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毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

保健つづき

食育応援講座｢乾物・缶詰を使っ
た簡単ヘルシークッキング！｣
備蓄食品としても見直されている
乾物や缶詰を使った簡単・ヘルシー
メニューについて学びませんか▢時
9／29(金)10：30〜13：00▢場 深川保健
相談所調理実習室▢人 区内在住の方
25人(抽選)▢費 無料▢内 講義・調理
実演・実習[持ち物]エプロン、三角
きん(バンダナ可)、ハンドタオル、
筆記用具▢締 9／19(火)消印有効▢申
往復はがきに①講座名②氏名③年齢
④郵便番号・住所⑤電話番号を記入
し、〒135-0021白河3-4-3-301深川
保健相談所栄養士へ☎3641-1181、
℻3641-5557
講演会｢30代からはじめる
高血圧撃退法｣
血管年齢を測り、気軽に挑戦でき
る運動法や、忙しい方でも実践でき
る食事の工夫をご紹介します▢時 9／
26(火)9：15〜12：15 ▢場 城東南部保
健相談所4階▢人 64歳までの運動制
限のない方25人(抽選)▢内 血管年齢
測定、運動実技、講演、試食▢師 小
池日登美(健康運動指導士)、城東南
部保健相談所管理栄養士 ▢締 9／14
(木)必着▢申 往復はがきに①講座名
②氏名(ふりがな)③住所④年齢⑤電
話番号を記入し、〒136-0076南砂4-
3-10城東南部保健相談所へ☎5606-
5001、℻5606-5006
難病医療相談室

▢時 9／15(金)13：30〜15：00▢場 江東
区医師会館(東陽5-31-18)▢人 難病
等特殊疾患で治療中の方、病気の心
配をされている方とその家族(申込
順)▢費 無料▢内 専門医を中心とし
た医療相談▢締 9／12(火)※定員にな
りしだい終了▢申 電話またはファク
スで江東区医師会事務局☎3649-
1411、℻3649-1631

えこっくる江東
9／17(日)を臨時休館。電気設備点
検のため▢問 えこっくる江東☎3644
-7130、℻3644-7135
スポーツ会館
9／17(日)9：30〜11：45、プールの

一般公開を中止。障害者水泳教室開
催のため▢問 スポーツ会館☎3649-
1701、℻3649-3123
亀戸スポーツセンター
9／18(月・祝)、大体育室(バドミン
トン・ソフトテニス・バスケットボ
ール)、小体育室(卓球)の一般公開
を中止。大会開催のため▢問 亀戸ス
ポーツセンター☎ 5609 - 9571、℻

5609-9574
東大島図書館
9／26(火)・27(水)を臨時休館。図
書の特別整理のため▢問 東大島図書
館☎3681-4646、℻3681-4810

年金受給資格期間が短縮
8月から年金を受け取るための受
給要件が25年から10年に変更となり
ました。今年の2月〜7月に、今まで
受給要件を満たしていなかった方で、
今回新たに年金請求できるようにな
る方に黄色の封筒で年金請求書を送
付しています。手続きがまだお済み
でない方は、お早めに手続きをお願
いします。なお、手続きの際は、あ

らかじめ予約をしてから全国の年金
事務所および街角年金相談センター
へお越しください▢申 電話でねんき
んダイヤル☎0570-05-1165▢問 江東
年金事務所(亀戸5-16-9)☎3683-
1231、℻3681-6549
9月は東京都の自殺対策強化月間
自殺の防止等に関する都民の理解
を促進するため、東京都では特別相
談(下表)を実施します▢問 東京都福
祉保健局保健政策課自殺総合対策担
当☎5320-4310

都立墨東特別支援学校
ボランティア養成講座

▢時 9／9・16・23の土曜(全3回)9：00
〜12：30※1日のみの参加も可▢場 都
立墨東特別支援学校(猿江2-16-18)

▢人 どなたでも20人(申込順) ▢費
300円(保険代・任意加入) ▢内 障害
者スポーツの講義・体験、児童・生
徒との交流を通した介護等▢申 9／5
(火)から電話またはファクスに住所
・氏名・年齢・電話番号を記入し、
都立墨東特別支援学校へ☎3634-
8431、℻3846-6684
江東区内消防団点検
深川・城東消防団が合同で規律、
士気および活動技能等の点検を行い
ます▢時 9／24(日)10：00〜11：30▢場
木場公園多目的広場▢申 当日直接会
場へ▢問 深川消防署☎3642-0119、
℻3641-4422、城東消防署☎3637-
0119、℻3683-5380
東京辰巳国際水泳場 水球初心
者体験教室 水球クラブ交流会

▢時 10／12〜11／16の木曜(11／2を除
く全5回)19：20〜20：50▢場 東京辰巳
国際水泳場▢人 25m以上泳げる小学
3年生以上の方50人(抽選)▢費 5,000
円▢締 9／28(木)必着▢申 往復はがき
に①教室名②氏名③年齢④学年⑤性
別⑥郵便番号・住所・電話番号⑦経
験の有無を記入し、〒135-0053辰巳
2-8-10東京辰巳国際水泳場へ☎5569
-5061、℻5569-5068

認知症カフェ開催
1．e-cafe
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▢時 9／9(土)13：00〜14：30 ▢場 高齢
者総合福祉センター3階(東陽6-2-
17)▢内 カフェ利用者の交流▢問 東
陽長寿サポートセンター☎5665-
4547、℻5606-8863
2．オレンジカフェ

▢時 9／9(土)14：00〜16：00 ▢内 ミニ
講座｢認知症についてもっと知ろう｣、
歌、ハンドケア等▢場 ▢問 多世代交
流ひろば｢パルひろば辰巳｣(辰巳1-1
-34)☎・℻3522-0302
3．ふくろうカフェ

▢時 9／12(火)11：00〜15：00▢場 Ako
ア コ

Cafe
カ フ ェ

(亀戸4-25-1) ▢内 難聴の方の
ケアの仕方ほか▢問 亀戸北長寿サポ
ートセンター☎5626-0671、℻5626-

0133
4．ラウレア

▢時 9／13 (水) 11：00 〜 16：00 ▢内
RUN伴の取組み紹介ほか▢場 ▢問 ブ
ルーオーシャンカフェ(住吉2-2-4)
☎6659-6537、℻6659-9803▢HP http:
//blueoceancafe.tokyo
5．アロマカフェ

▢時 9／14(木)14：00〜16：00▢場 千田
福祉会館1階洋室(千田21-18)▢内 自
宅でできる認知症予防体操、カフェ
利用者の交流ほか▢問 ライフレッシ
ュ・ケア江東☎5677-5075、℻3699-
0828
※いずれも ▢費 無料(飲食代実費)

▢申 当日直接会場へ
順天堂東京江東高齢者医療
センター いきいき健康茶論

▢時 10／7(土)14：00〜16：00▢場 順天
堂東京江東高齢者医療センター1階
会議室(新砂3-3-20)▢人 50人(申込
順)▢費 無料▢内 認定看護師と考え
る禁煙のきっかけ作り、口腔ケアで
病気予防・血圧管理の大切さ▢申 9／
5(火)から電話で順天堂東京江東高
齢者医療センター(認知症疾患医療
センター)☎5632-3180
江東病院 江東健康フォーラム

▢時 9／16(土)13：30〜※開場13：15

▢場 江東病院本館2階北側待合室(大
島6-8-5)▢人 50人(先着順)▢費 無料
▢内 胸やzあし{の症状でお困りで
は？▢師 松本貴宏(循環器内科医師)
▢申 当日直接会場へ▢問 江東病院医
療連携室☎3685-2253、℻3685-2766
初級〜中級硬式テニス講習会

▢時 10／1〜22の日曜(全4回)※予備
日10／29(日)[Aコース]10：00〜11：
30[Bコース]11：30〜13：00▢場 豊住
庭球場(東陽6-1-13)▢人 区内在住・
在勤の15歳以上の方(中学生を除く)
各32人(抽選) ▢費 5,000円 ▢師 江東
区テニス連盟▢締 9／15(金)必着▢申
往復はがきに住所・氏名・生年月日
・電話番号・希望コース・ラケット
貸与希望の有無を記入し、〒135-
0046牡丹1-12-12南光ビル1階テニス
ショップボールボーイ内江東区テニ
ス連盟事務局(石割)へ☎・℻3820-
7072▢HP http://www.kototennis.
com/
シニアミックスダブルス
テニス大会

▢時 10／9(月・祝)9：00〜16：00 ▢場
有明テニスの森(有明2-2-22)▢人 ペ
アのいずれかが区内在住・在勤の60
歳以上の方20組(抽選)▢費 無料▢締
9／16(土)消印有効▢申 往復はがきに
ペアの住所・氏名(ふりがな)・電話
番号・年齢・性別・生年月日(西暦)
を記入し、〒136-0072大島5-8-5-
1503江東区テニス連盟(三宅瞳)へ☎

・℻3682-3158
江東区民クレー射撃大会

▢時 10／1(日)8：00〜(7：30受付開始)
▢場 成田射撃場(千葉県印西市山田
166)▢人 区内在住・在勤で競技用射
撃銃を所持する方▢費 300円(その他
実費)[部別]トラップ射撃の部・ス
キート射撃の部▢申 当日直接会場へ

▢問 江東区クレー射撃連盟(牛島)☎
090-3528-2865
｢達人への道｣剣道・空手・弓道
1．剣道教室

▢時 10／4〜27の水・金曜(全8回)①
18：20〜19：30②19：30〜20：30▢人 ①
小・中学生40人②高校生以上の方40
人(抽選) ▢費 ①3,200円②4,400円

▢締 9／22(金)必着▢問 江東区剣道連
盟事務局(川島)☎090-2424-8686
2．空手道教室

▢時 ①10／4〜13の水・金曜(全4回)
②10／18〜27の水・金曜(全4回)18：
30〜20：00▢人 ①5歳〜小学生②5歳
以上のこどもと保護者※中学生以下
は保護者の送迎が必要▢費 ①3,000
円②4,000円 ▢締 9／22(金)必着 ▢問
空手道連盟(五十嵐)☎090-3691-
5286
3．弓道教室

▢時 10／6〜12／1の金曜(11／3(金・祝)
を除く全8回)19：00〜20：30▢人 高校
生以上の方25人(抽選) ▢費 5,500円

▢締 9／15(金)必着▢問 江東区弓道連
盟(稲垣)☎3644-3557
※いずれも▢場 スポーツ会館▢申 往
復はがき(3ははがき)に住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、〒136-
0073北砂1-2-9スポーツ会館へ☎

3649-1701、℻3649-3123
銘木体験会(銘木ふれあい大作戦)

▢時 9／18(月・祝)10：00〜14：00▢人
どなたでも▢内 銘木(端材)無料配布、
小物等が当たる抽選会など▢申 当日
直接会場へ▢場 ▢問 東京銘木協同組
合(新木場2-1-6)☎3521-6262
｢スマートシティの実現と舟運
による活性化｣シンポジウム

▢時 10／10(火)14：00〜17：00 ▢場 東
京海洋大学越中島キャンパス講堂
(越中島2-1-6) ▢人 200人(申込順)

▢費 無料▢内 次世代交通システムと
して期待される燃料電池を動力源と
する船に関するシンポジウム▢申 9／
5(火)からホームページ(▢HP http:
//www.poweredbb.or.jp/)で

▢問 (一財)電池推進船普及研究財団
☎・℻3542-0090
全国育樹祭キックオフフォーラム
｢国民参加の森林(もり)づくり｣
｢育樹から 木のある暮らし つ
ないでく｣をテーマに、山田五郎さ
んによる基調講演やパネルディスカ
ッションを行います ▢時 10／21(土)
13：30〜16：30▢場 木材会館7階大ホ
ール(新木場1-18-8) ▢人 200人(抽
選) ▢費 無料 ▢締 9／11(月)必着 ▢申
はがきに①代表者、参加者全員の氏
名・年齢②住所③電話番号④メール
アドレス⑤特記事項(手話通訳・要
約筆記・車椅子の利用等)⑥一時保
育の利用希望の有無を記入し、〒
112-0005文京区水道2-10-13(株)ア
イフィス内へ郵送、またはファクス
で2017｢国民参加の森

も

林
り

づくり｣シン
ポジウム事務局へ※ホームページか
らも申込できます☎5395-1203、℻

5395-1206 ▢HP https://www.ifys.
jp/ikuju-sympo/

9／2(土)0：00〜4(月)6：00
☎0120-58-9090

9／10(日)8：00〜11(月)8：00
☎0120-738-556

9／12(火)〜16(土)24時間
☎0570-087478

9／5(火)〜8(金)10：00〜22：00
☎3796-5453自死遺族のため

の電話相談

54時間特別相談

9／18(月・祝)〜20(水)11：00
〜19：00☎3261-4350

有終支援いのち
の山彦電話

9／4(月)・5(火)9：00〜17：00
☎3235-1155多重債務110番

自殺予防いのち
の電話

9／12(火)・13(水)9：00〜17：
00☎0570-00-6110

東京都ろうどう
110番

東京都自殺相談
ダイヤル〜ここ
ろといのちのホ
ットライン

9／1(金)〜30(土)12：00〜20：
00※金曜のみ12：00〜22：00
☎3842-5311

亀戸図書館・亀戸第三児童館(亀
戸7-39-9)は設備改修工事のため、
上記期間中休館します。なお、学童
クラブ、土曜江東きっずクラブは青
少年交流プラザ(亀戸7-41-16)に移
設して開設します。工事に伴い、10
／7(土)〜27(金)は駐輪場を閉鎖しま

すので、自転車での来館はご遠慮く
ださい。詳細は区ホームページをご
覧ください▢問 亀戸図書館☎3636-
6061、℻3636-6010、江東図書館☎

3640-3154、℻3615-6668、亀戸第三
児童館☎・℻3636-5341、放課後支援
課☎3647-9230、℻3647-9274




