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講座・催しものつづき

江戸和竿 収蔵釣具展
江戸和竿の名品の数々を展示しま
す。和竿師が生み出した江戸和竿の
美しさをお楽しみください▢時 12／6
(水)〜1／21(日)9：30〜17：00(最終入
館は16：30)※月曜休館(祝日の場合
は翌日)▢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
古文書読解講座
｢書き残された江東｣
江戸時代の古文書や記録類の解読
方法や解釈の仕方、書かれている事
柄の背景などを知るための知識を身
につける講座です。今回は江東地域
に関する地誌や歴史について記され
た記録や刊行された書物など、さま
ざまな史料に挑戦します▢時 1／30〜
3／13(2／13を除く火曜全6回)14：00〜
15：30▢場 中川船番所資料館(大島9-
1-15)▢人 25人(申込順)▢費 3,600円
(教材費込) ▢師 久染健夫 ▢申 12／10
(日)9：00から電話で中川船番所資料
館☎3636-9091、℻3636-9094
水辺のワークショップ
｢たこ作り＆たこあげ｣
自分で絵を描き、オリジナルのカ
イトを作ります。旧中川の大空高く
飛ばしましょう▢時 1／8(月・祝)10：
00〜12：00▢場 中川船番所資料館1階
会議室(大島9-1-15)、旧中川▢人 こ
ども15人(申込順)※小学3年生以下
は保護者同伴、幼児も参加可 ▢費
500円 ▢師 寺田浩之(ココペリプラ
ス)▢申 12／10(日)9：00から中川船番
所資料館に電話または窓口で☎3636
-9091、℻3636-9094
みんなで踊ろう！
東京五輪音頭2020
｢東京五輪音頭2020｣を皆さんで歌
い踊って、東京2020大会を盛り上げ
ましょう▢時 12／17(日)9：30〜10：30

▢人 どなたでも[主管]江東区エアロ
ビック連盟▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 スポーツ会館(北砂1-2-9)☎
3649-1701、℻3649-3123
社会福祉協議会
きらめきコミュニティ
地域の誰もが参加できる仲間つく
りの場です▢時 ▢場 下表のとおり

▢内 ①きらめきコミュニティカフェ
(10：00〜13：00)②福祉・ボランティ
ア相談(10：00〜12：00)③イベント
｢カルタde脳トレ｣｢頑張らないうん
どう｣(10：30〜11：30) ▢人 該当地区
にお住いの方▢費 無料▢申 当日直接
会場へ▢問 江東区社会福祉協議会地
域福祉推進課☎3640-1200、℻5683-
1570

障害者地域生活支援セミナー
フラワーアレンジメント体験

▢時 1／22(月)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15人(抽選)▢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)および材料
費1,500円▢締 12／13(水)必着(12／14
(木)10：30から公開抽選)▢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)
・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

難病医療相談室

▢時 12／15(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 12／12(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☎3649
-1411、℻3649-1631
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
在宅で療養されている高齢の方や、
心身の障害のために通院が難しい方
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

中川船番所資料館
12／5(火)を臨時休館。展示替えの
ため▢問 中川船番所資料館☎3636-
9091、℻3636-9094
芭蕉記念館
12／12(火)・13(水)の全日、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
東砂スポーツセンター
12／17(日)全日、大体育室の一般
公開を中止。大会開催のため▢問 東
砂スポーツセンター☎5606-3171、
℻5606-3176

スイソミルdeクリスマス

▢時 12／2(土)・3(日)・9(土)・10(日)
・16(土)・17(日)・23(土・祝)・24
(日)9：00〜16：30 ▢内 クリスマスツ
リーオーナメントやストラップ作り
など工作イベントを開催。9(土)に
はサンタスイソンが登場！記念撮影
やオリジナルグッズプレゼントもあ
ります▢費 無料▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 東京スイソミル(潮見1-3-2)
☎ 6666 - 6761、℻ 6666 - 6762 ▢HP
https://www.tokyo-suisomiru.
jp/

地域障害者交流事業さるえ
クリスマスコンサート
歌って踊ってからだ全体で�聴く�
コンサート。障害のある方もない方
も、おなじみのナンバーを大迫力の
生演奏で一緒に楽しみましょう▢時
12／23(土・祝)13：45〜15：00(13：30
開場)▢場 都立大江戸高校体育館(千
石3-2-11) ▢人 100人(申込順) ▢費
300円▢内 ミュゼ・ダール吹奏楽団
による演奏[主催]江東区・(一社)江
東ウィズ ▢締 12／15(金)※定員にな
りしだい終了 ▢申 12／5(火)10：00か

ら電話またはファクスに住所、氏名、
電話番号を記入し、まつぼっくり子
ども教室へ☎3635-6301、℻3635-
3285
障害者と共に楽しむ
Xmasコンサート

▢時 12／21(木)13：30〜15：00 ▢場 障
害者福祉センター3階会議室(扇橋3-
7-2)▢人 障害者とその家族、知人50
人(先着順)▢費 無料[出演]大野義夫
とカントリーメイツ▢申 当日直接会
場へ▢問 江東区難病団体連絡会(宮
内)☎3683-2753
｢第九｣ふるさとこうとう音楽
のつどい

▢時 12／10(日)14：00〜(13：30開場)

▢場 ティアラこうとう大ホール(住
吉2-28-36)▢費 1,500円(全席自由)

▢内 ベートーヴェン／交響曲第9番二
短調(合唱付き)[出演]土田政昭(指
揮)、江東区民合唱団、江東フィルハ
ーモニー管弦楽団▢申 ティアラこう
とう・各文化センターでチケット取
り扱い(当日券あり)▢問 ふるさとこ
うとう音楽連盟事務局(鳥見康子)☎
・℻3643-7730
アパッショナート管弦楽団
定期演奏会

▢時 1／13(土)14：00開演(13：20開場、
13：30プレコンサート)▢場 ティアラ
こうとう大ホール(住吉2-28-36)

▢費 無料▢内 ベートーヴェン・｢エ
グモント｣序曲／チャイコフスキー・
ピアノ協奏曲第1番／シベリウス・交
響曲第2番[出演]河上隆介(指揮)、
江里俊樹(ピアノ) ▢人 小学生以上

▢申 当日直接会場へ▢問 アパッショ
ナート管弦楽団広報担当(森田)☎
090-7907-1405▢HP http://orchest
ra.musicinfo.co.jp/~apakan/

▢ｅ Appassionato_web@yahoo.
co.jp
講演会｢金藤理絵 子育て論｣
リオオリンピック200m平泳ぎ金
メダリストの金藤理絵さんに、ご自
身の経験を踏まえて子育てについて
お話しいただきます ▢時 1／27(土)
10：00〜12：00 ▢場 しののめYMCA
こども園(東雲1-9-46)▢人 250人(申
込順)※高校生以下不可 ▢費 無料

▢申 12／5(火)から東京YMCAホー
ムページ(▢HP http://tokyo.ymca.
or.jp/news/2017/11/kosodate.
html)で☎3615-5568、℻3615-5578

▢ｅ kosodate@tokyoymca.org
江東病院 江東健康フォーラム

▢時 12／16(土)13：30〜(13：15開場)

▢場 江東病院本館2階北側待合室(大
島6-8-5)▢人 50人(先着順)▢費 無料

▢内 検査データの見方▢師 古川敦子
(臨床検査技師)▢申 当日直接会場へ

▢問 江東病院医療連携室☎3685-
2253、℻3685-2766
順天堂東京江東高齢者医療
センター 区民健康講座

▢時 12／16(土)13：30〜14：30▢人 150
人(先着順)▢費 無料▢内 抗生物質で
効かない細菌とは？不適切な処方さ
れていませんか▢師 金井美

よし

紀
のり

(総合
診療科医師) ▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 順天堂東京江東高齢者医療
センター(新砂3-3-20)☎5632-3111
｢深川七福神と史跡めぐり｣
講師解説｢朱印集め｣も可能

▢時 1／3(水)※小雨、小雪決行▢集 8：
50に富岡八幡宮本殿前(解散は深川
神明宮)▢人 区内在住・在勤の方100
人(申込順) ▢費 1人1,000円(七福神
手拭い・甘酒付き)▢締 12／15(金)必
着※定員になりしだい終了▢申 12／5
(火)から往復はがきに①代表者氏名

②住所③電話番号④参加人数を記入
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
小学生バドミントン
シングルス大会

▢時 2／18(日)8：45〜受付▢場 有明ス
ポーツセンター(有明2-3-5)▢人 区
内在住・在学の小学生▢費 1人1,000
円[種目]男女別3年生・4年生・5年生
・6年生の部(1、2年生は3年生の部に
参加)※各自でスポーツ保険等に加
入してください▢内 試合はリーグ戦
・決勝トーナメントで行い、1ゲーム
21点制、2ゲーム先取 ▢締 1／18(木)

▢申 電話で江東区バドミントン協会
加藤規泰☎3684-5253(受付時間19：
00〜21：00)
認知症カフェ開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを相談したり、介護の情報を得た
りすることができます。
1．e-cafe

イーカフェ

東
とう

陽
よう

▢時 12／9(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
2．ふくろうカフェ

▢時 12／12 (火) 11：00 〜 15：00 ▢場
Ako
ア コ

Cafe
カ フ ェ

(亀戸4-25-1)▢内 ｢ピアノ
の演奏による合唱｣ほか▢問 亀戸北
長寿サポートセンター☎5626-0671、
℻5626-0133
3．ラウレア

▢時 12／13(水)11：00〜16：00 ▢内 歌
声喫茶ほか▢場 ▢問 ブルーオーシャ
ンカフェ(住吉2-2-4)☎6659-6537、
℻ 6659 - 9803 ▢HP http: //b lueo
ceancafe.tokyo
4．アロマカフェ

▢時 12／14(木)14：00〜16：00 ▢場 千
田福祉会館1階洋室(千田21-18)▢内
認知症の方へオムツの利用相談会ほ
か▢問 ライフレッシュ・ケア江東☎

5677-5075、℻3699-0828
※いずれも ▢費 無料(飲食代実費)

▢申 当日直接会場へ

カラー美術魚拓であなただけの
作品を作ってみませんか

▢時 第2日曜10：00〜17：00 ▢場 亀戸
文化センター(亀戸2-19-1)▢費 入会
金2,000円、月会費1,000円▢内 草花
魚貝に直接絵の具を塗って和紙に拓
します。女性会員もいて楽しい教室
です。初心者、見学歓迎します▢問
現代美術魚拓研究会会長 野村一水
☎090-1040-9145
呼吸法で体の中からリフレッシュ
江東気功サークル

▢時 水曜10：15〜11：45▢場 小松橋出
張所3階和室(扇橋2-1-5) ▢費 月
2,000円▢内 ストレスを発散しなが
らの呼吸法で足腰を鍛えて健康な体
づくり。中高年の方々に最適な気功
です。見学自由▢問 小守昭江☎3644
-3634
北・南アルプス、テント山行を
行いましょう！

▢時 毎月第1火曜18：30に総合区民セ
ンター(大島4-5-1)で定例会、第4日
曜山行▢場 関東近郊▢人 足に自信が
あり、積極的な方▢費 入会金2,000
円、年会費8,000円、保険代5,000円
(交通費等は別途実費負担)▢内 春山
は3,000mに向けた訓練 ▢問 稜線漫
歩の会 藤原正博☎3638-5488

12月は｢オール東京滞納STOP強化月間｣ 区では、都や都内全区市町村と連携して税の徴収対策を強化しています。［特別区民税の納

付］納税課収納推進係☎3647-2063、℻3647-8646［特別区民税の納付相談］納税課徴収第一・第二係☎3647-4153、℻3647-8646
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豊洲文化センター8階第2・3
研修室(豊洲2-2-18)

12／20
(水)

深川
北部

総合区民センター7階第2・3
会議室(大島4-5-1)

1／17
(水)

森下文化センター3階第1・2
研修室(森下3-12-17)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

12／13
(水)

1／24
(水)

場所日程

城東
北部




