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あなたの1本のお電話で
救われるこどもがいます

江東区こどもの虐待ホットライン

☎3646
サ ブ ロ ウ シ ロ ウ

-5481
ゴヨウハイチバン

［相談日］月〜土曜（年末年始(12／29〜1／3)・祝日除く）9：00〜18：00
［夜間・休日の緊急時］警察署☎110 児童相談所全国共通ダイヤル☎189

イチハヤク

※連絡は匿名でも行えます。虐待をV疑ったら[勇気を出してご連絡を

お問い合わせください▢場 ▢問 森下文
化センター(森下3-12-17)☎5600-8666、
℻5600-8677

親子で点字を体験しよう

最近、さまざまなところで見かける
点字。その仕組みを知っていますか？
今回は、点字を学習し、絵本の点訳を
行います。夏休みの宿題にも最適です

▢時 8／18(土)10：00〜15：00▢場 高齢者
総合福祉センター3階第1研修室(東陽6
-2-17)▢人 区内在住の小学生と親10組
(申込順) ▢費 2,000円(材料費)[共催]
点訳ボランティア、江東ボランティア
・センター▢申 7／17(火)から電話で江
東ボランティア・センター☎3645-4087、
℻3699-6266

夏休み親子税金教室

｢夏休みの自由研究をサポート｣

▢時 8／6(月)10：00〜11：30、14：00〜15：
30 ▢場 江東都税事務所(大島3-1-3)

▢人 区内在住の小学校高学年とその保
護者各20組(申込順。兄弟姉妹の参加
可)▢費 無料▢内 税金の役割や仕組み
についての講座と夏休み自由研究への
活用※夏休み自由研究用ワークブック
を配付▢申 7／17(火)9：00から電話で江
東都税事務所相談広報担当☎3637-

7122、℻3682-7150

東京海洋大学附属図書館

中高生Welcomeキャンペーン

夏休みに静かで快適な大学図書館で
勉強しませんか ▢時 7／18(水)〜8／23
(木)8：45〜17：00(土・日曜、祝日およ
び7／31(火)、8／14(火)・15(水)は休館)

▢場 東京海洋大学越中島キャンパス図
書館(越中島2-1-6)▢人 中学生・高校
生▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 東
京海洋大学学術情報課情報サービス第
二係☎5245-7362▢HP http://lib.s.kai
yodai.ac.jp/▢ｅ jo-joho2@o.kaiyo
dai.ac.jp

若洲ゴルフリンクス

ゴルフ場一般開放デー

▢時 8／7(火)10：00〜15：30(雨天中止)

▢場 若洲ゴルフリンクス(若洲3-1-2)

▢費 無料▢内 普段はプレイヤーしか入
れないゴルフ場のきれいな芝生の上で、
心地良い開放感を味わえるイベントで
す。詳細はホームページ(▢HP http://
wakasu.golftk.com)をご覧ください

▢申 当日直接会場へ▢問 若洲海浜公園
管理事務所☎3522-3225

木場公園 わんぱく防災フェスタ

▢時 7／22(日)9：30〜13：00※雨天時一
部変更あり▢場 都立木場公園ふれあい
広場周辺▢人 どなたでも▢内 体を動か
しながらゲーム感覚で防災について楽
しく学びませんか？自衛隊・警察署・
消防署の体験型プログラムなど▢申 当
日直接会場へ▢問 都立木場公園サービ
スセンター☎5245-1770、℻5245-1772

砂町水再生センター

夏休み子供フェア

▢時 7／24(火)10：00〜15：00▢内 施設見
学会、微生物の観察、お花のプレゼン
ト、ストラックアウト、シャボン玉、
はしご車ほか※雨天時は内容が変わり
ます※ペット連れ、車での来場はご遠
慮ください ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 下水道局砂町水再生センター(新
砂3-9-1)☎5632-2180(平日8：30〜17：
00)、℻5632-2182

夏季に講座や室内で楽しめるスポー
ツやイベントを開催します

▢時 ▢内 下表のとおり ▢場 青少年交流
プラザ(亀戸7-41-16)▢申 電話、窓口

またはファクスに①氏名②住所③電話
番号④年齢⑤希望する講座を記入し、
青少年交流プラザへ☎3681-7334、℻

3681-8732

選挙管理委員会では、今年も｢明る
い選挙｣の実現や｢投票参加｣を呼びか
けるポスターを募集します。小・中学
校の部の入選作品には賞状と賞品、応
募者全員に参加賞を贈呈します。

▢人 区内在校・在住の小・中学生およ

び、高校生▢内 画用紙四ツ切(542mm
× 382mm)、八 ツ 切 (382mm ×
271mm)もしくはそれに準ずる大きさ

▢締 8／31(金)▢申 作品の裏面右下に学
校名・学年・氏名(ふりがな)を記入し、
通学校の図工・美術の先生、または選
挙管理委員会事務局(区役所7階1番)へ
提出▢問 選挙管理委員会事務局☎3647
-9091、℻3647-9592

▢時 7／28(土)19：00〜20：30※荒天等の
場合は7／29(日)に順延▢場 第1会場：桜
橋下流〜言問橋上流、第2会場：駒形橋
下流〜�橋上流▢問 隅田川花火大会実
行委員会事務局(墨田区文化芸術振興
課内)☎5608-1111、℻5608-6934

▢時 8／1(水)19：30〜20：30(打上開始
19：40)※荒天等の場合は中止(順延日
なし)▢場 荒川・砂町水辺公園(�西橋
と東京メトロ東西線荒川鉄橋の間)

▢問 地域振興課区民交流担当☎3647-
4963、℻3647-8441

じゃぶじゃぶ池は、水深が浅く小さ
なお子さん(幼児〜小学校低学年)が安
心して水遊びできる場です(泳げませ
ん)。暑い夏を涼しく過ごしましょう

▢費 無料▢場 ▢問 下表のとおり

注
意
!!

○お子さんは水着着用が必要で、
おむつ(水遊び用も含む)のま
までは入れません。

○幼児は必ず保護者が同伴し、
利用中はお子さんから目を離
さないようお願いします。

竪川河川敷公園カヌー・カヤック場
は、全長140m、最大幅員16mの専用施
設で、必要な道具はすべて貸し出し、
未経験の方もインストラクターが丁寧
に指導しますので、安心してカヌー・
カヤックを楽しむことができます。ま
た、隣接して、無料で利用できる親子
でキャッチボール広場や水上アスレチ
ック場もあります[カヌー・カヤック
場開場日]①7／20(金)まで、および9／1
(土)〜10／28(日)：土・日曜、祝日②7／
21(土)〜8／31(金)：毎日※8／7(火)・28
(火)は清掃のため休場[開場時間]9：00
〜17：00(受付9：00〜11：00、13：00〜16：

00)▢人 小学生以上の方▢費 小・中学
生300円、高校生以上600円(30分。カ
ヌー・パドル・ヘルメット・ライフジ
ャケット貸出費込み)※カヌー持込不
可 ▢問 竪川河川敷公園管理事務所☎

5875-2319
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当日直接会場へ

締切

詳細はホームページ(▢HP http://www.mommy-seishonen-k.com)を参照

卓球クラブ
7／28(土)
14：00〜15：30

無料

夏休みクイズラリー
7／24(火)〜8／26(日)
9：00〜21：30

費用内容日時

当日直接会場へ小学生以上

無料

プラザミニ縁日
8／19(日)
13：00〜17：00

当日直接会場へ高校生以上
ダ イ ナ マ イ ト ラ イ ブ
2DAYS(バンドライブ)

小学5年生〜高校生20人
(抽選)

小学生以上

対象

8／25(土)・26(日)
10：00〜19：00

7／24(火)

8／18(土)
16：00〜16：45

8／4(土)
小学5年生〜30代15人
(抽選)

ハンドクラフト教室
8／9(木)
14：00〜17：00

当日直接会場へ小学5年生〜30代インディアカ体験
8／10(金)
15：30〜17：00

8／6(月)
小学5年生〜高校生15人
(抽選)

500円

将棋講座
8／11(土・祝)
14：00〜16：00

カラーコーディネートセミ
ナー

7／29(日)
14：00〜15：30

7／24(火)
中学生〜30代10人
(抽選)

デザイナー体験
7／31(火)
14：00〜15：30

7／30(月)
中学生〜30代15人
(抽選)

フィジカルトレーニング教
室

8／4(土)
16：00〜16：45

8／14(火)

7／24(火)16歳〜30代20人(抽選)ハタヨガ教室
7／29(日)
10：00〜11：30

7／24(火)16歳〜30代20人(抽選)

水辺と緑の事務所
☎5683-5581、℻5683-5585

問合先

東砂4-20-20城東

毛利2-13-7猿江恩賜

牡丹1-9古石場川親水

区
立

住所公園名

平野4-6-1木場

月曜

月曜(祝日の場合
は翌日)
※天候や管理運営
状況により、臨時
に休場する場合が
あります。

休止曜日

8／31(金)

9／2(日)

最終日

7／21(土)

開場中
※各日
10：00〜
16：00

開場日

☎3631-9732、℻3631-9738

豊洲2-3-6豊洲
☎3636-2558、℻3636-25758／31(金)木曜7／21(土)亀戸9-37-28亀戸中央

都
立 ☎5245-1770、℻5245-17729／2(日)7／23(月)、8／2(木)・

16(木)・24(金)7／14(土)

越中島1-3-23越中島
木場3-17-5木場親水

▲昨年の江東花火大会

平成30年(2018年)�月11日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)
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区では、日曜10：00〜10：20と水曜18：00〜18：10に、FM放送でタイムリーな区政情報やまちの話題を提供しています［番組名］ラジオこうとう
［チャンネル］79.2MHz(レインボータウンFM)※インターネット(サイマル・リスラジ)でもお聴きになれます

7／20(金) 大島児童館

(大島7-28-1-104)サマープレイ

ランド ☎・℻3682-9494

▢時 7／20(金)14：00〜16：30(最終受付
15：30)▢人 3歳〜中学生・高校生世代

▢費 無料▢内 大島児童館が、工作やゲ
ームのプレイランドに大変身！楽しい
コーナーが目白押し。夏の思い出に、
ぜひ来てください ▢締 7／19(木)18：00

▢申 同館窓口で受付中

7／26(木) 辰巳児童館

(辰巳1-1-36)スポーツタイム

｢辰巳児童館ウォーターフェス｣

☎3521-3261、℻3521-3262

▢時 7／26(木)13：30〜14：30(予備日7／
27(金))▢人 小学生以上50人(申込順)

▢費 無料 ▢内 暑い夏はみんなで水遊
び！水鉄砲や水風船バトルでズブ濡れ
になって遊ぼう！幼児親子向けは別日
に開催予定。詳細は同館にお問い合わ
せください▢申 7／18(水)から同館窓口
で(7／19(木)以降は電話申込可)

7／27(金) 千田児童館

(千田21-18)おばけやしき

☎3647-0108、℻3647-0109

▢時 7／27(金)10：00〜11：30、13：00〜
15：00 ▢人 0歳〜中学生・高校生世代
400人(申込順)▢費 無料▢内 毎年違っ
た内容で大人気のおばけやしき。暑い
夏もおばけと一緒ならへっちゃらさ！

▢申 7／23(月)から同館窓口でチケット
配付(当日もチケット配付)※団体での
参加はご連絡ください。

7／27(金) 豊洲児童館

(豊洲4-10-4-111)夏まつり

☎・℻3531-2079

▢時 7／27(金)①ちびっこ夏まつり10：
30〜11：30②夏まつり 13：30〜15：30

▢人 ①1人で歩ける幼児親子150人②小
学生〜中学生350人(いずれも申込順)

▢費 無料▢内 夏休みならではのゲーム
や工作をみんなで楽しもう！▢申 7／18
(水)から同館窓口でチケット配付

7／27(金) 亀戸第二児童館

(亀戸1-24-6)夏休みえんにち

☎3685-8098、℻3683-4851

▢時 7／27(金)13：00〜16：30 ▢人 1歳〜
中学生・高校生世代200人(申込順)

▢費 無料 ▢内 大好評の風船だらけの
｢かめ2ルーム｣をはじめ、ヨーヨー釣り、
つくってあそぼう、ダーツなど楽しい
遊びが盛りだくさんです。みんなで遊
びにきてね▢申 7／15(日)から同館窓口
でチケット配付

7／27(金) 小名木川児童館

(北砂5-20-5-101)親子でセミの

羽化観察会 ☎・℻3640-1941

▢時 7／27(金)18：40〜20：45▢場 小名木
川児童館・北砂五丁目団地▢人 4歳〜
中学生・高校生世代45人(申込順)▢費
無料▢内 親子で、夏の夕暮れ時の身近
な自然に目を向け、セミの羽化を観察
し、命の不思議さ、大切さを感じよう

▢申 7／18(水)から同館窓口で

7／30(月) 亀戸児童館

(亀戸2-1-19)ふしぎ研究所

☎・℻3685-5944

▢時 7／30(月)①10：30〜11：30②14：00
〜15：00③15：00〜16：00▢人 ①4歳以上
の幼児親子②③小学生各回15人(抽選)

▢費 無料▢内 水の勢いで進むポンポン
船を作って、｢動く力｣の不思議を体験
しよう▢申 7／15(日)から同館に電話ま
たは窓口で

7／31(火)、8／1(水)・2(木)・3(金)・4(土)

塩浜児童館(塩浜2-5-20)アイデア

のたまてばこ〜夏休み特別編〜

☎3647-3902、℻3647-1941

▢時 7／31(火)、8／1(水)・2(木)・3(金)
・4(土)①9：30〜11：30②14：30〜16：30

▢人 小学生〜高校生世代各回5人(申込
順)▢費 無料▢内 昨年の夏好評だった、
UVレジンのチャーム作りです。世界
に一つだけのチャームを作ってみませ
んか！▢申 7／18(水)9：30から同館窓口
で

8／1(水)・2(木) 古石場児童館

(古石場1-11-11)なんでもつくろ

うスペシャル ☎・℻3641-9532

▢時 8／1(水)・2(木)13：30〜14：30▢人
小・中学生、各日10人(申込順)▢費 無
料▢内 ｢おしゃれなバスボム｣をつくろ
う。色や香りを付けて、オリジナルの
バスボムを作ります▢申 7／21(土)から
同館窓口で(本人分のみ)

8／1(水) 東雲児童館

(東雲2-4-4-102)へんてこらくがき

タイム ☎・℻3529-1795

▢時 8／1(水)①10：30〜11：30②14：30〜
15：30▢人 ①幼児親子②幼児親子〜中
学生▢費 無料▢内 集会室でおもいっき
り落書きをしよう。いつもは怒られち
ゃう落書きもこの日だけは思う存分楽
しめる！▢申 当日直接会場へ

8／2(木)・3(金) 森下児童館

(森下3-14-6)夏まつり

☎3635-1535、℻3631-7025

▢時 8／2(木)13：30〜15：00、15：00〜16：
30、8／3(金)10：30〜12：00、13：30〜15：
00▢人 2歳〜中学生・高校生世代400人
(申込順)▢費 無料▢内 夏の暑い一日、
森下児童館の｢夏まつり｣で盛り上がろ
う！▢申 7／19(木)から同館窓口でチケ
ット配付

8／2(木)・3(金) 南砂児童館

(南砂2-3-17)ミステリーツアー

2018 ☎・℻3649-8507

▢時 8／2(木)①10：30〜11：30②15：30〜
16：30、8／3(金)①10：30〜11：30②13：
30〜14：30▢人 ①幼児②小学生〜高校
生世代500人(申込順)▢費 無料▢内 児
童館のこどもスタッフといっしょに作
った、てづくりおばけやしき。皆さん
の挑戦、お待ちしています！▢申 7／20
(金)から同館窓口でチケット配付

8／2(木)・3(金) 東陽児童館

(東陽5-16-13)おばけえんにち

☎・℻3647-8190

▢時 8／2(木)10：30〜12：00、13：30〜15：
30、8／3(金)10：00〜12：00、13：30〜15：
30▢人 0歳〜中学生・高校生世代500人
(申込順)▢費 無料▢内 東陽児童館にこ
わくて、かわいいおばけたちが大集
合！おばけえんにちでおばけやしきと

来て！見て！体験！｢チャレンジ

スポーツパークinゆめのしま｣

年齢、性別を問わず、さまざまなス
ポーツ体験ができます。普段触れる機
会の少ないパラスポーツやオリンピッ
ク競技種目など盛りだくさん！この夏
夢の島でスポーツを楽しもう！▢時 8／
5(日)9：00〜13：30 ▢場 夢の島競技場
(夢の島1-1-2)▢人 どなたでも※運動
靴またはヒールのない平らな靴でお越
しください▢費 無料▢内 クライミング、
アーチェリー、車いすバスケ、ブライ
ンドサッカーなど8種目の競技体験、
パラスポーツ紹介ブース、スタンプラ
リーなど▢申 当日直接会場へ▢問 夢の
島競技場内屋外スポーツ施設事務所☎

3522-0846、℻3522-0855▢ｅ info@di-
ksp.jp▢HP http://www.di-ksp.jp

スポーツセンターに

セミの羽化を見に行こう

▢時 7／27(金)・28(土)・29(日)18：30〜
(1時間〜1時間半)▢場 有明スポーツセ

ンター駐車場(有明2-3-5)※雨天中止

▢人 親子または中学生を除く15歳以上
の方各25人程度(申込順)※お子さんだ
けでの参加はできません▢費 無料▢申
7／15(日)10：00から電話で有明スポー
ツセンター☎3528-0191、℻3528-0192

いろいろな体験を楽しもう！

深川体験わーるど

職人さんが教えてくれる一閑張や手
ぬぐいの無地染、漆工芸などさまざま
な伝統工芸体験教室のほか、仏像彫刻、
苔玉やミニ盆栽作り、切り絵やい草の
ミニ置き畳など、｢和｣や｢モノ作り｣を
テーマに開催する館まつりです。スタ
ンプラリーや粘土を型に入れて作るミ
ニのらくろ鬼瓦、のらくろちぎり絵や
ミニ縁日など、当日参加できるコーナ
ーも盛りだくさん。お友達やご家族な
どお誘い合わせのうえ、森下文化セン
ターでお楽しみください。深川どうぶ
つしょうぎ大会も同時開催！▢時 7／22
(日)10：00〜16：00※事前申込や参加費
が必要なコーナーがあります。詳細は

えんにちをたのしもう！

▢申 7／19(木)から同館窓口でチケット
配付

8／2(木) 大島第二児童館

(大島4-5-1総合区民センター5階)

おばけランド

☎3637-2591、℻3637-2660

▢時 8／2(木)13：30〜16：00(最終受付
15：30)▢人 1歳〜中学生・高校生世代
500人(申込順)▢費 無料▢内 夏休みの
お楽しみ、おばけやしきふうのおまつ
りです！ゲームや工作など幼児から中
学生・高校生世代まで楽しめるコーナ
ーを用意しています。皆さんでぜひ遊
びに来てください！▢申 7／18(水)から
同館窓口でチケット配付

8／2(木)・3(金) 東砂第二児童館

(東砂2-13-13)じどうかんなつま

つり〜おばけやしきもあるよ〜

☎3646-1814、℻3699-7006

▢時 8／2(木)13：30〜15：00、8／3(金)10：
30〜12：00、13：30〜15：00▢人 0歳〜中
学生・高校生世代400人(申込順)▢費
無料▢内 夏休みの一大イベントです。
楽しい縁日コーナーやおばけやしきで、
幼児から高校生世代まで楽しめるコー
ナーを企画してお待ちしています。ぜ
ひ遊びに来てください！▢申 7／18(水)
から同館窓口でチケット配付

8／3(金) 平野児童館

(平野1-2-3)水遊びイベント

☎3643-1903、℻3630-2696

▢時 8／3(金)14：00〜15：00 ▢人 小学生
40人▢費 無料▢内 屋上で水遊び！水鉄
砲や水風船、いろいろな水遊びグッズ
で夏を楽しもう。ぬれてもいい服でき
てね[持ち物]着替え一式・バスタオル
※雨天や低気温の際は中止▢申 当日直
接会場へ

8／3(金)・4(土) 亀戸第三児童館

(亀戸7-39-9)うきうき☆かめ三

クラフト ☎・℻3636-5341

▢時 8／3(金)・4(土)10：00〜16：50(各
日5回実施)▢人 5歳〜中学生・高校生
世代各回15人(申込順)▢費 無料▢内 ペ

ットボトルで浮き浮き科学工作！詳し
くは区ホームページ、おしらせ、また
は同館にお問い合わせください▢申 7／
18(水)16：00から同館窓口で

8／3(金) 東砂児童館

(東砂7-15-3)おばけゆうえんち

☎・℻3646-0462

▢時 8／3(金)13：30〜15：00、15：00〜16：
00▢人 1歳〜中学生・高校生世代500人
(申込順)▢費 無料▢内 東砂児童館がお
ばけゆうえんちになるよ！おばけのコ
ーナーがたくさんあるよ。幼児から楽
しめるおばけゆうえんちです！みんな
できてね▢申 7／21(土)から同館窓口で
チケット配付

児童会館 夏休み工作

1．夏休み工作(小・中学生)｢木工作｣

▢時 8／8(水)①13：30〜14：30②15：00〜
16：00▢人 区内在住の①小学1〜3年生
②小学4年〜中学生各回15人(抽選、手
芸工作との重複申込不可。結果は当選
者にのみ7／22(日)連絡)▢内 東京土建
江東支部の方々と一緒にイスを作りま
す
2．夏休み工作(小・中学生)｢手芸工作｣

▢時 8／9(木)①13：30〜14：30②15：00〜
16：00▢人 区内在住の①小学1〜3年生
②小学4年〜中学生各回10人(抽選、木
工作との重複申込不可。結果は当選者
にのみ7／24(火)連絡)▢内 布用ボンド
を使ってB5サイズのトートバッグを
作ります
3．夏休み工作(幼児)｢藍染Tシャツに
挑戦！｣

▢時 8／10(金)①10：30〜11：30②13：30
〜14：30▢人 区内在住の4歳以上の幼児
と保護者各回8組(抽選、結果は当選者
にのみ7／21(土)連絡)[持ち物]手ふき
タオル※汚れてもいい服装でお越しく
ださい
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-8)

▢費 無料▢締 7／20(金)▢申 児童会館に
電話または窓口で☎3633-6911、℻

3633-6936




