京カレッジコンサート実行委員会事務局
（アカデミー文京文化事業係内）

※参加団体の代表者は実行委員会に参加して
いただきます。（月１回程度で、第１回は6月上
旬に開催予定です）
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第137回　シビックコンサート
特別プログラム

「琵琶 〜触れてみようその音色〜」
今月は普段あまり触れることのない琵琶のコンサー
トをお送りいたします。

日　時 4月２3日（水）
午後0時15分〜午後0時45分

会　場 区民ひろば（シビックセンター地下2階）
出　演 川嶋信子（薩摩琵琶） &

藤高理恵子（筑前琵琶）
入場料 無料・直接会場へお越しください。

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京アカデミア 区民プロデュース講座 １０講座の企画を募集しています
文京アカデミアの一環として、区民の皆さんの学習成果を活かした生涯学習講座を開講しませんか。運動・手
工芸・親子で参加できる講座等、新鮮な企画をお待ちしています。

対　象 区内在住・在勤・在学者、区内で活動しているサークル・ＮＰＯ・個人・団体
締　切 4月25日（金）必着
申　込 所定の申請書を下記へ持参または
郵送。募集要項・申請書はアカデミー文京・
地域アカデミーで配布。
〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京学習推進係
※詳細は（財）文京アカデミーＨＰを参照。
　募集要項・申請書は（財）文京アカデミー

ＨＰからダウンロードもできます。
　http://www.b-academy.jp/

アカデミー文京学習推進係　5803-1119第76回 シビックシネマサロン
「さくら」 1994年  日本映画
岐阜県御母衣ダム、二本の老桜・荘川桜。国鉄バス
の車掌、佐藤良治は「太平洋と日本海を桜でつなご
う」と願い、黙々と植樹に捧げた。良治の半生を感
動的に描く。

日　時 4月18日（金）午後1時〜3時
会　場 アカデミー文京 学習室

（シビックセンター地下1階）
監　督 神山征二郎
出　演 篠田三郎、田中好子
対　象 区内在住・在勤・在学者
定　員 60名（先着順）※正午より入場券配布
料　金 無料
申　込 当日直接会場へ
※上映開始後の入場はできません。

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

徳川○○

●応　　募:はがきに答え、住所、氏名を明記して下記へ。
　〒112-0003 文京区春日1-16-21（財）文京アカデミー「文京博士」係

●締　切:平成20年4月20日（当日消印有効） 
●発　表:商品の発送をもってかえさせていただきます。

風光明媚な大名庭園
「六義園」を築いた柳沢吉保。
その吉保が側用人として仕えた
徳川家の5代将軍とは？
○の中に漢字を2文字入れてください。

問 

題

答 え 正解者の中から抽選で10名様に

をプレゼントいたします。
六義園の見事な風景が掲載された
ポストカード（3枚1組）
前号の答え 応募総数58通、正解率100％横山 大 観

Q U I Z これで あ・な・た・もこれで あ・な・た・も 文京博士文京博士
｢春のバンドフェスティバル｣を開催します

春の恒例となりました吹奏楽の祭典「春の
バンドフェスティバル」を開催します。区内
外の吹奏楽バンドのほか、ゲストプレイ
ヤーの演奏やバンドクリニックを行います。
多くの方々のご来場をお待ちしております。
日　時 ５月２５日（日）

午後１時30分開演（午後１時開場）
会　場 文京シビックホール大ホール
出　演 文京区立明化小学校器楽部、京華学園、
埼玉栄高校、東京ミュージック＆メディアアーツ尚
美ビッグバンド、尚美ウインドオーケストラ（予定）
ゲスト 斉藤 充（ユーフォニアム奏者）
対　象 どなたでも　 入場料 無料
申　込 当日直接会場へお越し下さい。
定　員 1,500名（定員を超えた場合は入場を
お断りする場合があります）　
問合せ 「文京区の文化を推進する会」
春のバンドフェスティバル係 TEL.3814‐3301
※出演者・プログラムは変更となる場合があり

ます。予めご了承下さい。
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

文京区俳句大会入選作品発表
3月15日（土）に行なわれた俳句大会で次の作品が
特選に選ばれました。
兼題「春光（しゅんこう）」　席題「野焼（のやき）」

【特選】 松澤 昭 選
『春光や子へのまなざしこれくらい』 佐奈 文子
『春光や懸想する一茶が見える』 内野 仙也
『追ふとなく追はるるとなく野火猛ける』 細田 百合子

【特選】 佐怒賀 正美 選
『メール打つ少年野焼の匂ひせり』 高木 嘉久
『野火放つふところ奥に魔除け札』 石原 君代
『春光や甲羅に似たる穴をほる』 影山 栄一

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

第１回歌壇・俳壇作品募集
対　象 区内在住・在勤・在学者　 締　切 ５月９日（金）必着
申　込 はがきに種別（歌壇・俳壇）・作品（1枚に2首・
句以内）・住所・氏名・年齢・電話番号を明記し下記へ
〒１１２- ０００３ 文京区春日１-１６-２１

アカデミー文京文化事業係
アカデミー文京文化事業係　5803-1120

「文の京」の第九オーケストラ団員募集
昨年１２月２１日にシビックホール大ホールで開催し好評を博した「文の京」の第九演奏会を本年度も開催します。

演奏会
日　時 １２月１８日（木）午後７時開演　 会　場 文京シビックホール大ホール
管弦楽 SHOBIシンフォニーオーケストラ　 合唱団「文の京」の第九合唱団 ※合唱団は6月頃に募集予定。
オーケストラ団員募集
対　象 16歳以上の区内在住・在勤・在学者
募　集 ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス（コントラバスは楽器貸出もあり）
練　習 原則として毎週月・水曜午後6時～8時30分 練習会場：尚美学園内バリオホール（本郷4-15-9）
費　用 前期（5月～9月）、後期（10月～3月） 各15,000円
※簡単なオーディションを実施（日程は後日通知）
※参加者は尚美学園オーケストラの「区民エクステンション生」
　として年間を通じて「文の京」の第九以外の演奏活動にも参加可。
締　切 4月30日（水）
申　込 往復はがきに「文の京」の第九オーケストラ団員希望・住所（在勤・在学者は勤務先・学校名
も）・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・楽器名と返信用にもあて先を明記し
〒113-0033 文京区本郷4-15-9 「文の京」の第九実行委員会 TEL.3814-2813へ

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

人材育成講座「文の京生涯学習司」養成講座受講生募集
生涯学習に関する一定の知識を習得し、講座を企画・コーディネイトする力を養い、生涯学習のリーダーとして地域で活動
する生涯学習司の養成講座に参加しませんか。修了後は、「文の京生涯学習司」として文京区より資格が授与されます。

対　象 区内在住・在勤・在学者　 会　場 文京学院大学　 講　師 文京学院大学教授ほか
定　員 30名（超えた場合は抽選）　 受講料 6,000円　 締　切 4月18日（金）必着
申　込 往復はがきに①「生涯学習司」②住所③
氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号（在勤者は勤
務先名・所在地・電話番号、在学者は学校名も）⑥
応募の動機と返信用にもあて先を明記し
〒112-0003 文京区春日1-16-21

アカデミー文京学習推進係へ
※詳細は（財）文京アカデミーＨＰを参照、ＨＰか

らも申込ができます。
　http://www.b-academy.jp/
※修了認定には７割以上の出席と課題提出が必要。
※受講料は指定する口座に振り込み。
　（詳細は、返信はがきにて通知。）

アカデミー文京学習推進係　5803-1119

Bヴィレッジ 〜文京中学サッカーヴィレッジ〜
集まれ中学生！ 小石川運動場でサッカーをしよう！

日　時 午後5時〜6時30分
（受付は午後4時30分から）

会　場 小石川運動場

対　象 区内在住・在学の中学生（初心者歓迎）

内　容 ミニゲーム・ワンポイント指導　 費　用 無料

後　援 日本サッカー協会

協　力 文京区サッカー協会

申　込 事前申込不要。サッカーボールをお持ちの方は
持参して当日直接会場へ 

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

日本語ボランティアステップアップ講座
日本語ボランティアの皆さんとともに、外国語としての日本語を考え、日本語のおもしろさを発見していきます。

日　時 5月23日、30日、6月6日 毎回金曜日 全３回 午後6時30分〜8時30分
講　師 東京大学留学生センター教授 菊地康人ほか同センター教員　 会　場 アカデミー文京 学習室
対　象 日本語ボランティア経験者（区民優先）　 定　員 30名　 費　用 2,600円　 締　切 5月8日（木）必着
申　込 往復はがきに、「日本語」・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・応募動機（この講座で知りたいことも）・ボランティア
歴（期間と支援対象）、返信用にもあて先を明記し　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京　国際交流推進係へ
※（財）文京アカデミーＨＰからも申込できます。http://www.b-academy.jp/　トップページ→「催し物情報」

アカデミー文京国際交流推進係　5803-1310

ファミリーハイキング
日　時 5月25日（日）午前6時50分 シビックセンター１階駐車場集合
行き先 神奈川県伊勢原市大山

対　象 小学生以上の区内在住・在勤・在学者（小学生のみの参加は不可）

定　員 76名（超えた場合は抽選・親子の申込を優先）　 費　用 2,800円程度（現地で支払）　 締　切 4月25日（金）必着

申　込 往復はがき（１グループ１枚）に「ファミリーハイキング」、全員の住所（在勤者は勤務先の名前
と住所、在学者は学校名も）・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、返信用にあて先を明記して、下記
スポーツ青少年係へ

問合せ 〒112-0012 文京区大塚3-29-2スポーツセンター内
（財）文京アカデミースポーツ事業課スポーツ青少年係 TEL 3944-2273
※当日の天候等により、コースを変更する場合があります。

スポーツ事業課スポーツ青少年係　3944-2273

「ぶんきょう民謡大会」参加者を募集しています
日本の伝統芸能である「民謡」愛好家の皆さん、日頃の学習の成果を発表しませんか。皆様のご参加をお待ちしております。
日　時 ６月２２日（日）午前１０時３０分〜午後５時３０分（予定）
会　場 文京シビックホール小ホール　 内　容 独唱･合唱・合奏・民舞の内２種目まで ※詳細は募集要項参照。
対　象 区内在住･在勤･在学者　 参加費 無料　 定　員 120曲程度（超えた場合は抽選）　 申込期間 4月５日（土）～30日（水）
申　込 アカデミー文京文化事業係（シビックセンター地下1階）で配布または、財団ＷＥＢサイトより
ダウンロードした募集要項・申込書を郵送またはＦＡＸにて
〒113-0001 文京区白山1‐1‐11 文京区民謡協会会長 市川八朗宅（FAX.5684-6450）へご送付下さい

アカデミー文京文化事業係　5803-1120

回 日程 内容
1 5月13日 生涯学習の基礎
2 5月20日 講座企画の実際・グループワーク①
3 5月27日 講座運営・管理（個人情報保護等）
4 6月 3日 心理学の基本
5 6月10日 コミュニケーション①傾聴
6 6月17日 コミュニケーション②プレゼンテーションスキル
7 6月24日 講座企画・グループワーク②
8 7月 1日 地域環境
9 7月 8日 地域福祉

10 7月15日 文京区の国際交流活動の現場から
11 7月22日 総括と発表、修了式

曜日：火曜日　時間：午後6時50分〜8時30分

区民プロデュース講座概要
募集講座数 10講座程度
開 講 時 期 10月〜21年３月
回　　　数 １講座５回程度
会　　　場 アカデミー文京・地域アカデミー
定　　　員 各２０〜５０人

業 務 内 容 ①講座の企画・立案②講師の確保
③講座の運営④実施結果の報告

選　　　考 ①文京アカデミア学習推進委員会による書類審査
②書類選考通過後、応募者による企画案の説明

そ　の　他 受講生の募集、広報活動、テキストの印刷はアカデ
ミー文京が行う

平成20年度 Bヴィレッジ日程表
月 日

4月 24日（木）

5月 7日（水） 22日（木）

6月 4日（水） 19日（木）

7月 2日（水） 17日（木）

8月 6日（水） 21日（木）

※雨天の場合は当日の午後2時以降にスポーツ事
業課に確認

※9月以降の日程はスクエア8月号でお知らせする
予定です


