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臨時福祉給付金(経済対策分)に関するお問い合わせは、コールセンターまたは相談窓口へ
〇江東区臨時福祉給付金コールセンター☎0570-06-9292

きゅうふきゅうふ

※通話料がかかります。なお、つながらない場合は、☎6832-7732［受付時間］月〜金曜の9：00〜17：
15(祝日は除く)〇相談窓口［場所］区役所8階［受付時間］月〜金曜の9：00〜17：00(祝日は除く)※申請からお支払いまで、1〜2か月程度を見込んでいます。

(受付 9：00 〜 11：00、13：00 〜 16：00)

▢人 小学生以上の方 ▢費 小・中学生
300円、高校生以上600円(30分。カヌー
・パドル・ヘルメット・ライフジャケ
ット貸出費込み)※カヌー持込不可

▢問 竪川河川敷公園管理事務所☎5875
-2319

り｣をテーマに、3年ぶりに復活する館
まつりです。スタンプラリーやミニの
らくろ鬼瓦作り、ミニ縁日など、予約
不要のコーナーも盛りだくさん。再現
された江戸時代のお寿司などの軽食販
売もあります。どうぶつしょうぎ大会
も同時開催！▢時 7／23(日)10：00〜16：
00※事前申込や参加費が必要なコーナ
ーがあります。詳細はお問い合わせく
ださい▢場 ▢問 森下文化センター(森下
3-12-17)☎5600-8666、℻5600-8677

夏休み特別企画 こどものため

の歴史なぞときラリー

｢江東区って、どうしてこんなに川
が多いのかな｣｢団地やマンションが多
い町になったけれど、昔はどうだった
の？｣など区に関するなぞを、中川船
番所資料館の展示や資料から解いてい
く歴史なぞときラリーを開催します。
ワークシートに記入すれば、自由研究
にもなります ▢時 8／5(土)10：00〜16：
00▢費 観覧料(小中学生50円・大人200
円)、ワークシート代150円▢師 久染健
夫 ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 中川船
番所資料館(大島9-1-15)☎3636-9091、
℻3636-9094

夏休み親子税金教室

｢夏休みの自由研究をサポート｣

▢時 8／4(金)14：00〜15：30 ▢場 江東都
税事務所(大島3-1-3)▢人 区内在住の
小学校高学年とその保護者20組(申込
順。兄弟姉妹の参加可) ▢費 無料▢内
税金の役割や仕組みについての講座と
夏休み自由研究への活用※夏休み自由
研究用ワークブックを配付 ▢申 7／18
(火)9：00から電話で江東都税事務所相
談広報担当☎3637-7122、℻3682-7150

スイソミル1周年

スペシャルウィーク

組立式スタディブックによるガイド
ツアー、外部給電器デモ等満載でお届
けします。開館から1周年を迎える7／
26(水)は分子模型作り、土・日曜はサ
イエンスショーを開催。記念品のプレ
ゼントもあります ▢時 7／25(火)〜30
(日)9：00〜16：30 ▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 東京スイソミル(潮見1-3-2)☎
6666-6761▢HP https://www.tokyo-

suisomiru.jp/

東京都環境科学研究所施設公開

｢Letʼs サイエンス｣

▢時 7／22(土)10：00〜16：00▢内 サイエ
ンスパフォーマーによるショー(事前
申込制)・夏休みの自由研究にも役立
つ科学実験・体験型ワークショップな
ど多数実施 ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 東京都環境科学研究所(新砂1-7-
5)☎ 3699 - 1333、℻ 3699 - 1345 ▢HP
https://www.tokyokankyo.jp/kan
kyoken/

INNOVESTA
イ ノ ベ ス タ

！2017

ファミリーデーin夏休み

▢時 8／10(木)10：00〜17：00▢場 都立産
業技術研究センター(青海2-4-10)▢費
無料▢内 工作教室(事前申込制)、サイ
エンスショー、ロボット展示、施設見
学▢申 当日直接会場へ(工作教室のみ
都産技研特設サイト(▢HP https://
www.tiri-innovesta.jp)から申込)

▢問 都産技研広報室☎5530-2521、℻

5530-2536

東京海洋大学附属図書館

中高生Welcomeキャンペーン

夏休みに静かで快適な大学図書館で
勉強しませんか ▢時 7／19(水)〜8／25
(金)8：45〜17：00(土・日曜、祝日およ
び7／31(月)、8／14(月)・15(火)は休館)

▢場 東京海洋大学越中島キャンパス図
書館(越中島2-1-6)▢人 中学生・高校
生▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 東
京海洋大学学術情報課情報サービス第
二係☎5245-7362▢HP http://lib.s.kai
yodai.ac.jp/ ▢ｅ jo-joho2@o.kaiyo
dai.ac.jp

若洲ゴルフリンクス

｢ゴルフ場一般開放デー｣

▢時 8／1(火)10：00〜15：30(雨天中止)

▢場 若洲ゴルフリンクス(若洲3-1-2)

▢費 無料▢内 普段はプレイヤーしか入
れないゴルフ場で貴重な体験を！きれ
いな芝生の上で開放感を味わえるイベ
ントです※詳細はホームページをご覧
ください▢申 当日直接会場へ▢問 若洲
海浜公園管理事務所☎3522-3225▢HP
http://wakasu.golftk.com/

木場公園 わんぱく防災フェスタ

▢時 7／16(日)9：30〜13：00※雨天時一
部変更あり▢場 都立木場公園ふれあい
広場周辺 ▢人 どなたでも▢内 体を動か
しながらゲーム感覚で防災について楽
しく学びませんか？自衛隊・警察署・
消防署等の体験型プログラムなど▢申
当日直接会場へ▢問 都立木場公園サー
ビスセンター☎5245-1770、℻5245-
1772

砂町文化センター

サマーフェスティバル

砂町文化センター全館を使って｢サ
マーフェスティバル｣を開催します。
模擬店や夏休みの宿題にもなる工作教
室などさまざまなイベント・体験教室
が盛りだくさん。真夏のイベントはサ
マーフェスティバルで決まり！ぜひご
来場ください ▢時 8／5(土)・6(日)10：
00〜16：00▢内 一坪ショップや模擬店

など楽しいイベントが多数。そのほか
事前申込が必要な教室・イベントもあ
ります。詳細は、各文化センターにあ
るパンフレットまたはホームページ
(▢HP https://www.kcf.or.jp)をご覧
ください▢申 当日直接会場へ※事前申
込が必要なものは砂町文化センターへ
お申し込みください▢場 ▢問 砂町文化
センター(北砂5-1-7)☎3640-1751、℻

5606-5930

砂町水再生センター

夏休み子供フェア

▢時 7／26(水)10：00〜15：00▢内 施設見
学会、微生物の観察、お花のプレゼン
ト、ストラックアウト、シャボン玉、
はしご車ほか※雨天時は内容が変わり
ます※ペット連れ、車での来場はご遠
慮ください ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 下水道局砂町水再生センター(新
砂3-9-1)☎5632-2180(平日8：30〜17：
00)、℻5632-2182

選挙管理委員会では、今年も｢明る
い選挙｣の実現や｢投票参加｣を呼びか
けるポスターを募集します。入選作品
には賞状と賞品、応募者全員に参加賞
を贈呈します。

▢人 区内在校の小・中学生・高校生

▢内 画用紙四ツ切(542mm×382mm)、

八ツ切(382mm×271mm)もしくはそ
れに準ずる大きさ▢締 9／5(火)▢申 作
品の裏面右下に学校名・学年・氏名(ふ
りがな)を記入し、通学校の図工・美術
の先生、または選挙管理委員会事務局
(区役所7階1番)へ提出▢問 選挙管理委
員会事務局☎3647-9091、℻3647-9592
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▲平成28年度委員長賞 小学生の部

▢時 7／29(土)19：05〜20：30※荒天等の
場合は7／30(日)に順延 ▢場 第1会場：桜
橋下流〜言問橋上流、第2会場：駒形橋
下流〜厩橋上流 ▢問 隅田川花火大会実
行委員会事務局(台東区観光課内)☎
5246-1445、℻5246-1446

▢時 8／1(火)19：30〜20：30(打ち上げ開
始19：40)※荒天の場合は中止(順延日
なし)▢場 荒川・砂町水辺公園(à西橋
南側)▢問 地域振興課区民交流担当☎

3647-4963、℻3647-8441

▢時 ▢内 下表のとおり ▢場 えこっくる
江東(潮見1-29-7)▢申 7／15(土)9：00か
らえこっくる江東に電話また窓口で☎

3644-7130、℻3644-7135 ▢HP http://
www.ekokkuru-koto.jp/

ぞうきん2枚(ボ
ンド拭き用)、セ
ロハンテープ、
(お持ちの場合)
三脚

持ち物

※同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は講座によって異なります。
※特に記載のない講座は、対象者以外の方(幼児等)の入室(参加)はできません。

ガリレオが宇宙を観察したものと同
程度の望遠鏡を工作し、星のお話や
これからの季節に観望できる星空の
お話を聞きます▢師 星のソムリエ

8／26(土)
16：30〜
19：30

望遠鏡工作と星の
お話

内容日程講座名

どなたでも15人
(申込順、小学生
以下は要保護者
同伴)

2,080
円

費用 対象

じゃぶじゃぶ池は、水深が浅く小さ
なお子さん(幼児〜小学校低学年)が安
心して水遊びできる場です(泳げませ
ん)。暑い夏を涼しく過ごしましょう

▢費 無料▢場 ▢問 下表のとおり

☎5245-1770、℻5245-1772

水辺と緑の事務所
☎5683-5581、℻5683-5585

問合先

平野4-6-1木場

毛利2-13-7猿江恩賜

牡丹1-9古石場川親水

区
立

住所公園名

東砂4-20-20城東

7／15(土)

7／15(土)

開場中
※各日
10：00〜
16：00

開場日

月曜

7／25(火)、8／3(木)、
8／16(水)、8／25(金)

月曜(祝日の場合
は翌日)
※天候や管理運営
状況により、臨時
に休場する場合が
あります。

休止日

8／31(木)

8／31(木)

9／3(日)

最終日

☎3631-9732、℻3631-9738

木場3-17-5木場親水
越中島1-3-23越中島

☎3636-2558、℻3636-25758／30(水)木曜7／15(土)亀戸9-37-28亀戸中央
都
立

豊洲2-3-6豊洲

全長約140m、最大幅員16mの専用
施設で、必要な道具はすべて貸し出し、
未経験の方もインストラクターが丁寧
に指導しますので、安心してカヌー・
カヤックを楽しむことができます。夏
休み期間はインストラクターにお声が
けいただければ、タイムトライアルに
も挑戦できます。また、隣接して、無
料で利用できる親子でキャッチボール
広場や水上アスレチック場もあります
[カヌー・カヤック場開場日]①7／17
(月)まで、および9／2(土)〜10／29(日)：
土・日曜、祝日②7／21(金)〜8／31(木)：
毎日※7／25(火)、8／8(火)・25(金)は清
掃のため休場[開場時間]9：00〜17：00

注
意
!!

○お子さんは水着着用が必要で、
おむつ(水遊び用も含む)のま
までは入れません。

○幼児は必ず保護者が同伴し、
利用中はお子さんから目を離
さないようお願いします。

平成29年(2017年)�月11日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)
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児童虐待かな？と思ったら
ご連絡ください

江東区こども虐待ホットライン

☎3646
サ ブ ロ ウ シ ロ ウ

-5481
ゴヨウハイチバン

［相談日］月〜土曜（年末年始(12／29〜1／3)・祝日除く）9：00〜18：00
［夜間・休日の緊急時］警察署☎110 児童相談所全国共通ダイヤル☎189

イチハヤク

※連絡は匿名でも行えます。虐待を¼疑ったらÀ勇気を出してご連絡を

7／22(土) 亀戸第三児童館

(亀戸7-39-9)かめサンえんにち

withおばけ ☎・℻3636-5341

▢時 7／22(土)13：30〜15：30 ▢人 1歳〜
中高生世代▢費 無料▢内 夏休みのスタ
ートは縁日とおばけやしきで楽しも
う！お友達と、家族とみんなで遊びに
来てね！▢申 同館窓口で

7／28(金) 豊洲児童館

(豊洲4-10-4-111)夏まつり

☎・℻3531-2079

▢時 7／28(金)①ちびっこ夏まつり10：
30〜11：30②夏まつり13：30〜15：30

▢人 ①1人で歩ける幼児とその保護者
150人②小・中学生350人(いずれも申
込順)▢費 無料▢内 夏ならではのゲー
ムや工作など楽しいお店をたくさん用
意しています！▢申 7／15(土)から同館
窓口でチケット配付

7／28(金) 千田児童館

(千田21-18)おばけやしき

☎3647-0108、℻3647-0109

▢時 7／28(金)①10：00〜11：30②13：00
〜15：00▢人 0歳〜中高生世代▢費 無料

▢内 毎年違った内容で大人気のおばけ
やしき。暑い夏もおばけと一緒ならへ
っちゃらさ！▢申 7／19(水)から同館窓
口でチケット配付※団体での参加は、
ご連絡ください

7／28(金) 大島児童館

(大島7-28-1-104)サマープレイラ

ンド ☎・℻3682-9494

▢時 7／28(金)13：30〜16：30(最終受付
15：30)▢人 3歳〜中学生350人(申込順)

▢費 無料▢内 今年も大島児童館が、工
作ランドやゲームランドに大変身！遊
べるコーナーが目白押し。ぜひ遊びに
来てください▢申 7／15(土)9：00〜7／27
(木)18：00まで同館窓口でチケット配
付(当日券なし)

7／28(金) 東雲児童館

(東雲2-4-4-102)へんてこらくが

きタイム ☎・℻3529-1795

▢時 7／28(金)10：30〜11：30 ▢人 幼児

▢費 無料▢内 いつもは怒られちゃう落
書きもこの日だけは思う存分楽しめ
る！▢申 当日直接会場へ

7／28(金) 亀戸第二児童館

(亀戸1-24-6)夏休みえんにち

☎3685-8098、℻3683-4851

▢時 7／28(金)14：00〜16：00 ▢人 1歳〜
中学生200人(申込順)▢費 無料▢内 ヨ
ーヨーつり・工作・ゲームコーナーな
ど楽しいこといっぱい！▢申 7／15(土)
から同館窓口でチケット配付(家族分
のみ配付)

7／29(土) 南砂児童館

(南砂2-3-17)牛乳パックでミニ

噴水を作ろう ☎・℻3649-8507

▢時 7／29(土)10：30〜11：45 ▢人 4歳〜
小学生とその父親10組(申込順)▢費 無
料▢内 牛乳パックを使って作るミニ噴
水で遊びます※幼児から小学生低学年
向けの内容です[持ち物]タオル、着替
え ▢申 7／15(土)から同館窓口で(7／19
(水)以降は電話申込可)

7／29(土)・8／5(土) 亀戸児童館

(亀戸2-1-19)科学に親しむ講座

☎・℻3685-5944

▢時 ①7／29(土)②8／5(土)10：30〜12：
00▢人 4歳〜小学生①20人②25人(申込
順)▢費 無料▢内 身近な材料で科学実
験！｢①マジックロープ(仕掛けおもち
ゃ)｣と｢②しゃぼん玉｣を作って遊んで
考えよう！▢申 7／15(土)から同館に電
話または窓口で(本人分のみ)

8／2(水) 東砂児童館

(東砂7-15-3)おばけゆうえんち

☎・℻3646-0462

▢時 8／2(水)①13：30〜15：00②15：00〜
16：00▢人 1歳〜中学生①300人②200人
(申込順)▢費 無料▢内 東砂児童館が幼
児から楽しめるおばけゆうえんちにな
るよ！いろいろなコーナーがあるよ。
みんな来てね！ ▢申 7／22(土)10：00か
ら同館窓口でチケット配付

8／2(水)・3(木) 古石場児童館

(古石場1-11-11)なんでもつくろ

うスペシャル ☎・℻3641-9532

▢時 8／2(水)・3(木)13：30〜14：30▢人
小学生以上、各日10人(申込順)▢費 無
料▢内 モーターを使った｢プロペラカ
ー｣を作ろう！完成したら、児童館で
走らせてみよう▢申 7／22(土)から同館
窓口で(本人分のみ)

8／3(木) 辰巳児童館

(辰巳1-1-36)セミの羽化観察会

☎3521-3261、℻3521-3262

▢時 8／3(木)18：30〜20：30※雨天時18：
30〜19：30 ▢場 辰巳児童館、辰巳の森
緑道公園▢人 次年度就学児〜中学生と
その保護者40人(申込順)※小学3年生
までは保護者同伴、小学4〜6年生は保
護者の送迎必須▢費 無料▢内 神秘的な
世界を見てみませんか？セミのスペシ
ャリスト｢ネイチャーリーダー江東｣の
方と一緒に探します！ ▢申 7／15(土)
10：00〜7／29(土)18：00まで同館に電話
または窓口で

8／3(木) 大島第二児童館(大島4

-5-1総合区民センター5階)おばけ

ランド☎3637-2591、℻3637-2660

▢時 8／3(木)13：30〜16：00(最終受付
15：30)▢人 1歳〜中高生世代500人(申
込順)▢費 無料▢内 ちょっぴり怖くて
とっても楽しい！おばけやしき風おま
つりです。ぜひ遊びに来てください！
進行係のこども実行委員も募集中です
(小学2年生〜高校生25人) ▢申 7／15
(土)から同館窓口でチケット配付

8／3(木)・4(金) 東陽児童館

(東陽5-16-13)おばけえんにち

☎・℻3647-8190

▢時 8／3(木)・4(金)①10：30〜12：00②
13：30〜15：30▢人 0歳〜中高生世代400
人(申込順)▢費 無料▢内 こわくて、か
わいいおばけたちが大集合！おばけえ
んにちでおばけやしきも楽しもう！

▢申 7／20(木)から同館窓口でチケット
配付

8／3(木)・4(金) 森下児童館

(森下3-14-6)おばけえんにち

☎3635-1535、℻3631-7025

▢時 8／3(木)13：30〜16：30、8／4(金)10：
30〜12：00・13：30〜16：30▢人 2歳〜中
学生500人(申込順)▢費 無料▢内 おば

けやしきと縁日が楽しめる、森下児童
館の夏祭りです▢申 7／15(土)から同館
窓口でチケット配付

8／4(金) 東砂第二児童館

(東砂2-13-13)じどうかんなつま

つり ☎3646-1814、℻3699-7006

▢時 8／4(金)①10：30〜12：00②13：30〜
15：00▢人 0歳〜中高生世代300人(申込
順)▢費 無料▢内 夏休みの一大イベン
トです。楽しい縁日コーナーやおばけ
やしきもあります。幼児から楽しめる
コーナーを企画しています。ぜひ遊び
に来てください！▢申 7／20(木)から同
館窓口でチケット配付

8／8(火)・9(水)・10(木)・12(土)

塩浜児童館(塩浜2-5-20)アイデア

のたまてばこ〜夏休み特別編〜

☎3647-3902、℻3647-1941

▢時 8／8(火)・9(水)・10(木)・12(土)
①9：30〜11：30②14：30〜16：30 ▢人 小
学生以上各回5人(申込順) ▢費 無料

▢内 昨年の夏好評だった、UVレジン
のチャーム作りです。世界に一つだけ
のチャームを作ってみませんか！▢申
7／15(土)から同館窓口で

児童会館 天文教室・

観望会・夏休み工作

1．天文教室｢手作り望遠鏡で月を見よ
う！｣

▢時 7／29(土)16：00〜18：30▢人 区内在
住の小学生15人とその保護者※当日は
保護者の付添いが必要(抽選、結果は
当選者にのみ7／21(金)連絡)▢師 有賀

真由美、山内康晃※雨天・曇天の場合は
プログラムを変更する場合があります
2．天体観望会

▢時 ①7／29(土)②8／5(土)▢集 19：30に
2階ホール▢人 どなたでも各日60人(抽
選、結果は当選者にのみ①7／22(土)、
②7／27(木)連絡)※小学生以下は保護
者の申込と当日の付き添いが必要▢内
①土星②月 ▢師 有賀真由美・山内康晃
※雨天・曇天の場合は、2階ホールで1
時間程度星空解説
3．夏休み工作(幼児)｢ステンドうちわ
を作ろう！｣

▢時 8／2(水)①13：00〜14：00②14：30〜
15：30▢人 区内在住の3歳以上の幼児各
回15人とその保護者(抽選、結果は当
選者にのみ、7／23(日)連絡) ▢内 透明
なうちわをステンドシールやペンを使
って装飾します
4．夏休み工作(小1〜3年)｢液体万華鏡
を作ろう！｣

▢時 8／3(木)①14：00〜15：00②15：00〜
16：00▢人 区内在住の小学1年〜3年生
各回12人(抽選、結果は当選者にのみ7
／25(火)連絡)
5．夏休み工作(小4〜中学生)｢レジン
でデコレーション！｣

▢時 8／4(金)14：00〜16：00 ▢人 区内在
住の小学4年〜中学生15人(抽選、結果
は当選者にのみ7／26(水)連絡▢内 UV
ライトで固まる樹脂(レジン)を使って
小物入れを装飾します
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-8)

▢費 無料▢締 7／20(木)▢申 児童会館に
電話または窓 口で☎3633-6911、℻

3633-6936

親子料理講習会

▢時 7／21(金)9：20〜13：10(予定) ▢場
豊洲西小学校家庭科室(豊洲5-1-35)

▢集 9：15▢人 小学生とその保護者16組
(申込順)※必ず親子2人で参加※兄弟
のみでの入場は不可▢費 無料▢内 調理
実習｢給食の人気メニューを作ってみ
よう｣、お話｢実習前の正しい手洗い｣

▢師 第五砂町小学校栄養教諭、保健所
食品衛生監視員 ▢申 7／18(火)9：00から
学務課 給食保健係☎3647-9177、℻

3647-9053

夏休みこども工作教室

｢遊べる紙おもちゃを作ろう｣

▢時 7／26(水)14：00〜15：00▢人 区内在
住の小学生30人(先着順)※小学生2年
生以下は保護者同伴 ▢費 無料▢申 当日
直接会場へ▢場 ▢問 古石場図書館(古石
場2-13-2古石場文化センター4階)☎
5245-3101、℻5245-3104

えこっくる江東出前教室｢イカスミ

アートはいかが？｣in船の科学館

ヨーロッパでは古くよりインクとし
て使われていたイカ墨で絵を描き、イ
カの解剖をして体のつくりを学びます
※詳細は船の科学館ホーム ページ
(▢HP http://www.funenokagaku
kan.or.jp/)をご覧ください▢時 7／30
(日)①10：30〜②13：30〜(1時間半程
度)※雨天決行 ▢場 船の科学館別館展
示場(品川区東八潮3-1)▢人 中学生以
下各回20人(先着順)▢費 無料▢申 当日
直接会場へ▢問 えこっくる江東☎3644
-7130、℻3644-7135

生物多様性って何？展2017

地球にはたくさんの生物が暮らして
います。生物どうしのつながりや、私
たちとの関わりについて知り、生物を
守るためにできることを展示を通じて
考えてみましょう▢時 10／8(日)まで。
9：00〜17：00(最終入館16：30)※最終日
は12：00まで※月曜(祝日の場合は翌
日)休館▢人 どなたでも▢費 無料▢申
当日直接会場へ▢場 ▢問 えこっくる江
東(潮見1-29-7)☎3644-7130、℻3644-
7135

夏休みこどもマンガ工房

〜4コママンガにチャレンジ〜

自分が考えたキャラクターとストー
リーで4コママンガを描きます。マン
ガが好きなら絵が苦手でも大丈夫。プ
ロの漫画家の先生が直接指導してくれ
ます。夏休みに楽しい思い出を作りま
せんか ▢時 7／27(木)・28(金)10：00〜
12：00(全2回) ▢場 森下文化センター
(森下3-12-17) ▢人 小学生30人(申込
順)▢費 1,000円▢師 山根青鬼(漫画家
・のらくろトリオ)※詳細はお問い合
わせください▢問 7／15(土)から電話・
窓口またはファクスに氏名・電話番号
・学年を記入し、森下文化センターへ
☎5600-8666、℻5600-8677

いろいろな体験を楽しもう！

深川体験わーるど

職人さんが教えてくれる色紙掛けや
漆工芸などの伝統工芸体験教室、オリ
ジナルのコリントゲーム、い草で作る
ミニコースターなど、｢和｣や｢もの作




