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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

講座・催しものつづき

深川スポーツセンター杯
バドミントン大会
大会とあわせて車いすにのっても
楽しめるバドミントンも紹介します

▢時 8／5(日)9：00〜17：00※車いすに
のっても楽しめるバドミントンは9：
20〜11：00▢場 深川スポーツセンタ
ー大体育室▢人 平成29年度・30年度
に深川スポーツセンター各バドミン
トン教室の受講者および区内在住・
在勤・在学の中学生以上の方90組
180人(抽選)▢費 1組1,020円▢締 7／4
(水)必着▢申 往復はがきに参加者2
人の①氏名・ふりがな②所属クラブ
名③住所④在勤・在学の場合その名
称と所在地⑤電話番号⑥年齢⑦性別
⑧協会登録番号と登録部(不明の場
合、該当教室指導員へ要相談)⑨深
川スポーツセンター教室受講歴⑩参
加希望クラスA〜Eいずれか(A＝江
東区1部登録、B＝2部登録、C＝3部
登録、D＝4部登録、E＝1年以内の初
心者)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、℻3820-5884
ひみつの特訓
〜投げ方＆かけっこ教室〜

▢時 7／31(火)、8／1(水)・7(火)・8(水)
13：30〜14：30(全4回) ▢場 亀戸スポ
ーツセンター▢人 小学1〜3年生30人
(抽選)▢費 2,040円▢締 7／4(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年齢(学年)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、℻

5609-9574
小学生短期集中水泳教室

▢時 7／24(火)〜8／3(金)(7／28(土)〜
30(月)を除く全8回)①②9：30〜10：
30③④10：45〜11：45▢場 有明スポー
ツセンター▢人 ①③水に浮くことが
できる区内在住・在学の小学生各15
人②④クロールで15m泳ぐことがで
きる区内在住・在学の小学生各20人
(抽選)▢費 4,480円▢締 7／1(日)必着

▢申 往復はがきに①教室名・希望コ
ース②氏名(ふりがな)③生年月日・
性別④郵便番号・住所・電話番号⑤
学校名・学年⑥保護者氏名(続柄)を
記入し、〒135-0063有明2-3-5有明
スポーツセンターへ郵送または窓口
で☎3528-0191、℻3528-0192

肝炎ウイルス検診実施中
区の健康診査対象の方は、健康診
査と同時に肝炎ウイルス検診が受け
られます▢時 6／21(木)〜平成31年2／
20(水)▢場 区内健康診査実施医療機
関▢人 40歳以上の江東区国民健康保
険・後期高齢者医療制度加入者、生
活保護受給者※今まで受診したこと
がない方に限る▢申 健康診査の予約
・受付時に医療機関へ直接申込※後
日の申込は受付できませんのでご注
意ください▢問 保健所健康推進課健
康づくり係☎3647-9487、℻3615-
7171
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
食と健康づくり教室｢アンチ
エイジングはお口から！｣
お口の若々しさを保つ方法を学ん
で、食べることをずっと楽しみまし
ょう▢時 7／19(木)10：00〜12：45▢場
城東保健相談所講堂▢人 区内在住の
方25人(抽選) ▢費 無料 ▢内 ①講演
｢オーラルフレイルってなに？お口
の大切な役割｣②講義・実技｢食事を
安全においしく食べるための健口体
操｣③講義・試食｢かむ力を維持する
食事｣▢師 ①伊藤裕通(伊藤歯科医院
歯科医師)②歯科衛生士③管理栄養
士▢締 7／5(木)必着▢申 往復はがき
に①教室名②受講者氏名(ふりがな)
③年齢④住所⑤電話番号を記入し〒
136-0072大島3-1-3城東保健相談所
管理栄養士へ☎3637-6521、℻3637-
6651
小児歯科医師による講演＆
夏休みこどもクッキング

▢時 7／26(木)10：30〜13：00▢場 深川
南部保健相談所▢人 区内在住の親子
16組(5歳児または小学1・2年生)(抽
選)▢費 無料▢内 ｢こどもの成長期に
噛む力をしっかり育てよう｣をテー
マに、親は歯科医の話、子は調理実
習、親子で試食 ▢師 宮田太郎(みや
た小児歯科矯正歯科・歯科医師)

▢締 7／12(木)必着▢申 往復はがきに
①住所②親子氏名(ふりがな)③子の
年齢または学年④電話⑤アレルギー
の有無を記入し、〒135-0051枝川1-
8-15-102深川南部保健相談所栄養士
へ☎5632-2291、℻5632-2295
｢がんの夜間相談窓口｣(7月分)
｢がんの疑いがある｣｢診断を受け
た｣｢治療を始めた｣など、患者や家
族の方の不安や疑問に思うことを相
談できます。お気軽にご利用くださ
い ▢時 7／6(金)18：00〜20：00 ▢場 マ
ギーズ東京(豊洲6-4-18) ▢費 無料

▢申 当日直接会場へ▢問 健康推進課
がん対策・地域医療連携係☎3647-
5889、℻3615-7171
休日版両親学級(8月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 区内在住
で初めて赤ちゃんを迎えるご夫婦50
組(抽選)▢費 無料▢内 先輩パパ・マ
マ体験談、講演、参加者との交流ほ
か▢申 往復はがきに①江東区休日版
両親学級希望②参加希望日(第2希望
まで記入可※出産予定月により9月
以降の日程を第2希望にできます。
詳細は下記ウェブサイトを参照)③
夫婦の名前・ふりがな④住所⑤電話
番号⑥出産予定日を記入し、〒105-
0021港区東新橋2-9-5パラッツォマ
レーア6階(株)メディカルワールド
江東区両親学級係へ郵送またはウェ
ブ(▢HP http://www.medicalwo
rld.co.jp/kotokyujituryoshin.
html)で▢問 (株)メディカルワール
ド (委 託事業者)☎ 5404 - 4830、℻

5401-4757、城東保健相談所☎3637-
6521、℻3637-6651、深川保健相談所
☎3641-1181、℻3641-5557、深川南
部保健相談所☎5632-2291、℻5632-
2295、城東南部保健相談所☎5606-
5001、℻5606-5006

HIV・梅毒抗体検査・相談(7月分)

▢時 別表のとおり▢費 無料▢内 匿名

で実施できます▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 城東保健相談所(大島3-1-3)
☎3637-6521、℻3637-6651

砂町図書館
7／10(火)・11(水)を休館。図書の
特別整理のため ▢問 砂町図書館☎

3640-4646、℻3640-4610
スポーツ会館
7／15(日)午前・午後の大体育室(ビ
ーチボール・バドミントン)、終日の
小体育室(卓球)、午前の柔道場(各
種武道)の一般公開を中止。大会お
よび教室のため▢問 スポーツ会館☎

3649-1701、℻3649-3123
深川スポーツセンター
7／16(月・祝)午前(ソフトテニス)、

午後(バドミントン)の大体育室の一
般公開を中止。大会のため▢問 深川
スポーツセンター☎3820-5881、℻

3820-5884

中防不燃・粗大ごみ処理施設
整備事業計画(素案)説明会
中央防波堤内側埋立地にある不燃
・粗大ごみ処理施設の整備事業計画
(素案)について、説明会を行います

▢時 7／7(土)13：30〜15：00 ▢場 有明
清掃工場(有明2-3-10)※駐車・駐輪
場はありません。ご来場の際は、公
共交通機関をご利用ください▢申 当
日直接会場へ▢問 東京二十三区清掃
一部事務組合計画推進課推進係☎

6238-0912
｢おもてなし親善大使｣育成塾
東京都はボランティア活動の一環
として、おもてなしの心を持って外
国人旅行者に都内観光スポットを案
内する｢おもてなし親善大使｣の育成
塾を開設します。当塾は夏休み中の
2日間に渡って、著名人講師を招い
た英会話や、東京の歴史などを学ぶ
講義、都内観光スポットの見学や人
力車体験ができる研修です▢人 都内
在住・在学の中学生・高校生210人(抽
選) ▢費 無料 ▢締 7／1(日)消印有効

▢申 東京都産業労働局ホームページ
内｢おもてなし親善大使育成塾｣
(▢HP http://www.sangyo-rodo.
metro.tokyo.jp/tourism/taishi
1/)から申込書をダウンロードし、
〒100-0003千代田区一ツ橋1-1-1パ
レスサイドビル(株)マイナビ内｢お
もてなし親善大使育成塾事務局｣へ
郵送☎0120-124-177
東京辰巳国際水泳場 障害者
水泳教室・着衣泳講習会ほか
1．障害者水泳入門教室

▢時 7／24(火)・26(木)・31(火)、8／
1(水)・2(木)13：30〜14：30(全5回)

▢人 障害のある方30人(抽選)▢費 無
料
2．障害者水泳ボランティア講座

▢時 7／24(火)・26(木)・31(火)、8／
1(水)・2(木)13：10〜14：30(全5回)

▢人 どなたでも10人(抽選)▢費 無料

▢内 障害者対象の水泳教室で、参加
者を補助する技能を習得
3．着衣泳講習会

▢時 7／23(月)14：00〜16：00 ▢人 5歳
以上の方(未就学児は保護者同伴)60

人(抽選)▢費 1,000円(中学生以下は
500円)
※いずれも▢場 東京辰巳国際水泳場

▢締 7／10(火)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
シーフロントミュージアム

▢時 7／15(日)10：00〜16：00(雨天中
止) ▢場 若洲海浜公園(若洲3-1-2)

▢費 無料▢内 みんなでおおきな絵を
描く｢ちびっこアーティスト｣、公園
内を探検する｢宝探しクエスト｣など
家族みんなで楽しめるイベントが盛
りだくさん。詳細はホームページ
(▢HP http://www.tptc.co.jp/pa
rk/03_07)を参照 ▢申 当日直接会場
へ▢問 若洲海浜公園シーフロントミ
ュージアム係☎3522-3225
都立墨田工業高校
夏季公開講座
1．カーメンテナンス基礎講座

▢時 7／28(土)9：30〜15：30 ▢人 自動
車および運転免許を持っている方10
人(抽選)▢費 600円▢内 自動車の点
検やスペアタイヤの交換方法等
2．ブロックでつくるロボットプロ
グラミング講座

▢時 7／28(土)・29(日)9：30〜15：30
(全2回)▢人 都内在住の小学5年生〜
中学3年生10人(抽選)※小学生は要
保護者同伴 ▢費 小・中学生200円、同
伴する保護者200円▢内 レゴマイン
ドストームEV3で組み立てたロボッ
トのプログラミング
※いずれも▢場 墨田工業高校実習室

▢締 6／29(金)必着▢申 往復はがきに
①講座名②住所③氏名(ふりがな)※
参加者全員④年齢⑤性別⑥電話番号
を記入し、〒135-0004森下5-1-7都
立墨田工業高校公開講座担当へ☎

3631-4928、℻3846-6683

江東区医師会区民公開講座

▢時 7／7(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)

▢費 無料 ▢内 消毒は×？絆創膏は
○？〜けがとやけどのウソ・ホント
〜▢師 村松英之(きずときずあとの
クリニック豊洲院院長) ▢申 6／26
(火)から電話で江東区医師会☎3649
-1411▢HP http://koto-med.or.jp/
認知症カフェ開催
井戸端カフェ｢しゃべり場｣

▢時 6／28(木)13：30〜16：00▢場 大島
中央地区集会所(大島5-12-14)▢費
無料▢内 ハワイアンバンドとダンス
など参加者が主役のイベント盛りだ
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
スポーツ医科学 体験講座
(中学生向け)
最先端の科学研究や予防医学を楽
しく体験してみませんか ▢時 8／3
(金)9：30〜16：15 ▢場 東京有明医療
大学(有明2-9-1)▢人 中学生20人(申
込順)▢費 無料(ランチ付)▢内 ケガ
の予防とパフォーマンスアップの鍵
を知ろう※詳細はホームページをご
覧ください[共催]日本学術振興会
[後援]江東区▢申 6／25(月)から東京
有明医療大学に電話またはホームペ
ージで☎6703-7000▢HP http://ww
w.tau.ac.jp

PC版 携帯版

申込期間※

※郵送の場合は必着

総合区民
センター
(大島4-5-1)

8／4(土)
13：30〜
16：00

会場開催日

10〜1月
出産予定
の方

対象者

6／30(土)〜
7／14(土)

8／13(月)7／30(月)結果日

7／30(月)7／9(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間




