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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。
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区税徴収嘱託員は
休日・夜間も訪問
納付期限の過ぎた住民税の収納と
納期内の自主納付を推奨するため、
平日に加え土・日曜や祝日、夜間も
戸別訪問を行っています。嘱託員は、
名札着用のほか｢江東区区税徴収嘱
託員証｣を常に携帯しています。不
審に思われた際は、身分証明書の提
示をお求めください。なお、納付か
ら収納を確認できるまで2週間程か
かるため行き違いで訪問することが
あります ▢問 納税課収納推進係☎

3647-2063、℻3647-8646
区立図書館雑誌スポンサー募集
館内に置く雑誌を購入していただ
くことにより、最新号のカバーに企
業広告を掲載できます▢人 区内に本
社・事業所を持つ企業等▢申 区・図
書館ホームページ(▢HP http://ww
w.koto-lib.tokyo.jp)および各図書
館窓口にある申込書に必要事項を記
入し、広告案を添えて〒136-0076南
砂6-7-52江東図書館へ郵送または持
参☎3640-3154、℻3615-6668

江東5区広域避難推進
シンポジウム

▢時 9／9(土)10：00〜12：00 ▢場 すみ
だリバーサイドホール(墨田区吾妻
橋1-23-20墨田区役所併設)▢人 10人
(抽選)▢費 無料▢内 江東5区の大規
模水害に関する講演、パネルディス
カッション▢締 8／28(月)必着▢申 は
がき(1枚2人まで)にシンポジウム参
加希望、参加希望者全員の氏名(ふ

りがな)、郵便番号、住所、電話番号
を記入し、〒135-8383区役所防災課
防災計画係へ☎3647-9584、℻3647-
8440
塩浜福祉プラザまつり
〜みんなでつなごう福祉の輪〜

▢時 8／26(土)10：30〜14：00▢場 塩浜
福祉プラザ(塩浜2-5-20)▢内 こども
・高齢者・障害のある方などが地域
の中で共生できるコミュニティづく
りを目指しています。ミニコンサー
ト・スタンプラリー・バザー・作品
展示・自主製品販売・軽食・喫茶な
どを用意※車での来場はご遠慮くだ
さい▢申 当日直接会場へ▢問 塩浜福
祉園☎3647-6987、℻3640-3461
夏の亀戸梅屋敷に今年も
フラダンスがやってくる‼

暑い夏のひとときを陽気で明るい
ハワイアンの音楽とダンスで楽しく
過ごしませんか▢時 9／2(土)・3(日)
10：00〜18：00(9／2のみ18：00〜20：00
にタヒチアンナイト開催)▢申 当日
直接会場へ▢場 ▢問 亀戸梅屋敷(亀戸
4 - 18 - 8)☎ 6802 - 9550、℻ 6802 -
9445※月曜休館 ▢HP http://www.
kameume.com/
児童会館 ちびっこ縁日

▢時 8／25(金)10：00〜11：30▢場 児童
会館(住吉1-9-8)▢人 乳幼児200人と
その保護者(申込順)▢費 無料▢内 ゲ
ーム、くじ引き等の縁日ごっこ※申
込時に入場時間を選んでください
(10：00〜・10：30〜・11：00〜※それ
ぞれ定員60人程度) ▢申 8／15(火)か
ら児童会館に電話または窓口で。定
員に満たなかった場合の当日申込は、
直接来館のみ☎3633-6911、℻3633-
6936
江東バンドフェスティバル
予選会出場バンド募集
平成30年2／11(日・祝)に江東区文
化センターで開催される江東バンド
フェスティバルの予選会出場者を募
集します※詳細はホームページをご
覧ください ▢時 ①11／4(土)②11／5
(日)13：00〜 ▢場 ①豊洲シビックセ
ンターギャラリー(豊洲2-2-18)②森
下文化センター多目的ホール(森下3
-12-17)[参加資格]○予選・本選の
全日程(リハーサルを含む)に参加で
きること○江東区内で活動している、

または江東区文化コミュニティ財団
(江東区、森下、古石場、豊洲、砂町
の各文化センター、ティアラこうと
う)の音楽スタジオを利用している
団体※区外の参加も可○バンドの形
態によらず、楽器を演奏し発表でき
る個人またはグループ※申込時の音
源・予選・本選は同じ曲目とメンバ
ーであること▢費 1団体500円(参加
費)※本選出場が決定した方は本選
チケット20枚(1グループ)を購入。1
人で出場する場合も同様[審査員]江
東アマチュアバンド活動推進委員会、
音楽ディレクターほか ▢締 10／15
(日)必着▢申 (公財)江東区文化コミ
ュニティ財団各施設にある申込書
(ホームページからも入手可)に記入
し、音源(CD・MDなど)を添えて〒
135-0016東陽4-11-3江東区文化セン
ターへ郵送または窓口で☎3644-
8111、℻3646-8369▢HP https://ww
w.kcf.or.jp/koto
参加型舞台公演｢かめいどらぼ
2018｣出演者募集
平成30年2／18(日)開催｢かめいど

らぼ2018｣の出演者を募集します。
講師に菅原道則さん(演出家)を迎え
朗読劇に挑戦します▢人 9／24(日)か
ら公演日までのすべての稽古に参加
でき、本番を迎えるまで、他の参加
者と協力し合い、一緒に公演を成功
させようとする意志がある18歳以上
の方※出演料・交通費の支給はあり
ません[稽古期間]9／24(日)〜平成30
年2／18(日)、平日(木曜)は19：00〜
21：30、土・日曜、祝日は10：00〜17：
00(詳細は申込用紙またはホームペ
ージを参照) ▢費 参加費22,000円、
教材費7,000円[選考方法]一次書類
選考、二次オーディション(9／3(日)
午後※一次合格者にのみ案内)▢締 8
／24(木)必着▢申 各文化センター(東
大島文化センターは除く)、ティア
ラこうとう、総合区民センター、深
川江戸資料館にある申込用紙に記入
し、〒136-0071亀戸2-19-1亀戸文化
センターへ郵送または窓口で☎5626
-2121、℻5626-2120▢HP https://ww
w.kcf.or.jp/kameido/
秋の釣具展示
この時期に釣れるヘラブナやマブ
ナに関する和竿を中心に展示します

▢時 8／30(水)〜12／3(日) ▢費 大人
200円、小・中学生 50円 (観覧料)

▢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
朗読ボランティア養成講習会

▢時 10／4〜12／20の水曜(全12回)10：
00〜12：00▢場 高齢者総合福祉セン
ター(東陽6-2-17)▢人 区内在住で、
修了後ボランティア活動のできる方
20人(抽選) ▢費 受講料2,000円 ▢内
発声・発音・アクセント・朗読実習
等[受講希望者説明会]受講希望の方
は必ず参加してください ▢時 9／13
(水)10：00〜 ▢場 高齢者総合福祉セ
ンター3階研修室[持ち物]はがき1枚

▢締 9／8(金)▢申 電話で江東ボラン
ティア・センター☎3645-4087、℻

3699-6266
親子で点字を体験しよう
点字を学習し、絵本の点訳を行い
ます。夏休みの宿題にも最適です

▢時 8／19(土)10：00〜15：00▢場 高齢
者総合福祉センター3階第1研修室
(東陽6-2-17)▢人 区内在住の小学生
と保護者10組(申込順)▢費 2,000円
(材料費)[共催]点訳ボランティア、
江東ボランティア・センター▢申 8／
15(火)から電話で江東ボランティア

・センター☎3645-4087、℻3699-
6266
｢あんしん江東｣講習会
今日からできる終活の話
司法書士・公認会計士・税理士・
社会保険労務士の4人の専門家によ
る全4回の講習会です▢時 9／23、10／
21、11／18、12／2(土曜全4回)14：00〜
16：00▢場 高齢者総合福祉センター3
階研修室(東陽6-2-17)▢人 100人(申
込順)▢費 無料▢内 老後のマネープ
ラン作り▢申 8／15(火)から電話また
はファクスに氏名・電話番号を記入
し、｢あんしん江東｣へ☎3647-1710、
℻5683-1570
クライミング｢トップロープ
安全講習会｣(9月分)
高さ5.7mの壁にチャレンジしま

す！安全にトップロープクライミン
グを楽しむための講習会です。講習
を修了した方は、センターのトップ
ロープを利用することができます

▢時 9／12(火)・27(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 8／31
(木)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)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

▢ｅ fukagawa-climbing@koto-
hsc.or.jp
ソフトテニス教室

▢時 10／4〜12／6の水曜(全10回)19：
30〜21：00▢場 亀戸スポーツセンタ
ー大体育室▢人 区内在住・在勤・在
学の18歳以上の方30人(抽選) ▢費
5,600円▢内 受講者のレベルに合わ
せた指導(指導員については、お問
い合わせください)▢締 8／31(木)必
着▢申 往復はがきに①教室名②氏名
(ふりがな)③住所④年齢⑤性別⑥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郵送ま
たは窓口(はがき1枚持参)で☎5609-
9571、℻5609-9574
亀戸スポーツセンター
カヌー安全講習会(9月分)

▢時 9／16(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)[持ち物]着替え一式、飲物、帽子、
筆記具▢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▢師 (株)オーエ
ンス指導員▢締 8／29(火)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
少年少女剣道教室

▢時 9／10(日)①9：00〜12：00②13：30
〜16：30▢場 ①第二亀戸小学校(亀戸
6-36-1)②南砂中学校(南砂2-3-20)

▢人 小・中学生各100人(抽選)※竹
刀貸出あり▢費 無料[主管]江東区剣
道連盟▢締 8／25(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)⑩希望会場を記入し、
〒136-0073北砂1-2-9スポーツ会館
へ☎3649-1701、℻3649-3123

高齢者家族介護教室(無料・申込順・8／15(火)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

古石場高齢者在宅サービスセ
ンター(古石場2-14-1-101)
☎3641-2671、℻5621-3545

9／9(土)
14：00
〜15：30

［福祉用具について］福祉用具の選び方や使
用方法について、民間業者の専門スタッフ
が説明します。

大島高齢者在宅サービスセン
ター(大島6-14-4-103)
☎3638-4511、℻3638-4515

9／30(土)
14：00
〜15：30

［成年後見制度］成年後見制度等について、
権利擁護センター｢あんしん江東｣の職員が
説明します。

芳香苑高齢者在宅サービスセ
ンター(東雲2-2-29)
☎3527-7166、℻3527-7168

9／8(金)
13：30
〜15：00

内 容施設名(会場)日時

［腰痛予防体操］簡単にできる腰痛予防体操
について、機能訓練指導員が説明します。

南砂高齢者在宅サービスセン
ター(南砂2-3-5-102)
☎3615-1081、℻5633-7355

9／16(土)
13：30
〜15：00

［生活の3つのポイント］季節の変わり目に気を
つけたいポイントである｢水分補給｣｢栄養管理｣
｢サルコペニア｣について、看護師が説明します。

江東ホーム高齢者在宅サービ
スセンター(東陽2-1-2)
☎3647-5081、℻3647-5407

9／29(金)
15：10
〜16：40

［介護予防体操］自宅でできる体操について、
健康運動指導員が説明します。

［食事について］バランスの良い食事につい
て、管理栄養士が説明します。

三井陽光苑高齢者在宅サービ
スセンター(新砂3-3-37)
☎5653-1732、℻5653-3212

9／9(土)
10：00
〜11：30

北砂東長寿サポー
トセンター
☎5606-1744
℻5683-2440

病院の看護師が｢食べることについて考
えてみましょう｣をテーマに分かりやす
くお話しします。また、交流会も行います。

特別養護老人ホー
ム北砂ホーム
(北砂6-20-30)

9／9(土)
14：00
〜15：30

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 8／17(木)から電話で各長寿サポートセンター

介護の疲れをいやすマッサージについて
の講話と家族介護者同士の交流会。

白河高齢者在宅サ
ービスセンター
(白河3-4-3-201)

9／14(木)
15：00
〜16：30

内容施設名(会場)日時

白河長寿サポート
センター
☎5646-1541
℻3630-6598

申込・問合先

▲雑誌の最新刊で企業をPR




