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建築・測量登記の無料相談
▢時 9／12(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
行政書士による無料相談会
▢時 ①9／13(木)13：30〜16：30②9／20
(木)13：00〜16：00▢場 ①豊洲文化セ
ンター第8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▢内 遺言・相続、
成年後見等、株式会社等の法人設立、
産廃・建設業ほか各種営業許認可関
係、契約書、自動車の名義変更、車
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
勤労障害者の表彰対象者を募集
職業的自立に積極的に努力してい
る勤労障害者を、障害者福祉大会で
毎年表彰しています。募集の詳細は
区ホームページをご覧ください▢人
現在の事業所に2年以上勤務する区
内在住の障害者手帳所持者で、就業
成績が極めて良好と認められる方10
人程度(選考あり)▢締 9／26(水)▢申
該当者を雇用している事業者が、障
害者支援課窓口(区役所隣防災セン
ター2階17番)にある申込書(区ホー
ムページからも入手可)に必要事項
を記入し、〒135-8383区役所障害者
支援課就労支援担当へ郵送または窓
口で☎3699-0325、℻3699-0329
高齢者被害特別相談
東京都の｢高齢者悪質商法被害防
止キャンペーン｣の一環として、｢高
齢者被害特別相談｣(電話・窓口)を
実施します▢時 9／11(火)・12(水)9：
30〜16：00▢場 ▢問 消費者センター
(扇橋3-22-2)☎3647-9110、℻5683-
0318
古着の巡回回収(第6回)9／8(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

カナダ料理講習会
江東区とカナダのサレー市の姉妹
都市提携30周年を記念した、カナダ
食文化の料理講習会です ▢時 9／14
(金)13：30〜16：00▢場 総合区民セン
ター(大島4-5-1)▢人 15人(申込順)

▢費 2,000円(材料費込) ▢師 マリー
・デジャルダン(カナダ料理研究家)

▢締 9／10(月)※定員になりしだい終
了▢申 9／5(水)9：00から電話で地域

振興課区民交流担当☎3647-4963、
℻3647-8441▢問 江東区国際友好連
絡会(I. F.C.)事務局(宗像)☎・℻

3641-7018
チーム力を引き出す！
女性リーダーシップセミナー
地域や職場でリーダーを務めてい
る方や、これから役割を担う方向け
に、ワークを通してリーダーシップ
のとり方を学ぶ講座です ▢時 10／9
(火)・16(火)10：00〜12：00▢場 男女
共同参画推進センター3階第1・2研
修室(扇橋3-22-2パルシティ江東内)

▢人 女性30人(申込順)▢費 無料▢師
藤田潮(andCs代表)▢保 幼児(1歳6
か月〜就学前)10人程度(無料。申込
時要予約)▢申 9／5(水)9：00から男女
共同参画推進センターに電話または
窓口で※区ホームページからも申込
できます☎5683-0341、℻5683-0340
草木染めワークショップ｢秋草
で染めるシルクストール｣
染色が美しく、草木染めに適した
植物｢セイタカアワダチソウ｣で、シ
ルクのミニストールを染めます▢時
9／27(木)10：00〜12：00▢場 えこっく
る江東▢人 16歳以上で屋外での採集
作業(抜根)ができる体力のある方、
24人(区内在住・在勤・在学の方を優
先して抽選)※当選者のみに9／18
(火)ごろ、郵送で通知 ▢費 1,800円

▢締 9／11(火)必着▢申 窓口またはは
がき、ファクスに①草木染め②郵便
番号、住所(在学、在勤の方は学校・
勤務先名と住所を併記)③氏名④ふ
りがな⑤年齢⑥電話番号を記入し、
〒135-0052潮見1-29-7えこっくる江
東へ※区ホームページからも申込で
きます☎3644-7130、℻3644-7135
児童会館 天体観望会・マット運動
1．天体観望会｢火星｣

▢時 9／29(土)▢集 19：30に2階ホール
集合▢人 どなたでも60人(抽選、結
果は当選者にのみ9／12(水)連絡)※
小学生以下は保護者の申込と当日の
付添が必要▢師 有賀真由美・山内康
晃※雨天・曇天の場合は、2階ホール
で1時間程度星空解説
2．大作戦｢マット運動に挑戦！｣

▢時 9／29(土)①10：00〜10：45②11：
00〜11：45▢人 ①区内在住の3歳以上

の幼児20人②区内在住の4歳以上の
幼児20人(抽選、結果は当選者にの
み9／13(木)連絡※6／30実施の同講座
への未参加者を優先)▢内 ①前転・
後転②側転[持ち物]室内シューズ、
タオル、水筒※運動しやすい服装で
お越しください▢師 加藤正樹
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 9／11(火)▢申 児童会
館に電話または窓口へ☎3633-6911、
℻3633-6936
英語で伝統芸能体験
KABUKI for Everyone
外国の方にも楽しんでもらえる

｢歌舞伎｣の見方を、歌舞伎俳優の市
村萬次郎さん、市村竹松さんが英語
を交えてわかりやすくご案内します

▢時 9／16(日)12：00開演 ▢場 江東区
文化センター(東陽4-11-3)▢人 400
人(申込順) ▢費 無料 ▢申 9／5(水)か
ら江東区文化センターに電話または
窓口で☎3644-8111、℻3646-8369

▢ｅ koto-kabuki-j2018@kcf.or.jp
オータムコンサート無料招待
トロンボーンの豊かな音色で音楽
の秋を楽しみませんか？ ▢時 11／23
(金・祝)14：00 ▢場 古石場文化セン
ター(古石場2-13-2)▢人 区内在住・
在勤の方10組20人(抽選) ▢費 無料

▢内 女性8人グループJYOSHIKAIに
よる演奏▢締 9／8(土)▢申 窓口また
はファクスに氏名・住所(在勤の方
は勤務先名と住所)・電話番号を記
入し、古石場文化センターへ☎5620
-0224、℻5620-0258
東京シティ・フィル
公開リハーサル 無料招待
江東区芸術提携団体、東京シティ
・フィルハーモニック管弦楽団演奏

会のリハーサルを公開します。今回
は、2015年ニコライ・マルコ国際指
揮者コンクールの覇者トンチエ・ツ
ァン指揮による直前リハーサルです

▢時 10／18(木)11：00〜12：00※開始
時間が前後する場合があります▢場
ティアラこうとう大ホール(住吉2-
28-36)▢人 区内在住・在勤・在学の
方400人(申込順)※未就学児不可

▢費 無料 ▢申 9／10(月)10：00から電
話でティアラこうとう☎5624-3333、
℻3635-5547
中川船番所資料館 散策ツアー・
ちりめんモンスター・スケッチ
1．周辺散策ツアー

▢時 10／8(月・祝)13：30〜15：00▢人
小学生以上10人(申込順)※小学3年
生以下は保護者同伴▢費 大人200円、
小・中学生100円(観覧料含む) ▢内
同館展示中｢江東まちのマイスター
展｣の鑑賞と製作現場を見学▢師 江
東区文化観光ガイド
2．ちりめんモンスターを探せ！

▢時 10／14(日)①10：30〜12：00②14：
00〜15：30▢人 小学生各回15人(申込
順)※小学3年生以下は保護者同伴

▢費 50円(資料代)▢内 ちりモン探し
を通して海の生き物の関係や生活と
の関わりを学びます
3．水辺のスケッチ

▢時 10／28(日)9：00〜12：00▢人 小学
生以上15人(申込順)※小学3年生以
下は保護者同伴▢費 大人600円、小・
中学生450円(観覧料含む)▢師 菅野
たみお
※いずれも ▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)▢申 9／9(日)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

10月の乳幼児食事教室
(申込順・9／5(水)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)

23(火)
13：30〜

2(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

25(木)
13：30〜

4(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

11(木)
13：30〜

4(木)
13：30〜

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

11(木)
14：00〜

18(木)
①13：30〜 ②15：00〜

江東区スポーツネット
11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 9／20(木)〜30(日)
抽選後の空き施設の申込 10／9(火)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。

平日(祝日は除く)

テニス

野球
・

ソフトボール

B・D面

▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

全日3・4・11・18・25サッカー

東少年

A〜D面

日(11月分)

※荒川砂町庭球場は改修工事のため、平成31年3月ま
で利用を中止します。

時間施設・面番号

3・4・11・18・23

18

全面亀戸

9・10面

9〜16

全面

多目的広場

11・12面

1・2・3・4面

3・4・11・18・23・24

18・25

夢の島

全面

豊住

5・6面

10・23

屋外スポーツ施設休場日

9〜164・11

全日25

全日23

全日

全日

全日

全日3・4・11・18

全日

18

9〜164・11・18全面新砂

第二全面

種目

全日

全日11全面
潮見

3・10・17・18・23・24

全日12・26

全日

全日4・11・25第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等 全日平日の月・水・金

13〜163・10・17・24

全日

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

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(水泳は9：30〜12：00)

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(9／8)、第4土曜(9／22)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
弓道(中学生以上)

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

バレーボール
バドミントン

卓球

卓球・弓道・
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(9／8)

※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

卓球・各種武道・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

南砂三丁目公園
丸八通り沿い応急給水施設付近
(南砂3-14-21)

江東区役所
四ツ目通り沿い

場所

9／8(土)
10：30〜
12：00

明治小学校校門前
(深川2-17-26)9／8(土)

13：00〜
14：30

日時

文泉公園西側
(亀戸2-4-13)




