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下町4区合同職員採用説明会
(Ⅲ類・経験者)
4区(江東区、墨田区、足立区、.
飾区)合同で採用説明会を開催しま
す。区ごとにブースを設け、1回45
分の説明を行います。クールビズを
踏まえ、涼しい服装でお越しくださ
い。詳細は区ホームページをご覧く
ださい ▢時 6／25(日)[Ⅲ類]10：00〜
12：25(1回45分、計3回)[経験者]13：
45〜16：10(1回45分、計3回)[人事委
員会説明]12：30〜13：35 ▢場 すみだ
産業会館9階(墨田区江東橋3-9-10墨
田区・丸井共同開発ビル)▢人 特別
区職員採用試験(Ⅲ類・経験者)を受
験希望の方▢申 当日直接会場へ▢問
職員課人事係☎3647-5481、℻3647-
9480

環境施設見学会
バスによる施設見学会と環境体験
学習を夏休み中に2回実施します。
エコ体験を通して環境保全の意味を
学習しませんか ▢時 ①8／8(火)8：30
区役所集合、12：30ごろ解散②8／18
(金)8：30区役所集合、15：00ごろ解
散▢場 ①木場千年の森でビオトープ
見学(木の工作を体験)②ガスの科学
館｢がすてな〜に｣見学(エコ・クッ
キングを体験)※そのほか①②とも
に｢若洲風力発電施設｣等、湾岸エリ
アを見学予定▢人 区民の小学生と保
護者12組24人(抽選、当選者のみ7／
10(月)までに通知) ▢費 無料▢締 6／
30(金)必着▢申 はがきまたはメール
に①｢施設見学会参加｣および参加希
望日(第2希望まで)②参加者氏名(ふ
りがな)③学年④郵便番号・住所⑤
電話番号を記入し、〒135-8383区役
所温暖化対策課へ※区ホームページ
からも申込できます☎3647-6124、
℻5617-5737▢ｅ 380200@city.koto.
lg.jp
江東区マンション交流会

▢時 7／1(土)13：00〜16：30 ▢場 カメ
リアプラザ(亀戸2-19-1)▢人 100人
(申込順) ▢費 1,000円 ▢内 講演会、
分科会(①管理運営②大規模修繕)

▢締 6／27(火)※定員になりしだい終
了▢申 6／15(木)から電話・窓口また
はファクスにマンション名・住所・
氏名・電話番号・希望の分科会(①ま
たは②)・解決したい問題等を記入し、
住宅課住宅指導係(区役所5階1番)へ
☎3647-9473、℻3647-9268
小学生自由研究に役立つ！
夏休み親子消費者講座

▢時 ①7／28(金)14：00〜16：00②8／2
(水)14：00〜16：00▢場 パルシティ江
東3階研修室▢人 区内在住・在学の
小学生と保護者各15組(抽選・保護
者は1人)▢費 無料▢内 ①｢親子で学
ぼうお金の教室｣〜クイズと貯金箱
工作〜②｢親子で学ぶ計量はかり教
室｣〜手ばかり工作と計量〜▢師 ①
東京都金融広報委員会②東京都計量
検定所▢締 ①7／10(月)消印有効②7／
13(木)消印有効▢申 往復はがき(1組
1枚)に①講座名②参加希望の親子の
郵便番号・住所・氏名(ふりがな)学
年・電話番号を記入し、〒135-0011
扇橋3-22-2パルシティ江東2階消費
者センターへ☎5683-0321、℻5683-
0318
深川東京モダン館
おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です ▢時 6／23(金)
14：00〜15：30▢人 30人(先着順)▢費
500円(ドリンク代込)▢内 永代通り

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 深川東
京モダン館(門前仲町1-19-15)☎
5639-1776、℻5620-1632 ▢HP http:
//www.fukagawatokyo.com/
児童会館
大作戦｢マット運動に挑戦！｣

▢時 7／2(日)①10：00〜10：45②11：00
〜11：45 ▢場 児童会館(住吉1-9-8)

▢人 ①区内在住の3歳以上の幼児20
人とその保護者②区内在住の4歳以
上の幼児20人とその保護者(抽選、
結果は当選者にのみ6／21(水)連絡)

▢内 ①前転・後転②側転▢費 無料[持
ち物]運動しやすい服装、室内シュー
ズ、タオル、水筒▢師 加藤正樹▢締
6／20(火)▢申 児童会館に電話または
窓口で☎3633-6911、℻3633-6936
深川江戸資料館
岩崎晃展・伝統芸能公開
1．｢表具経師｣岩崎晃展

表具とは、紙や布などを糊で貼り
つけて仕立てられた掛軸や襖・屏風

などをさします。岩崎晃さん(江東
区登録無形文化財保持者)の作品を
通して、表具の魅力をご覧いただき
ます。6／24(土)14：00から、和紙作
家の永井聡さんをお招きし、ワーク
ショップも開催します(要事前申込)。
詳細はお問い合わせください▢時 6／
22(木)〜25(日)9：30〜17：00(最終入
館は16：30)
2．伝統芸能公開｢落語｣

区ゆかりの落語家の出演により落
語をお楽しみいただきます▢時 6／18
(日)14：00〜14：30[出演]三遊亭司
3．伝統芸能公開｢端唄で綴る 江戸

の祭り・地方の祭り｣

江戸の祭り・地方の祭りを粋な三
味線の演奏でお楽しみいただきます

▢時 6／25(日)14：00〜14：40[出演]古
石場三味線クラブ
※いずれも ▢費 大人400円、小中学
生50円(観覧料)※小中学生は保護者
同伴 ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 深
川江戸資料館(白河1-3-28)☎3630-
8625、℻3820-4379
芭蕉記念館 前期企画展・
ミュージアムトーク
1．前期企画展 芭蕉の弟子ベスト

10｢蕉門十哲｣

｢蕉門十哲｣と呼ばれた俳人たちの、
作品や人物像・人間関係などを紹介
します ▢時 6／15(木)〜12／10(日)9：
30〜17：00(最終入館16：30)※第2・4
月曜は休館(祝日の場合は翌日)▢費
大人200(150)円、小・中学生50(30)
円※( )内は20人以上の団体料金。
障害者手帳をお持ちの方とその介助
者1人は半額▢申 当日直接会場へ
2．ミュージアムトーク

企画展の内容について、職員が詳
しく解説します ▢時 7／22(土)14：00
集合▢人 区内在住・在勤の方20人(申
込順)▢費 大人200円、小・中学生50
円(観覧料)※障害者手帳をお持ちの
方とその介助者1人は半額▢申 6／16
(金)9：00から芭蕉記念館に電話また
は窓口で
※いずれも▢場 ▢問 芭蕉記念館(常盤
1-6-3)☎3631-1448、℻3634-0986
なるほどクラシック講座

▢時 6／29(木)14：00〜15：30▢場 亀戸
ふれあいセンター会議室(亀戸9-33-
2-101)▢人 区内在住で60歳以上の方
80人(申込順)▢費 無料▢内 クラシッ
ク音楽の楽曲紹介等の講義と、ピア
ノ・ヴァイオリンの演奏▢師 岩崎結、
早川愛美▢申 6／16(金)から亀戸ふれ
あいセンターに電話または窓口(未
登録の方は登録必要。保険証持参)
で☎5609-8822、℻5609-8821
公演｢元気になろう！
シニアチアダンス！｣
日本シニアチア協会公式チームに
よる公演です ▢時 6／26(月)14：30〜
15：30▢場 城東ふれあいセンター(北
砂4-20-12)▢人 区内在住の60歳以上
の方80人(申込順)▢費 無料▢申 6／15
(木)から城東ふれあいセンターに電
話または窓口で☎3640-8651、℻

3699-6744
地域福祉サポーター養成講座
地域で支え合い活動を進めるボラ
ンティア｢地域福祉サポーター(地域
福祉推進員)｣の養成講座の受講生を
募集します。前期は、地域福祉につ
いて講義で学び、後期は前期を修了
した希望者が、体操指導ボランティ
ア講座を受けます ▢時 [前期]7／25
(火)10：00〜15：00[後期]9／7〜10／5
の木曜(全5回)13：30〜15：00 ▢場 江
東文化センター(東陽4-11-3)▢人 20
人(申込順)▢費 無料▢申 6／15(木)か

ら電話またはファクスに地域福祉サ
ポーター養成講座申込・氏名・住所
・電話番号を記入し、江東区社会福
祉協議会地域福祉推進課へ☎3640-
1200、℻5683-1570
夏体験ボランティアin KOTO

▢時 7／24(月)〜8／31(木)の期間中、
3〜5日間程度▢人 区内在住・在学・
在勤の中学生以上の方約200人▢費
無料▢内 区内の児童・高齢者・障害
者施設等でのボランティア活動を体
験[参加者説明会] ▢時 ①6／30(金)
18：00〜20：00②7／1(土)10：00〜12：
00③7／7(金)18：00〜20：00④7／8(土)
14：00〜16：00▢場 高齢者総合福祉セ
ンター(東陽6-2-17)※活動先を決定
しますので、いずれかの説明会に必
ず出席してください▢締 各説明会の
前日▢申 電話で江東ボランティア・
センター☎3645-4087、℻3699-6266
江東区民水泳大会

▢時 8／11(金・祝)小学生受付8：00〜
8：30、中学生・高校生・一般・壮年
受付12：30〜13：00※参加者は必ず受
付し、招集を受けること▢場 東京辰
巳国際水泳場(辰巳2-8-10)※駐車場
台数制限あり▢人 区内在住・在勤・
在学の方※児童・生徒の引率は保護
者・先生が行うこと[部別・種目]下
表のとおり[出場種目制限]個人種目
のエントリーは、小学生は1人1種目、
中学生以上は1人2種目まで(リレー
・メドレーリレーは除く)。各リレー
のエントリーは1団体、部別ごと男
女各1チームまで(小・中学生は個人
・クラブチームでのリレー参加不可)

▢費 小学生100円、中学生200円、高
校生以上300円 ▢締 6／30(金) ▢申 区
内各スポーツセンターにある申込書
(ホームページ(▢HP http://www.
koto-hsc.or.jp/sports_festival/
post_22.html)からも入手可)に必
要事項を記入し、区内各スポーツセ
ンター窓口で(申込書の提出のみメ
ールでも可)※区内小・中学生は所
属学校を経由して申込。所属学校が
参加しない場合は個人で申込▢問 深
川北スポーツセンター☎3820-8730、
℻3820-8731、水泳連盟事務局☎080
-5646-4565

クライミング｢トップロープ
安全講習会｣(7月分)
講習を修了した方は、センターの
トップロープを利用できます▢時 7／
11(火)・26(水)のいずれか1日19：00
〜20：30▢場 深川スポーツセンター1
階▢人 中学生以上の方、各日6人(区
内在住・在勤・在学の方を優先し抽
選) ▢費 3,080円 ▢締 6／30(金)必着

▢申 往復はがき、メールに①クライ
ミング安全講習会②希望日(第2希望
まで記入可)③住所④氏名(ふりが
な)⑤年齢⑥性別⑦電話番号⑧区内
在勤・在学の方は勤務先(学校)記入
し、〒135-0044越中島1-2-18深川ス
ポーツセンターへ☎3820-5881▢ｅ

fukagawa-climbing@koto-hsc.
or.jp
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高齢者家族介護教室(無料・申込順・6／16(金)から各施設に電話)

介護に役立つ知識や技術を学びます▢人 区内在住・在勤で介護を行っている方20人▢費 無料

亀戸高齢者在宅サービスセン
ター(亀戸4-21-13)
☎5626-0130、℻5626-0133

7／22(土)
14：00
〜15：30

［高齢者の健康管理について］病気の早期発
見につながる健康観察のポイントについて、
看護師が分かりやすく説明します。

白河高齢者在宅サービスセン
ター(白河3-4-3-201)
☎3630-6591、℻3630-6598

7／15(土)
13：30
〜15：00

内 容施設名(会場)日時

［食事について］高齢者に大切な栄養や簡単
な調理方法について、実際に試食を交えな
がら、管理栄養士が説明します。

寿園高齢者在宅サービスセン
ター(北砂2-1-16)
☎3615-4850、℻3615-4855

7／29(土)
14：00
〜15：30

［排泄介助］オムツへの移行のタイミングや
選び方、上手な当て方を民間業者の専門ス
タッフが説明します。

あじさい高齢者在宅サービス
センター(東砂4-20-15)
☎5857-8231、℻5857-8235

7／29(土)
14：00
〜15：30

［疾病予防］健康促進・疾病予防に関する日々
の取り組みや気を付けるポイントについて、
管理薬剤師と管理栄養士が説明します。

［介護技術］車いすへの移乗方法などについ
て、介護福祉士が実演も交えながら説明し
ます。

枝川高齢者在宅サービスセン
ター(枝川1-8-15-101)
☎5632-2277、℻5632-2276

7／15(土)
14：00
〜15：30

塩浜長寿サポート
センター
☎5617-6213
℻5617-6050

認知症の行動・心理症状について、事例
を通して具体的な対応方法を学びます。
後半は、介護者同士の交流会です。

デイサービスセン
ターらん花園
(塩浜2-7-2)

7／29(土)
13：30
〜15：00

認知症家族介護者教室・交流会
認知症についての講話と、家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください▢時 ▢場 下

表のとおり▢人 20人(申込順)▢費 無料▢申 6／19(月)から電話で各長寿サポートセンター

グループホームの利用について、施設の
特徴を知り、入所にあたっての知識を深
めます。

大島高齢者在宅サ
ービスセンター
(大島6-14-4-103)

7／29(土)
14：00
〜15：30

内容施設名(会場)日時

大島長寿サポート
センター
☎5628-0541
℻3638-4515

申込・問合先




