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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、落語会
1．おきがる講座

▢時 9／29(金)14：00〜15：30▢人 30人
(先着順) ▢費 500円(飲み物代込)

▢内 深川と養魚業▢申 当日直接会場
へ
2．落語会

▢時 9／30(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 ｢錦の袈裟｣｢名人長
二・その七｣[出演]三遊亭圓橘▢申 9
／5(火)から電話で深川東京モダン館
※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)☎5639-1776、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
ARまちあるきツアー
｢昭和の深川をめぐる｣第3弾
江東区文化観光ガイドがタブレッ
ト端末のAR(拡張現実)技術を用い
てご案内します。日常の風景を画面
上の古写真と重ね合わせ、町の今昔
を見比べます▢時 9／29(金)・30(土)
10：00出発※雨天決行 ▢集 9：45に東
西線門前仲町駅富岡八幡宮方面改札
前(地下)▢人 2時間半程度まちある
きができる小学生以上の方各15人
(抽選。1組3人まで)※小学生は保護
者同伴▢費 500円(保険代ほか)※小
学生無料▢内 門前仲町周辺を2時間
半程度散策[主催]江東区観光協会、
東京大学大学院情報理工学系研究科、
法政大学大学院地域創造システム研
究所▢締 9／13(水)必着▢申 往復はが
きまたはメールに①件名｢9／29(また
は9／30)ARまちあるき｣②氏名・年
齢③同行者氏名・年齢(2人まで)④
住所⑤電話番号を記入し、〒135-
0016東陽4-5-18産業会館内江東区観
光協会へ※応募は希望日1日につき1
人1件☎ 6458 - 7410、℻ 6458 - 7420

▢ｅ ar@koto-kanko.jp
古石場文化センターまつり

▢時 10／15(日)▢内 映画｢ナイトミュ
ージアム｣上映、ハロウィンをテー
マにした手作り教室、利用団体の体
験会など▢申 当日直接会場へ(一部
事前申込が必要なものがあります。
パンフレットで確認またはお問い合
せください)※映画会は9／14(木)10：
00から電話・窓口で受付▢場 ▢問 古
石場文化センター(古石場2-13-2)☎
5620-0224、℻5620-0258
大人のための社会科見学
ウォーキング

▢時 10／5〜26の木曜(全4回)13：00〜
16：30※10／12のみ9：00〜12：30 ▢集
見学施設周辺▢人 区内在住・在勤の
18歳以上の方30人(抽選) ▢費 2,040
円(保険代等含む)※集合場所までの
交通費は自己負担▢内 見学施設周辺
約4〜5kmのウォーキング[見学予
定施設]花王東京工場(墨田区文花2-
1-3)、最高裁判所(千代田区隼町4-2)、
えこっくる江東(潮見1-29-7)、そな
エリア東京(有明3-8-35)※日時・見
学施設は変更の場合あり※警備の都
合上、身分証明書の掲示が必要な場
合あり▢締 9／12(火)必着▢申 往復は
がきに①講座名②郵便番号・住所③
氏名(ふりがな)④電話番号⑤性別⑥
生年月日・年齢を記入し、〒136-
0073北砂1-2-9スポーツ会館へ☎

3649-1701、℻3649-3123
｢体育の日｣水泳大会

▢時 10／9(月・祝)[小学生]8：30〜12：
00[中学生・高校生・一般・壮年]13：
20〜17：00▢場 スポーツ会館プール
(北砂1-2-9)▢人 区内在住・在勤・在

学・在クラブの方(1人2種目以内で
リレーは除く)▢費 小・中学生300円、
高校生・一般・壮年500円[種目]下表
のとおり▢締 9／15(金)▢申 各スポー
ツセンターにある申込書・リレー票
に必要事項を記入し、参加費を添え
てスポーツ会館窓口で▢問 スポーツ
会館☎3649-1701、℻3649-3123、江
東区水泳連盟(阿部)☎080-5646-
4565

障害者水泳教室

▢時 9／17(日)9：30〜11：00 ▢場 スポ
ーツ会館プール(北砂1-2-9)▢人 お
おむね3歳以上の愛の手帳または障
害者手帳をお持ちの方25人(申込順)

▢費 無料▢内 受講者のレベルに合わ
せた指導▢申 9／5(火)から窓口にあ
る申込用紙に必要事項を記入し、ス
ポーツ会館にファクスまたは窓口で
☎3649-1701、℻3649-3123
亀戸スポーツセンター
カヌー安全講習会(10月分)

▢時 10／7(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)▢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[持ち物]着替え一
式、飲物、帽子、筆記具▢師 (株)オ
ーエンス指導員 ▢締 9／19(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
ハワイアンフラ教室

▢時 [朝コース]10／17〜12／19の火曜
(全10回)11：15〜12：15[夜コース]10
／12〜12／21の木曜(11／23を除く全10
回)19：30〜20：30 ▢場 亀戸スポーツ
センター(亀戸8-22-1)▢人 18歳以上
の方各40人(区内在住・在勤・在学の
方を優先し、抽選)▢費 5,600円▢締
9／15(金)必着▢申 往復はがきに①教
室名②氏名(ふりがな)③住所※在勤
(在学)の場合は会社名(学校名)と住
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
ウォーキング講習会

▢時 9／24(日)9：30〜13：00 2時間の
講義および約2.5kmの実習[コー
ス]仙台堀川公園→塩の道→東大島
駅小松川口▢人 区内在住・在勤・在
学の中学生を除く15歳以上の方70人
(申込順) ▢費 300円(保険代含む)

▢師 倉方てる美(日本ウォーキング
協会)▢申 9／5(火)から東砂スポーツ
センター(東砂4-24-1)にある専用申
込書に記入し、費用を添えて窓口で
☎5606-3171、℻5606-3176
シルバースポーツフェスタ

▢時 9／18(月・祝)▢場 深川北スポー
ツセンター(平野3-2-20)▢人 区内在
住・在勤で60歳以上の方各50人(申

込順)▢費 無料※ロッカー代20円(10
円は返却)▢内 下表のとおり▢申 9／6
(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

健康センター短期健康づくり
講座 腰痛予防改善体操

▢時 9／16〜10／7の土曜(全4回)16：30
〜17：45▢場 健康センター(東陽2-1-
1)▢人 区内在住・在勤で中学生を除
く15歳以上の方40人(申込順)※医師
に運動を止められている方は不可

▢費 2,440円▢申 9／7(木)9：00から健
康センターに電話または窓口で☎

3647-5402、℻3647-5048
健康センタートレーニング
ルーム利用会員募集(10月期)
健康づくりにトレーニングルーム
をご活用ください。利用前に運動負
荷心電図検査を含む健康度測定を実
施し、健康状態にあった適切な運動
処方を作成します▢時 10／6(金)・14
(土)・21(土)・27(金)・28(土)の午
前中(1人約2時間)▢場 健康センター
(東陽2-1-1) ▢人 各12人(申込順)

▢費 7,000円(3か月以内の血液検査
結果をお持ちの方は5,000円)▢内 血
圧測定、血液検査(14項目)、安静時
および運動負荷心電図検査、問診、
骨密度測定、運動カウンセリング

▢申 9／6(水)9：00から健康センター
に電話または窓口で☎3647-5402、
℻3647-5048
障害者福祉センター
料理教室、絵手紙教室(後期)
1．料理教室

▢時 10／19、11／16、12／21、平成30年
1／18、2／15(木曜全5回)10：00〜13：
00▢場 障害者福祉センター2階調理
実習室▢人 区内在住の障害者の方10
人(9／14 (木) 10：30から公開抽選)

▢費 材料費2,500円(全5回分)、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 バランスのとれた献立の提案と
料理演習
2．絵手紙教室(後期)

▢時 10／12、11／9、12／7、平成30年1
／11、2／8(木曜全5回)10：00〜12：00

▢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(9／
14(木)13：30から公開抽選)▢費 モチ
ーフ代500円 (全 5回分)、画材代
4,968円(初めての方のみ)、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
季節のモチーフを使った作品づくり
※いずれも▢締 9／13(水)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
障害者地域生活支援セミナー

▢時 10／10(火)10：15〜13：00 ▢場 東
京海洋大学越中島キャンパス(越中
島2-1-6) ▢集 障害者福祉センター

▢人 区内在住の障害者の方・付添の
方20人(9／14(木)10：30から公開抽
選)※大型の電動車いすで参加する
場合は事前にお問い合わせください

※介助が必要な方は必ず付添の方と
お申込ください▢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 海洋大学・明治丸の
歴史を知るツアー▢締 9／13(水)必着

▢申 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)・等級・車いすの有無・
付添者同伴の場合は付添の方の住所
・氏名・電話(ファクス)番号を記入
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
塩浜福祉会館 メイクセミナー

▢時 9／29(金)10：00〜12：00▢場 塩浜
福祉会館会議室(塩浜2-5-20塩浜福
祉プラザ2階)▢人 区内在住で60歳以
上の女性18人(抽選、結果は当選者
のみに連絡)▢費 無料▢内 スキンケ
アとメイク方法▢師 (株)ファンケル

▢締 9／12(火)▢申 塩浜福祉会館に電
話または窓口で(未登録の方は身分
証明書を持参)☎3647-3901、℻3647
-1941
地域福祉フォーラム｢新たな
助け合いの仕組みづくり｣

▢時 10／2(月)13：30〜16：15▢場 江東
区文化センター3階レクホール(東陽
4-11-3)▢人 150人(申込順)▢費 無料

▢内 基調講演｢助け合い活動の必要
性について｣、パネルディスカッショ
ン｢ご近所ミニデイ取り組み事例｣

▢師 結城康博(淑徳大学総合福祉学
部教授)▢申 9／5(火)から電話、窓口
またはファクスに氏名、電話番号を
記入し、江東区社会福祉協議会地域
福祉推進課へ☎3640-1200、℻5683-
1570
傾聴ボランティア養成講座

▢時 10／24〜11／21の火曜(全5回)10：
00〜12：30▢場 高齢者総合福祉セン
ター3階研修室(東陽6-2-17)▢人 区
内在住で、修了後ボランティア活動
ができる方30人(抽選) ▢費 3,000円
[受講希望者ガイダンス]受講希望の
方は必ず参加してください▢時 10／
10(火)10：30〜11：30▢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 10／4(水)▢申 電話で江
東ボランティア・センターまたは窓
口で☎3645-4087、℻3699-6266
江東ボランティアまつり

▢時 9／30(土)10：00〜15：30▢場 江東
区文化センター(東陽4-11-3)▢人 ど
なたでも▢費 無料▢内 福祉体験(点
字、手話、車椅子、ハンディキャブ
乗車体験等)、介助犬ふれあい教室、
木工作教室、こども広場、こども体
験コーナー、模擬店、スタンプラリ
ー、お楽しみコーナーなど▢申 当日
直接会場へ▢問 江東ボランティア・
センター☎3645-4087、℻3699-6266

障害等で歯科診療が受けにくい
方に｢かかりつけ歯科医｣を紹介
心身の障害のために通院が難しい
方、ウイルス性疾患等で通常の歯科
診療が受けづらい方が身近で適切な
歯科診療が受けられるよう、江東区
歯科医師会に相談窓口を設置し｢か
かりつけ歯科医｣を紹介しています
[受付時間]9：00〜12：00、13：00〜17：
00(土・日曜、祝日を除く)▢申 電話
で江東区歯科医師会☎3649-0780、
℻3649-1688
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�歩きたばこはこどもの目線¤危険な歩きたばこやポイ捨ては、区内全域で禁止です。




