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シルバー人材センター
会員募集中・入会個別相談会
もう就職は望まないが働くことを
通じて生きがい、健康づくり、社会
参加をしたいという高齢者の方に、
希望と経験や能力に応じて仕事を提
供しています▢人 健康で働く意欲の
ある60歳以上の区内在住者[職種]屋
内外軽作業・清掃・施設管理・家事
援助サービス・自転車整理・カート
整理・児童通学案内等業務など[入
会個別相談会を開催]センターのし
くみや働き方等の質問に職員がお答
えします▢時 ①9／26(火)14：30〜16：
30②9／27(水)14：30〜16：30▢場 ①富
岡区民館2階第一洋室(富岡1-16-12)
②亀戸文化センター5階第2研修室
(亀戸2-19-1) ▢申 当日直接会場へ

▢問 シルバー人材センター☎3649-
3533▢ｅ koto@sjc.ne.jp
ファミリー・サポート利用会員
登録説明会(要予約)
ファミリー・サポート事業は、地
域で育児の手助けができる方(協力
会員)が育児の手助けが必要な方(利
用会員)を援助する活動です[活動内
容]協力会員の自宅を利用しての一
時預かり、保育園・幼稚園への送迎、
その後の預かりなど[活動時間]7：00
〜22：00[謝礼金]活動時間・曜日に
より1時間800円または1,000円▢時
10／4(水)・11／27(月)14：00〜、11／9
(木)10：00〜※いずれか1日に参加

▢場 高齢者総合福祉センター3階研
修室(東陽6-2-17)▢人 区内にお住ま
いで、生後57日〜小学3年生のお子
さんの保護者▢申 電話でファミリー
・サポート・センター事務局へ(江東
区社会福祉協議会内)☎5683-1573、
℻5683-1570
こうとうトコトコ日和2017・秋
DこうとうEに酔いしれる
江東区のおすすめの飲みどころを
紹介。人情味あふれる居酒屋に、気
軽に飲める立飲み、クラフトビール
を提供する店などをご紹介。9月〜
11月のイベント情報やガイドサービ
スなど、まちを楽しむヒントも満載。
散策にもピッタリの季節。｢こうと
うトコトコ日和｣を片手に、まちに
繰り出してみませんか[配布場所]江
東区観光協会事務所(東陽4-5-18産
業会館内)、こうとう情報ステーショ
ン(区役所2階)、文化観光課(区役所
4階33番)、各出張所・豊洲特別出張
所、各文化センター、区内観光施設
等▢問 江東区観光協会☎6458-7400、
℻6458-7420
ことみせ 9月号配布中
スペシャルくーぽん付
今号の特集は｢お肉が食べたい！｣。
食欲の秋。とんかつ、焼き肉、ハン
バーグ。おなかいっぱいお肉を食べ
たい肉好きさん、おいしいお肉をご
賞味あれ！スペシャルくーぽんもご
利用ください[配布場所]区役所、各
出張所、区内都営地下鉄7駅および
ゆりかもめ9駅パンフレットラック
等 ▢問 経済課商業振興係☎3647-
9502、℻3647-8442、ことみせ事務局
☎5875-9583▢HP http://kotomise.
jp/

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

歴史を学びます ▢時 10／3(火)14：00
〜15：30▢人 30人(先着順)▢費 500円
(飲み物代込)▢内 黒江町の魚市場
2．コドモアソビ

▢時 10／14(土)14：00〜16：00 ▢費 無
料▢内 ベーゴマ、おりがみ
※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/
草木染めワークショップ
｢秋色どんぐりストール｣
どんぐりを採集し、ストールを染
めます ▢時 10／18(水)10：00〜12：00

▢場 えこっくる江東▢人 16歳以上24
人(区内在住、在勤、在学の方を優先
し抽選、当選者のみ10／10(火)ごろ
通知。乳幼児の同伴不可)▢費 2,100
円▢締 10／3(火)必着▢申 窓口または
はがきに、①草木染め②郵便番号・
住所(在学、在勤の方は通学先・勤務
先を併記)③氏名④ふりがな⑤年齢
⑥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
伝統芸能公開｢長唄｣
▢時 9／30(土)14：00〜14：30▢費 大人
400円、小中学生50円(観覧料)※小
中学生は保護者同伴[出演]東音松浦
奈々恵ほか▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 深川江戸資料館(白河1-3-28)☎
3630-8625、℻3820-4379
少年少女軟式野球教室
▢時 10／22(日)9：00〜12：00▢場 夢の
島少年野球場(夢の島1-1-1)※雨天
時は第三大島小学校体育館(大島9-5
-3)▢人 区内在住の小学生200人(抽
選) ▢費 無料 ▢締 10／6(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
名を記入し承諾印を押して、〒136-
0073北砂1-2-9スポーツ会館へ☎

3649-1701、℻3649-3123

HIV・梅毒抗体検査・相談(10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

精神保健講演会 統合失調症の
基礎を学ぶ〜家族の役割や対応〜
統合失調症は家族の対応が鍵とな
り、再発を予防できます。病気の知
識や本人への接し方を学びませんか

▢時 10／20(金)14：00〜16：00 ▢場 城
東南部保健相談所4階(南砂4-3-10)

▢人 50人(申込順)▢費 無料▢師 田口
寿子(国立精神・神経医療研究セン
ター精神科医師) ▢申 9／25(月)から
電話またはファクスに①氏名②年齢
③住所④電話番号を記入し、城東南
部保健相談所へ☎5606-5001、℻

5606-5006

スポーツ会館
10／8(日)18：30〜10／9(月・祝)18：
30、プールの一般公開、10／14(土)午
前の剣道場、柔道場(各種武道)の一
般公開、10／15(日)午前・午後の大体

育室(ビーチボール、バドミントン)
の一般公開を中止。大会・スポーツ
塾開催のため ▢問 スポーツ会館☎

3649-1701、℻3649-3123
亀戸スポーツセンター
10／9(月・祝)、大体育室(バドミン
トン・ソフトテニス)と小体育室(卓
球)の一般公開を中止。体育の日イ
ベントのため▢問 亀戸スポーツセン
ター☎5609-9571、℻5609-9574

育児・介護休業法が改正
10／1施行
育児等により退職を余儀なくされ
る事態を防ぐこと等を目的に法律が
改正されました。改正内容は①育児
休業を最長2歳まで延長可能②育児
休業等の制度を個別に知らせる努力
義務の創設③育児目的休暇を導入す
る努力義務の創設です。詳細はお問
い合わせください▢問 東京労働局雇
用環境・均等部指導課☎3512-1611、
℻3512-1555
アウトドアフィットネスTokyo
East Park｢マラソン練習会｣
▢時 10／4〜11／22の水曜(全8回)19：
30〜21：00▢場 竪川河川敷公園(亀戸
6-33-10)▢人 16歳以上の方、各回15
人(申込順)▢費 各回500円(保険代含
む) ▢締 各開催日の前日 ▢申 9／25
(月)から竪川河川敷公園管理事務所
に電話または窓口で※ホームページ
(▢HP http://www.tatekawa-pa
rk.com/guide/fitness)からも申込
できます☎5875-2319

iPad講習会(中級編)
▢時 10／14〜11／18の土曜(11／4を除
く全5回)13：00〜16：00▢場 産業会館
(東陽4-5-18)▢人 区内在住・在勤で、
iPadの基本操作ができる方20人(申
込順)※iPadの有料貸出あり(1回
500円) ▢費 8,000円(教材費込) ▢締
10／10(火) ▢申 9／25(月)9：00から電
話で産業会館☎5634-0522、℻3699-
6017 ▢HP http://www.koto-san
gyokaikan.jp
AED(自動体外式除細動器)講習会
修了者には救命技能認定証が交付
されます ▢時 10／14(土)14：00〜17：
00(開場13：30)▢場 江東区医師会館4
階(東陽5-31-18)▢人 40人(申込順)

▢費 500円▢師 三浦邦久(江東病院副
院長)▢締 10／6(金)※定員になりし
だい終了▢申 9／29(金)から電話で江
東区医師会☎3649-1411
江東区役所産はちみつ販売
今年も区役所ではちみつが採れま
した。購入希望者には整理券を配付
します(お一人1日2個まで)[整理券
配付]▢時 10／5(木)・6(金)9：30〜16：
00▢場 区役所2階ピロティー(自動ド
ア前の広場)※なくなりしだい終了
[販売]▢時 10／5(木)・6(金)10：00〜
16：00▢場 区役所2階｢るーくる｣で整
理券と引換えに販売※｢るーくる西
大島｣では販売しません※完売しな
い場合は10／10(火)以降も｢るーく

る｣で販売[販売価格]1個(50g)500
円[販売予定数]各日約1,200個 ▢問
江東区ハニービー・プロジェクト事
務局☎070-4339-4536 ▢ｅ honey
pro328@docomo.ne.jp
行政書士による外国人無料相談会
▢時 10／2(月)、11／6(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
知的障害者(児)移動支援
従業者養成研修
知的障害、発達障害の人の外出時
に、付き添って手助けをするヘルパ
ーの資格を取得できる研修です▢時

▢内 下表のとおり▢場 塩浜福祉プラ
ザ(塩浜2-5-20)および指定場所▢人
知的障害者(児)の支援に関心がある
区内在住・在勤の方30人(申込順)

▢費 1,000円(テキスト代)▢締 10／16
(月)▢申 9／25(月)から電話で(社福)
のびのび福祉会(小野寺)(平日8：30
〜17：30)☎5632-4048、℻5634-8608

都内23区一斉無料法律相談会
▢時 10／7(土)10：00〜13：00(予約制)

▢場 区役所7階第74会議室▢人 16人
程度▢費 無料▢内 相続・遺言、金銭
貸借、離婚問題等 ▢申 10／6(金)10：
00〜16：00に電話予約☎3580-3181

▢問 東京弁護士会法律相談課☎3581
-2206
認知症カフェ開催
井戸端カフェ｢しゃべり場｣
▢時 9／28(木)13：30〜16：00▢場 大島
中央地区集会所(大島5-12-14)▢費
無料▢内 デンマーク体操や歌など、
参加者が主役のイベント盛りだくさ
ん▢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
無料不動産相談会
▢時 9／30(土)10：00〜16：00 ▢場 JR
錦糸町駅北口アルカキット前広場

▢内 税務相談・法律相談・取引相談
[後援]江東区ほか▢申 当日直接会場
へ▢問 東京都宅地建物取引業協会江
東区支部☎3636-5893、℻3683-0265
入れ歯感謝デー市民公開講座
｢超高齢社会のb食cとb笑いcを支

える歯科医療｣をテーマに、歯科医師、
歯科衛生士、歯科技工士による各種
講演などを行います ▢時 10／8(日)
10：00〜16：00(9：40開場予定)▢場 江
東区文化センター3階レクホール(東
陽4-11-3)▢費 無料▢内 講演、入れ
歯展示、｢ははは川柳｣入選作品発表
など▢申 当日直接会場へ▢問 (公社)
日本歯科技工士会☎3267-8681、℻

3267-8650
木と暮らしのふれあい展
▢時 10／7(土)・8(日)10：00〜16：00

▢場 都立木場公園▢内 木に親しむコ
ーナー、木製品の展示販売、キャラ
クターショーなど▢申 当日直接会場
へ▢問 (一社)東京都木材団体連合会
☎5569-2211

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。

11／13(月)10／30(月)結果日

10／30(月)10／16(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間

計画修繕に伴う設備改修工事のた
め、上記期間中、全館休館となりま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理

解・ご協力をお願いします▢問 深川
北スポーツセンター☎3820-8730、
℻3820-8731

講義｢知的障害者の疾病
・障害の理解｣など

講義｢ガイドヘルパーの
制度と業務｣など

内容

10／22(日)
9：00〜17：30

12／2(土)10：00〜12：00

10／21(土)
9：00〜16：00

実習｢移動支援の実際｣
(移動支援の現場に同行)

10／23(月)〜12／2(土)
のうち1日(6時間)

日時

修了式




