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硬式テニス教室（水曜）
期間・時間 対象・定員

4/5～
5/17
（5/3を
除く全
6回）

9：15～10：45 16歳以上の女性12人
11：00～12：30

16歳以上各12人12：45～14：15
14：30～16：00
16：00～17：00新小学1年～6年生

各12人17：00～18：00
ソフトテニス教室（木曜）
期間・時間 対象・定員

4/6～
5/18
（5/4を
除く全
6回）

9：15～10：45 16歳以上の女性12人
11：00～12：3016歳以上12人
13：20～14：5016歳以上のテニス経験者12人
16：00～17：00新小学1年～3年生12人
17：00～18：00新小学4年～6年生12人

東京都自殺相談
ダイヤル～ここ
ろといのちのホ
ットライン

3/27（月）～31（金）24時間
�0570-087478

自殺予防いのち
の電話

3/10（金）8：00
～11（土）8：00
�0120-738-556

54時間特別相談
3/4（土）0：00
～6（月）6：00
�0120-58-9090（東京自
殺防止センター）

自死遺族のため
の電話相談

3/14（火）～17（金）
10：00～22：00
�3796-5453（グリーフケ
ア・サポートプラザ）
3/20（月・祝）～22（水）
11：00～19：00
�3261-4350（全国自死遺
族総合支援センター）

多重債務110番
3/6（月）・7（火）
9：00～17：00
�3235-1155（東京都消費
生活総合センター）

講座・催しもの つづき
3．10東京大空襲
～あの日を忘れないために～
江東図書館と深川図書館で、東京

大空襲に関する展示等を行います。
1．映画上映会
時3/11（土）14：00～15：10場 深川
図書館3階ホール（清澄3-3-39）内
「君知ってる？首都炎上～アニメ東
京大空襲～」「東京大空襲～583枚の
未公開写真～」
2．体験談とおはなし会
時3/12（日）15：00～16：00場 江東
図書館1階鑑賞室（南砂6-7-52）内
戦争体験談と戦争・平和を題材にし
た絵本の朗読
3．資料展示
時3/1（水）～15（水）場 江東図書
館1階鑑賞室、深川図書館1階 内 大
空襲・学童集団疎開・戦争に関する
本・資料の展示
※いずれも 申 当日直接会場へ 問
江東図書館�3640-3151、FAX3615-
6668、深川図書館�3641-0062、FAX
3643-0067
児童会館 時代劇の型に挑戦！・
ちびっこふれあいスポーツTime
1．大作戦「時代劇の型に挑戦！」
時3/18（土）15：00～16：00人 区内
在住の4歳以上の幼児～中学生50人
（抽選、結果は当選者にのみ3/11（土）
連絡。幼児は最大20人まで）内 刀を
構え、時代劇の侍のような動きを体
験するワークショップ 師 新宮乙矢
（劇団め組）ほか
2．大作戦「ちびっこふれあいスポー
ツ Time」
時3/26（日）①10：00～10：45②11：
00～11：45人 区内在住の3歳以上の
幼児親子各回20組（抽選、結果は当選
者にのみ3/12（日）連絡）内 親子で
行う簡単なふれあい遊びを通して体
を動かします。お父さんの参加大歓
迎 師 加藤正樹
※いずれも 場 児童会館（住吉1-9-
8）費 無料［持ち物］運動のできる服
装、室内シューズ、水筒、汗拭きタ
オル 締3/10（金）申 児童会館に電
話または窓口で�3633-6911、FAX3633
-6936

中川船番所資料館
水辺のスケッチ
資料館3階の中川番所のジオラマ

や現代の旧中川周辺の風景を題材
に、水彩色鉛筆スケッチに挑戦して
みませんか 時3/26（日）9：00～12：
00場 中川船番所資料館（大島9-1-
15）人15人（申込順）費 教材費500
円、観覧料（大人200円、小中学生50
円）申3/5（日）から中川船番所資料
館に電話または窓口で�3636-9091、
FAX3636-9094
深川江戸資料館 商店街出店イ
ベント・染客万来・伝統芸能公開
1．春一番！ 深川資料館通り商店街
出店イベント
深川資料館通り商店街や地域の名

店が一堂に会し、地元の逸品を紹介
します 時3/12（日）10：00～16：00
費 入場無料
2．梨園染戸田屋商店 創業145周年
記念イベント「染客万来」
伝統的な技を現代に伝え、手ぬぐ

いの魅力を伝える戸田屋商店の記念
展示。手ぬぐい染め体験もあります
時3/17（金）～19（日）9：30～17：00
（入館は16：30まで）費 大人400円、

小中学生50円（観覧料）※小中学生は
保護者同伴
3．伝統芸能公開
「江戸の物売りと大道芸」
江戸の人々の暮らしを支えたさま

ざまな物売りや、街角をにぎわせた
大道芸を再現します 時3/18（土）①
11：30～12：10②14：00～14：40［出演］
日本大道芸・大道芸の会 費 大人400
円、小中学生50円（観覧料）※小中学
生は保護者同伴
※いずれも 場 問 深川江戸資料館
（白河1-3-28）�3630-8625、FAX3820-
4379
弁士講座受講生発表会
無声映画に説明やせりふを付ける

活動弁士。その第一人者・澤登翠さ
んから学んだ受講生が、実際に映画
に説明をつけて発表します 時3/20
月・祝）13：30～ 人 どなたでも 費
無料 内 無声映画「伊豆の踊子」「瞼
の母」「ちびっ子・ギャング モンキ
ービジネス」申 当日直接会場へ場
問古石場文化センター（古石場2-13
-2）�5620-0224、FAX5620-0258
硬式テニス・ソフトテニス教室
時 人下表のとおり（抽選）場 荒川
・砂町庭球場（東砂3-28-13）費
6，600円 師 日本テニス協会公認指
導員・日本ソフトテニス連盟公認指
導員 締3/11（土）必着 申 往復はが
き（1人1枚）に①教室名②時間③住所
④氏名（ふりがな）⑤年齢（小学生は
平成29年度の学年も記入）⑥電話番
号⑦テニス経験の有無⑧レンタルラ
ケットの要不要を記入し、〒136-
0081夢の島1-1-2夢の島競技場へ�
3522-0846、FAX3522-0855

初心者テニス教室
時4/1～22の土曜（全4回）13：00～
14：30または14：30～16：00※1レッス
ン90分の二部制※時間選択不可 場
豊住庭球場（東陽6-1-13）人 区内在
住・在勤の中学生以上で全日参加で
きる初心者の方64人（抽選）費
2，500円［持ち物］テニスシューズ・ラ
ケット（貸与可）・飲み物・タオルなど
師 江東区テニス連盟 締3/15（水）
必着 申 往復はがき（1人1枚）に①教
室名②氏名（ふりがな）③年齢④住所
⑤電話番号⑥テニス歴⑦レンタルラ
ケットの要不要⑧区内在勤の方は勤
務先を記入し、〒136-0081夢の島1-
1-2夢の島競技場内屋外スポーツ施
設事務所へ�3522-0846、FAX3522-
0855
障害者福祉センター 絵手紙教
室・リフレッシュ体操教室
1．絵手紙教室
時4/13～9/14の第2木曜（8/10を除
く全5回）10：00～12：00人 区内在住
の障害者の方20人（3/14（火）13：30か
ら公開抽選）費 教材費500円、画材
代4，968円（初めての方のみ）、地域活
動支援センター事業利用者負担金（1
回につき240円※生活保護受給者・住
民税非課税の方などは免除）内 季
節のモチーフを使用した作品作り

2．リフレッシュ体操教室
時4/4～5/30の火曜（5/2を除く全8
回）10：00～11：00人 区内在住の障
害者の方20人※詳細についてはお問
い合わせください（3/14（火）13：45か
ら公開抽選）費 地域活動支援セン
ター事業利用者負担金（1回につき
240円）※生活保護受給者・住民税非
課税の方などは免除 内 筋力を鍛え
る体操やストレッチ・マッサージを
取り入れたソフトヨガなど
※いずれも 場 障害者福祉センター
3階会議室 締3/13（月）必着 申 往
復はがきに教室名・住所・氏名・年
齢・電話（ファクス）番号・障害名（病
名）・障害の等級を記入し、〒135-
0011扇橋3-7-2障害者福祉センター
へ郵送または窓口（はがき1枚持参）
で�3699-0316、FAX3647-4918
江東ボランティア・センター
手話講習会（入門・基礎コース）
手話を学び、手話通訳者・手話協

力員を目指す講習会を開催していま
す※ガイダンス受講が必要です 時
4/18～平成30年3/6の火曜（全41回）
［昼コース］14：00～16：00※開・閉講
式、合同講習会は18：30～20：30［夜コ
ース］18：30～20：30場 高齢者総合
福祉センター（東陽6-2-17）人 区内
在住または在勤・在学の18歳以上（平
成29年4/1現在）の健聴者で、修了後
に手話通訳者・手話協力員として江
東区で活躍できる方各50人（抽選）※
一度受講した方は申込できません
費 無料（テキスト代自己負担）［受
講ガイダンス］時4/4（火）14：00～、
18：30～※受講希望時間帯に参加［持
ち物］受講結果通知用の返信用封筒
（長3）、82円切手 場 高齢者総合福祉
センター 締3/28（火）19：00申 電
話で江東ボランティア・センター�
3645-4087、FAX3699-6266

子ども予防接種週間
3/1（水）～7（火）は子ども予防接種
週間です。特に、4月に入園・入学を
控えているお子さんは、集団生活が
始まる前に必要な予防接種を済ませ
ましょう。予防接種の受け方はかか
りつけの医師にご相談ください 問
保健予防課保健係�3647-5906、FAX
3615-7171
野菜ソムリエに聞く ～野菜の
美味しさ・利用方法再発見～
旬の野菜を手軽に美味しく食べる

極意を実演を交えて、楽しくお話し
します。当日は、きのこの収穫体験
もあります 時3/23（木）13：30～15：
00場 城東南部保健相談所4階（南砂
4-3-10）人 区内在住、在勤の方30人
（申込順）費 無料 内 講演、調理実
演と試食 師 小松晴世（野菜ソムリ
エ）申3/6（月）9：00から電話で城東
南部保健相談所�5606-5001、FAX5606
-5006
難病医療相談室
時3/17（金）13：30～15：00場 江東
区医師会館（東陽5-31-18）人 難病
等特殊疾患で治療中の方、病気の心
配をされている方とその家族（申込
順）費 無料 内 専門医を中心とし
た医療相談 締3/14（火）※定員にな
りしだい終了 申 電話またはファク
スで江東区医師会事務局�3649-
1411、FAX3649-1631
障害等で歯科診療が受けにくい
方に「かかりつけ歯科医」を紹介
心身の障害のために通院が難しい

方、ウイルス性疾患等で通常の歯科
診療が受けづらい方が身近で適切な
歯科診療が受けられるよう、江東区
歯科医師会に相談窓口を設置し「か
かりつけ歯科医」を紹介しています
［受付時間］9：00～12：00、13：00～17：
00（土・日曜、祝日を除く）申 電話
で江東区歯科医師会�3649-0780、
FAX3649-1688

中川船番所資料館
3/7（火）を臨時休館。展示替えのた
め 問 中川船番所資料館�3636-
9091、FAX3636-9094
グランチャ東雲
3/18（土）を臨時休館。臨時工事の
ため 問 グランチャ東雲�5548-
1992、FAX5548-1995
東砂スポーツセンター
3/20（月・祝）午前、大体育室の一
般公開を中止。イベント開催のため
問 東砂スポーツセンター�5606-
3171、FAX5606-3176
スポーツ会館
3/25（土）午後、大体育室（バスケッ
トボール）および夜間、小体育室（卓
球）の一般公開を中止。大会等開催の
ため 問 スポーツ会館�3649-1701、
FAX3649-3123

確定申告はお済みですか？
平成28年分の申告書作成会場は東

京国税局（中央区築地）です 時3/15
（水）まで（土・日曜を除く）［受付］8：
30～16：00［相談］9：15～ 場 東京国
税局1階（中央区築地5-3-1）［最寄り
駅］都営大江戸線「築地市場駅」、東京
メトロ日比谷線「東銀座駅」・「築地
駅」※江東西・江東東税務署内に申告
書作成会場はありません※申告書は
マイナンバー（個人番号）の記載が必
要となるほか、本人確認書類の提示
または写しの添付が必要です※確定
申告書の作成には、国税庁ホームペ
ージ（ HP https : //www.nta.go.j
p/）の「確定申告書等作成コーナー」
をご利用ください［申告期限と納期
限］所得税および復興特別所得税・贈
与税は3/15（水）、個人事業者の消費
税および地方消費税は3/31（金）※申
告書の提出後に納付書の送付や納税
通知書等による納税のお知らせはあ
りません 問 江東西税務署�3633-
6211、江東東税務署�3685-6311
3月は東京都の自殺対策強化月間
特別相談（下表）を設けるなど、「自

殺防止！東京キャンペーン」を展開
します 問 東京都福祉保健局保健政
策課自殺総合対策担当�5320-4310


