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都市景観審議会委員募集
区では｢江東区景観計画｣に基づき、
水辺を生かし、みどり豊かな潤いの
ある景観づくりを進めています。区
の景観形成にあたって区民の皆さん
の意見を反映させるため、審議会委
員を次のとおり募集します[任期]区
が委嘱する日(7月初旬ごろ)から2年
以内▢人 区内在住で、都市景観に関
心のある20歳以上の方2人(選考によ
り決定、6月中旬に応募者全員に結
果を通知)▢内 都市景観審議会(年2、
3回程度、平日の日中開催)で、景観
に関する意見等をお聞かせいただき
ます▢締 5／29(月)消印有効▢申 応募
動機を800字以内(A4用紙横書き)に
まとめ、住所、氏名、年齢、職業、
連絡先を記入し、〒135-8383区役所
都市計画課都市計画担当(区役所5階
21番)へ郵送、ファクス、メールまた
は窓口で☎3647-9183、℻3647-9009

▢ｅ toshi@city.koto.lg.jp
江東区消費者教育推進委員会
委員募集
区の消費者教育の推進施策等につ
いての意見を伺います▢人 区内在住
で消費者問題に関心があり、平日の
昼間2時間の会議に出席できる方2人
※謝礼有り[任期]2年(平成29・30年
度)[会議]年2回程度▢締 5／24(水)必
着▢申 住所、氏名、年齢、職業、連
絡先、原稿用紙(400字)に｢消費者と
して区に要望すること｣を記入し、
〒135-0011扇橋3-22-2消費者センタ
ーへ郵送または持参▢問 消費者セン
ター☎5683-0321、℻5683-0318
都市型軽費老人ホーム
故郷の家・東京が開設
4月から、都市型軽費老人ホーム
故郷の家・東京(塩浜1-4-48)が開設
しました。本施設は、60歳以上で自
立した日常生活を営むことに不安が
ある方を対象に、低額の料金で住ま
いとともに食事や見守りのサービス
を提供する施設で、特別養護老人ホ
ームと併設しています。入居を希望
される方は、直接施設にお申し込み
ください[入所申込先](社福)こころ
の家族☎3644-0555、℻3644-0556

▢問 長寿応援課施設支援係☎3647-
4331、℻3647-9247
区立有明西学園通学区域説明会
平成30年4月に開校を予定してい
る区立有明西学園(旧(仮称)第二有
明小・中学校)の通学区域説明会を
開催します。詳細は区ホームページ
をご覧ください ▢時 5／18(木)19：00
〜20：00▢場 有明小学校体育館(有明
2-10-1)[持ち物]スリッパ、ビニー
ル袋▢申 当日直接会場へ▢問 学務課
学事係☎3647-9174、℻3647-9053
地価公示価格の閲覧
平成29年1／1現在の都内の地価公

示価格は、都市計画課(区役所5階21
番)、豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊
洲シビックセンター3階)、各出張所
・図書館で閲覧できます。また、国
土交通省のホームページ(▢HP http:
//tochi.mlit.go.jp/)でもご覧にな
れます ▢問 都市計画課庶務担当☎

3647-9439、℻3647-9009
男女共同参画審議会
傍聴できます

▢時 5／29(月)14：00〜 ▢場 男女共同
参画推進センター第1・2研修室(扇
橋3-22-2パルシティ江東内)▢人 5人
(区民の方を優先し抽選) ▢申 当日
13：45までに直接会場へ▢問 男女共

同参画推進センター男女共同参画担
当☎3647-1163、℻5683-0340
北砂3〜5丁目地区不燃化特区
専門家による個別相談会

▢時 5／9(火)・26(金)13：00〜16：50

▢場 不燃化相談ステーション(北砂4
-24-3 2階)▢人 不燃化特区内で建物
の建替え、移転、除却を検討してい
る方▢費 無料▢申 電話で不燃化相談
ステーション☎6666-0580、℻6666-
0521▢問 地域整備課不燃化推進係☎

3647-9491、℻3647-9009
古着の巡回回収(第2回)
5／13(土)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します※
くつやぬいぐるみなど回収できない
ものもあります▢時 ▢場 下表のとお
り(雨天決行)▢問 清掃リサイクル課
☎3647-9181、℻5617-5737

行政書士による無料相談会

▢時 ①5／11(木)13：30〜16：00②5／15
(月)13：30〜16：00③5／18(木)13：00
〜16：00▢場 ①豊洲文化センター第4
研修室(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)②総合区民センター7階
第7会議室(大島4-5-1)③区役所2階
区民ホール▢内 遺言・相続・遺産分
割、株式会社・NPO等の法人設立、
飲食店・古物商・産廃・建設業他各
種営業許認可関係、融資、契約書関
係▢申 当日直接会場へ▢問 東京都行
政書士会江東支部☎4500-2995また
は区広報広聴課広聴相談係☎3647-
2364、℻3647-9635
建築・測量登記の無料相談

▢時 5／10(水)13：00〜15：00▢場 区役
所2階区民ホール▢内 新築・増改築・
耐震等に関するプラン、資金､日照
問題、登記、土地測量等建築一般に
関する相談。設計図面や資料のある
方はご持参ください[相談員](一社)
東京都建築士事務所協会江東支部会

員・東京土地家屋調査士会江東支部
会員▢申 当日直接会場へ▢問 建築調
整課建築防災係☎ 3647-9764、℻

3647-9009
敬老はり・マッサージ事業
区では下表の日程で、60歳以上の
区民の方を対象に｢はり・マッサー
ジサービス｣を行います。利用券は、
各会場にて初回実施日の1週間前か
ら利用券を配布します(利用は年度
で1人1回)。ご希望の方は各会場に
お問い合わせのうえ、利用券をお求
めください。ご利用の際は日本手ぬ
ぐいを2本お持ちください▢問 長寿
応援課長寿応援係☎3647-4541、℻

3647-9247

5月は消費者月間
｢行動しよう 消費者の未来へ｣を

統一テーマに、期間中は、消費者、
事業者、行政が一体となって消費者
啓発や教育等の各種事業が全国各地
で行われます▢問 消費者センター☎

5683-0321、℻5683-0318または消費

者庁消費者教育・地方協力課☎3507
-8800
5月は赤十字運動月間
日本赤十字社の災害救護・献血・
国際救護等、奉仕と福祉のための多
岐にわたる事業は皆さんからの善意
で寄せられた活動資金によって行わ
れています(東日本大震災や熊本地
震災害等の義援金はすべて被災者へ
送られるもので、活動資金とは異な
ります)。活動資金は、5月を中心に
町会・自治会による集金、ホテルや
コンビニエンスストア等に設置する
チャリティーボックス、口座自動引
き落としやインターネット(クレジ
ットカード)でのご協力、区役所窓
口等で受け付けています。皆さんの
ご協力を心からお願いします▢問 日
本赤十字社東京都支部江東区地区
(区役所地域振興課地域振興係)☎
3647-4962、℻3647-8441

ミュージアムトーク収蔵
資料展｢描かれた江戸時代｣
江戸の情報源を地誌、地図などで
探ります ▢時 5／13(土)13：00〜 ▢費
大人200円、小・中学生50円(観覧料)

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 中川船
番所資料館(大島9-1-15)☎3636-
9091、℻3636-9094

バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バスケットボ
ール
バドミントン

深川スポーツ
センター
越中島1-2-18
☎3820-5881
℻3820-5884

スポーツ会館
北砂1-2-9
☎3649-1701
℻3649-3123

スポーツ施設名
問い合わせ先

バドミントン

卓球・トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球

卓球・各種武道・トレーニング

午前
9：00〜12：00

卓球・トレーニング

ミニバス・サ
ッカー教室
※申込は締め
切りました

トレーニング

江東スポーツデー(区民無料公開日)
第2土曜(5／13)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

トレーニング
・卓球・弓道

深川北スポー
ツセンター
平野3-2-20
☎3820-8730
℻3820-8731

夜間
18：00〜21：30

東砂スポーツ
センター
東砂4-24-1
☎5606-3171
℻5606-3176

バドミントン

トレーニングは9：00〜21：50
小学生スポ館
スポーツ塾
※申込は締め
切りました

バドミントン
ミニバスケッ
トボール

ソフトテニス
バレーボール

ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

ソフトテニス

有明スポーツ
センター
有明2-3-5
☎3528-0191
℻3528-0192

亀戸スポーツ
センター
亀戸8-22-1
☎5609-9571
℻5609-9574

バドミントン
卓球

午後
13：00〜17：00

バドミントン

バレーボール
ビーチボール

クライミングウ
ォール(大人)

トレーニング

バレーボール
バドミントン

クライミングウォ
ール(こども・親子)

トレーニング・各種武道

クライミングウォ
ール(こども・親子)

水泳

第4土曜第2土曜

卓球

バスケットボール
ミニバスケットボ
ール

水泳

ソフトテニス
卓球

午前
9：00〜12：00

こどもスポーツデー
第2土曜(5／13)、第4土曜(5／27)の
午前中は、小中学生の無料公開日

バドミントン
ミニバスケットボ
ール・卓球・弓道

卓球
各種武道
水泳

水泳

卓球

江東区スポーツネット
7月のスポーツ施設（野球場・運動場・
テニス場）の利用申込

抽選受付期間 5／20(土)〜31(水)
抽選後の空き施設の申込 6／9(金)から受付
申込方法 利用者登録後、携帯電話、インター
ネット、または各スポーツセンターおよび区役
所1階にある利用者端末機で申し込みます。な
お、下記の日程は施設の整備・区民体育大会等
の開催により利用申込はできませんのでご注意
ください。

東少年

16

野球
・

ソフトボール
8〜18

▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

2・9全面

潮見 B・D面

8〜162・9・16・17

日(7月分)

3・4・9・10面

時間施設・面番号

※新砂運動場(テニス・ソフトボール・サッカー場)
は改修工事のため、平成29年8月中旬まで、利用を
中止します。

9〜182全面荒川砂町

8〜18

1・2・5・6面

8〜1823・303・4・7・
8・9・10面

全日
8〜18

夢の島

1・8・15・16・17・22・2911・12面
平日・日曜・祝日

屋外スポーツ施設休場日

8〜182・9・16・17・23・30

8〜1623・30
8〜1616C面

種目

全日10・24

全日9全面豊住
テニス

6月の乳幼児食事教室
(申込順・5／8(月)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

27(火)
13：30〜

6(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

22(木)
13：30〜

1(木)
①13：00〜 ②14：30〜

城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

会場・問い合わせ先

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102
☎5632-2291 ℻5632-2295

8(木)
13：30〜

1(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

7(水)
14：00〜

15(木)
①13：30〜 ②15：00〜

東砂小学校校門番所橋通り沿
い
(東砂2-12-14)

東川小学校ひまわり学級建物
前(新大橋通り沿い)
(住吉1-12-2)

場所

5／13(土)
10：30〜
12：00

深川第八中学校校門前
(塩浜2-21-14)5／13(土)

13：00〜
14：30

日時

スポーツ会館駐車場付近
(北砂1-2-9)

☎3646-0461
℻3648-9247

☎3647-8180
℻3647-8129

電話番号

古石場福祉会館
(古石場1-11-11)10／25(水)

6／28(水)

☎5609-8822
℻5609-8821

亀戸ふれあいセ
ンター(亀戸9-
33-2-101)

12／14(木)

11／16(木)
・24(金)

☎3647-0108
℻3647-0109

5／12(金)

千田福祉会館
(千田21-18)12／4(月)

実施日

6／14(水)

☎3640-8651
℻3699-6744

城東ふれあいセ
ンター
(北砂4-20-12)

8／18(金)
・24(木)

☎3637-2581
℻3637-2881

大島福祉会館
(大島4-5-1)9／22(金)

☎3641-9531
℻3641-9531

亀戸福祉会館
(亀戸1-24-6)

東砂福祉会館
(東砂7-15-3)

東陽福祉会館
(東陽6-2-17)

実施会場

☎3685-8208
℻3683-4851

☎3647-3901
℻3647-1941

塩浜福祉会館
(塩浜2-5-20)

スポーツデーにお越しの方へ ☆上履きをお持ちください。☆夜間の中学生以下の
利用は、必ず保護者が同伴してください。




