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地域で活動する団体のイベント・活動情報などが集まるポータルサイトです。情報収集・発信の場としてご活用下さい。
［パソコンから］http://kotocommu.net/［携帯電話から］http://genki365.net/gnkk22/i/
※右記の二次元コードからも入れます▢問地域振興課区民協働推進担当☎3647-8570、℻3647-8441 PC版 携帯版

休館・休止つづき

深川スポーツセンター
6／10(日)午前(ソフトテニス)、午
後・夜間(バドミントン)の大体育室
および午前(卓球)の多目的ホールの
一般公開を中止。大会開催のため

▢問 深川スポーツセンター☎3820-
5881、℻3820-5884
スポーツ会館
6／10(日)13：45〜6／12(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 スポーツ
会館☎3649-1701、℻3649-3123
古石場図書館
6／12(火)・13(水)を休館。図書の
特別整理のため▢問 古石場図書館☎

5245-3101、℻5245-3104

東京辰巳国際水泳場 水泳教室
｢最先端泳法講習会｣

▢時 6／30(土)10：00〜14：30▢場 東京
辰巳国際水泳場 ▢人 100mメドレー
を無理なく完泳できる高校生以上の
方60人(抽選)▢費 2,000円▢内 ｢世界
のトップスイマーにみる泳ぎの特徴
とその習得法｣午前は講議・陸上ト
レーニング、午後はプール実技▢締
6／15(金)必着▢申 往復はがきに①教
室名②氏名③年齢④学年⑤性別⑥郵
便番号・住所・電話番号を記入し、
〒135-0053辰巳2-8-10東京辰巳国際
水泳場へ☎5569-5061、℻5569-5068

行政書士による外国人無料相談会

▢時 6／4(月)、7／2(月)13：00〜16：00
▢場 区役所2階区民ホール▢内 ビザ
・永住・帰化・国際結婚・経営・法
改正等▢申 当日直接会場へ▢問 東京
都行政書士会江東支部☎4500-2995

▢ｅ uchida@citrus.ocn.ne.jp
知的障害者(児)移動支援
従業者養成研修
知的障害、発達障害の人の外出時
に、付き添って手助けをするヘルパ
ーの資格を取得できる研修です▢時
▢内 別表のとおり▢場 講義および修
了式：塩浜福祉プラザ(塩浜2-5-20)、
実習：各指定場所 ▢人 知的障害者
(児)の支援に関心がある区内在住・
在勤の方30人(申込順)▢費 1,000円
(テキスト代)▢締 6／15(金)▢申 5／28
(月)から電話で(社福)のびのび福祉
会 (小野寺) (平日8：30〜17：30)☎

5632-4048、℻5634-8608

隅田川クリーン大作戦
隅田川流域の勝どき橋(中央区)と
桜橋(墨田区)の間約8キロの両岸テ
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 ▢時 6／16
(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)②④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
6／15(金)▢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、当日直接いずれかの集合場所
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
順天堂東京江東高齢者医療
センター 区民健康講座

▢時 5／26(土)13：30〜14：30 ▢人 150
人(先着順)▢費 無料▢内 ここまで進
歩しました〜最新の胃がん手術〜

▢師 岩沼佳見(外科・消化器外科医
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
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 6／5・12(火曜
全2回)18：30〜20：00▢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)、NHKテレビ
体操アシスタント、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(手塚)へ連絡の
うえ当日会場へ※当日受付もできま
す☎・℻3641-9270
楽しいバウンドテニス

▢時 5／30〜6／27の水曜(全5回)10：00
〜12：00(受付9：45〜) ▢場 スポーツ
会館(北砂1-2-9)▢人 区内在住・在
勤の方30人(申込順) ▢費 2,000円

▢内 基本練習・ゲーム[持ち物]室内
シューズ、水筒、タオル。ラケット

等の用具は貸与▢師 高橋充子(日本
バウンドテニス協会公認指導員)

▢締 5／28(月)▢申 5／25(金)から電話
またはファクスに①住所②氏名③連
絡先を記入し、江東ななすぽBTC森
井へ※ホームページからも申込でき
ます☎・℻3631-5785 ▢HP http://
7supo.com/
かめ亀カーニバル
地元町会や多くの企業の協賛を得
て、地域の皆さんと触れ合える楽し
いお祭りを開催します。ぜひ足をお
運びください ▢時 6／2(土)10：30〜
14：00▢内 バザーをはじめ園芸品や
アクセサリー、施設の自主製品の販
売、サンバカーニバルなどのイベン
トもあります※ボランティアの募集
もしています。詳細はお問い合わせ
ください ▢申 当日直接会場へ▢場
▢問 亀戸福祉園(亀戸9-6-29)☎3683
-1451、℻3683-0169
江東シティオーケストラ
定期演奏会

▢時 6／10(日)14：00開演(13：30開場)
▢場 ティアラこうとう大ホール(住
吉2-28-36)▢人 800人(先着順・未就
学児不可)▢費 無料▢内 ブラームス
・大学祝典序曲、シューマン・序曲、
スケルツォとフィナーレ、ブラーム
ス・交響曲第1番[出演]佐藤宏充(指
揮)▢申 当日直接会場へ▢問 江東シ
ティオーケストラ事務局(野澤)☎
090-8919-8318 ▢ｅ info@kameo
ke.net▢HP http://kameoke.net/
認知症カフェ開催
井戸端カフェ｢しゃべり場｣

▢時 5／31(木)13：30〜16：00▢場 大島
中央地区集会所(大島5-12-14)▢費
無料▢内 参加者が主役の楽しいイベ
ント盛りだくさん▢申 当日直接会場
へ▢問 関東シニアライフアドバイザ
ー協会江東部会☎080-3400-9449、
℻3683-0702

初心者のための
太極拳無料講習会

▢時 6／7(木)①14：00〜16：00②18：30
〜20：30▢場 深川スポーツセンター
(越中島1-2-18)▢人 100人(申込順)

▢費 無料▢内 24式太極拳と練功十八
法(中国医療体操)※①②とも同内容

▢申 電話で太極拳を学ぶ会 村瀬大
翼☎5808-0268、℻3876-5311
辰巳ファイヤーズ
野球チーム部員募集

▢時 日曜・祝日8：00〜10：00(時間変
更あり)▢場 夢の島野球場(夢の島1-
1-1)または潮見野球場(潮見1-1-1)

▢人 35〜60歳くらいの方▢費 月会費
1,000円▢内 プレーの後の楽しみも
あります ▢問 旗洋市☎090-3002-
0575、水口☎090-1544-1258
江東区山形県人会 会員の募集
楽しい行事に参加しませんか
年間通してさまざまなイベントを
行っています ▢内 新年会(1月)、お
花見(4月)、東京連合会県人祭(9月)、
総会(10月)、芋煮会(11月)など▢費
2,000円(年会費) ▢問 柏倉☎090-
6518-4714、佐藤☎090-1263-2385
高段者から学ぶ囲碁教室
｢水曜会｣

▢時 水曜13：00〜17：00▢場 主に東大
島文化センター(大島8-33-9)▢人 ど
なたでも ▢費 6か月15,000円(26回
分)▢内 囲碁を初めて習う人から上
級を目指す人まで｢楽しく面白く｣を
モットーにプロがわかりやすく指導

▢師 中山薫(プロ棋士・三段)▢申 電
話で清水保広☎080-2049-5952
笑って元気！笑いヨガ仲間募集
笑いの体操で楽しく

▢時 第2・4金曜10：30〜11：30▢場 古
石場文化センター(古石場2-13-2)

▢人 どなたでも▢費 1回1,000円▢内
笑いの体操とヨガの呼吸を組み合わ
せた体操で、難しいポーズもなく誰
でもできます▢申 電話ではっぴーは
ーとラフタークラブ 池田☎090-
2171-7281
手話ダンスを
一緒に踊りませんか

▢時 月曜13：30〜15：30▢場 主に江東
ボランティア・センター活動室(東
陽6-2-17)▢費 月300円(一年分を全
納)▢内 歌詞に手話を振り付け、踊
ります。手話ができなくても大丈夫。
楽しいサークルです。見学随時▢問
江東手話ダンスサークル夢 大野洋
子☎3644-0045
童謡唱歌を大勢で歌っています
楽しいひと時をご一緒に

▢時 隔週金曜14：00〜16：00▢場 東大
島文化センター(大島8-33-9)▢費 半
期7,200円(10講座) ▢内 大声で童謡
唱歌ほか世界の名曲を歌い、しばし
青春を取り戻しましょう。見学歓迎

▢師 福山惠(日本オペラ協会所属)、
遠藤夏絵(ピアノ)▢問 童謡唱歌を歌
う会 岡本☎3640-2724
水墨画・現代墨彩画で
墨と遊んでみませんか

▢時 第2・4木曜13：00〜16：00▢場 主
に江東区文化センター(東陽4-11-3)

▢人 どなたでも※初心者歓迎▢費 入
会金2,000円、月会費3,500円▢内 華
江すみ絵の会は自由な表現での水墨
画を楽しむ会です。誰でも作品を楽
しんで描けます▢問 華江すみ絵の会
水野正義☎090-6947-4553
俳句を楽しみませんか

▢時 第1土曜13：30〜16：00 ▢場 芭蕉
記念館(常盤1-6-3)▢人 どなたでも

▢費 月会費1,300円▢内 集い、学び、
表現の世界を広げて、俳句を楽しみ
ましょう。毎月3句出句。初心者歓
迎▢問 海俳句会 金井みどり☎3634
-1884
手話ダンスを始めませんか！
手話ダンス江東 はなぐるま

▢時 第1・3水曜13：30〜 ▢場 主に高
齢者総合福祉センター(東陽6-2-17)

▢費 月300円(1年分一括払い)▢内 手
話のわからない方でも楽しみながら
覚えられます。ぜひ見学に来てくだ
さい。楽しいですよ▢問 小椋美智子
☎3649-7109(18：00以降)
ゼロから始める囲碁入門 頭は
若返り、人生に役立つゲーム

▢時 6／23(土)13：00〜 ▢場 清澄白河
囲碁クラブ ▢人 20歳以上 ▢費 無料

▢締 6／16(土)▢申 往復はがきまたは
メールに①郵便番号・住所②氏名③
年齢④電話番号を記入し、〒135-
0021白河3-6-15植木ビル3階清澄白
河囲碁クラブ▢ｅ kiyosumisiraka
wa-igo-ueki@ka.baynet.ne.jp
江東区武術太極拳交流大会と
無料講習会のおしらせ
[交流大会] ▢時 5／27(日)9：50〜15：
30▢場 東砂スポーツセンター(東砂4
-24-1)▢人 どなたでも▢費 無料▢内
太極拳、剣、扇表演。太極拳・ボッ
チャの体験可。室内靴持参[無料講
習会]▢時 6／2(土)10：30〜11：50▢場
スポーツ会館(北砂1-2-9)▢問 江東
区武術太極拳連盟事務局 本田弘子
☎3644-9460
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＜出展団体一覧※50音順＞ 有明興業(株)、イトウ製菓(株)、岩手県産(株)東京支店、エコク
ラフト、NECソリューションイノベータ(株)、紙敷自然塾、(公社)環境科学会、クリーンエネ
ルギー江東、江東エコリーダーの会、コウトウENG、江東区エコリーダー17期｢森の仲間たち｣、
江東区エコリーダー｢チーム12｣、江東区オリンピック・パラリンピック開催準備室、江東区環
境保全課、江東区施設保全課、江東区障害者福祉センター、江東区清掃事務所、江東区清掃リ
サイクル課、江東区生ごみお宝倶楽部、江東区まちづくり推進課、江東自転車エコライフの会、
サザンカ16、芝浦工業大学、水素情報館｢東京スイソミル｣、STEP江東、生活協同組合コープみ
らい、(株)竹中工務店、地球船クラブエコミラ江東、東京エコリサイクル(株)、東京海洋大学、
東京ガス(株)東部支店、東京電力パワーグリッド(株)江東支社、(公財)東京都環境公社 東京都
環境科学研究所、東京二十三区清掃一部事務組合新江東清掃工場、東都生活協同組合、徳島県
・吉野川(三好)流域林業活性化センター、(株)日本HP、日本自然エネルギー(株)、日本電気(株)、
ネイチャーリーダー江東、(社福)のびのび福祉会のびのび作業所フーズ、(株)長谷川萬治商店、
ハーブを楽しもう会、Vision Koto、(株)フジクラ、ふとんリサイクル推進協議会、星のソムリ
エ、北海道オホーツク町村会、マザーツリー自然学校、みみずグループ、ヤクルト東陽センタ
ー、(株)ヨコタ東北、酔って家、(株)LIXIL住宅研究所、ワンダースタッフ
＜協賛団体一覧※50音順＞ 有明興業(株)、江東リサイクル協同組合、(株)竹中工務

店、東日印刷(株)、(株)長谷川萬治商店、(株)フジクラ、北海道オホーツク町村

会、森を育む紙製飲料容器普及協議会、(株)ヨコタ東北

東都生活協同組合、三井不動産(株)
(有)アライハウス、(株)木場リサイクル、コープみらいコープデリ枝川センター、大和自動車
交通(株)、タウン誌｢深川｣、徳島県・吉野川(三好)流域林業活性化センター、(株)日本HP、(株)
日本協力、日本自然エネルギー(株)、日本電気(株)、酔って家

環境フェア 出展団体・協賛団体一覧

｢知的障害者の疾病・
障害の理解｣ほか

｢ガイドヘルパーの
制度と業務｣ほか

内容

7／1(日)
9：00〜17：30

9／1(土)

移動支援の実際(移動
支援の現場に同行)

6／30(土)
9：00〜16：00

実習
7／2(月)〜8／31(金)
のうち1日(6時間)

日時

修了式

講義

講義

区分




