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児童会館 親子体操(第3期)

▢時 水曜クラス：1／9〜3／13、木曜ク
ラス：1／10〜3／14、金曜クラス：1／11
〜3／15、[いちご組]10：00〜10：45[み
かん組]11：00〜11：45(各クラス全10
回)▢場 児童会館▢人 区内在住の2歳
以上(平成31年1／1現在)の幼児とそ
の保護者各組40組(第1・2期に参加
していない方を優先し抽選、結果は
12／18(火)発送予定) ▢費 無料 ▢内
[いちご組]2歳〜3歳未満のお子さん
をメインとしたふれあい運動[みか
ん組]3歳以上のお子さんをメインと
したチャレンジ運動※2歳以上であ
ればどちらの組でも希望可▢締 12／
11(火)必着▢申 往復はがき(重複申
込無効)に①行事名(親子体操)②希
望クラス(第2希望まで)③希望組④
お子さんの氏名(ふりがな)・生年月
日・年齢(平成31年1／1現在)・性別⑤
住所・電話番号⑥保護者名を記入し
〒135-0002住吉1-9-8児童会館へ☎

3633-6911、℻3633-6936
古石場文化センター 築山秀夫・
小津コレクション展｢世界のOZU｣
江東区ゆかりの映画監督・小津安
二郎の紹介展示コーナーがある古石
場文化センターで企画展を開催しま
す。小津監督の映画は、現在、ます
ます高く評価され、世界各国で研究、
上映されています。諸外国における
小津研究文献や映画批評雑誌、上映
時のポスター、小津監督グッズなど
から、小津映画が世界でいかに受容
されているのかがわかります。特に、
ポスターは迫力があります。各国デ
ザイナーが解釈した小津映画をぜひ
体感してください▢時 12／15(土)〜1
／27(日)9：00〜21：00[ギャラリート
ーク]全国小津安二郎ネットワーク
副会長の築山秀夫さんが展示の見所
をお話しするギャラリートークを開
催します▢時 12／16(日)12：00〜
※いずれも▢費 無料▢申 当日直接会
場へ▢場 ▢問 古石場文化センター(古
石場2-13-2)☎5620-0224、℻5620-
0258
深川江戸資料館 伝統芸能公開
｢江戸庶民の語り物 新内流し｣
切々とした哀調を特色とし、唄も
三味線も泣くように弾き語り、江戸
庶民の語り物として親しまれた新内
節をお楽しみください▢時 12／8(土)
14：00〜15：00 ▢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]新内多賀太夫ほか▢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
芭蕉記念館新春俳句会

▢時 1／23(水)13：30〜▢集 13：15▢場
芭蕉記念館2階研修室(常盤1-6-3)

▢人 20人(申込順)▢費 無料。句報希
望の方は82円切手貼付・宛名明記の
封筒を持参▢内 ｢初雀(はつすずめ)｣
1句と｢新年雑詠(新年の季語なら何
でも可)｣2句▢申 12／9(日)から芭蕉
記念館に電話または窓口で☎3631-
1448、℻3634-0986
深川東京モダン館 落語会

▢時 12／22(土)15：00〜(開場14：30)

▢場 深川東京モダン館(門前仲町1-
19-15) ▢人 50人(申込順) ▢費 予約
2,500円、当日2,800円▢内 太宰治原
作｢新釈諸国噺 赤い太鼓｣大岡政談
風に[出演]三遊亭圓橘▢申 12／5(水)
から電話で深川東京モダン館☎5639
-1776、℻5620-1632▢HP http://ww

w.fukagawatokyo.com/
中川船番所資料館 水辺のワー
クショップ・古文書解読講座
1．水辺のワークショップ｢凧作り＆
凧あげ｣
自分で描いた絵を凧にして、旧中
川の大空に飛ばしましょう▢時 1／6
(日)10：00〜12：00 ▢人 3歳以上15人
(申込順)※小学3年生以下は保護者
同伴 ▢費 850円(教材費込) ▢師 寺田
浩之(KOKOPELLI+)
2．古文書解読講座｢書き残された江
東〜江戸時代の江東地域を読む〜｣
江戸時代に刊行された地誌や記録
類から江東地域について史料を選び
解説します。古文書解読、時代背景
やその時代の社会や生活のあり方に
ついても解説します▢時 1／29(火)、
2／5(火)・13(水)・26(火)、3／5(火)
・12(火)14：00〜15：30(全6回) ▢人
25人(申込順) ▢費 3,600円(教材費
込)▢師 久染健夫
※いずれも ▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)▢申 12／9(日)9：00から
電話で中川船番所資料館☎3636-
9091、℻3636-9094
東砂ジャガイモウォーキング
ウォーキングしながらバターを作
り、ゴールでホカホカのジャガイモ
と一緒にいただきます▢時 1／20(日)
9：00〜12：00(予定) ▢集 東砂スポー
ツセンター(東砂4-24-1)▢人 5歳以
上の区内在住・在勤・在学の方200人
(申込順)※小学生以下は保護者同伴

▢費 300円(保険代含む) ▢内 仙台堀
川公園、小名木川遊歩道等を巡る約
6kmのコース※ベビーカーでの参
加は不可▢申 12／6(木)9：00から東砂
スポーツセンター窓口で(受付は20：
00まで)☎5606-3171、℻5606-3176
東京シティ・フィル公開リハーサル
東京シティ・フィル桂冠名誉指揮
者飯守泰次郎さんによる直前リハー
サルを公開します ▢時 1／10(木)11：
00〜12：00※リハーサルの進行状況
により、開始時間に変更あり▢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
入場無料▢申 12／5(水)9：00から電話
でティアラこうとう☎5624-3333、
℻3635-5547
リフレッシュヨガ教室
定期的にヨガをやってみたい方、
初心者の方も大歓迎です。自分の身
体をリフレッシュする時間にしまし
ょう▢時 1／10〜3／14の木曜(全10回)
14：00〜15：00▢場 潮見野球場・庭球
場クラブハウス内会議室(潮見1-1-
1)▢人 16歳以上の健康な方17人(区
内在住・在勤・在学の方を優先し、
抽選) ▢費 5,500円 ▢師 渡辺美保(全
米ヨガアライアンスRYT200他)▢締
12／14(金)必着 ▢申 往復はがきに①
教室名②氏名(ふりがな)③年齢④性
別⑤住所⑥電話番号⑦ヨガ歴⑧マッ
ト貸出の有無を記入し、〒136-0081
夢の島1-1-1夢の島野球場管理事務
所内屋外スポーツ施設事務所へ☎

3522-0846、℻3522-0855
社協カフェ｢みんなの居場所｣
地域の誰もが参加できる仲間作り
の場です▢時 ▢場 下表のとおり ▢内
①社協カフェ｢みんなの居場所｣(10：
00〜13：00)②福祉・ボランティア相
談(10：00〜12：00)③イベント｢笑っ
て競ってみんな活き活き！カルタ

de脳トレ｣(10：30〜11：30)▢人 該当
地区にお住いの方▢費 無料▢申 当日
直接会場へ▢問 江東区社会福祉協議
会地域福祉推進課☎3640-1200、℻

5683-1570
障害者福祉センター
リフレッシュ体操教室(4期)

▢時 1／5〜2／23の土曜(全8回)13：30
〜14：30▢場 障害者福祉センター3階
会議室▢人 区内在住の障害者・難病
の方20人※詳細はお問い合わせくだ
さい(12／13(木)10：30から公開抽選)

▢費 地域活動支援センター事業利用
者負担金(1回につき240円)※生活保
護受給者・住民税非課税の方などは
免除▢内 筋力を鍛える体操や脳トレ、
ストレッチなど ▢締 12／12(水)必着

▢申 往復はがきに教室名・住所・氏
名・年齢・電話(ファクス)番号・障
害名(病名)・障害の等級を記入し、
〒135-0011扇橋3-7-2障害者福祉セ
ンターへ郵送または窓口(はがき1枚
持参)で☎3699-0316、℻3647-4918
城東ふれあいセンター講演会

▢時 12／22(土)13：30〜14：30 ▢場 城
東ふれあいセンター(北砂4-20-12)

▢人 区内在住・在勤の方60人(申込
順)▢費 無料▢内 講演会｢認知症にな
った#私%を、笑顔で受けとめてくだ
さい｣▢師 川上嘉明(東京有明医療大
学教授)▢締 12／21(金)※定員になり
しだい終了▢申 12／6(木)から城東ふ
れあいセンターに電話または窓口で
☎3640-8651、℻3699-6744

難病医療相談室

▢時 12／21(金)13：30〜15：00 ▢場 江
東区医師会館(東陽5-31-18)▢人 難
病等特殊疾患で治療中の方、病気の
心配をされている方とその家族(申
込順)▢費 無料▢内 専門医を中心と
した医療相談 ▢締 12／14(金)※定員
になりしだい終了▢申 江東区医師会
事務局に電話またはファクスで☎

3649-1411、℻3649-1631
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

芭蕉記念館
12／11(火)・12(水)の展示室・図書
室を休室。展示替えのため▢問 芭蕉
記念館☎3631-1448、℻3634-0986
東砂スポーツセンター
12／16(日)全日、大体育室の一般
公開を中止。大会開催のため▢問 東
砂スポーツセンター☎5606-3171、
℻5606-3176

ドッヂビー＆BBQ in新木場公園
ドッヂビーとは、ナイロン製のデ
ィスクを使用した安全な遊びです。
一汗かいたら、災害時に役立つプロ

グラム｢STEP CAMP｣を体験しなが
らのバーベキューランチをお楽しみ
ください。初心者大歓迎です▢時 12
／9(日)10：45〜15：30(雨天中止)▢場
新木場公園(新木場2)▢人 100人(申
込順)▢費 中学生以上3,240円、小学
生以下1,620円 ▢締 12／7(金)※定員
になりしだい終了▢申 12／5(水)から
ホームページ(▢HP http://www.tp
tc.co.jp/park/event/detail/625)
で▢問 東京港埠頭(株)企画開発課☎

3599-7305(平日9：00〜17：00)

｢地域障害者交流事業さるえ｣
クリスマスコンサート
歌って踊ってからだ全体で｢聴く｣
コンサート。障害のある方もない方
も生演奏で一緒に楽しみましょう

▢時 12／23(日・祝)13：45〜15：00(13：
30開場)▢場 都立大江戸高校体育館
(千石3-2-11) ▢人 100人(申込順)

▢費 300円▢内 ミュゼ・ダール吹奏
楽団による演奏[主催]江東区・一般
社団法人江東ウィズ ▢締 12／15(土)
※定員になりしだい終了 ▢申 12／5
(水)10：00から電話またはファクス
に住所、氏名、電話番号を記入し、
まつぼっくり子ども教室へ☎3635-
6301、℻3635-3285
小学生バドミントン
シングルス大会

▢時 2／17(日)8：45〜受付▢場 深川ス
ポーツセンター(越中島1-2-18)▢人
区内在住・在学の小学生 ▢費 1人
1,000円[種目]男女別3年生・4年生・
5年生・6年生の部(1、2年生は3年生
の部に参加)※各自でスポーツ保険
等に加入してください▢内 試合はリ
ーグ戦・決勝トーナメントで行い、
1ゲーム21点制、2ゲーム先取※参加
人数によっては点数制限を行います

▢締 1／18(金)▢申 電話で江東区バド
ミントン協会 加藤規泰☎3684-
5253(19：00〜21：00)
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．e-cafe

イーカフェ

東陽

▢時 12／8(土)13：00〜14：30▢場 高齢
者総合福祉センター3階(東陽6-2-
17)▢内 カフェ利用者の交流▢問 東
陽長寿サポートセンター☎5665-
4547、℻5606-8863
2．ふくろうカフェ

▢時 12／11(火)11：00〜15：00▢内 [午
前]ピアノ演奏[午後]薬剤師による
講話｢高血圧、糖尿病などの疾病と
対策｣▢場 ▢問 Ako

ア コ

Cafe
カ フ ェ

(亀戸4-25-
1)☎3636-3099
3．二丁目Yワイカフェ

▢時 12／12 (水) 14：00 〜 16：00 ▢場
YMCAコミュニティーセンター(東
陽2-2-20)▢内 カフェ利用者の交流、
専門職による相談等▢問 三浦☎080-
1259-0322(午前中のみ)
4．アロマカフェ

▢時 12／13(木)14：00〜16：00 ▢場 千
田福祉会館1階洋室(千田21-18)▢内
理学療法士によるミニ講義｢今日か
らできる3つの健康新情報｣、カフェ
利用者の交流、専門職による相談等

▢問 ライフレッシュ・ケア江東☎

5677-5075
※いずれも ▢費 無料(飲食代実費)

▢申 当日直接会場へ

12月は｢オール東京滞納STOP強化月間｣ 区では、都や都内全区市町村と連携して税の徴収対策を強化しています。［特別区民税の納
付］納税課収納推進係☎3647-2063、℻3647-8646［特別区民税の納付相談］納税課徴収第一・第二係☎3647-4153、℻3647-8646

城東
南部

地区

12／19(水)

12／12(水)

日程

豊洲文化センター8階第2・3
研修室(豊洲2-2-18)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
南部




