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講座・催しものつづき

初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会

▢時 7／15(土)・16(日)・22(土)・23
(日)(全4回)▢場 スポーツ会館ほか

▢人 4／1現在、18歳以上で区内在住・
在勤・在学の方5人程度(選考)▢費
テキスト代3,500円、認定料および
申請料5,500円、登録料3,800円▢締
6／30(金)必着▢申 各スポーツセンタ
ーにある申込用紙(ホームページか
らも入手可)に記入し、〒136-0073
北砂1-2-9スポーツ会館講習会担当
に郵送、ファクスまたは窓口で☎

3649-1701、℻3649-3123 ▢HP http:
//www.koto-hsc.or.jp/
少年少女バレーボール教室

▢時 7／17(月・祝)、平成30年3／4(日)
9：00〜16：00(全2回)▢場 スポーツ会
館 ▢人 区内在住の小学生100人(抽
選)▢費 無料(昼食持参)[主管]江東
区バレーボール連盟▢締 6／30(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(承諾印を押印)を記入し、
〒136-0073北砂1-2-9スポーツ会館
へ☎3649-1701、℻3649-3123
少年少女水泳教室

▢時 7／15(土)〜17(月・祝)10：00〜
12：00(全3回)▢場 明治小学校(深川2
-17-26)、浅間竪川小学校(亀戸9-22
-4)▢人 区内在住の小中学生男女各
80人(抽選)▢費 無料[主管]江東区水
泳連盟▢締 6／30(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希望会場⑩保護
者氏名(承諾印を押印)を記入し、〒
136-0073北砂1-2-9スポーツ会館へ
☎3649-1701、℻3649-3123

深川スポーツセンター
カヌー安全講習会(7月分)

▢時 7／1(土)9：00〜12：00▢集 深川ス
ポーツセンター▢人 区内在住・在勤
・在学の15歳以上の方5人(抽選)

▢費 3,850円(保険代含む) ▢内 カヌ
ーの一般公開参加に必要な安全講習
会。1時間の講義と大横川での実地
講習[持ち物]着替え一式、飲物、帽
子、筆記具▢師 (株)オーエンス▢締
6／18(日)必着▢申 往復はがきに①カ
ヌー安全講習会②氏名(ふりがな)③
住所※区外在住で区内在勤・在学の
場合、勤務先(学校)と住所④生年月
日⑤電話番号を記入し、〒135-0044
越中島1-2-18深川スポーツセンター
へ☎3820-5881、℻3820-5884
亀戸スポーツセンター
カヌー安全講習会(7月分)

▢時 7／15(土)13：00〜16：00▢集 亀戸
スポーツセンター1階会議室▢人 区
内在住・在勤・在学の中学生以上の
方5人(抽選) ▢費 3,850円(保険代含
む)▢内 カヌーの一般公開参加に必
要な安全講習会。1時間の講義と旧
中川での実地講習[持ち物]着替え一
式、飲物、帽子、筆記具▢師 (株)オ
ーエンス▢締 6／28(水)必着▢申 往復
はがきに①カヌー講習会②氏名③住
所※在勤(在学)の場合、会社名(学
校名)と住所④生年月日⑤電話番号
を記入し、〒136-0071亀戸8-22-1亀
戸スポーツセンターへ☎5609-9571、
℻5609-9574
みんなde学ぼう着衣泳

▢時 7／9(日)15：00〜17：00 ▢場 東砂
スポーツセンター地下1階プール(東

砂4-24-1)▢人 おおむね5歳以上の方
50人(区内在住・在勤・在学の方を優
先し、申込順)※小学3年生以下の方
は保護者(18歳以上)同伴必須(保護
者1人につき3人まで参加可)、小学4
〜6年生は2人以上で参加の場合保護
者同伴不要▢費 無料▢内 身近な物を
使った着衣泳、対処法や救助法[持
ち物]水着、水泳帽、バスタオル、長
そで・長ズボン(洗濯してあるもの)、
靴(汚れていないもの)、空の2ℓペッ
トボトル▢申 6／15(木)9：00から東砂
スポーツセンターに電話または窓口
で☎5606-3171、℻5606-3176
ARまちあるきツアー
｢昭和の深川をめぐる｣第2弾
江東区文化観光ガイドがタブレッ
ト端末のAR(拡張現実)技術を用い
てご案内します。日常の風景を画面
に表示される古写真と重ね合わせ、
町の今昔を見比べます▢時 7／8(土)
10：00出発※雨天決行 ▢集 9：45に東
西線門前仲町駅富岡八幡宮方面改札
前(地下)▢人 2時間半程度まちある
きができる小学生以上の方15人(抽
選。1組3人まで)※小学生は保護者
同伴▢費 500円(保険代ほか)※小学
生無料▢内 門前仲町周辺を2時間半
程度散策[主催]江東区観光協会、東
京大学大学院情報理工学系研究科、
法政大学大学院地域創造システム研
究所▢締 6／22(木)必着▢申 往復はが
きまたはメールに①件名｢7／8ARま
ちあるき｣②氏名・年齢③同行者氏
名・年齢(2人まで)④住所⑤電話番
号を記入し、〒135-0016東陽4-5-18
産業会館内江東区観光協会へ※応募
は1人1件☎6458-7400、℻6458-7420

▢ｅ ar@koto-kanko.jp

生活習慣病予防健診7月分
(30代のための健診)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 健診日現
在30〜39歳の区民の方各25人(抽選)
※最近1年以内に受診された方はご
遠慮ください▢費 無料▢内 血液・尿
検査・腹囲測定等▢締 6／20(火)必着

▢申 はがきに①健診名②住所・郵便
番号③氏名(ふりがな)④年齢⑤生年
月日⑥性別⑦電話番号を記入し、希
望する保健相談所へ郵送または窓口
で(重複申し込み不可)※電子申請も
できます▢HP http://www.shinsei.
elg-front.jp/tokyo/navi/index.
html▢問 各保健相談所管理係

東砂スポーツセンター
7／2(日)全日、大体育室の一般公
開を中止。東京都議会議員選挙に伴
う投票所開設のため。7／9(日)14：45
〜7／11(火)14：00、プールの一般公
開を休止。着衣泳講習会および換水
のため▢問 東砂スポーツセンター☎

5606-3171、℻5606-3176
スポーツ会館
7／8(土)9：30〜11：45、プールの一

般公開を中止。スポーツ塾開催のた
め▢問 スポーツ会館☎3649-1701、
℻3649-3123

｢おもてなし親善大使｣育成塾
東京都はボランティア活動の一環
として、おもてなしの心を持って外
国人旅行者に都内観光スポットを案
内する｢おもてなし親善大使｣の育成
塾を開設します。夏休み中の2日間
にわたって、著名人講師を招いた英
会話や、東京の歴史などを学ぶ講義、
都内観光スポットの見学や人力車体
験ができる研修です※日時等、詳細
はホームページを参照▢人 都内在住
・在学の中学生・高校生250人(抽選)

▢費 無料 ▢締 7／1(土)消印有効 ▢申
東京都産業労働局ホームページ内
｢おもてなし親善大使育成塾｣(▢HP
http://www.sangyo-rodo.metro.
tokyo.jp/tourism/taishi1/)から
申込書をダウンロードし、〒100-
0003千代田区一ツ橋1-1-1パレスサ
イドビル(株)マイナビ内おもてなし
親善大使育成塾事務局へ郵送☎0120
-124-177
サイエンスカフェ

▢時 6／30(金)18：30〜20：00▢場 水素
情報館東京スイソミル(潮見1-3-2)

▢人 50人(抽選)▢費 無料▢内 コーヒ
ーを片手に東京の暑さの原因と持続
可能な都市づくりを話し合う参加型
講座[主催]東京都環境局 ▢締 6／21
(水)▢申 ファクスまたはメールに①
講座名②氏名③年齢④住所⑤電話番
号⑥ファクス番号⑦メールアドレス
を記入し、東京都環境公社へ※ホー
ムページからも申込できます☎3644
-8886、℻3699-1409 ▢ｅ renkei@
tokyokankyo.jp▢HP https://ww
w.tokyokankyo.jp/
若洲ゴルフリンクス
ゴルフアカデミー受講生募集

▢時 7〜9月の月・木・金曜のいずれ
か週1回(全9回)17：00〜※約1時間
(曜日により希望に沿えない場合あ
り)▢場 若洲ゴルフリンクス(若洲3-
1-2) ▢人 小・中学生15人(申込順)

▢費 無料▢師 日本プロゴルフ協会所
属プロ ▢申 6／17(土)13：30から電話
で若洲ゴルフリンクス練習場☎3522
-3370 ▢HP http://wakasu.golftk.
com/
墨田工業高校 夏季公開講座
1．カーメンテナンス基礎講座

▢時 7／29(土)9：30〜15：30 ▢人 自動
車および運転免許を持っている方10
人(抽選) ▢費 600円▢内 自動車の点
検やスペアタイヤの交換方法等
2．ブロックを使用してのプログラ
ミング講座

▢時 7／29(土)・30(日)9：30〜15：30

(全2回)▢人 都内在住の小学5年生〜
中学3年生10人(抽選)※小学生は要
保護者同伴 ▢費 小中学生200円、同
伴する保護者1,200円▢内 ロボット
プログラミング
※いずれも▢場 墨田工業高校実習室

▢締 6／30(金)必着▢申 往復はがきに
①講座名②住所③氏名(ふりがな)※
参加者全員④年齢⑤性別⑥電話番号
を記入し、〒135-0004森下5-1-7都
立墨田工業高校公開講座担当へ☎

3631-4928、℻3846-6683

江東病院 江東健康フォーラム

▢時 6／24(土)13：30〜※13：15開場

▢場 江東病院本館2階北側待合室(大
島6-8-5)▢人 50人(先着順)▢費 無料

▢内 難聴の話▢師 野島暁人(耳鼻咽
喉科医師)▢申 当日直接会場へ▢問
江東病院医療連携室☎3685-2253、
℻3685-2766
江東産業まつり
地元産業・各企業が、区民の皆さ
んとの交流を第一に、展示即売会を
開催します。岩手・宮城・福島・熊
本応援の物産展、フリーマーケット
も開催。人気の製作体験、積木体験
コーナー、抽選会もあります▢時 6／
17(土)10：00〜17：00、6／18(日)10：
00〜16：00(6／17(土)は9：40からセレ
モニー開催)▢場 江東区文化センタ
ー(東陽4-11-3)▢費 入場無料[主催]
(一社)東京都江東産業連盟[後援]江
東区・東京商工会議所江東支部・江
東区商店街連合会▢問 (一社)東京都
江東産業連盟☎3699-7777
江東区音楽家協会
設立30周年記念コンサート
昭和62年に設立され、江東区文化
センターロビーで金曜正午からの無
料コンサート、ティアラこうとうの
マンスリーコンサート等の活動を続
ける協会による記念コンサートです

▢時 6／25(日)13：00開演 ▢場 江東区
文化センター大ホール(東陽4-11-3)

▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 江
東区音楽家協会(杉山)☎3681-9646
江東区サマージュニアテニス
トーナメント

▢時 8／6(日)〜8(火)、予備日8／9(水)

▢場 豊住庭球場(東陽6-1-13)▢人 区
内在住・在学・在クラブの小学6年生
以下・4年生以下各6人、中学生・高
校生各12人(抽選) ▢費 1,000円[種
目]シングルス／小学4年以下男子・
女子(グリーンボール使用)／小学6年
以下男子・女子／中学男子・女子／高
校男子・女子[主催]江東区体育協会

▢締 7／7(金)必着 ▢申 往復はがきに
①住所②氏名③電話番号④学校名ま
たは団体名⑤学年⑥出場種目を記入
し、〒136-0071大島3-25-2TOPイン
ドアステージ内サマージュニアテニ
ストーナメント係(乾)へ☎3636-
3990

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

区では浸水被害を防ぐため、6月
〜10月に｢土のう｣を主に戸建住宅の
希望者に配付します。台風接近時等
の直前対応は困難ですので、ぜひこ
の機会をご利用ください※配布した
土のうは、個人で日常管理・不要時
の処分をお願いします。また、土の

うをお持ちの方で、袋が破損してい
る場合は、袋のみの配付も行ってい
ます。なお、申込は50袋を限度とし
ます[6月受付分の配送日]7月上旬の
区が指定する日▢締 6／30(金)▢申 電
話で河川公園課工務係☎3647-2538、
℻3647-9216

7／11(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

7／21(金)
13：00〜

7／7(金)
8：50〜

城東南部保健相談所
〒136-0076南砂4-3-10

☎5606-5001
℻5606-5006

健診会場

7／21(金)
13：30〜

7／7(金)
12：45〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

7／28(金)
13：30〜

結果日時

7／5(水)
13：10〜

検査日時

深川保健相談所
〒135-0021白河3-4-3-301

☎3641-1181
℻3641-5557

7／18(火)
13：20〜




