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地価公示価格の閲覧
平成30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://
www.mlit.go.jp/totikensangyo/
totikensangyo_fr4_000043.html)
でもご覧になれます▢問 都市計画課
庶務担当☎3647-9439、℻3647-9009
江東エコライフ協議会
傍聴できます

▢時 5／21(月)10：00〜 ▢場 江東区文
化センター6階第1・2会議室(東陽4-
11-3)▢人 10人(区民の方を優先し抽
選)▢申 当日9：45までに直接会場へ

▢問 温暖化対策課環境調整係☎3647
-6124、℻5617-5737
古着の巡回回収(第2回)
5／12(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。
※靴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 ①5／10(木)13：30〜16：30②5／17
(木)13：00〜16：00③5／21(月)13：30
〜16：30▢場 ①豊洲文化センター第1
研修室(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)②区役所2階エレベータ
ーホール前③総合区民センター7階
第7会議室(大島4-5-1)▢内 遺言・相
続、成年後見等、株式会社等の法人
設立、産廃・建設業他各種営業許認
可関係、契約書、自動車の名義変更、
書庫証明等▢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 5／9(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
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全て被災者へ送
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
等で受け付けております。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

児童会館 陶芸教室・天体観望会
1．陶芸教室｢箸おきを作ろう！｣

▢時 5／26(土)①14：00〜15：00②15：
30〜16：30▢人 区内在住で①4歳以上
の幼児10人②小・中学生10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5／11(金)連絡)[持ち
物]エプロン・手拭きタオル▢師 蒲
田里奈
2．天体観望会｢月｣

▢時 5／26(土) ▢集 19：30 ▢人 どなた
でも60人(抽選、結果は当選者にの
み5／12(土)連絡)※小学生以下は保
護者の申込と当日の付添が必要※雨
天・曇天の場合は、2階ホールで1時
間程度星空解説▢師 有賀真由美・山
内康晃
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 5／10(木)▢申 児童会
館に電話または窓口へ☎3633-6911、
℻3633-6936
江東区観光協会｢パラスポーツの
見どころとメッセージ｣
100人を超えるアスリートとの出

会いから学んだ、パラスポーツの魅
力と選手がくれる勇気のメッセージ、
観戦に観光目線を加えたスポーツツ
ーリズムの楽しみ方をお話しする公
開セミナーです ▢時 5／17(木)18：30
〜20：00(開場18：00)▢場 江東区文化
センター3階大研修室(東陽4-11-3)

▢人 区内在住・在勤の方50人程度(先
着順)▢費 無料▢内 ｢知って楽しい！
パラスポーツの見どころと選手がく
れる勇気のメッセージ｣▢師 本山友
理(江東ワイドスクエアキャスター
・パラスポーツジャーナリスト)

▢申 当日直接会場へ▢問 江東区観光
協会☎6458-7400、℻6458-7420
はじめてのハゼ釣講座〜サオを
作って釣りにチャレンジ〜
竹を使って自分だけの釣り竿と良
く釣れる仕掛けを作り、実際に釣り
を体験します ▢時 ①6／17(日)10：00

〜 12：00② 7／21 (土) 15：30〜 17：30

▢場 中川船番所資料館会議室(大島9
-1-15)、旧中川▢人 両日参加できる
小学生15人(申込順)※小学3年生以
下は保護者同伴▢費 2,900円(全2回)

▢師 寺田浩之(ココペリプラス)▢申
5／10(木)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
江東区民水泳大会

▢時 7／16(月・祝)小学生受付8：00〜
8：30、中学生・高校生・一般・壮年
受付12：30〜13：00※参加者は必ず受
付し、招集を受けること▢場 東京辰
巳国際水泳場(辰巳2-8-10)※駐車場
台数制限あり▢人 区内在住・在勤・
在学の方※児童・生徒の引率は保護
者・先生が行うこと[部別・種目]下
表のとおり[出場種目制限]1人2種目
まで。小学生のみ1人1種目(リレー
・メドレーリレーは除く)。リレー
種目は1団体部別ごと男女各1チーム
まで(小・中学生は個人・クラブチー
ムでのリレー参加不可)▢費 小学生
100円、中学生200円、高校生以上300
円▢締 5／25(金)▢申 区内各スポーツ
センターにある申込書(健康スポー
ツ公社ホームページ(▢HP http://

www.koto-hsc.or.jp/sports_fes
tival/post_22.html)からも入手可)
に必要事項を記入し、区内各スポー
ツセンター窓口で(申込書の提出の
みメールでも可)※区内小中学生は
所属学校を経由して引率者単位で申
込。所属学校が参加しない場合は個
人で申込▢問 深川北スポーツセンタ
ー☎3820-8730、℻3820-8731、江東
区水泳連盟☎080-5646-4565
バレーボール教室

▢時 6／6〜7／25の水曜(全8回)19：00
〜21：00▢場 スポーツ会館大体育室

▢人 高校生以上の方100人(申込順)

▢費 4,000円[主催]バレーボール連
盟▢締 5／24(木)必着※定員になりし
だい終了 ▢申 5／5(土・祝)から往復
はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、〒136-0073北砂1-2-9
スポーツ会館へ☎3649-1701、℻

3649-3123
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 5／12(土)14：00〜16：00▢費 無料

▢内 ベーゴマまわそう、おりがみお
ろう！ちびっこあつまれ▢申 当日直
接会場へ
2．落語会

▢時 5／26(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〜
意気相投ず是良縁｣[出演]三遊亭圓
橘 ▢申 5／5(土・祝)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/

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

5／12(土)
10：30〜
12：00

江東区役所
四ツ目通り沿い・正面玄関付近5／12(土)

13：00〜
14：30

日時

スポーツ会館 駐車場付近
(北砂1-2-9)

100

高校生

※リレー・メドレーリレーは4人一組 (m)
※壮年男子は40歳以上・壮年女子は30歳以上

女

100
50

男自由形

小学生性別

50
100
一般

50100
50

中学生 壮年

男リレー 200200女

200200200200男メドレー
リレー

10050男背泳ぎ 5050女

200400400200

5010010050男バタ
フライ 5050女

5050100

平泳ぎ 50
505050女

50

5050女

50
10010010050男

6月の乳幼児食事教室
(申込順・5／7(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)

26(火)
13：30〜

5(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

28(木)
13：30〜

7(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

14(木)
13：30〜

7(木)
13：30〜

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

14(木)
14：00〜

21(木)
①13：30〜 ②15：00〜

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(日)〜31(木)
抽選後の空き施設の申込 6／9(土)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。

15

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

全日7・14
第二全面

D面

日(7月分)

東少年

時間施設・面番号

1・8・15・16・22・29

荒川砂町

8〜187・24

全面

全日

1・2・5・6面

潮見

サッカー

3・4・9・10面

7・14・16・21・28・29

8

夢の島

全面豊住

11・12面

22・29

屋外スポーツ施設休場日

9〜181・14・15

9〜181

8〜181・8・15・16・22・29

8〜18

8〜16

全面

8〜181・8

8〜16

9〜181

種目

全面亀戸

8〜161

全日9・23

9〜16

全日15
第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

8〜168・15・22

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

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(5／12)、第4土曜(5／26)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

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(5／12)

※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
小学生スポ館
スポーツ塾※
申込は締め切
りました

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

弓道・トレーニング

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




