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保健つづき

生活習慣病予防講演会｢30代か
らの脂質異常症〜予防と治療｣
コレステロール、中性脂肪のバラ
ンスが乱れて起こる脂質異常症は心
筋梗塞などの病気を招きます。｢最
近お腹まわりが気になる｣｢健診でコ
レステロールが高めと言われた｣な
ど思い当たる方、自分や家族の健康
を考えませんか▢時 11／29(木)13：30
〜15：30▢場 深川南部保健相談所(枝
川1-8-15-102) ▢人 40人(申込順)

▢費 無料▢師 李相翔(昭和大学江東
豊洲病院医師)▢保 未就学児10人(申
込順)▢申 10／29(月)9：00から電話で
深川南部保健相談所☎5632-2291、
℻5632-2295
HIV・梅毒抗体検査・相談(11月分)

▢時 下表のとおり▢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

深川スポーツセンター
10／28(日)午前・午後、大体育室(ソ
フトテニス・バドミントン)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
スポーツ会館
11／10(土)夜間、大体育室・小体育
室・柔道場・剣道場(バレーボール・
バドミントン・卓球・各種武道)およ
び11／18(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)の一般公開を中
止。大会開催等のため▢問 スポーツ
会館☎3649-1701、℻3649-3123

年末調整等説明会

▢時 ▢場 下表のとおり ▢問 江東西税
務署☎3633-6211、江東東税務署☎

3685-6311[給与支払報告書関係の問
合先]課税課課税計画係・課税第一
係・課税第二係☎3647-8001〜2・8004、
℻3647-4822

東京都都市計画審議会
傍聴できます

▢時 11／20(火)13：30〜▢場 都庁会議
室▢人 15人(抽選) ▢内 第223回東京
都都市計画審議会の傍聴※個人のプ
ライバシーに関わる案件などがある
ときは、会議が一部非公開となるこ
とがあります ▢締 10／30(火)消印有
効▢申 往復はがきに住所・氏名・電
話番号を記入し、〒163-8001新宿区
西新宿2-8-1東京都都市整備局都市
計画課へ☎5388-3225 ▢HP http://
www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
keikaku/shingikai/yotei.htm
家内労働者有機溶剤等健康診断
江東区にお住まい、または作業場
があり、皮革業に従事し、有機溶剤
を含む接着剤などを使用している家
内労働者とその補助者の方は、東京

都が指定した医療機関において、無
料で健康診断を受診できます▢時 平
成31年3／31(日)まで(受診日)▢場 都
が指定した江東区内の有機溶剤健康
診断指定医療機関▢費 無料▢申 直接
医療機関へ▢問 東京都産業労働局労
働環境課家内労働担当☎5320-4654、
℻5388-1469
白熱電球・電球形蛍光灯を
LED電球に交換
東京都では、家庭での省エネを進
めています。都内の家電店にE26型
かE17型の白熱電球または電球形蛍
光灯いずれか1個(切れている電球も
可)と本人確認ができる運転免許証
や健康保険証をお持ちいただくと、
LED電球1個(ご持参の電球と同じサ
イズでA型の40Wまたは60W相当
のもの)と交換できます▢場 参加協
力店※お近くの参加協力店や事業の
詳細はお問い合わせください▢人 18
歳以上の都民(1人1個、1回限り)

▢問 コールセンター☎6704-4299

▢HP https://www.tokyo-co2do
wn.jp/individual/ecoother/LED-
family/index.html
大井競馬
｢東京メトロポリタンウィーク｣
大井競馬では、東京23区の魅力を
発信する｢東京メトロポリタンウィ
ーク｣を開催します。江東区にちな
んだレースは11／2(金)に実施します

▢時 10／29(月)〜11／2(金)14：10開門
予定▢場 大井競馬場(品川区勝島2-1
-2)▢費 100円(入場料)※15歳未満無
料・20歳未満の方のみでの入場は不
可※20歳未満の方の勝馬投票券の購
入は不可▢内 23区にちなんだレース、
名産品販売、23区PRブース等▢問 特
別区競馬組合競馬事務局☎3763-
2151▢HP https://www.tokyocity
keiba.com
大塚ろう学校城東分教室 学校公開
地域、関係機関の皆さんに聴覚障
害児・者への理解を深めていただく
ために、学校公開を実施します。参
加を希望される方は、住所、氏名、
電話番号をお知らせください。詳細
はホームページをご覧ください▢時
10／26(金)9：00〜12：30▢内 学校説明、
保育・授業公開▢場 ▢問 都立大塚ろ
う学校城東分教室(大島6-7-3(都立
城東特別支援学校内))☎3685-9100、
℻3682-2159▢HP http://www.otsu
ka-sd.metro.tokyo.jp
竪川河川敷公園
｢秋のマラソン大会向け練習会｣
マラソン大会に向けて練習会を開
催します※詳細はお問い合わせくだ
さい ▢時 10／31〜11／21の水曜19：30
〜21：00▢場 竪川河川敷公園(亀戸6-
33-10)▢人 16歳以上の方各15人▢費
500円(保険代含む)▢申 開催日まで
に竪川河川敷公園管理事務所に電話
または窓口で※ホームページからも
申込できます☎5875-1771▢HP http:
//www.tatekawa-park.com/?
p=1237
木場公園 スケッチ教室
未経験者も丁寧に指導します▢時
11／11(日)13：00〜15：00 ▢場 木場公
園ミドリアム▢人 15人(申込順)▢費
無料 ▢師 緑の会 ▢申 10／25(木)から
電話で木場公園サービスセンター☎

5245-1770、℻5245-1772

産業会館フェア(物産展)
区内各種団体・企業による食料品

・日用品・衣類等の展示販売を開催。
おすすめスイーツ・美味しいもの、
お買い得商品を多数ご用意。ふるっ
てご来場ください▢時 11／17(土)10：
00〜16：00 ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 産業会館(東陽4-5-18)☎3699-
6011※工事中のため、エレベーター
は利用できません ▢HP http://ww
w.koto-sangyokaikan.jp
おいしいコーヒーの淹れ方教室
おいしいコーヒーの淹れ方を専門
インストラクターが丁寧に教えます
(特製ケーキ・お土産付) ▢時 11／17
(土)①10：30〜12：00②13：00〜14：30

▢場 産業会館(東陽4-5-18)※工事中
のため、エレベーターは利用できま
せん ▢人 各15人(申込順) ▢費 1,000
円▢師 ドトールコーヒーインストラ
クター▢申 10／25(木)10：00から電話
で産業会館※2人分まで申込可☎

5634-0522、℻3699-6017 ▢HP http:
//www.koto-sangyokaikan.jp
〜暮らしのアイデア〜
創って、届けてみよう！
シェアオフィスで行う、ゼロから
始められる、モノづくり起業体験プ
ログラムです※機器に触れた事がな
い方も、専門スタッフに聞きやすい
環境下で作業ができます※参加形態
(個人またはグループ型)を選べます

▢時 11／3・10・17・24、12／1(土曜全
5日※グループ型は11／17まで(全3
日))11／3、12／1は10：00〜15：00、そ
のほかは10：00〜12：00(グループ型)
・13：00〜15：00(個人)のいずれか

▢場 アジアスタートアップオフィス
MONO(青海2-5-10テレコムセン
タービル東棟14階)▢人 モノづくり
起業に少しでも興味のある方15人
(申込順)※年代問わず大歓迎▢費 通
し参加券18,000円 ▢申 10／25(木)か
らホームページ(▢HP https://kura
shinoidea.peatix.com/)で ▢問
MONO☎6426-0955(平日10：00〜
18：00)
家事家計講習会

▢時 11／15(木)①10：00〜12：00②13：
00〜14：30※②のみの参加可 ▢場 総
合区民センター7階第3研修室(大島4
-5-1)▢人 どなたでも20人(申込順)
※お子さん連れ可 ▢費 400円(資料
代)▢内 ①教育費と年金を考える講
習会②家計簿実習[運営団体]東京第
一友の会城東方面 ▢申 10／25(木)か
ら電話またはファクス、メールに①
氏名(ふりがな)②住所③電話番号④
お子さんの参加の有無を記入し、第
一友の会城東方面(安城)へ☎・℻

5600 - 0488 (電話は17：00〜21：00)

▢ｅ tomonokai.joto@gmail.com
いそべとし男声合唱団45周年
演奏会 50組100人を無料招待

▢時 11／18(日)14：00開演(13：30開
場)▢場 ティアラこうとう大ホール
(住吉2-28-36)▢人 50組100人(抽選)

[曲目等]磯部俶組曲｢かやの実｣全曲、
高田三郎組曲｢野分｣、中島みゆき｢地
上の星｣ほか▢締 10／31(水)必着▢申
往復はがきに①氏名②年齢③郵便番
号・住所④電話番号を記入し、〒135
-0053辰巳1-8-45-302戸丸悟気付｢い
そべとし男声合唱団45周年演奏会ご
招待係｣へ☎・℻3521-6898
教育講演会｢7か国語で話そう｣
0歳から家族で楽しめる多言語の
ヒッポファミリークラブが｢人はど
のようにことばを獲得していくの
か｣を講演します▢時 ▢場 下表のとお
り ▢人 各回70人(申込順) ▢費 無料
[後援]江東区、江東区教育委員会

▢保 0歳〜(要事前申込・無料) ▢申
10／25(木)から言語交流研究所ヒッ
ポファミリークラブへ電話またはホ
ームページで☎0120-557-761(平日
9：00〜17：30)※申込状況により当日
受付可 ▢HP https://www.lexhip
po.gr.jp/

江東区役所産ハチミツを使用
した新商品のアイデア募集
平成27年から緑化の推進、都市の
生態系回復などを目的に区役所屋上
で養蜂を行い、毎年100kgを超える
ハチミツを収穫しています。この趣
旨に賛同し、区役所産ハチミツを使
用した江東区の新たな名産品を提案
し、販売していただける事業者を募
集します[対象事業者]区内に事業所
を置く個人・法人5事業者程度(提案
内容を審査し決定)[提供するハチミ
ツ]平成30年度は1事業者1kgまで
(提供価格50gあたり500円)※ハチ
ミツの提供は年度更新です。来年度
以降、収穫量により提供できないこ
とがあります▢締 11／30(金)必着[応
募方法]商品名(江東区産とわかる名
称)、製造概要(ハチミツの使い方等)、
販売予定個数、販売方法、事業者名、
所在地、連絡先電話番号、メールア
ドレス、担当者名等を記載した提案
書(A4用紙2枚以内、様式は自由)を
〒135-0016東陽6-2-17NPO法人江
東区ハニービー・プロジェクトへ郵
送、ファクス、メールで☎070-4339
-4536、℻3615-0950▢ｅ honeybee
project2017@yahoo.co.jp
認知症カフェ e-cafe

イ ー カ フ ェ

塩浜

▢時 10／27(土)13：00〜14：30 ▢場 ら
ん花園(塩浜2-7-2)▢費 無料▢内 カ
フェ利用者の交流▢申 当日直接会場
へ▢問 塩浜長寿サポートセンター☎

5617-6213、℻5617-6050

平成30年(2018年)10月21日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)
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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 PC版 携帯版

秋を楽しむ｢遊びと学び｣がいっぱ
いのイベントを開催します。ぜひご
来場ください ▢時 11／3(土・祝)10：
00〜15：20▢人 どなたでも(小学2年
生以下保護者同伴。一部年齢制限
有)▢費 ブースにより一部有料▢内
どんぐりや落ち葉を使って、壁飾り
や布バッグ・アクセサリーなどを作
ります。プロ・ナチュラリスト佐々
木洋の自然観察会、世界でただひと
つの楽しい顔面紙芝居、心を育てる

秋の読み聞かせ会、パンやお菓子の
販売も行います。自由に遊べるコー
ナーも充実しています※実施時間や
定員等の詳細はえこっくる江東ホー
ムページをご覧ください▢申 当日直
接会場へ(一部整理券配布)▢場 ▢問
えこっくる江東(潮見1-29-7)☎3644
-7130、℻3644-7135▢HP https://w
ww.ekokkuru-koto.jp※当日、｢東
京スイソミル｣との合同スタンプラ
リーを開催します。

11／6(火)
10：00〜12：00(開場
9：30)・
13：45〜15：45(開場
13：00)

江東東税務署管内

会
場

日
程

江東区文化センター
2階ホール
(東陽4-11-3)

11／7(水)13：30〜
15：30(開場13：00)、
11／8(木)10：00〜
12：00(開場9：30)・
13：30〜15：30
(開場13：00)

江東西税務署管内

亀戸文化センター
3階カメリアホール
(亀戸2-19-1)

亀戸文化センター
(亀戸2-19-1)

ティアラこうとう
(住吉2-28-36)

会場

11／4(日)
14：00〜16：00

砂町文化センター
(北砂5-1-7)

11／15(木)
10：30〜12：00

11／25(日)
14：00〜16：00

11／23(金・祝)
14：30〜16：30

11／2(金)
10：30〜12：30

江東区文化センター
(東陽4-11-3)

11／24(土)
14：00〜16：00

日時

森下文化センター
(森下3-12-17)

12／10(月)11／26(月)結果日

11／26(月)11／12(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間




