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講座・催しものつづき

公開講座｢浮世絵に見る江戸
庶民の年中行事｣
常設展示室で開催している｢江戸
庶民の年中行事再現(正月・初午・雛
・端午・七夕・月見)｣を中心に、江
戸時代の人びとの暮らしの身近にあ
った年中行事について、その概要や
特色などを、浮世絵に描かれた風景
から紹介します ▢時 9／14(金)14：00
〜15：30▢場 深川江戸資料館小劇場
(白河1-3-28) ▢人 200人(申込順)

▢費 400円(観覧料)▢師 赤坂治績(江
戸文化研究家・演劇評論家)▢申 8／
15(水)から深川江戸資料館に電話ま
たは窓口で☎3630-8625、℻3820-
4379
夜間特別開館イベント
1．お化けの棲家リターンズ
〜江戸の町並みに潜む妖怪を探せ〜
多くの声にお応えして｢お化けの
棲家｣を今年も開催します。江戸の
町並みを再現した深川江戸資料館の
展示室の暗がりに潜む妖怪たちを、
ぜひ探しにきてください ▢時 8／24
(金)〜26(日)18：00〜21：00(入館は
20：30まで) ▢場 深川江戸資料館(白
河1-3-28)▢費 大人400円、小・中学
生50円(観覧料)※小・中学生は保護
者同伴
2．お化け縁日
毎年恒例の｢深川お化け縁日｣を今
年は資料館で開催します。お化けが
テーマのお店がきます。｢お化けの
棲家｣と併せてお楽しみください

▢時 8／25(土)・26(日)15：00〜20：00

▢場 深川江戸資料館レクホール、ふ
れあい広場(白河1-3-28)▢費 無料
※いずれも▢申 当日直接会場へ▢問
深川江戸資料館☎3630 - 8625、℻

3820-4379

30代のための健診
(生活習慣病予防健診9月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 健診日現
在30〜39歳の区民の方各25人(抽選)
※最近1年以内に受診された方はご
遠慮ください▢費 無料▢内 血液・尿
検査・腹囲測定等▢締 8／20(月)必着

▢申 はがきに①健診名②住所・郵便
番号③氏名(ふりがな)④年齢⑤生年
月日⑥性別⑦電話番号を記入し、希
望する保健相談所へ郵送または窓口
で(重複申込不可)※電子申請もでき
ます▢HP http://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo/navi/index.html

▢問 各保健相談所管理係

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

中川船番所資料館
8／28(火)を臨時休館。展示替えの
ため ▢問 中川船番所資料館☎3636-
9091、℻3636-9094
グランチャ東雲
9／4(火)〜7(金)を休館。建物設備
定期点検のため ▢問 グランチャ東雲
☎5548-1992、℻5548-1995
スポーツ会館
9／8(土)午前の柔道場・剣道場の

一般公開(各種武道)を中止。ジュニ
ア育成等のため ▢問 スポーツ会館☎

3649-1701、℻3649-3123

身元不明相談所を開設
9／1(土)〜30(日)までの間、区内

各警察署において、身元不明相談所
を開設します。皆さんの周りで、｢家
を出たまま音信がない｣｢何らかの犯
罪に巻き込まれているおそれがあ
る｣などの理由で行方不明になられ
ている方がいましたら、この機会に
ぜひご相談ください▢時 9／1(土)〜
30(日)9：00〜16：30▢場 ▢問 深川警察
署鑑識係(木場3-18-6)☎3641-0110、
℻3641-6250、城東警察署鑑識係(北
砂2-1-24)☎3699-0110、℻3615-3570、
東京湾岸警察署鑑識係(青海2-7-1)
☎3570-0110、℻3529-2402
中学校卒業程度認定試験
この試験は、下記の受験資格を満
たす方に対して中学校卒業程度の学
力があるかどうかを認定するために
国が行うもので、合格者には高等学
校の入学資格が与えられます[受験
資格]①病気などのやむを得ない事
由により就学義務猶予または免除さ
れた方で、今年度末までに満15歳以
上になる方②保護者が就学させる義
務の猶予または免除を受けず、かつ、
今年度末までに満15歳になる方で中
学校を卒業できないと見込まれるこ
とについてやむを得ない事由がある
と文部科学大臣が認めた方③今年度
末までに満16歳以上になる方④日本
国籍を有しない方で今年度末までに
満15歳以上になる方[受付期間]8／20
(月)〜9／7(金)消印有効[試験日]10／
25(木)[試験会場]東京都教職員研修
センター(文京区本郷1-3-3)▢問 東
京都教育庁義務教育課☎5320-6752、
℻5388-1734
子育て応援とうきょうパスポー
ト 夏休みキャンペーンを実施
東京都では、8／31(金)まで、｢子育
て応援とうきょうパスポート 夏休
みキャンペーン｣を実施します。賛
同する協賛店が夏休み限定の｢商品
の割引｣｢夏休み限定プランの実施｣
などサービスの提供や、メッセージ
の発信により子育てを応援します。
対象は妊娠中の方や中学生以下のお
子さんがいる世帯です。事業の詳細
は、子育て応援とうきょうパスポー
ト運営サイト(▢HP https://kosoda
te.pass.metro.tokyo.jp/)をご覧

ください▢問 東京都福祉保健局計画
課子育て応援事業担当☎5320-4115、
℻5388-1406
スポーツ＆フラワーフェスタ
2018

▢時 8／25(土)・26(日)11：00〜18：00

▢場 シンボルプロムナード公園夢の
広場(青海1-3-12) ▢人 どなたでも

▢費 無料▢内 サマーガーデンの展示
やスポーツの普及振興を融合させた
参加型イベントです。｢ガーデンス
タンプラリー｣など家族みんなで楽
しめる内容が盛りだくさん。詳細は
ホームページ(▢HP http://www.tp
tc.co.jp/park/event/detail/534)
をご覧ください▢申 当日直接会場へ

▢問 東京港埠頭(株)公園事業部企画
開発課☎3599-7305、℻3599-7493
スイソミルぐるっと3館夏休み
自由研究スタンプラリー

▢時 8／31 (金) まで。9：00 〜 17：00

▢費 無料 ▢内 ｢水素情報館 東京ス
イソミル｣では、｢がすてなーに ガ
スの科学館｣｢パナソニックセンター
東京｣と連携イベントを開催中。3館
のスタンプを集めながら、自由研究
のヒントを探そう。3館のスタンプ
を集めると記念品プレゼント。8／19
(日)は3館を結ぶ燃料電池バスシャ
トル運行(無料)を実施 ▢申 当日直接
会場へ▢場 ▢問 東京スイソミル(潮見
1-3-2)☎6666-6761 ▢HP https://w
ww.tokyo-suisomiru.jp/

江東区医師会区民公開講座

▢時 9／8(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 元気な赤ちゃんと出会
うために。妊娠前・妊娠中に気をつ
けること〜早産の予防を中心に〜

▢師 大槻克文(昭和大学江東豊洲病
院産婦人科部長) ▢申 8／20(月)から
電話で江東区医師会☎3649-1411

▢HP http://koto-med.or.jp/
｢ドリームパーティー｣
ボランティア募集
区内の障害者施設が協同で実施す
る地域交流のおまつりに協力してく
ださるボランティアを募集します

▢時 10／6(土)9：00〜16：00 ▢場 毛利
小学校(毛利2-2-2)▢人 高校生以上
の方15人(申込順)▢内 会場の設営・
撤収、会場警備、模擬店等の補助

▢締 9／14(金)※定員になりしだい終
了▢申 8／15(水)から電話でドリーム
パーティー実行委員会(塩浜福祉園)
☎3647-6987、℻3640-3461
消費者バス見学会〜サントリー
ビール工場・東京水の科学館〜

▢時 9／19(水)8：00〜16：00 ▢集 区役
所※保険証持参 ▢人 区内在住で消費
者問題に関心のある方30人(抽選、
結果は9／3(月)までに発送)▢費 100
円(昼食代別途1,700円程)▢内 サン

トリー武蔵野ビール工場見学(府中
市)、昼食、東京水の科学館見学

▢締 8／26(日)消印有効 ▢申 往復はが
き(1人1枚)に①イベント名②住所③
氏名④年齢⑤性別⑥電話番号を記入
し、〒135-0011扇橋3-22-2消費者セ
ンター内江東区消費者団体連絡協議
会へ☎5683-0321、℻5683-0318
ツーリズムEXPOジャパン
2018にご招待！
東京ビッグサイトで開催される世
界最大級の旅のイベントに区民10組
20人を無料招待します。江東区にい
ながら、海外旅行・国内旅行の気分
が味わえます。江東区観光協会も出
展しています▢時 9／22(土)・23(日・
祝)10：00〜▢場 東京ビッグサイト東
展示棟(有明3-11-1)▢人 区民10組20
人(抽選)▢締 8／24(金)消印有効 ▢申
はがきに①住所②氏名③年齢④電話
番号を記入し、〒107-6003港区赤坂
1-12-32アーク森ビル内郵便局留｢ツ
ーリズムEXPOジャパン2018特別招
待券｣プレゼント事務局へ☎4570-
3183
認知症カフェ開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを専門の相談員に相談したり、介
護の情報を得ることができる認知症
カフェを開催します。
1．アス・ギャラリーカフェ

▢時 8／16(木)14：00〜16：00▢場 アス
・フォトギャラリー(東陽1-15-4)

▢費 無料▢内 日本と縁のあるポルト
ガルを旅した写真のスライドショー。
ポルトガル語が語源の日本語など共
通点を探してみましょう ▢申 当日直
接会場へ▢問☎090-1600-2362(山口)
2．長屋カフェ

▢時 8／26(日)14：00〜16：00▢場 江東
区文化センター3階第2研修室(東陽4
-11-3) ▢費 無料(飲食実費200円)

▢内 ミニ講話｢僧侶と話そう！｣、専
門職による相談等▢申 当日直接会場
へ ▢問 NPO法人深川長屋☎090-
4954-9744、℻3643-4177
どすこいゴミ拾いin富岡八幡宮
海のゴミの多くは街からやってく
るのをご存じですか。海は今、街か
ら出るゴミでいっぱいとなり、海洋
生物に大きな影響を与えています。
富岡八幡宮で大嶽部屋の力士と一緒
にゴミ拾いをして、その後、境内で
相撲体験ができる｢どすこいゴミ拾
い｣を開催します。現役力士とちび
っ子たちとのお相撲対決をぜひお楽
しみください ▢時 8／26(日)10：00〜
12：00(9：30受付)▢場 富岡八幡宮(富
岡1-20-3)▢集 富岡八幡宮大鳥居前

▢人 どなたでも▢費 無料▢内 ゴミ拾
い(ゴミ袋・トングは事務局で準備)、
相撲体操(股割りやシコなど、相撲
の基本動作)、相撲体験(相撲専用マ
ットの上で、現役力士と相撲) ▢申
当日直接会場へ▢問 深川海さくら事
務局(望月・小野木)☎5245-1151

▢HP http://fukagawa.umisakura.
com/dosukoi/2018

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

区では浸水被害を防ぐため、6月
〜10月に｢土のう｣を主に戸建住宅の
希望者に配付します。台風接近時等
の直前対応は困難ですので、ぜひこ
の機会をご利用ください※配付した
土のうは、個人で日常管理・不要時
の処分をお願いします。また、土の

うをお持ちの方で、袋が破損してい
る場合は、袋のみの配付も行ってい
ます。なお、お申し込みは50袋を限
度とします[8月受付分の配送日]9月
上旬の区が指定する日▢締 8／31(金)

▢申 電話で河川公園課工務係☎3647
-2538、℻3647-9216

9／11(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

9／21(金)
13：00〜

9／7(金)
8：50〜

城東南部保健相談所
〒136-0076南砂4-3-10

☎5606-5001
℻5606-5006

健診会場

9／21(金)
13：30〜

9／7(金)
12：45〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

9／28(金)
13：10〜

結果日時

9／5(水)
13：10〜

検査日時

深川保健相談所
〒135-0021白河3-4-3-301

☎3641-1181
℻3641-5557

9／18(火)
13：20〜




