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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。

日時 場所 地区

2/15（水）砂町文化センター２階第３・４会議室（北砂５―１―７）
城東
南部

2/22（水）豊洲文化センター８階第２・３研修室（豊洲２―２―１８）
深川
南部

3/15（水）総合区民センター７階第４・５会議室（大島４―５―１）
城東
北部

3/22（水）森下文化センター３階第１・２研修室（森下３―１２―１７）
深川
北部

講座・催しもの つづき
児童会館
陶芸教室・天体観望会・大作戦
1．陶芸教室「ペン立てを作ろう」
時2/25（土）14：00～16：00人 区内
在住の小中学生12人※小学2年生以
下は保護者同伴（抽選、結果は当選者
にのみ2/12（日）連絡）［持ち物］エプ
ロン・手ふきタオル 師 蒲田里奈
2．天体観望会「オリオン大星雲」
時2/25（土）集19：00に2階ホール
（19：15受付終了）人 どなたでも60
人（抽選、結果は当選者にのみ2/14
（火）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、
2階ホールで星空解説
3．大作戦「鉄棒に挑戦！」
時2/26（日）①10：00～10：45②11：
00～11：45人 区内在住の4歳以上の
幼児 各回20人とその保護者（抽選、
結果は当選者にのみ2/15（水）連絡）
内 前まわりの完成を目指します
［持ち物］運動着、室内シューズ、水
筒、タオル 師 加藤正樹
※いずれも 場 児童会館（住吉1-9-
8）費 無料 締2/10（金）申 児童会
館に電話または窓口で�3633-6911、
FAX3633-6936

中川船番所資料館
ミュージアムトーク
中川船番所の展示について詳しく

解説します 時2/18（土）13：30～14：
30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、FAX3636-9094
江東区民サッカー大会
（小学生の部）
時 4/8（土）・15（土）、5/14（日）
場 辰巳の森海浜公園少年広場（辰
巳2-1-35）、夢の島競技場（夢の島1-
1-2）人 区内在住・在学の児童で編
成されたチーム 費1チーム1，000円
締2/17（金）申 スポーツ会館およ
び各スポーツセンターにある申込書
に記入し、窓口へ［代表者会議］時
2/25（土）18：00～ 場 砂町文化セン
ター2階会議室（北砂5-1-7）※参加費
を持参し、必ず出席してください
問 スポーツ会館�3649-1701、FAX
3649-3123
深川スポーツセンター杯
カローリング大会2017
カーリングに似た、3人1組で床の

上で行うスポーツです。ルールは簡
単で、幅広い年代で楽しめます 時
3/5（日）9：00～12：30場 深川スポー
ツセンター3階大体育室 人 小学生
以上で3人1組、48チーム（区民の方を
優先し、抽選）費 無料 締2/20（月）
必着 申 往復はがき（1組1枚）に①チ
ーム名②代表者の氏名・住所・電話
番号③参加者（3人分）の氏名・年齢を
記入し、〒135-0044越中島1-2-18深
川スポーツセンターへ郵送、または
窓口（はがき1枚持参）で�3820-
5881、FAX3820-5884
ボクシングエアロ
ボクシングとエアロビクスを組み

合わせた有酸素運動。音楽に合わせ
てパンチを撃ってストレス発散！
時3/3～24の金曜（全4回）19：00～
20：00人15歳以上の方（中学生を除
く）40人（抽選）場 亀戸スポーツセ
ンター小体育室 費2，240円 締2/
15（水）必着 申 往復はがきに①教室
名②氏名（ふりがな）③住所④生年月

日・年齢⑤性別⑥電話番号を記入し、
〒136-0071亀戸8-22-1亀戸スポーツ
センターへ郵送または窓口で�5609
-9571、FAX5609-9574
ら・館まつり
ファミリーコンサート

は

区内在住のヴァイオリニストの羽
すみ

純さんとその仲間によるコンサート
時3/12（日）10：00開演（9：30開場）
人150人（申込順）費 無料［出演］
ぴたりんがくだん 申2/10（金）9：00
から総合区民センターに電話または
窓口へ※申込後、総合区民センター
・各文化センターで入場整理券を受
取り場 問総合区民センター（大島4
-5-1）�3637-2261、FAX3683-0507
オンライン観光写真コンテスト
2016展覧会
「魅力百様、江東区。オンライン観
光写真コンテスト2016」入賞作品の
展覧会を開催 時2/9（木）10：00～17
（金）16：00場 亀戸文化センター展
示スペース（亀戸2-19-1カメリアプ
ラザ1階）申 当日直接会場へ 問 江
東区観光協会�6458-7400、FAX6458-
7420 HP http：//koto―kanko.jp
社会福祉協議会
カフェ・相談・イベント
時 場下表のとおり 人 該当地区に
お住まいの方※②は30人（申込順）
内 ①福祉・ボランティア相談（10：
00～14：30）②お楽しみイベント。10：
15～フェアリー・テール（朗読）、11：
00～江東スダレの会（玉すだれ等）、
13：00～マイテジーナ（手品）費 無
料 申 ①当日直接会場へ②2/6（月）
から電話で江東区社会福祉協議会地
域福祉推進課�3640-1200、FAX5683-
1570

60歳からのパソコン教室
～パソコン入門コース～
時 4/4～6/20の火曜（全12回）9：30
～11：00場 江東区文化センター（東
陽4-11-3）人 区内在住の60歳以上
の方10人（申込順）費16，400円（教
材費込）申2/13（月）から費用持参
でシルバー人材センター（東陽6-2-
17高齢者総合福祉センター2階）窓口
で�3649-3568、FAX3615-0950
手話通訳者登録試験
時3/12（日）場 高齢者総合福祉セ
ンター（東陽6-2-17）人 次のすべて
に該当する方①区内在住・在勤・在
学で江東区手話講習会手話通訳Ⅱコ
ース修了者、その他同等の手話技術
を有する方②合格後に江東区登録手
話通訳者として活動できる方③20歳
以上の方（登録時）④他区市町村に登
録のない方（他地域との兼任は不可）
内 面接・聞き取り手話通訳表現・
手話読み取り口述通訳 締2/28（火）
19：00申 江東ボランティア・センタ
ー（高齢者総合福祉センター2階）窓
口で�3645-4087、FAX3699-6266

食と健康づくり教室
「今日からできる！糖尿病予防」
時 ①2/24（金）10：30～12：30②2/27
（月）13：30～15：00（全2回）場 深川
保健相談所調理実習室・多目的室
人 区内在住で糖尿病予防に関心が

ある方20人（抽選）※医師から運動を
制限されている方はご遠慮ください
費 無料 内 ①食事教室（調理実習
あり）②運動教室（運動実技あり）
師 ①深川保健相談所管理栄養士②
小池日登美（高村内科クリニック健
康運動指導士）［持ち物］①エプロン・
三角きん・ハンドタオル②動きやす
い服装（運動靴）・水分補給用の飲み
物 締2/15（水）消印有効 申 往復は
がきに①教室名②郵便番号・住所③
氏名④年齢⑤電話番号を記入し、〒
135-0021白河3-4-3-301深川保健相
談所栄養士へ�3641-1181、FAX3641-
5557
親子で野菜スイーツを作ろう！
旬の野菜と成長期のお子さんにお

すすめの食材を使っておやつを作り
ます 時3/1（水）13：30～15：30場
城東南部保健相談所 人3歳～未就
学児と保護者12組（抽選）※兄弟など
対象者以外の受け入れ不可 費 無料
内 お話、調理実習と試食 締2/17
（金）必着 申 往復はがきに①講座名
②お子さんと保護者の氏名（ふりが
な）③お子さんの年齢④郵便番号・住
所⑤電話番号を記入し、〒136-0076
南砂4-3-10城東南部保健相談所へ�
5606-5001、FAX5606-5006
難病医療相談室
時2/17（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2/14（火）※定員にな
りしだい終了 申 江東区医師会事務
局に電話またはファクスで�3649-
1411、FAX3649-1631

古石場文化センター
2/6（月）～12（日）、小津安二郎紹介
展示コーナーを休止。展示替えのた
め 問 古石場文化センター�5620-
0224、FAX5620-0258
深川江戸資料館
2/14（火）・15（水）を臨時休館。保守
点検のため 問 深川江戸資料館�
3630-8625、FAX3820-4379
スポーツ会館
2/19（日）全日の小体育室（卓球）、
午前・午後の大体育室（ビーチボール
・バドミントン）、柔道場、剣道場（各
種武道）の一般公開を中止。ドッジボ
ール大会開催のため 問 スポーツ会
館�3649-1701、FAX3649-3123

でんじろう東京スイソ学園×
東京スイソミル
時2/11（土・祝）・12（日）9：30～16：
30内 米村でんじろうさん出演の映
像で水素エネルギーを学ぶ上映会、
燃料電池自動車試乗会（先着順）、こ
ども向けワークショップ、クイズラ
リーなど 申 当日直接会場へ場 問
東京スイソミル（潮見1-3-2）�6666-
6761 HP https : //www.tokyo-sui
somiru.jp/
東京辰巳国際水泳場 水泳研修会
1．飛込競技
時3/4（土）19：00～21：00人18歳
以上の飛込経験者30人（抽選）締2/
18（土）必着
2．シンクロナイズドスイミング
時3/25（土）17：20～19：20人18歳

以上の方50人（抽選）締3/11（土）必
着
※いずれも 場 東京辰巳国際水泳場
費1，000円 申 往復はがきに①研
修名②氏名③年齢④性別⑤郵便番号
・住所・電話番号⑥経験の有無を記
入し、〒135-0053辰巳2-8-10東京辰
巳国際水泳場へ�5569-5061、FAX5569
-5068

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ます。
1．アロマカフェ
時2/7（火）14：00～16：00場 千田
福祉会館1階洋室（千田21-18）費 無
料（飲食代実費）内 セルフマッサー
ジ、利用者の交流等 問 ライフレッ
シュ・ケア江東�5677-5075、FAX3699
-0828
2．ふくろうカフェ

ア コ

時2/14（火）11：00～15：00場 Ako
カ フ ェ

Cafe（亀戸4-25-1）費 無料（飲食代
実費）内 歌声喫茶ほか 問 亀戸長
寿サポートセンター�5627-2525、
FAX5609-7011
3．ラウレア
時2/15（水）11：00～16：00費 無料
（飲食実費）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、FAX6659-9803
HP http：//blueoceancafe.tokyo
イ ー カ フ ェ

4．e-cafe 東陽
時2/18（土）14：00～15：30場 高齢
者総合福祉センター（東陽6-2-17）
費 無料 内 折り紙教室ほか 問 東
陽長寿サポートセンター�5665-
4547、FAX5606-8863
※いずれも 申 当日直接会場へ
シニア硬式テニス講習会
時2/25～3/18の土曜（全4回）、予備
日3/25（土）［Aコース］14：00～15：30
［Bコース］15：30～17：00場 豊住庭
球場（東陽6-1-13）人 区内在住また
は在勤の50歳以上の方、各コース32
人（抽選）費5，000円 師 江東区テ
ニス連盟 締2/10（金）必着 申 往復
はがきに住所・氏名・生年月日・電
話番号・希望コース・ラケット貸与
希望の有無を記入し、〒135-0046牡
丹1-12-12南光ビル1階テニスショッ
プボールボーイ内江東区テニス連盟
事務局（石割）へ�3820-7072 HP
http：//www.kototennis.com/
産業技術大学院大学（AIIT）
PBL プロジェクト成果発表会
時2/11（土・祝）9：30～18：00場
東京国際フォーラムホールＢ5（千代
田区丸の内3-5-1）人 どなたでも
費 無料 内 学生による学修成果の
プレゼンテーション、パネルや模型
の展示など 申 当日直接会場へ 問
産業技術大学院大学�3472-7834
HP http：//aiit.ac.jp/announce/
pbl_exhibition.html
江東区医師会区民公開講座
時2/25（土）15：00～16：00（開場14：
30～）場 江東区医師会館4階講堂
（東陽5-31-18）人100人（申込順）※
小学生以下のお子さんのご入場はご
遠慮ください 費 無料 内「透析に
ならないために」-高血圧・糖尿病か
ら腎臓を守ろう- 師 柳澤明子（柳沢
ファミリークリニック院長）申2/6
（月）から電話で江東区医師会�3649
-1411、FAX3649-1631 HP http：//
koto.med.gr.jp/


