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講座・催しものつづき

深川東京モダン館
おきがる講座、コドモアソビ
1．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 9／5(火)14：
00〜15：30▢人 30人(先着順)▢費 500
円(飲み物代込)▢内 旧東京市営店舗
向住宅
2．コドモアソビ

▢時 9／9(土)14：00〜16：00 ▢費 無料

▢内 ベーゴマまわそう、おりがみお
ろう！ちびっこあつまれ
※いずれも▢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. fukagawato
kyo.com/
少年・少女スポーツクリニック
1．陸上競技の部

▢時 9／23(土・祝)、10／21(土)、11／
23(木・祝)9：00〜13：00(全3回)▢人
区内在住・在学の小中学生100人(抽
選)▢内 楽しみながら陸上競技の技
術を身につけます▢師 江東区陸上競
技協会
2．サッカーの部

▢時 9／23(土・祝)、10／21(土)、11／
23 (木・祝) 13：00〜17：00 (全3回)

▢人 区内在住・在学の小学4〜6年生
40人(抽選)▢内 競技場の天然芝で行
うサッカー教室です。ボールは貸与

▢師 江東区少年サッカー連盟
※いずれも▢場 夢の島競技場▢費 無
料[持ち物]運動しやすい服装、シュ
ーズ等 ▢締 9／4(月)必着 ▢申 往復は
がきに①講座名②住所③氏名④学校
名と学年⑤電話番号を記入し、〒
136-0081夢の島1-1-2夢の島競技場
内屋外スポーツ施設事務所へ☎3522
-0846、℻3522-0855
深川北スポーツセンター
親子卓球教室

▢時 9／30(土)13：00〜16：00▢場 深川
北スポーツセンター▢人 小学3〜6年
生の児童とその保護者15組(区民の
方を優先し、抽選) ▢費 1組1,000円

▢締 9／12(火)必着▢申 往復はがきに
①教室名②児童、保護者の氏名・ふ
りがな③学年④郵便番号・住所⑤電
話番号を記入し、〒135-0023平野3-
2-20深川北スポーツセンターへ☎

3820-8730、℻3820-8731
シルバースポーツまつり2017
童心に帰って遊びながらからだを
動かしましょう。小学生以下のお孫
さんも一緒に挑戦できます。計測コ
ーナーもあります ▢時 9／16(土)14：
00〜16：00▢場 亀戸スポーツセンタ
ー大体育室(亀戸8-22-1)▢人 区内在
住の65歳以上の方100人(申込順)

▢費 無料▢内 ストラックアウト等の
ゲームコーナー、計測コーナー等

▢申 8／25(金)9：00から電話で亀戸ス
ポーツセンター☎ 5609 - 9571、℻

5609-9574
ハーフマラソン対策練習会
〜目指せ2時間切り〜
戦うのは過去の自分！ベストタイ
ムを出すためにみんなで一緒に練習
しましょう ▢時 9／26〜11／21の火曜
(10／10を除く全8回)19：00〜20：30

▢場 亀戸スポーツセンターとその周
辺▢人 区内在住・在勤・在学で16歳
以上のハーフマラソン出場経験者で
自己ベストが2時間から2時間15分程
度の方30人(江東シーサイドマラソ
ン当選者を優先し、抽選)▢費 6,400
円▢師 相澤南(元ファイテン陸上競
技部)▢締 9／9(土)必着▢申 往復はが
きに①氏名(ふりがな)②住所③電話

番号④年齢⑤性別⑥ハーフマラソン
自己ベスト記録と大会名⑦2017年シ
ーサイドマラソン出場権の有無⑧区
内在勤(在学)の方は勤務先(学校名)
・所在地・電話番号を記入し、〒136
-0071亀戸8-22-1亀戸スポーツセン
ターハーフマラソン対策講座係に郵
送または窓口(はがき1枚持参)で☎

5609-9571、℻5609-9574
「みんなのミュージカル ホン
ク！」ワークショップ
ミュージカル出演に必要なノウハ
ウを学ぶワークショップを実施しま
す▢時 9／16(土)〜18(月・祝)9：30〜
17：00▢場 豊洲文化センターレクホ
ール(豊洲2-2-18)▢人 小学生以上の
方50人▢費 3,000円▢内 ダンス、歌唱、
演技を3日間受講※オーディション
は10／7(土)、10／8(日)に開催▢締 8／
31(木)▢申 豊洲文化センターに電話
または窓口で☎3536-5061、℻5560-
0505
ふれあいセンター
秋の講座受講生募集

▢人 区内在住の60歳以上の方で、ふ
れあいセンター登録者の方(前期同
種講座を未受講の方を優先し、抽選。
未登録の方は健康保険証等を持参し
て登録手続きをしてください)▢内
ゆったりヨガ・みんなのコーラス・
歴史文学など。詳細は各ふれあいセ
ンターで配布している受講案内をご
覧ください▢申 9／1(金)〜3(日)9：30
〜16：00に各ふれあいセンター窓口
で(入館票と申込1教室につきはがき
1枚を持参)▢問 森下ふれあいセンタ
ー(森下5-11-1)☎5624-6030、℻

5624-7300、城東ふれあいセンター
(北砂4-20-12)☎3640-8651、℻3699
-6744、亀戸ふれあいセンター(亀戸
9-33-2-101)☎5609-8822、℻5609-
8821
城東ふれあいセンター パラリン
ピック種目！ボッチャを知ろう

▢時 8／31(木)10：30〜11：30▢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15人
(申込順)▢費 無料▢申 8／25(金)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
障害者福祉センター
陶芸教室後期

▢時 10／11〜2／28の第2・4水曜(12／
27を除く全9回)[午前コース]10：00
〜12：00[午後コース]13：30〜15：30

▢場 障害者福祉センター2階作業実
習室▢人 区内在住の障害者の方(詳
細についてはお問い合わせくださ
い)各10人(9／5(火)10：30から公開抽
選)▢費 地域活動支援センター事業
利用者負担金(1回につき240円※生
活保護受給者・住民税非課税の方は
免除)、教材費500円(全9回分)、粘土
代(1kg194円)は実費 ▢内 手びねり
による作品づくり▢締 9／4(月)必着

▢申 往復はがきに教室名・住所・氏
名・年齢・電話番号・障害名(病名)
・障害の等級を記入し、〒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
障害者福祉センター
リフレッシュ体操教室(3期)

▢時 10／3〜11／28の火曜(10／10を除
く全8回)10：00〜11：00▢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(詳細についてはお問
い合わせください)20人(9／5(火)10：
30から公開抽選)▢費 地域活動支援
センター事業利用者負担金(1回につ
き240円※生活保護受給者・住民税

非課税の方などは免除)▢内 筋力を
鍛える体操やストレッチ・マッサー
ジを取り入れたソフトヨガなど▢締
9／4(月)必着▢申 往復はがきに教室
名・住所・氏名・年齢・電話(ファク
ス)番号・障害名(病名)・障害の等級
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

難病講演会｢自己免疫性の
肝臓病〜肝・胆道の病気〜｣
原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性
肝炎、原発性硬化性胆管炎について
講演会を開催します。病気や治療、
日常生活での留意点など、専門医が
お話しします ▢時 9／23(土・祝)13：
30〜15：30(開場13：00)▢場 深川保健
相談所(白河3-4-3-301)▢人 50人(申
込順)▢費 無料▢師 田中篤(帝京大学
医学部教授) ▢申 8／25(金)9：00から
電話で深川保健相談所☎3641-1181、
℻3641-5557
難病講演会
｢強皮症の治療と療養について｣
強皮症は、皮膚や肺などの組織が
徐々に硬化する自己免疫疾患です。
硬化する場所により多様な症状が現
れます。強皮症の治療や症状、日常
生活の過ごし方について、膠原病専
門医が講演します ▢時 9／16(土)13：
30〜15：30(受付13：00〜)▢場 城東保
健相談所1階講堂(大島3-1-3)▢人 50
人(申込順) ▢費 無料 ▢師 浅野善英
(東京大学医学部皮膚科准教授)▢申
8／25(金)から電話で城東保健相談所
☎3637-6521、℻3637-6651
HIV・梅毒抗体検査・相談(9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

グランチャ東雲
9／2(土)〜5(火)を休館。建物設備

定期点検のため▢問 グランチャ東雲
☎5548-1992、℻5548-1995
深川北スポーツセンター
9／3(日)午前・午後、体育室(卓球

・バドミントン)の一般公開を中止。
ミニバス大会開催のため▢問 深川北
スポーツセンター☎3820-8730、℻

3820-8731
スポーツ会館
9／23(土・祝)午後・夜間の大体育

室(バスケットボール・バドミント
ン)の一般公開を中止。大会開催の
ため▢問 スポーツ会館☎3649-1701、
℻3649-3123

東京辰巳国際水泳場
親子ふれあいスポーツ観戦事業
日本選手権水球競技に無料で招待
します▢時 10／8(日)9：30〜▢場 東京
辰巳国際水泳場▢人 親子10組(抽選)

▢費 無料▢締 9／24(日)必着▢申 往復
はがきに①大会名②氏名③年齢④学
年⑤性別⑥郵便番号・住所・電話番

号を記入し、〒135-0053辰巳2-8-10
東京辰巳国際水泳場へ☎5569-5061、
℻5569-5068
｢MOTサテライト 2017秋
むすぶ風景｣プレイベント
10／7(土)から開催される｢MOT
サテライト 2017秋 むすぶ風景｣の
プレイベントとして、今春行った1
回目の報告を含めたキックオフミー
ティング(説明会)を開催します▢時
8／28(月)18：30〜20：00▢場 清澄庭園
大正記念館(清澄3-3-9)▢人 60人(先
着順)▢費 無料▢申 当日直接会場へ

▢問 東京都現代美術館リニューアル
準備室☎5633-5860、℻5633-5870

▢HP http://www.mot-art-muse
um.jp/

さわやかスイミイング
親切、ていねいに、楽しく指導し
ます▢時 9／5〜12／26の火曜(10／10を
除く全16回)9：30〜11：30▢場 スポー
ツ会館(北砂1-2-9)▢人 女性10人(申
込順)▢費 13,000円(保険料込)▢申 8
／25(金)から電話で江東区水泳連盟
(羽
は

下
が

)☎070-5541-9077
ホビースイミング
親切、ていねいに、楽しく指導し
ます ▢時 9／1〜12／22の金曜(11／3を
除く全16回)18：30〜20：30 ▢場 スポ
ーツ会館(北砂1-2-9)▢人 高校生以
上で四泳法泳げる方5人(申込順)

▢費 13,000円(保険料込) ▢申 8／25
(金)から電話で江東区水泳連盟(福
田)☎090-2624-2930
認知症カフェ｢長屋カフェ｣開催

▢時 8／27(日)14：00〜16：00▢場 江東
区文化センター3階第4研修室(東陽4
-11-3) ▢費 無料(飲食実費200円)

▢内 ミニ講話｢心と体に効く！アロ
マの力｣、専門職による相談等▢申
当日直接会場へ ▢問 NPO法人深川
長屋☎090-4954-9744、℻3643-4177
東レパンパシフィックオープン
テニス 区民60人を無料招待
有明で毎年行われている、国内最
大の国際女子テニストーナメント
｢東レ パン パシフィック オープン
テニス｣の本戦S席に、区民の方を招
待します。当日はトップ選手参加に
よるサイン会など、さまざまなイベ
ントも予定されています ▢時 9／19
(火)・20(水)・21(木)※いずれか1日

▢場 有明コロシアムおよび有明テニ
スの森公園コート(有明2-2-22)▢人
区民の方各日10組20人(抽選。チケ
ットの発送をもって発表とかえさせ
ていただきます) ▢費 無料▢締 8／31
(木)必着▢申 はがきに観戦希望日・
郵便番号・住所・氏名・電話番号を
記入し、〒105-0001港虎ノ門三郵便
局留｢東レPPOテニス事務局こうと
う区報係｣へ☎3433-6780 ▢HP http:
//www.torayppo.com/
きっかけは音楽！
繋げよう人の輪コンサート

▢時 9／18(月・祝)11：30〜15：00(12：
00開演)▢場 森下文化センターレク
ホール(森下3-12-17)▢人 120人(申
込順)▢費 大人3,000円、障害手帳所
持者・福祉作業所等の通所者・中高
生1,000円、小学生以下無料 ▢内
Live No Barrierwith B.B. モフラン
＆JAMBOのコンサート[後援]江東
区ほか[主催]東京中小企業家同友会
江東支部▢申 8／28(月)から電話でお
あしす福祉会ピアワーク・オアシス
☎5638-1775、℻5638-1776

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。

10／16(月)9／25(月)結果日

9／25(月)9／4(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間




