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講座・催しもの つづき

硬式テニス・ソフトテニス教室

▢時 ▢内 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(全6回分)▢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 5／5(金・祝)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※1人1
クラスのみの申込☎3522-0846、℻

3522-0855

少年少女バスケットボール教室

▢時 5／20(土)14：00〜17：00・21(日)
10：00〜16：00(全2回※5／21は昼食持
参)▢場 深川スポーツセンター(越中
島1-2-18)▢人 区内在住の小・中学
生100人(抽選) ▢費 無料[主管]江東
区バスケットボール連盟 ▢締 5／5
(金)必着▢申 往復はがき(1人1枚)に
①講座名②住所③氏名(ふりがな)④
性別⑤年齢⑥電話番号⑦学校名⑧学
年⑨保護者氏名を記入し承諾印を押
して、〒136-0073北砂1-2-9スポー
ツ会館へ☎3649-1701、℻3649-3123
みんなで気軽にスポーツ体験
ボッチャ・ふうせんバレー等
知的障害のある方を対象にスポー
ツ体験教室を行います。気軽にお申
込みください※介助が必要な方は介
助者の同伴をお願いします▢時 5／27
(土)13：30〜16：00▢場 亀戸スポーツ
センター大体育室(亀戸8-22-1)▢人
小学生以上で知的障害のある方30人
(申込順)▢費 無料▢締 5／10(水)▢申
4／25(火)10：00から電話で亀戸スポ
ーツセンターへ☎ 5609 - 9571、℻

5609-9574
夏季文学講習会Aコース
受講生募集｢俳句入門｣

▢時 6／1(木)・8(木)・15(木)・24(土)
・29(木)(全5回)18：30〜20：30※6／
24のみ10：00〜12：00▢場 芭蕉記念館
1階会議室(常盤1-6-3)※6／24のみ清
澄庭園▢人 区内在住・在勤の方38人
(抽選)▢費 3,000円(教材費・資料代
別)▢師 藤田直子(俳誌｢秋麗｣主宰)

▢締 5／9(火) ▢申 電話、窓口または
ファクスに①講座名②氏名・ふりが
な③郵便番号・住所④電話・ファク
ス番号を記入し、芭蕉記念館へ☎

3631-1448、℻3634-0986

亀戸ふれあいセンター
ノルディックウォーキング

▢時 5／13〜7／22の第2・4土曜(全6回)
14：00〜15：30▢場 亀戸ふれあいセン
ター(亀戸9-33-2-101)▢人 区内在住
で60歳以上の方20人(抽選)▢費 無料

▢内 スキーのストックのようなポー
ルを持って歩きます。膝や腰の負担
を軽減させて歩くことができます※

タオル、室内シューズを持参のうえ、
動きやすい服装でご参加ください※
ポールの貸し出しあり▢師 小倉美里

▢締 4／30(日)▢申 亀戸ふれあいセン
ターに電話または窓口(未登録の方
は登録が必要。保険証持参)で☎

5609-8822、℻5609-8821

HIV・梅毒抗体検査・相談(5月分)

▢時 下表のとおり▢費 無料▢内 匿名
で実施できます▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 城東保健相談所(大島3-1-3)
☎3637-6521、℻3637-6651

肝炎ウイルス検査
(特定感染症検査事業)
区では肝炎ウイルス検査を実施し
ています。肝炎ウイルスを早期に発
見し、適切な健康管理や治療につな
げていくことが大変重要です。過去
にB型やC型の肝炎ウイルス検査を
受診したことがない方は、ぜひ受診
して下さい ▢場 区内協力医療機関
(区ホームページを参照)▢人 過去に
肝炎ウイルス検査を受診したことが
ない区民の方で①16歳以上39歳まで
の方②40歳以上の国民健康保険以外
の健康保険加入者とその被扶養者

▢費 無料[検査方法]血液検査▢申 電
話で保健所保健予防課感染症対策係
☎3647-5879、℻3615-7171

自動交付機・コンビニ交付
下表のとおり証明書自動交付機・
コンビニ交付の利用を休止。機器点
検のため▢問 区民課証明係☎3647-
3164、℻3647-8471

深川スポーツセンター
5／2(火)夜間および、5／3(水・祝)
全日の大体育室の一般公開を中止。
イベント開催のため▢問 深川スポー
ツセンター☎3820-5881、℻3820-
5884
有明スポーツセンター
5／8(月)〜27(土)プールを休場、

温水シャワーおよび冷房空調設備の
利用を中止。有明清掃工場定期点検
による熱源供給停止のため(トレー
ニングルームなどの施設は利用でき
ます)▢問 有明スポーツセンター☎

3528-0191、℻3528-0192

城東消防署砂町出張所
新庁舎で業務を開始
4／27(木)から城東消防署砂町出張
所が新庁舎(新砂3-1-1)で業務を開

始します。新庁舎は地上4階建て、
消防車(ポンプ車)2台と救急車1台が
配置されます。地域の皆さんの安心
・安全のために尽力していきますの
で、今後ともご理解、ご協力をお願
いします ▢問 城東消防署☎3637-
0119、℻3683-5380

江東産業まつり出展者募集
地元産業の振興を目的に、企業・
団体と区民の皆さんの交流の場とし
て、展示即売を中心に毎年開催して
います。このまつりを一緒に盛り上
げてくれる区内企業の出展を募集し
ます。会社紹介や製造・取扱品PRの
絶好の機会です。ぜひご参加くださ
い※出展には費用がかかります。ま
た、内容等により出展をお断りする
場合があります。詳細はお問い合わ
せください ▢時 6／17(土)・18(日)

▢場 江東区文化センター(東陽4-11-
3)▢締 5／10(水)▢申 電話で(一社)東
京都江東産業連盟☎3699-7777
木場ストック2017

▢時 5／3(水・祝)・5／4(木・祝)10：00
〜17：00、予備日5／5(金・祝)▢場 木
場公園イベント広場野外ステージ
(平野4)▢費 無料▢内 ゴールデンウ
ィーク恒例！江東区のアマチュアバ
ンドフェスティバル▢問 木場ストッ
ク事務局☎3699-8612 ▢HP http://
www.live-if.com/kiba_stock/
認知症カフェ｢井戸端カフェ
しゃべり場｣開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを専門の相談員に相談したり、介
護の情報を得ることができる認知症
カフェを開催します ▢時 4／27(木)
14：00〜16：00▢場 大島中央地区集会
所(大島5-12-14)▢費 無料▢内 日本
舞踊他、楽しいイベント盛りだくさ
ん、専門職による相談等▢申 当日直
接会場へ▢問 関東シニアライフアド
バイザー協会江東部会☎080-3400-
9449、℻3683-0702

夢職人キッズクラブ会員募集‼

異年齢集団での野外活動、レクリ
エーション、文化芸術活動等の体験
活動プログラムを年間を通じて実施。
長期休みなどにキャンプも行います

▢人 小学1年〜中学3年生▢費 年会費
2,400円、別途参加費 ▢申 電話で
NPO法人夢職人事務局☎5935-7302

▢HP http://yumeshokunin.org
花のある暮らしで豊かな人生を
〜生け花教室へのお誘い〜

▢時 月1回(日曜または水曜)13：00〜

▢場 産業会館2階(東陽4-5-18)▢費
月謝1,000円、花代1,000円、部屋代
300円▢内 初心者と男性歓迎。ご希
望により自由花も可。お気軽にお電
話ください▢申 ▢問 山水会 山下☎

3699-5177
着付けサークル会員募集
着物姿の和時間癒されますよ

▢時 土曜10：00〜12：00(月2回) ▢場
主に江東区文化センター(東陽4-11-
3)▢人 女性のみ ▢費 月会費2,500円

▢内 お手入れ準備など基本から進め
ます。｢着てみたい｣｢復活したい｣女
性のおしゃれ着物で楽しみませんか。
体験あり▢問 着付けサークルふきの
会 岡本☎090-1760-7241
変貌する都心の街並み近郊の
四季の花を愛でながら歩く会です

▢時 第1・3土曜 ▢集 出発駅に9：00

▢場 都内および近郊▢費 3,500円(下
見交通費ほか)▢内 公園緑道はお花
の宝庫・神社仏閣や古刹に触れ、弁
当持参で自然を楽しんでいます。お
気軽にご参加ください▢問 ウォーク
2000 三田村倭男☎3685-4655
手話ダンスを
一緒に踊りませんか

▢時 月曜13：30〜15：30▢場 主に江東
ボランティア・センター活動室(東
陽6-2-17)▢費 月300円(一年分を全
納)▢内 歌詞に手話を振り付け、踊
ります。手話ができなくても大丈夫。
ボランティア団体です。見学随時

▢問 江東手話ダンスサークル夢 大
野洋子☎3644-0045
ゲートボール会員募集

▢時 月〜土曜9：00〜11：30 ▢場 仙台
堀川公園内ゲートボールコート(東
砂1) ▢人 男女年齢制限なし ▢費 月
500円▢内 誰でもできる非常に楽し
いスポーツです▢問 砂町ファイター
ズ 堀一郎☎080-5648-3224

公共交通機関などでは、身体の不自由な方・高齢者・妊婦など、席を必要としている方に座席を譲るよう心がけましょう。

大島7-7-3
大島2-37-7
所在地

東砂7-15-1

枝川1-6-15白山湯

旭湯
大島1-36-6第二久の湯
亀戸6-49-14

牡丹2-4-6第二和泉湯

富山湯

所在地浴場名

久の湯猿江1-18-9亀の湯
南砂4-15-19喜楽湯住吉2-5-14日の出湯
東砂3-18-17藤の湯亀戸5-9-7隆乃湯

不二の湯

竹の湯
らかん湯
浴場名

東砂8-20-16

竹の湯東陽3-12-11ニュー松の湯
北砂4-20-25亀の湯三好1-2-3辰已湯
北砂6-7-3丸八湯常盤2-3-8常盤湯
北砂6-14-8文化湯森下4-9-18竹の湯
南砂1-14-9

大島7-25-14春の湯東陽1-6-9金春湯
北砂3-25-8

16歳以上12人

硬式テニス教室(水曜)

9：15〜10：45

5／24〜
6／28
(全6回)

期間(回数)・時間

14：30〜16：00

小学1年〜6年生12人
16：00〜17：00

17：00〜18：00

16歳以上の女性12人

対象・定員

12：45〜14：15

11：00〜12：30

小学1年〜3年生12人16：00〜17：00

ソフトテニス教室(木曜)

9：15〜10：45

小学4年〜6年生12人

5／25〜
6／29
(全6回)

17：00〜18：00

期間(回数)・時間

16歳以上12人11：00〜12：30

16歳以上の女性12人

対象・定員

16歳以上の
テニス経験者12人13：20〜14：50

6／5(月)5／22(月)結果日

5／22(月)5／8(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間

豊洲シビックセンター
区役所1階
休止場所

15：30〜17：00
イオン東雲店10：00〜11：30

5／20
(土)

5／18
(木) 亀戸文化センター

5／8
(月)

13：00〜14：30

休止日

東大島図書館
区役所1階10：00〜11：30

5／17
(水) サンドラッグ東砂店13：00〜14：30

総合区民センター

終日

8：30〜12：00

休止時間

すべての自動交付機・
コンビニ交付

総合区民センター
深川江戸資料館9：00〜12：00
サンドラッグ東砂店10：00〜12：00

東陽区民館8：30〜10：00
5／9
(火) 江東図書館

9：00〜10：00

イオン東雲店
亀戸文化センター

5／5(金・祝)は、区内公衆浴場でし
ょうぶ湯を行います。昔から端午の
節句には｢しょうぶ湯｣に入って邪気
を払うという風習があります。ご家
族やお仲間と一緒にしょうぶの葉を
浮かべた大きな湯船に入って、その

香りを楽しみながらリフレッシュし
てみませんか。65歳以上の方と小学
生以下の方は、無料で入浴できます。
対象の方は、区内各浴場でその旨を
告げてご利用ください▢問 消費者セ
ンター☎5683-0321、℻5683-0318




