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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。

休館・休止つづき

深川スポーツセンター
6／11(日)・24(土)午後の大体育室
の一般公開を中止。イベント・大会
開催のため▢問 深川スポーツセンタ
ー☎3820-5881、℻3820-5884
芭蕉記念館
6／13(火)・14(水)、展示室・図書
室を休室。展示替えのため▢問 芭蕉
記念館☎3631-1448、℻3634-0986
深川江戸資料館
6／13(火)〜16(金)を臨時休館。保
守点検のため▢問 深川江戸資料館☎

3630-8625、℻3820-4379
深川北スポーツセンター
6／16(金)・23(金)夜間、体育室の
一般公開(ビーチボール)を中止。ラ
ジオ体操練習会のため。6／25(日)
16：00〜6／27(火)全日、プールを休場。
着衣泳体験会、換水のため▢問 深川
北スポーツセンター☎3820-8730、
℻3820-8731
スポーツ会館
6／18(日)・24(土)9：30〜11：45、プ
ールの一般公開を中止。障害者水泳
教室およびスポーツ塾開催のため。
6／18(日)午前・午後、大体育室の一
般公開(ビーチボール・バドミント
ン)を中止。大会のため。6／18(日)
午前、柔道場の一般公開(各種武道)
を中止。少年少女スポーツ教室開催
のため ▢問 スポーツ会館☎3649-
1701、℻3649-3123
亀戸スポーツセンター
6／25(日)14：00〜27(火)全日、プー
ルの一般公開を中止。着衣泳講習会
および換水のため▢問 亀戸スポーツ
センター☎5609-9571、℻5609-9574

戦没者追悼式の参列者募集

▢時 8／15(火) ▢場 全国戦没者追悼
式：日本武道館(千代田区北の丸公園
2-3)、東京都戦没者追悼式：文京シ
ビックホール(文京区春日1-16-21)

▢人 東京都に居住する戦没者のご遺
族の方各200人(電話予約。各遺族団
体の会員は、それぞれの団体にご相
談ください) ▢締 6／15(木) ▢申 電話
で東京都福祉保健局計画課援護恩給
担当☎5320-4076、℻5388-1403
6月は浸水対策強化月間
6／1(木)〜30(金)は、｢浸水対策強
化月間｣です。下水道局では雨季前
の施設総点検を実施しています。降
雨情報は、ホームページ｢東京アメッ
シュ｣をご覧ください▢問 下水道局
東部第一下水道事務所お客さまサー
ビス課☎ 3645 - 9263 ▢HP http: //
www.gesui.metro.tokyo.jp/
初級パソコン教室

▢時 7／1(土)・8(土)・16(日)・22(土)
・29(土)9：00〜12：00(全5回)▢場 江
東商業高等学校(亀戸4-50-1)▢人 都
内在住・在勤・在学の成人の方30人
(抽選) ▢費 1,500円 ▢内 パソコン
(Windows8)での初心者向け文字
入力、画面操作など▢締 6／15(木)消
印有効▢申 はがきに講座名、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を記入
し、〒136-0071亀戸4-50-1江東商業
高等学校へ☎3685-1711、℻3636-
1075
公開講座｢初心者のための
パソコンでつくるPOP広告｣

▢時 7／15〜8／5の土曜および8／11(金
・祝)13：00〜15：00(全5回)▢場 都立
第三商業高等学校(越中島3-3-1)

▢人 都内在住・在勤・在学の成人の

方15人(抽選) ▢費 1,000円 ▢内 パソ
コンで名刺作成、個人商店向けの値
札、ポスター等を作成▢締 6／23(金)
消印有効▢申 往復はがきに①講座名
②住所③氏名④年齢⑤性別⑥電話番
号を記入し、〒135-0044越中島3-3-
1都立第三商業高校(全日制)公開講
座係へ☎3641-0380、℻3641-0879
東京海洋大学公開講座
大学の研究者が船のエンジンにつ
いて解説します ▢時 7／8(土)9：30〜
16：30、7／9(日)9：30〜15：45(全2回)

▢場 東京海洋大学越中島キャンパス
(越中島2-1-6)▢人 高校生以上の方
40人(抽選)▢費 7,500円(傷害保険料
300円を含む)※高校生は3,900円

▢内 船のエンジンの仕組み、運転管
理、最新技術について分かりやすく
解説※最終日は｢練習船汐路丸｣に乗
船予定▢締 6／16(金)必着▢申 はがき
またはファクス、メールに①公開講
座申込②氏名(ふりがな)③年齢④住
所⑤電話番号・ファクス番号を記入
し、〒108-8477港区港南4-5-7東京
海洋大学研究企画・産学連携係へ☎

5463-4197、℻5463-0359 ▢ｅ kou
za2017@m.kaiyodai.ac.jp
木場公園 植物スケッチ教室

▢時 7／2(日)13：00〜15：00 ▢場 木場
公園・木場ミドリアム▢人 30人(申
込順)▢費 無料▢申 6／5(月)から電話
で都立木場公園サービスセンターへ
☎5245-1770、℻5245-1772

女性のための無料ホットライン
〜女性の権利110番〜
離婚、セクハラ、マタハラ、DV等
の悩みに関して、経験豊富な弁護士
・女性相談員がお応えします▢時 6／
24(土)10：00〜16：00▢人 女性▢費 無
料[主催]東京弁護士会・第一東京弁
護士会・第二東京弁護士会・日本弁
護士連合会[ホットライン]☎3595-
8370(当日専用)▢問 第二東京弁護士
会人権課☎3581-2257、℻3581-3338
認知症カフェ開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを専門の相談員に相談したり、介
護の情報を得ることができる認知症
カフェを開催します。
1．アロマカフェ

▢時 6／8(木)14：00〜16：00 ▢場 千田
福祉会館1階洋室(千田21-18)▢内 認
知症サポーター養成講座。カフェ利
用者とのお話会▢問 ライフレッシュ
・ケア江東☎5677-5075、℻3699-
0828
2．e-cafe

イーカフェ
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▢時 6／10(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
3．ふくろうカフェ

▢時 6／13(火)11：00〜15：00▢場 Ako
ア コ

Cafe
カ フ ェ

(亀戸4-25-1) ▢内 看護師によ
る認知症予防についての講話ほか

▢問 亀戸北長寿サポートセンター☎

5626-0671、℻5626-0133
4．ラウレア

▢時 6／14(水)11：00〜16：00▢内 介護
食メニューの試食会ほか▢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
※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 区民健康講座

▢時 6／17(土)13：30〜14：30▢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 どなたでも
150人(先着順)▢費 無料▢内 ｢心臓病
にならない｣敵を知って、予防の極
意をつかむ-百寿への新たな挑戦-

▢師 宮内(循環器内科医師)▢申 当日
直接会場へ▢問 順天堂東京江東高齢
者医療センター☎5632-3111
日本成人矯正歯科学会記念大会
市民公開講座

▢時 6／24(土)11：00〜13：00(10：30受
付開始)▢場 東京ビッグサイトTFT
ビル西館2階ホール300(有明3-4-10)

▢人 300人(先着順) ▢費 無料 ▢内 歯
医者さんはお口の神社〜口を清めれ
ば肺炎にならず血糖値も下がる〜

▢師 西田亙(糖尿病内科・院長)▢申
当日直接会場へ▢問 日本成人矯正歯
科学会記念大会事務局☎5963-4007、
℻5963-4008 ▢ｅ seijin@gakujyu
tsusha.co.jp
ラジオ体操指導者講習会
両日出席した18歳以上の方には修
了証を交付します▢時 6／16(金)・23
(金)18：30〜20：00(全2回) ▢場 深川
北スポーツセンター(平野3-2-20)

▢集 18：00 ▢人 区内在住・在勤の方

▢費 無料[持ち物]上履き・運動ので
きる服装・飲み物▢師 多胡肇(東京
都ラジオ体操連盟常任相談役)、吉
江晴菜(NHKテレビ体操)、全国ラジ
オ体操公認指導士▢申 電話またはフ
ァクスで氏名・住所・電話番号・年
齢を江東区ラジオ体操連盟(若林写
真工房)へ連絡のうえ、当日会場へ。
当日受付も可☎・℻3631-9286
隅田川クリーン大作戦
参加者募集
隅田川流域の勝どき橋(中央区)と
桜橋(墨田区)の間約8kmの両岸テ
ラス、緑地帯および管理通路、浜町
公園堤防まで4つのルートに分けて、
徒歩でごみを回収します(記念品を
贈呈) ▢時 6／17(土)8：45〜12：00[ル
ート]①勝どき橋②桜橋右岸③石川
島公園④桜橋左岸▢集 ①勝どき橋西
詰(中央区築地6)、②・④桜橋(墨田
区向島5-1先、橋の中央)、③石川島
公園パリ広場(中央区佃2-1-5)▢費
無料(傷害保険有)▢締 6／11(日)▢申
ファクスに参加者の氏名・住所・電
話番号、希望ルートを記入し、実行
委員会事務局へ送付のうえ、当日直
接希望ルートの集合場所へ▢問 隅田
川クリーンキャンペーン実行委員会
事務局(藤原)☎・℻3841-0677
こうとう創業支援セミナー
創業者の体験談をふまえ、創業に
必要な基礎知識から、成功するため
のノウハウまでを体系的に学び、受
講生同士の交流も行います。本セミ
ナーを受講し、区の認定を受けるな
ど一定の条件を満たせば、区内で株
式会社登記をする場合に登録免許税
が減額されるなど、創業に関するさ
まざまな支援が受けられます▢時 7／
9(日)・17(月・祝)・23(日)・30(日)、
8／11(金・祝)・20(日)13：00〜18：00

▢場 アジアスタートアップオフィス
MONO(青海2-5-10テレコムセン
タービル東棟14階)▢人 創業を目指
す方、各回30人(申込順) ▢費 1回
2,000円、6回通し参加券10,000円

▢申 6／5(月)からMONOホームペ
ージで▢問 MONO☎6426-0955(平
日10：00〜18：00)▢HP https://even
ton.jp/7176/

発明、商標等の知的財産
無料相談会

▢時 6／21(水)13：00〜16：00▢場 区役
所2階区民ホール▢人 区内の中小企
業・個人事業者▢内 特許・実用新案
・意匠・商標・著作権等▢申 電話で
日本弁理士会関東支部事務局・谷川
へ(当日会場でも受付※予約優先)☎
3519-2751、℻3581-7420 ▢ｅ info-
kanto@jpaa.or.jp
区民ファミリーキャンプの集い
親子で、思い切り、夏を満喫！

▢時 7／21(金)〜23(日)※2泊3日▢場
若洲公園キャンプ場(若洲3-2-1)

▢人 区内在住・在勤・在学の親子(こ
どもは4歳以上)25組80人 ▢費 1人
8,500円(食事代・保険代等) ▢締 7／
10(月)消印有効▢申 往復はがきに参
加者全員の住所・氏名・年齢(生年月
日)・性別・電話番号・参加人数(1組
3〜6人)を記入し、〒136-0073北砂5
-20-3-812江東区レクリェーション
協会 野田悦子へ☎3646-3369
中央高等学校公開講座
｢パソコン講座・エクセル中級｣

▢時 7／24(月)・25(火)9：30〜12：30
(全2回)▢場 中央学院大学中央高等
学校(亀戸7-65-12)▢人 区内在住・
在勤の成人の方30人(抽選) ▢費
1,500円▢締 7／3(月)必着▢申 往復は
がきに講座名・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、〒136-0071亀戸
7-65-12中央学院大学中央高等学校
公開講座係 桜井へ☎5836-7020
IHIアトリウムコンサート
日本を代表するプロ吹奏楽団｢シ
エナ・ウインド・オーケストラ｣のメ
ンバーによるアンサンブルユニット
｢シエナ・スピリッツ｣が吹奏楽の魅
力をお届けします。幅広いレパート
リーでお子さんから大人までお楽し
みいただけます▢時 6／6(火)18：00〜
19：00(開場17：30)▢場 豊洲IHIビル1
階アトリウム(豊洲3-1-1)▢費 無料

▢申 当日直接会場へ ▢問 (株)IHI☎
6204-7800、℻6204-8800
難病者と一緒に音楽・演奏を
楽しむひととき

▢時 6／15(木)13：30〜15：30▢場 障害
者福祉センター3階(扇橋3-7-2)▢人
難病者とその家族・知人50人(先着
順)▢費 無料▢内 ボランティアの協
力でバンド演奏・オカリナ演奏を楽
しみます▢申 当日直接会場へ▢問 江
東区難病団体連絡会 宮内☎3683-
2753
7本指のピアニスト 西川悟平
親子のためのピアノコンサート
手の難病を乗り越え7本指での演
奏で、現在はニューヨーク中心に活
躍されている西川悟平さん。お話と
ピアノ演奏を通じて、困難を乗り越
えて行くことの意味、あきらめずに
自分を表現していくことの素晴らし
さを小さなお子さんから大人まで五
感で感じていただきます ▢時 7／7
(金) 16：30〜 18：00 (開場 16：00〜)

▢場 深川江戸資料館小劇場(白河1-3
-28) ▢人 200人(申込順) ▢費 前売
3,000円、当日3,500円(空きがある
場合のみ)▢締 6／23(金)▢申 6／5(月)
から、電話またはファクスに①氏名
(全員分)②希望枚数(一般席または
車いす席)③電話番号④ファクス番
号を記入し、一緒に遊ぼう会(田中)
へ※ホームページからも申込できま
す※申込後1週間以内に料金の振込
が必要です☎080-5697-5205、℻050
-3730-4142 ▢HP http://blog.goo.
ne.jp/isshoni-asobou




