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区民葬儀券を発行しています
区民葬儀は、一定の仕様で標準的
な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行う
ものです。祭壇料金・霊柩車・遺骨
収納容器・火葬料金の4項目につい
て23区統一の協定料金で行います。
なお、区民葬儀に含まれない経費が
ありますので取扱指定店にご相談く
ださい。区では、ご利用を希望され
る方に区民葬儀券を発行しています。
協定料金や取扱指定店の連絡先など
の詳細は区民課戸籍係(区役所2階1
番)、豊洲特別出張所・各出張所にあ
る区民葬儀のパンフレットをご覧く
ださい(区ホームページからも入手
可)[利用方法]取扱指定店へ直接申
し込んだのち、区民課戸籍係へ死亡
診断書(死亡届)を提示して区民葬儀
券の交付を受け、取扱指定店へ渡し
てください▢問 区民課戸籍係☎3647
-3163、℻3647-9244
国民健康保険料の減免
災害により重大な損害を受けたと
きや重大な病気、ケガなど、特別な
事情により世帯全員の収入および資
産(預貯金等)・能力を活用しても保
険料の支払いが困難となった場合、
申請により一定期間、保険料が減免
になる場合があります。申請には、
預金通帳や特別な事情が確認できる
書類(診断書等)の提出が必要となり
ます。詳細はお問い合わせください

▢問 医療保険課資格賦課係☎3647-
8520、℻3647-8443
ことばときこえの教室
ことばやきこえに心配のある児童
が、いきいきと学校生活を送ること
ができるように指導・支援する通級
指導学級です。入級に関する相談を
ご希望の方は、在籍校と話し合いの
うえ、在籍校を通してお申し込みく
ださい。なお、相談日時は毎週水曜
11：00からです。ことばときこえの
教室についてのご質問がありました
ら気軽にお電話ください▢問 南陽小
学校ことばときこえの教室(東陽2-1

-20)☎・℻3649-3464、学校支援課特
別支援教育係☎3647-9175、℻3647-
9053
平成31年度から区立中学校等
で使用する教科書が決定
江東区立中学校および義務教育学
校(後期課程)で来年度から使用する
教科書(特別の教科 道徳)を、区教育
委員会で採択しました。平成31年度
から2年間、下記の出版社が発行し
た教科書を使用します▢問 教育委員
会指導室☎3647-9179、℻3647-6505

介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
[契約期間]平成31年3／31(日)まで
(業務委託契約、年度更新あり)▢人
介護支援専門員の資格を有し、介護
保険法に基づく事業所等に勤務して
いない方(おおむね65歳未満)若干名
(選考により決定)[業務委託料]1件
4,000円(研修期間あり) ▢内 区内で
の訪問調査および調査票の作成[選
考]書類および面接[面接日]10／12
(金)▢締 10／4(木)必着▢申 ①履歴書
(写真添付)②介護支援専門員証の写
し③応募の動機を200字程度に記入
したもの(様式自由)を、〒135-0016
東陽6-2-17江東区社会福祉協議会総
務課認定調査係へ郵送または持参☎

3647-5831、℻3647-5833
成年後見相談会(予約制)
認知症、知的障害、精神障害など
により判断能力が不十分な方の権利
を守る成年後見制度、福祉サービス
に関するトラブルや疑問、遺言や相
続手続きなどの相談に応じます▢時
10／6(土)10：00〜16：00▢場 高齢者総
合福祉センター(東陽6-2-17)▢人 12
人(申込順)▢費 無料[相談員]司法書
士(成年後見センター・リーガルサ
ポート東京支部)[後援]江東区▢申 9
／18(火)から権利擁護センター｢あん
しん江東｣に電話または窓口で☎

3647-1710、℻5683-1570
｢障害者作品展｣出展作品募集
平成31年2／6(水)〜8(金)に江東区
文化センター(東陽4-11-3)で開催さ

れる｢障害者作品展｣の個人出展作品
を募集します▢人 区内在住で障害者
手帳をお持ちの方[募集要項配布]社
会福祉協議会窓口またはホームペー
ジ(▢HP https://koto-shakyo.or.
jp/)で▢締 11／16(金)▢申 募集要項
にある参加申込書に必要事項を記入
し、〒135-0016東陽6-2-17高齢者総
合福祉センター2階社会福祉協議会
福祉サービス課福祉サービス係へ郵
送、ファクスまたは窓口で℻5683-
1570、☎3647-1898
ファミリー・サポート協力会員
募集 支え合おう地域の子育て
育児の手助けが必要な方(生後57

日〜小学3年生までの児童の保護者)
の援助を行う協力会員を募集してい
ます[活動内容]協力会員の自宅を利
用しての一時預かり、保育園・幼稚
園への送迎、その後の預かりなど[活
動時間]原則7：00〜22：00(協力可能
な時間内で実施)[登録要件]区内在
住で20歳以上の心身ともに健康な方。
資格・経験・性別は問いません[謝礼
金]活動時間・曜日により1時間800
円または1,000円[協力会員登録養成
講座(要予約)] ▢時 10／23(火)10：00
〜16：20、10／24(水)10：00〜15：20、
10／25(木)13：10〜16：30※全日程に
参加する必要があります▢場 亀戸文
化センター第3研修室(亀戸2-19-1)
等▢申 9／18(火)から電話でファミリ
ー・サポート・センター事務局へ(江
東区社会福祉協議会内)☎5683-1573、
℻5683-1570

児童会館 産後ヨガ・天体観望会
1．産後ヨガ・ストレッチ

▢時 9／30(日)10：30〜11：30▢人 区内
在住で1歳未満のお子さんがいる母
親10人(抽選、結果は当選者にのみ9
／21(金)連絡)▢師 土手浩恵
2．天体観望会｢アンドロメダ銀河｣

▢時 10／6(土)▢集 19：30に2階ホール

▢人 どなたでも60人(抽選、結果は
当選者にのみ9／22(土)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
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 9／20(木)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
地域福祉フォーラム｢地域共生
社会の実現に向けて｣

▢時 10／10(水)13：30〜16：00 ▢場 江
東区文化センター3階レクホール(東
陽4-11-3)▢人 100人(申込順)▢費 無
料▢内 第1部ワークショップ｢近隣助
け合い体験ゲーム｣、第2部講演｢我
が事・丸ごと｣地域共生社会実現に
向けて▢師 渡辺裕一(武蔵野大学人
間科学部社会福祉学科教授)▢申 9／
18(火)から電話またはファクス、メ
ールにフォーラム名・氏名・住所・
電話番号を記入し、江東区社会福祉
協議会地域福祉推進課まで☎3640-
1200、℻5683-1570▢ｅ suishin@ko
to-shakyo.or.jp
横綱大鵬顕彰コーナー特別展
｢横綱 72人の選ばれし者たち｣

▢時 9／20(木)〜10／4(木)9：30〜17：
00(最終入館は16：30)▢費 大人400円、
小中学生50円(観覧料)※小中学生は
保護者同伴▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 深川江戸資料館(白河1-3-28)☎
3630-8625、℻3820-4379

伝統芸能公開 力士の囃子唄
｢相撲甚句｣

▢時 9／23(日・祝)13：30〜14：00、14：
30〜15：00▢費 大人400円、小中学生
50円(観覧料)※小中学生は保護者同
伴[出演]江東相撲甚句会▢申 当日直
接会場へ▢場 ▢問 深川江戸資料館(白
河1-3-28)☎3630-8625、℻3820-4379
秋のこうとう文化芸術祭

▢時 ▢内 下表のとおり ▢費 無料※茶
会のみ2席1,500円▢申 当日直接会場
へ※茶会のみ9／15(土)から江東区文
化センター窓口でお茶席券販売▢場

▢問 江東区文化センター(東陽4-11-
3)☎3644-8111、℻3646-8369

深川スポーツセンター
カヌー安全講習会(10月分)

▢時 10／13(土)9：00〜12：00▢集 深川
スポーツセンター▢人 区内在住・在
勤・在学の15歳以上の方5人(抽選)

▢費 3,850円(保険代含む) ▢内 カヌ
ーに乗るために必要な技術を身につ
ける。1時間の講義と大横川での実
地講習[持ち物]運動できる服装、着
替え一式、飲物、帽子▢師 (株)オー
エンス▢締 9／22(土)必着▢申 往復は
がきに①カヌー安全講習会②氏名
(ふりがな)③住所※在勤(在学)の場
合、会社名(学校名)と住所④生年月
日⑤電話番号を記入し、〒135-0044
越中島1-2-18深川スポーツセンター
へ☎3820-5881、℻3820-5884
深川東京モダン館
講座、落語会、コドモアソビ
1．おきがる講座

▢時 9／28(金)13：00〜14：30、15：00
〜16：30 ▢人 各回30人(申込順) ▢費
500円(ドリンク代込)▢内 明治150年
江東人物伝⑦三野村利左衛門▢申 9／
15(土)から電話で深川東京モダン館
2．落語会

▢時 9／29(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 岡本綺堂作青蛙堂
鬼談〜猿の目〜[出演]三遊亭圓橘

▢申 9／15(土)から電話で深川東京モ
ダン館
3．コドモアソビ

▢時 10／6(土)14：00〜16：00▢費 無料

▢内 ベーゴマ、おりがみ▢申 当日直
接会場へ
※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)☎5639-1776、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
芭蕉記念館 時雨忌(芭蕉忌)
全国俳句大会 記念講演会

▢時 10／7(日)14：00〜15：30▢場 芭蕉
記念館(常盤1-6-3) ▢人 80人(申込
順)▢費 500円(観覧料含む)▢内 おく
のほそ道の読み方―いま｢芭蕉｣とは

▢師 宮坂静生(｢岳｣主宰) ▢申 9／15
(土)から芭蕉記念館に電話または窓
口で☎3631-1448、℻3634-0986

発行者
特別の教科 道徳

教科
日本文教出版

9／30(日)〜10／7(日)
10：00〜17：00
10／7(日)は15：00まで

9／23(日・祝)〜29(土)
10：00〜17：00
9／23(日・祝)は13：00から
9／29(土)は15：00まで

会期

10／21(日)〜11／3(土・祝)
10：00〜17：00菊花展

手工芸展

10／7(日)10：00〜吟剣詩舞道大会
10／28(日)10：00〜江東区民合唱祭

美術展

11／10(土)9：30〜隅田川謡曲大会

催事名

11／3(土・祝)15：00〜ダンスフェスティ
バルʼ18

10／14(日)
10：30〜16：30俳句大会

10／16(火)〜21(日)
10：00〜17：00
10／21(日)は16：00まで

書道連盟展(一般)
教育部展(こども)

10／27(土)・28(日)
10：00〜16：00華展

10／28(日)
10：00〜15：00茶会

あじさい高齢者在宅サービス
センター(東砂4-20-15)
☎5857-8231、℻5857-8235

10／13(土)
14：00
〜15：30

高齢者家族介護教室(無料・申込順・9／18(火)から各施設に電話・受付時間月〜金曜 9：00〜17：00)

介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます▢人区内在住・在勤でご家族の介護を行っている方20人▢費無料

［転倒予防について］機能訓練指導員が、転
倒しないための効果的なトレーニング方法
を説明・実技指導します。

白河高齢者在宅サービスセン
ター(白河3-4-3-201)
☎3630-6591、℻3630-6598

10／20(土)
13：30
〜15：00

［移乗介助について］車いすの基本的な操作方
法や、車いすからベッドへの移乗介助のコツ
を説明します。実際に介助体験も行います。

寿園高齢者在宅サービスセン
ター(北砂2-1-16)
☎3615-4850、℻3615-4855

10／20(土)
14：00
〜15：30

［介護技術について］車いすへの移乗介助や移動
介助など、介助する方の身体も守りながら無理
のない介護ができる介助方法をお伝えします。

枝川高齢者在宅サービスセン
ター(枝川1-8-15-101)
☎5632-2277、℻5632-2276

10／13(土)
14：00
〜15：30

内 容施設名(会場)日時

［入浴時の危険性と安全な介助方法］入浴時
の危険性や入浴できない時の清潔保持方法
等を説明し、安全に入浴できる介助方法を
実演を交えて説明します。

亀戸高齢者在宅サービスセン
ター(亀戸4-21-13)
☎5626-0130、℻5626-0133

10／20(土)
14：00
〜15：30

［自宅で簡単に作れる介護食］管理栄養士が、
美味しさを感じる味覚と入れ歯の関係など
介護食作りに役立つ知識を説明します。基
本的な介護食の調理体験も行います。

豊洲長寿サポート
センター
☎5859-0566
℻5547-5400

亀戸東長寿サポー
トセンター
☎5875-3451
℻5875-3452

｢認知症予防〜健康診断結果編〜｣
区の健康診査を受診した方が対象
です。検査結果から認知症予防のた
めの生活習慣を一緒に考えましょう。

認知症に対して不安や恐れを抱いてい
ませんか⁉認知症の方は大きな可能性
を持っています‼可能性を引き出す方
法や関わり方を一緒に学びましょう‼

豊洲文化センター
第2研修室(豊洲2-
2-18豊洲シビック
センター内)

10／23(火)
13：30
〜15：30

東京城東病院2階
健康管理センター
(亀戸9-13-1)

9／26(水)
14：00
〜15：30

順天堂江東高齢者医療センターの
認知症認定看護師から、認知症の薬
とケアの方法、医師への上手な病状
の伝え方について聞いてみませんか？

南砂長寿サポート
センター
(南砂2-3-5-102)

10／31(水)
14：00
〜15：30

内容施設名(会場)日時

③

②

①

南砂長寿サポート
センター
☎3640-9851
℻3640-9920

申込・問合先

認知症家族介護者教室・交流会
認知症についての講話と、家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください▢時 ▢場 下

表のとおり▢人 ①15人②③20人(申込順)▢費 無料(飲食費実費)▢申 ①9／15(土)②③9／17

(月)から電話で各長寿サポートセンター




