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お知らせつづき

｢あんしん江東｣専門相談
法律相談(予約制)

▢時 火曜14：00〜16：00▢場 高齢者総
合福祉センター(東陽6-2-17)▢内 福
祉サービスに関するトラブルや疑問、
遺言や遺産相続手続き、成年後見制
度等の個別相談▢費 無料▢申 電話ま
たはファクスで｢あんしん江東｣☎
3647-1710、℻5683-1570

不燃化セミナー
木密地域における道路整備と防災
まちづくりについての｢講演会｣と、
ファイナンシャルプランナー等によ
る｢建替え相談会｣を開催します▢時
11／5(日)14：30〜16：30▢場 砂町文化
センター第3・4会議室(北砂5-1-7)

▢人 50人程度(先着順)▢費 無料▢師
大佛
おさらぎ

俊
とし

泰
ひろ

(東京工業大学教授)[共催]
東京都▢申 当日直接会場へ※建替え
相談会は、講演会終了後から会場で
整理券を配布▢問 地域整備課不燃化
推進係☎3647-9491、℻3647-9009
冬の草木染めワークショップ
ビワの枝葉を使って、ストールを
橙色に染めます ▢時 12／5(火)10：00
〜12：00▢場 えこっくる江東 ▢人 16
歳以上の方24人(区内在住・在勤・在
学の方を優先し抽選、当選者のみに
11／18(土)ごろ通知)※乳幼児の同伴
不可 ▢費 2,100 円 ▢師 中安敬子
(NPO法人マザーツリー自然学校)

▢締 11／12(日)必着 ▢申 窓口または
はがきに①草木染め②郵便番号・住
所(在勤・在学の方は勤務先・通学先
を併記)③参加者名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
消費者展講演会
｢相撲に見る日本人の心｣

▢時 12／3(日)13：30〜14：30▢場 パル
シティ江東1階レクホール(扇橋3-22
-2) ▢人 区内在住の方180人(抽選)

▢費 無料▢師 花田景子(元フジテレ
ビアナウンサー・貴乃花部屋女将)
[共催]江東区消費者団体連絡協議会

▢締 11／15(水)必着 ▢申 往復はがき
(1人1枚)に①講演会名②住所③氏名
④電話番号を記入し、〒135-0011扇
橋3-22-2消費者センターへ☎5683-
0321、℻5683-0318
児童会館 天体観望会・大作戦
1．天体観望会｢アルマク(二重星)｣

▢時 11／25(土) ▢集 19：00に2階ホー
ル▢人 どなたでも60人(抽選、当選
者にのみ11／11(土)連絡)※小学生以
下は保護者の申込と当日の付添が必
要▢師 有賀真由美・山内康晃※雨天
・曇天の場合は、2階ホールで1時間
程度星空解説
2．大作戦｢とび箱に挑戦！｣

▢時 11／26(日)①10：00〜10：45②11：
00〜11：45▢人 区内在住の①平成24
年4月〜平成26年3月生まれの幼児
(年少・年中)②平成23年4月〜平成
25年3月生まれの幼児(年中・年長)
各回20人(抽選、当選者にのみ11／12
(日)連絡) ▢師 加藤正樹[持ち物]う
わばき、タオル、飲み物、動きやす
い服装
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8) ▢費 無料 ▢締 11／10(金) ▢申 児童
会館に電話または窓口で☎3633-
6911、℻3633-6936

ARまちあるきツアー
｢二ツ目をゆく｣
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 11／24(金)・25(土)
10：00出発※雨天決行 ▢集 9：45に深
川東京モダン館(門前仲町1-19-15)

▢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 清澄通りを中心に深川江戸資料
館(白河1-3-28)まで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 11／13(月)必着 ▢申 往復はがき
またはメールに①件名｢11／24(また
は11／25)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
伝統芸能公開｢歌舞伎よもやま話｣
普段は知る機会の少ない歌舞伎の
裏話やさまざまな工夫について、わ
かりやすくレクチャーします。ぜひ
歌舞伎の思わぬ魅力に触れてくださ
い▢時 11／5(日)14：00〜14：45▢場 深
川江戸資料館常設展示室火の見櫓前
(白河1-3-28)▢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]大谷友彦(舞台俳優)・
平田久子(フリーライター)▢申 当日
直接会場へ ▢問 深川江戸資料館☎

3630-8625、℻3820-4379
砂町文化センター企画展
｢波郷 あき子の相聞句｣
戦後の俳壇をリードした俳人、石
田波郷とその妻のあき子が互いに想
って詠んだ俳句のほか、ふたりの心
温まるエピソードの紹介、直筆の手
紙や短冊、原稿等、貴重な資料を公
開します▢時 11／7(火)〜30(木)9：00
〜21：00▢場 砂町文化センター2階展
示ロビー・石田波郷記念館(北砂5-1
-7) ▢費 無料 ▢申 当日直接会場へ

▢問 砂町文化センター☎3640-1751、
℻5606-5930
深川東京モダン館
屋外寄席(講談・落語)

▢時 11／11(土)・19(日)・23(木・祝)
各日①12：00〜12：40②14：00〜14：40

▢場 深川不動堂境内(富岡1-17-13)

▢人 50人(先着順)▢費 無料▢内 企画
展｢門前仲町｣関連イベント[出演]神
田紫・神田陽子ほか▢申 当日直接会
場へ▢問 深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
障害者水泳教室

▢時 11／19(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 11／5(日)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
少年少女サッカー教室

▢時 12／3(日)①10：00〜12：00②13：
30〜15：30▢場 夢の島競技場(夢の島
1-1-2)▢人 区内在住の①小学4・5年
生②小学5・6年生各250人(抽選)

▢費 無料[主管]江東区サッカー連盟
[指導協力]FC東京▢締 11／17(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⑩参加希望
の番号を記入し、〒136-0073北砂1-
2-9スポーツ会館へ☎3649-1701、℻

3649-3123
東砂スポーツセンター 男女別
バドミントンダブルス大会

▢時 12／10(日)8：45〜受付 ▢場 東砂
スポーツセンター2階大体育室▢人
区内在住・在勤・在学の15歳以上(中
学生を除く)70組140人(抽選)▢費 2
人1組1,020円▢内 男女別・クラス別
ダブルスリーグ戦形式(Ⓐ江東区バ
ドミントン協会2部登録者／相当Ⓑ同
協会3部登録者／相当Ⓒ同協会4部登
録者／相当Ⓓ初心者) ▢締 11／14(火)
必着▢申 往復はがきに①参加希望ク
ラス(Ⓐ〜Ⓓ)、ペアを組む2人の②
氏名(ふりがな)③性別④年齢⑤住所
※在学・在勤の方は、学校名・会社
名と所在地⑥電話番号⑦江東区バド
ミントン協会に加盟している方は、
クラブ名・登録クラス・登録番号を
記入し、〒136-0074東砂4-24-1東砂
スポーツセンターへ郵送または各ス
ポーツセンターにある申込用紙に必
要事項を記入し、東砂スポーツセン
ター窓口(はがき1枚持参)で☎5606-
3171、℻5606-3176
有明スポーツセンター 男女別
バドミントンダブルス大会

▢時 12／24(日)8：45〜受付 ▢場 有明
スポーツセンター7階大体育室▢人
区内在住・在勤・在学の15歳以上(中
学生を除く)80組160人(抽選)▢費 2
人1組2,000円(シャトル代含む)▢内
男女別・クラス別ダブルスリーグ戦
形式(Ⓐ江東区バドミントン協会1部
登録者／相当Ⓑ同協会2部登録者／相
当Ⓒ同協会3部登録者／相当Ⓓ同協会
4部登録者／相当Ⓔ初心者)▢締 11／16
(木)必着▢申 往復はがきに①参加希
望クラス(Ⓐ〜Ⓔ)、ペアを組む2人
の②氏名(ふりがな)③性別④年齢⑤
住所※在学・在勤の方は、学校名・
会社名と所在地⑥電話番号⑦江東区
バドミントン協会に加盟している方
は、クラブ名・登録クラス・登録番
号を記入し、〒135-0063有明2-3-5
有明スポーツセンターへ郵送または
各スポーツセンターにある申込用紙
に必要事項を記入し、有明スポーツ
センター窓口(はがき1枚持参)で☎

3528-0191、℻3528-0192
｢福祉のつどい｣講演会
地域で暮らしていく中での助け合
い、支え合いのまちづくりの大切さ
を、落語家の三遊亭圓遊さんにお話
しいただきます▢時 11／30(木)14：30
〜15：30▢場 総合区民センター2階レ
クホール(大島4-5-1)▢人 区内在住
・在勤の方50人(申込順) ▢費 無料

▢師 三遊亭圓遊▢申 11／6(月)から社
会福祉協議会総務課に電話または窓
口で☎3647-1895、℻3647-5833
障害者福祉センター
地域交流｢ふく福まつり｣

▢時 11／11(土)10：00〜14：30 ▢人 ど
なたでも▢費 入場無料▢内 全日本ダ
ンス協会連合会による車いすダンス
デモンストレーション、介助犬・聴
導犬デモンストレーション、体験コ
ーナー(障害者スポーツ・車椅子・白
杖・手話・点字等)、模擬店(みそち
ゃんこ・焼きそば)など▢申 当日直
接会場へ※車での来場不可▢場 ▢問
障害者福祉センター(扇橋3-7-2)☎
3699-0316、℻3647-4918

障害者福祉センター
パソコン教室＆タブレット教室

▢時 12／12(火)〜15(金)(全4回)①パ
ソコン教室10：00〜12：00②タブレッ
ト(iPad)教室13：30〜15：30 ▢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各10人(11／14
(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)。①
のみテキスト・USBメモリ代2,000
円(全4回分)▢内 ①基本操作、イン
ターネットの検索・保存、エクセル
でカレンダー作成等②タッチパネル
の操作方法、アプリや地図の検索等

▢締 11／13(月)必着 ▢申 往復はがき
に希望の教室名・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
江東区民駅伝競走大会

▢時 平成30年1／7(日)9：00開会※少
雨・少雪決行(荒天の場合2／10(土)
に延期)▢場 夢の島競技場(夢の島1-
1-2)※車での来場はご遠慮ください
[走路]夢の島競技場外周路および都
立夢の島公園園路[部別]下表のとお
り ▢費 一般および壮年は1チーム
3,000円(中学生は1チーム1,000円)
※各チーム必ず傷害保険に加入して
ください ▢締 11／17(金) ▢申 各スポ
ーツセンター・夢の島競技場にある
申込書(ホームページ(▢HP http://
www.koto-hsc.or.jp/sports_fes
tival/post_35.html)からも入手可)
に記入し、参加費を添えて各窓口で

▢問 スポーツ会館☎3649-1701、℻

3649-3123

難病講演会｢ベーチェット病の
治療と日常生活｣
口腔粘膜・外陰部潰瘍などを呈す
る慢性再発性の炎症性疾患のベーチ
ェット病について専門家がお話しし
ます▢時 11／26(日)13：30〜15：30(開
場13：00)▢場 深川保健相談所多目的
室(白河3-4-3-301) ▢人 50人(申込
順)▢費 無料▢師 岳野光洋(日本医科
大学アレルギー膠原病内科准教授)

▢申 11／6(月)から電話で深川保健相
談所保健師へ☎3641-1181、℻3641-
5557
難病医療相談室

▢時 11／17(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 11／14(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へ☎

3649-1411、℻3649-1631

�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。
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