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お知らせつづき

年金相談
区役所では毎月社会保険労務士に
よる年金相談を実施しています。事
前予約等は必要ありません。年金に
関することは、どんなことでもお気
軽にご相談ください。ただし、個別
の受給資格等に関わるご相談は、江
東年金事務所をご利用ください。江
東年金事務所では、平日に加え、第
2土曜に年金相談を実施しています。
その他街角の年金相談センター江東
もご利用ください※本人確認のため、
年金手帳や年金証書などをお持ちく
ださい ▢問 区民課年金係☎3647-
1131、℻3647-9415

司法書士による法律相談会(8月)

▢時 ①8／2(水)②8／16(水)※いずれ
も14：00〜16：00(受付13：00〜。混雑
状況により時間内に受付を終了する
場合があります)▢場 ①区役所7階第
73会議室②区役所7階第74会議室

▢人 30人程度(先着順)▢費 無料▢内
相続、遺言、贈与、成年後見、不動
産登記、株式会社等の設立・役員変
更等、金銭問題、その他法律問題

▢申 当日直接会場へ▢問 東京司法書
士会墨田・江東支部☎3635-1900ま
たは区広報広聴課広聴相談係☎3647
-2364、℻3647-9635

児童会館
電子工作・七宝教室・観望会
1．電子工作｢ボイスレコーダーを作
ろう｣

▢時 8／9(水)13：30〜16：00 ▢人 区内
在住の小学5年生〜中学生20人(抽選、
結果は当選者にのみ8／1(火)連絡)

▢内 約20秒録音が可能なレコーダー
を作ります。ハンダ付け有[持ち物]
単4電池3本▢師 墨田工業高校
2．七宝教室｢噴

ふん

釉
ゆう

によるスプーンデ
コレーション｣

▢時 8／19(土)14：00〜16：00▢人 区内
在住の小中学生12人(抽選、結果は
当選者にのみ8／2(水)連絡)▢師 瑞穂
つくし
3．天体観望会｢こと座リング状星
雲｣

▢時 8／19(土)▢集 19：30に児童会館2
階ホール▢人 どなたでも60人(抽選、
結果は当選者にのみ8／3(木)連絡)※
小学生以下は保護者の申込と当日の
付添が必要▢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
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 7／30(日)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
区立図書館
夏休みのイベント・おはなし会
区立図書館では、夏休みに各種イ
ベントやおはなし会を開催します。
夏休みに、ぜひ図書館へお越しくだ
さい※幼児は保護者同伴(江東図書

館のみ小学生も保護者同伴)▢申 当
日直接会場へ▢問 各図書館(下表)

草木染めワークショップ
｢夏色ストール｣
自生する｢セイタカアワダチソウ｣
を抜き取り、ストールを染めます(黄
色系)▢時 ①8／25(金)②8／26(土)10：
00〜12：00 ▢場 えこっくる江東 ▢人
16歳以上の方、各回24人(区内在住、
在勤、在学の方を優先し抽選、当選
者にのみ8／4(金)ごろ通知※最少催
行人数に満たない場合は中止)▢費
2,100円▢締 8／1(火)必着▢申 窓口ま
たははがきに、①草木染め②希望す
る日(どちらでも良い場合は両方明
記)③郵便番号・住所(在学、在勤の
方は通学先・勤務先を併記)④氏名
⑤ふりがな⑥年齢⑦電話番号を記入
し、〒135-0052潮見1-29-7えこっくる
江東へ※区ホームページからも申込
できます☎3644-7130、℻3644-7135
知的障害のある方向けのボッチャ
・ふうせんバレー体験会

▢時 8／26(土)13：30〜16：00▢場 深川
北スポーツセンター体育室(平野3-2
-20)▢人 小学生以上で知的障害のあ
る方30人(申込順)※介助が必要な方
は介助者の同伴をお願いします▢費
無料▢申 7／26(水)9：00から深川北ス
ポーツセンターに電話または窓口で
☎3820-8730、℻3820-8731
区民ビーチボール大会

▢時 9／24(日)▢集 9：00▢人 区内在住
・在勤・在学のチーム▢費 小・中学
生1チーム1,000円、高校生以上1チー
ム3,000円 ▢締 8／11(金・祝) ▢申 ス
ポーツ会館および各スポーツセンタ
ー、スポーツ振興係(区役所4階34番)
にある申込書に必要事項を記入し、

スポーツ会館窓口へ[代表者会議]8／
20(日)18：00〜スポーツ会館2階会議
室※申込チームは必ず出席し、参加
費を持参してください▢場 ▢問 スポ
ーツ会館(北砂1-2-9)☎3649-1701、
℻3649-3123
ランニング講習会

▢時 9／16・30、10／7・21、11／11・18
・25、12／2・16・23(土曜全10回)10：
00〜11：30▢場 有明スポーツセンタ
ー周辺▢人 ランニング初心者で中学
生を除く15歳以上の方20人(抽選)

▢費 8,000円(トレーニング室3か月
定期券を購入)▢内 レースに向けた
走り方やご自身にあった練習方法

▢師 塩家吹雪(JPA普及振興委員)

▢締 8／11(金・祝)必着▢申 往復はが
きに①イベント名②住所③電話番号
④参加者氏名(ふりがな)⑤年齢を記
入し、〒135-0063有明2-3-5有明ス
ポーツセンターへ☎3528-0191、℻

3528-0192
深川東京モダン館
企画展、コドモアソビ
1．企画展｢おまつりの手ぬぐい
2017｣

▢時 8／1(火)〜13(日)※7日(月)休館

▢内 富岡八幡宮本祭にあわせ各町会
の手ぬぐいや祭りの歴史を紹介
2．コドモアソビ

▢時 8／5(土)14：00〜16：00 ▢内 ちび
っこ集まれ！ベーゴマと折り紙で遊
ぼう
※いずれも▢費 無料▢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.fukagawa
tokyo.com/
消費者講座
｢公的年金と個人年金｣
老後の資金計画を考えてみません
か▢時 9／16(土)14：00〜15：30▢場 パ
ルシティ江東3階 ▢人 30人(抽選)

▢費 無料▢師 (公財)生命保険文化セ
ンター ▢締 8／21(月)当日消印有効

▢申 往復はがき(1人1枚)に①講座名
②参加希望者の郵便番号・住所・氏
名(ふりがな)・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
障害者地域生活支援セミナー
｢癒やしの朗読会『本を聴く』｣

▢時 8／30(水)13：30〜15：00▢場 障害
者福祉センター3階会議室▢人 区内
在住の障害者の方20人(公開抽選8／3
(木)10：30〜)▢費 地域活動支援セン
ター事業利用者負担金(240円)※生
活保護受給者・住民税非課税の方な
どは免除▢内 プロのアナウンサーに
よる朗読 ▢締 8／2(水)必着 ▢申 7／24
(月)から往復はがきに講座名・住所
・氏名・年齢・電話(ファクス)番号
・障害名(病名)・障害等級を記入し、
〒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、℻3647-4918
城東ふれあいセンター
｢城東ダンスフェス｣
盆踊り、レクダンス、スローエア
ロ、ベリーダンス等さまざまな踊り
への参加や、観覧ができるお祭りで
す▢時 7／30(日)13：00〜16：00▢費 無
料 ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 城東
ふれあいセンター(北砂4-20-12)☎
3640-8651、℻3699-6744
伝統芸能公開 落語・講談
1．落語

▢時 8／5(土)17：30〜[出演]三遊亭好
の助
2．講談

▢時 8／6(日)14：00〜14：45[出演]神
田陽子ほか
※いずれも▢場 常設展示室火の見櫓
前▢費 大人400円、小・中学生50円(観
覧料)▢申 当日直接会場へ▢問 深川
江戸資料館(白河1-3-28)☎3630-
8625、℻3820-4379
深川江戸資料館
夜間特別開館

▢時 8／5〜26の土曜(21：00まで開館
※最終入館は20：30)、8／18(金)〜20
(日)(18：00〜21：00※最終入館は20：
30、16：30〜18：00は入館不可) ▢費
大人400円、小中学生50円(観覧料)

▢場 ▢問 深川江戸資料館(白河1-3-
28)☎3630-8625、℻3820-4379
中川船番所資料館 夜間開館
江東花火大会を観覧しよう

▢時 8／1(火)17：00〜21：00 ▢費 大人
150円 (観覧料)、小・中学生無料

▢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
俳句の日｢俳怪｣夏まつり

▢時 8／19(土)10：00〜16：00▢費 大人
200円、小中学生50円(観覧料) ▢申
当日直接会場へ▢場 ▢問 芭蕉記念館
(常盤1-6-3)☎3631-1448、℻3634-
0986

HIV・梅毒抗体検査・相談(8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

船で行く！
親子Ç防災・インフラÊ学習会

▢時 8／17(木)A 10：00〜14：40 B 11：
20〜16：00▢集 A番所橋船着場(東砂
2-14地先)Bそなエリア東京(有明3-
8-35)▢人 小中学生とその保護者各
回30人(抽選) ▢費 186円(保険料)

▢締 8／1(火)▢申 ファクスまたはメ
ールに①氏名(ふりがな)②年齢③生
年月日④性別⑤電話番号⑥希望コー
ス⑦参加可否等を連絡する電話番号
またはメールアドレスを記入し、荒
川下流河川事務所内｢親子学習会｣担
当へ☎3902-8745、℻3902-3670▢ｅ

ktr-arage-amoa@ml.mlit.go.jp

行政書士による外国人無料相談会

▢時 8／7(月)、9／4(月)13：00〜16：00

▢場 区役所2階区民ホール▢内 ビザ
・永住・帰化・国際結婚・経営・法
改正等▢申 当日直接会場へ▢問 東京
都行政書士会江東支部☎4500-2995

▢ｅ uchida@citrus.ocn.ne.jp
認知症カフェ｢井戸端カフェ
しゃべり場｣開催

▢時 7／27(木)13：30〜16：00▢場 大島
中央地区集会所(大島5-12-14)▢費
無料▢内 カラオケまつり他、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

ちょっぴりこわ
〜い夜のおはな
し会▢人 ①幼児
②小学生

内容

※毎週月曜は休館日です。

毎週水曜
15：00〜
15：30

城東(大島4-5-1
総合区民センタ
ー4階)
☎3637-2751
℻3637-3122

深川
(清澄3-3-39)
☎3641-0062
℻3643-0067
※夏休み工作会
は江東図書館へ
問合せ
※夏のおたのし
み会は平野児童
館と合同

夏休み工作会
▢人 幼児〜小学4
年生先着40人程
度

8／2(水)
14：00〜
16：00

東大島(大島9-4
-2-101)
☎3681-4646
℻3681-4810

亀戸
(亀戸7-39-9)
☎3636-6061
℻3636-6010

たなばた工作会
▢人 幼児〜小学
生先着30人程度

江東
(南砂6-7-52)
☎3640-3151
℻3615-6668

8／2(水)
15：30〜
16：00

砂町(北砂5-1-7
砂町文化センタ
ー1階)
☎3640-4646
℻3640-4610

図書館名

夏休み特別おは
なし会▢人 ①乳
幼児②幼児・小
学生

8／27(日)
①11：00〜
②14：00〜

夏休み宿題・し
らべものコーナ
ー▢人 各日小学
生6人程度

7／21(金)〜
8／24(木)
9：00〜
17：00

東雲(東雲2-7-5
-201)
☎3529-1141
℻3529-1144

夏休み工作会紙
で作る遊べる工
作▢人 幼児〜小
学生先着30人程
度

7／26(水)
14：00〜
15：00

古石場
(古石場2-13-2
古石場文化セン
ター4階)
☎5245-3101
℻5245-3104

8月の
毎週水曜
15：00〜
15：30

7／16(日)〜
8／31(木)

8／22(火)
①17：30〜
②18：30〜

日時

おはなし会▢人
幼児〜小学生

ちょっとこわい
夏のおはなしか
い▢人 幼児〜小
学生

夏休み読書スタ
ンプラリー▢人
幼児〜小学生

夏のおたのしみ
会！▢人 幼児〜
小学生

8／25(金)
14：30〜
16：00

夏休みおはなし
会(5回来館でプ
レゼントあり)
▢人 幼児〜小学
生

7／25(火)〜
8／30(水)の
火・水・金
曜 15：00 〜
15：30

白河こども
(白河4-3-19)
☎3643-7439
℻3643-7400 夏休みスペシャ

ル映画会▢人 ①
幼児②小学生

7／27(木)
①15：00〜
②15：30〜

夏休み特別おは
なし会▢人 ①乳
幼児②小学生

8／2(水)
①14：00〜
②15：00〜

東陽
(東陽2-3-6教育
センター内)
☎3644-6121
℻3615-6669

おばけのおはな
し会▢人 幼児〜
小学生

7／29(土)
14：00〜
14：30

豊洲
(豊洲2-2-18豊
洲シビックセン
ター内)
☎3536-5931
℻3532-5075

夏休み工作会
▢人 幼児〜小学
生先着50人程度

8／19(土)
15：00〜
16：30

9／4(月)8／21(月)結果日

8／21(月)8／7(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間

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。

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
8／12(土) 9：30〜16：00
※その他窓口の時間延長、
相談日の予約等は、江東年
金事務所へお問い合わせく
ださい。

江東年金
事務所
(亀戸5-16-9)
☎3683-1231

［予約受付時間］
平日 9：00〜16：00
※事前に電話予約が必要で
す。予約等は街角の年金相
談センター江東(オフィス)
へお問い合わせください。

8／1(火)・15(火)13：00〜
16：00(面談による相談のみ)

区役所2階
区民ホール

街角の年金相談
センター江東
(オフィス)
(亀戸 2 - 22 - 17
日本生命亀戸ビ
ル5階)
☎5628-3681

日程・内容場所




