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環境審議会 区民公募委員を募集
環境基本計画や環境保全に関して、
審議・検討する環境審議会の区民委
員を募集します[任期]区が委嘱した
日から2年以内▢人 平成30年4／1現在
20歳以上で引き続き3か月以上区内
に居住し、審議会に参加可能な方若
干名(選考)※結果は全員に通知▢内
環境基本計画や環境保全に関する事
項の審議・検討(年4〜5回程度、平日
開催) ▢締 4／20(金)消印有効 ▢申 応
募動機を800字程度(A4判横書きで2
枚程度)にまとめ、住所、氏名、年齢、
性別、職業、電話番号を記入し、〒
135-8383区役所温暖化対策課(区役
所隣防災センター6階3番)へ郵送、メ
ールまたは持参☎3647-6124、℻5617
-5737▢ｅ 380200@city.koto.lg.jp
行政書士による無料相談会

▢時 ①4／12(木)13：30〜16：30②4／16
(月)13：30〜16：30③4／19(木)13：00
〜16：00▢場 ①豊洲文化センター第8
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
エレベーターホール前▢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 4／11(水)13：00〜15：00▢場 区役
所2階エレベーターホール前▢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

児童会館 親子体操・
天体観望会・ベビーマッサージ
1．親子体操(第1期)

▢時 水曜クラス：5／9〜7／11、木曜ク
ラス：5／10〜7／12、金曜クラス：5／11
〜7／13[いちご組]10：00〜10：45[み
かん組]11：00〜11：45(各クラス全10
回) ▢人 区内在住の2歳以上(5／1現
在)の幼児とその保護者各組40組(抽
選、結果は4／18(水)発送予定) ▢内
[いちご組]2歳〜3歳未満のお子さん
をメインとしたふれあい運動[みか
ん組]3歳以上のお子さんをメインと
したチャレンジ運動※2歳以上であ
ればどちらの組でも希望可▢締 4／10
(火)必着▢申 往復はがき(重複申込
無効、兄弟・双子は1枚に2人分記入)
に、①親子体操②希望クラス(第2希
望まで)③希望組④お子さんの氏名
(ふりがな)・生年月日・年齢(5／1現
在)・性別⑤住所・電話番号⑥保護者
名を記入し、〒135-0002住吉1-9-8
児童会館へ
2．天体観望会｢月｣

▢時 4／21(土)19：30〜 ▢人 どなたで
も60人(抽選、結果は当選者にのみ4
／11(水)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▢締 4／10(火)▢申

児童会館に電話または窓口で※雨天
・曇天の場合は、2階ホールで1時間
程度星空解説
3．ベビーマッサージ

▢時 4／22(日)①10：00〜10：40②11：
00〜11：40 ▢人 区内在住で、歩き始
める前の0歳のお子さんと保護者各
回12組(抽選、結果は当選者にのみ4
／12(木)連絡)※お父さんの参加も歓
迎です[持ち物]バスタオル・飲み物

▢師 土手浩恵▢締 4／10(火)▢申 児童
会館に電話または窓口で
※いずれも ▢費 無料▢場 ▢問 児童会
館(住吉1-9-8)☎3633-6911、℻3633
-6936
よもぎ香る草団子づくり
よもぎの若芽を摘みとり、草団子
を作ります※よもぎが生育不良の場
合、プログラム内容を一部変更▢時
4／28(土)13：00〜15：00▢場 えこっく
る江東▢人 16歳以上の方16人(区内
在住、在勤、在学の方を優先し抽選、
当選者のみ4／18(水)ごろ通知)※乳
幼児の同伴不可▢費 500円(2串程度
・お茶付) ▢師 中安敬子(NPO法人
マザーツリー自然学校) ▢締 4／12
(木)必着▢申 窓口またははがき、フ
ァクスに、①草団子づくり②郵便番
号・住所(在勤・在学の方は勤務・通
学先名と住所を併記)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み
できます☎3644-7130、℻3644-7135
芭蕉記念館 俳句会

▢時 5／23(水)13：30〜 ▢場 芭蕉記念
館2階研修室(常盤1-6-3)▢集 13：15

▢人 20人(申込順)▢費 無料※句報希
望の方は82円切手貼付・宛名明記の
封筒を持参▢内 初夏雑詠3句▢申 4／
10(火)から芭蕉記念館に電話または
窓口で☎3631-1448、℻3634-0986
中川船番所資料館 貝のキー
ホルダー作り・周辺散策ツアー
1．貝のキーホルダー作り

東京湾の環境の勉強もしながら、
東京湾にいる外来種のコウロエンカ
ワヒバリ貝を使ってキーホルダーを
作ります ▢時 4／29(日・祝)10：00〜
12：00▢人 小学生以上15人(申込順)
※小学3年生以下は保護者同伴▢費

参加費400円、教材費800円▢師 寺田
浩之(ココペリプラス)
2．中川船番所周辺散策ツアー

都会とは思えない自然豊かな風景
の中で、｢描かれた江東・浮世絵の世
界｣展と旧中川周辺へのんびり散策
にでかけてみませんか？▢時 5／3(木
・祝)13：30〜15：00※雨天中止 ▢人
小学生以上15人(申込順)※小学3年
生以下は保護者同伴▢費 大人200円
・小中学生100円
※いずれも ▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)▢申 4／10(火)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
亀戸梅屋敷開業5周年イベント

▢時 4／7(土)・8(日)10：00〜16：00

▢内 お買上げ金額1,000円で豪華商
品が当たるガラポン1回(空クジな
し)、先着100人に亀戸大根のプレゼ
ントもあります▢場 ▢問 亀戸梅屋敷
(亀戸4-18-8)☎6802-9550、℻6802-
9445▢HP http://www.kameume.
com/
深川東京モダン館
コドモアソビ、落語会
1．コドモアソビ

▢時 4／14(土)14：00〜16：00▢費 無料

▢内 ベーゴマ、おりがみ。ちびっこ
あつまれ▢申 当日直接会場へ
2．落語会

▢時 4／21(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 ｢塩原多助一代記〜
危急を救うて角右初めて其の子に名
いう｣[出演]三遊亭圓橘▢申 4／5(木)
から電話で深川東京モダン館
※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)☎5639-1776、

℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
社協カフェ｢みんなの居場所｣
3月まで開催していた｢きらめきコ
ミュニティ｣をリニューアルしまし
た。地域の誰もが参加できる仲間作
りの場です。話して笑ってつながり
ましょう。深川北部地区の開催場所
が変わります▢時 ▢場 下表のとおり

▢内 ①社協カフェ(10：00〜13：00)②
福祉・ボランティア相談(10：00〜12：
00)③イベント｢災害時の工夫｣簡単
で役に立つグッズ作り等(10：30〜
11：30)▢人 どなたでも▢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

亀戸ふれあいセンター 福
ふく

笑
え

み
体操〜お口から健康にしよう〜

▢時 4／24、5／22、6／26(火曜全3回)10：
00〜11：00▢場 亀戸ふれあいセンタ
ー会議室(亀戸9-33-2-101)▢人 区内
在住で60歳以上の方30人(抽選、4／
16(月)以降当選者のみ連絡)※未登
録の方は保険証持参▢費 無料▢内 豊
かな表情をつくり、口腔ケアに効果
がある顔の体操を学びます▢師 丹治
貴子(歯科衛生士・国際ホリスティッ
クフェイス協会所属) ▢締 4／14(土)

▢申 亀戸ふれあいセンターへ電話ま
たは窓口で☎5609-8822、℻5609-
8821

深川
南部

城東
南部

地区

4／25
(水)

5／23
(水)

城東
北部

4／18
(水)

総合区民センター7階第3研修
室(大島4-5-1)

5／16
(水)

日程

住吉地区集会所1階洋室(住吉
1-8-12)

豊洲文化センター8階第2研修
室(豊洲2-2-18)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
北部

5月の乳幼児食事教室
(申込順・4／6(金)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)

29(火)
13：30〜

8(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

24(木)
13：30〜

10(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

17(木)
13：30〜

10(木)
13：30〜

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

10(木)
14：00〜

24(木)
①13：30〜 ②15：00〜

江東区スポーツネット
6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 4／20(金)〜30(月・祝)
抽選後の空き施設の申込 5／9(水)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込ます。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。

11・12面

テニス

野球
・

ソフトボール

全日

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

平日・日曜・祝日

8〜182・9・10・16・17第二全面

19・21

日(6月分)

東少年

時間施設・面番号

3・10・17・24

荒川
砂町

8〜189・10・16・23

全面
9〜18

1・2面

潮見

サッカー

5・6面
3・10・17・24

3・10・17・24

夢の島

全面豊住

3・4面

9面

屋外スポーツ施設休場日

8〜189

9〜1824

8〜183・9・10・16・17・23・24

7面
8〜16

12〜18

全面

8〜183・10・17・24

8〜18

3・10・17・2410面
8〜162・3・10・17・24

9〜183

種目

全面亀戸

3・10・24

8〜18

8〜162

全日11・25

16・23

8〜1410第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

3
8〜1617

8〜1817A・B・C・D面

12〜18
8〜182・9・16・23・30
8〜16

8〜14

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。

水泳

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

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(4／14)、第4土曜(4／28)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

卓球
各種武道

水泳

水泳

卓球

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(4／14)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

バドミントン
バスケットボ
ール

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

卓球・弓道・
トレーニング

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

クライミングウォ
ール(こども・親子)

バドミントン

クライミングウ
ォール(一般)

バレーボール
ビーチボール

トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球・各種武道・トレーニング

バドミントン




