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講座・催しものつづき

障害児(者)の親のための講座

▢時 ▢内 下表のとおり ▢場 教育セン
ター2階第3研修室(東陽2-3-6)▢人
区内在住・在勤・在学の障害児(者)
をもつ親および障害児(者)教育に関
心のある方各回約40人(申込順)▢費
無料▢申 2／15(金)から電話またはフ
ァクスに住所・氏名・電話番号また
はファクス番号を記入し、障害者支
援課施策推進係へ☎3647-4749、℻

3699-0329

旧大石家住宅の雛飾り
桃の節句にちなみ雛人形を飾りま
す※2／25(月)からの1週間は平日も
一般公開します ▢時 2／23(土)〜3／3
(日)。土・日曜10：00〜16：00、月〜
金曜11：00〜14：00▢場 旧大石家住宅
(南砂5-24地先)▢費 無料▢申 当日直
接会場へ▢問 文化観光課文化財係☎

3647-9819、℻3647-8470
自然の恵みを活用しよう
ハーブオイルとハーブソルト作り

▢時 3／20(水)10：00〜12：00▢場 えこ
っくる江東 ▢人 16歳以上の方30人
(区内在住・在勤・在学の方を優先し
抽選、当選者のみ2／28(木)ごろ通知)

▢費 450円(材料費込) ▢内 えこっく
る江東の屋上庭園で栽培したハーブ
を使ってハーブオイルとソルトづく
り▢師 阿部次子(日本アロマ環境協
会アドバイザー)▢保 1歳6か月〜未
就学児(要事前申込)▢締 2／22(金)必
着▢申 はがきに①ハーブオイルとソ
ルト作り②郵便番号・住所(在勤・在
学の方は勤務先・学校名と住所を併
記)③氏名④ふりがな⑤年齢⑥電話
番号⑦一時保育希望の場合はお子さ
んの月齢を記入し、〒135-0052潮見
1-29-7えこっくる江東へ郵送または
窓口で※区ホームページからも申込
できます☎3644-7130、℻3644-7135
手前味噌ワークショップ

▢時 3／15 (金) 13：00〜 15：30、3／16
(土)10：00〜12：30▢場 えこっくる江
東▢人 16歳以上の方、各20人(区内
在住、在勤、在学、前年の受講者以
外の方を優先し、抽選。当選者のみ
3／2(土)ごろ通知)※乳幼児の同伴不
可 ▢費 1,300円(材料費込) ▢内 日本
の伝統食である味噌を国産有機大豆
と天然塩で仕込み、昔ながらの知恵
を生かした心地よい暮らしを体験。
仕込んだ味噌(約800g)は持ち帰り
できます▢師 中安敬子(NPO法人マ
ザーツリー自然学校)▢締 2／23(土)
必着▢申 窓口またははがき、ファク
スに①みそ②希望日(どちらでも良
い場合は両日記載)③郵便番号・住
所(在勤・在学の方は勤務先・学校名
と住所を併記)④氏名⑤ふりがな⑥
年齢⑦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
江東区文化センター
春のぶんか祭

▢時 3／3(日)10：00〜 ▢内 歌声喫茶
｢ともしび｣がやってくる！、福島県
喜多方市物産展、KOTO街かどアー
ティストのステージ、一日体験教室
(一部有料)、講座・利用団体による
成果発表会等▢申 当日直接会場へ※

一部事前申込の必要な催事あり▢場

▢問 江東区文化センター(東陽4-11-
3)☎3644-8111、℻3646-8369
森下フェスティバル

▢時 2／24(日)10：00〜▢費 無料(体験
教室は材料費実費)▢内 体験教室、
わくわくスタンプラリー、福祉作業
所によるまごころ市など※詳細はお
問い合わせください▢申 体験教室は
2／15(金)から森下文化センターに電
話または窓口で。その他は当日直接
会場へ※小学3年生以下は、要保護
者同伴▢場 ▢問 森下文化センター(森
下3-12-17)☎5600-8666、℻5600-
8677
東大島文化センター スプリン
グサンデー・おひなさま展
1．スプリングサンデー

▢時 2／24(日)10：00〜▢内 体験教室、
軽食販売など※一部事前申込が必要
な催しがあります。詳細は各文化セ
ンターにあるチラシでご確認くださ
い[成果発表会] ▢時 2／23(土)、24
(日)13：00〜 ▢費 無料 ▢内 文化セン
ターの講座、自主グループ・サーク
ルの、歌・楽器、ダンス等の発表
2．東大島おひなさま展

▢時 2／17(日)〜3／5(火)9：00〜18：00

▢費 無料
※いずれも▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 東大島文化センター(大島8-33-
9)☎3681-6331、℻3636-5825
東京無地染展〜東京無地染の
きものを着てみよう〜

▢時 2／21(木)〜24(日)9：30〜17：00
(入館は16：30まで、2／21は13：00〜
17：00) ▢費 大人400円、小中学生50
円(観覧料)※小中学生は保護者同伴

▢内 作品展、手ぬぐい紋染めワーク
ショップ、着付け・帯結び体験[主催]
東京都染色工業協同組合▢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｢落語｣

▢時 2／24(日)14：00〜14：30▢費 大人
400円、小中学生50円(観覧料)※中
学生以下は保護者同伴[出演]三遊亭
好の助 ▢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
中川船番所資料館 江東まちの
マイスター展・企画展
1．江東まちのマイスター展〜板金
の美〜岡田板金加工所

▢時 2／17(日)まで。9：30〜17：00(最
終入館は16：30)▢内 板金で作られた、
銅板製｢折鶴｣などを展示
2．企画展｢昭和の暮らし展＆浸水か
ら親水へ｣

▢時 2／20(水)〜4／21(日)9：30〜17：
00(最終入館は16：30) ▢内 江戸時代
からの水運・水害・水防の歴史を、
パネルと昭和の日常品とともに展示
※いずれも ▢費 大人200円、小中学
生50円(観覧料)▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 中川船番所資料館(大島9-1-
15)☎3636-9091、℻3636-9094
深川東京モダン館
おきがる講座、屋敷講座
1．おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です ▢時 2／22(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⑩鹿
島岩蔵と深川
2．深川の屋敷講座④江東×行田

▢時 2／24(日)14：00〜15：30▢人 30人
(申込順) ▢費 1,000円(お土産代込)

▢内 江東区域とゆかりのある地域を
とりあげそのつながりを紹介します

※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)▢申 2／15(金)
から電話で深川東京モダン館☎5639
-1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
短期健康づくり講座｢ノルディ
ックウォーキング講習会｣

▢時 3／3・10(日曜全2回)13：00出発

▢集 12：30に健康センター(東陽2-1-
1)▢人 区内在住・在勤で約5キロを
無理なく歩ける高校生以上の方40人
(申込順)▢費 1人1,500円[コース]初
日は健康センターから木場公園、2
日目は健康センターから夢の島・若
洲(コース変更有、ノルディックポー
ルは貸出) ▢申 2／15(金)9：00から健
康センターに電話または窓口で☎

3647-5402、℻3647-5048
ウォーキングで姿勢美人！
ポスチュアウォーキング教室

▢時 3／16(土)13：30〜15：30▢場 深川
スポーツセンター第二武道場▢人 中
学生を除く15歳以上の女性50人(抽
選)▢費 1,000円[持ち物]運動できる
服装、タオル(日本てぬぐいのサイ
ズ) ▢締 2／22(金)必着 ▢申 往復はが
きに①講座名②氏名(ふりがな)③年
齢④住所⑤電話番号⑥区外在住で区
内在勤・在学の方は勤務先(学校)お
よび住所を記入し、〒135-0044越中
島1-2-18深川スポーツセンターへ☎

3820-5881、℻3820-5884
深川スポーツセンター
親子かけっこ塾

▢時 3／16(土)13：50〜16：00▢場 深川
スポーツセンター大体育室▢人 小学
1〜3年生の親子30組(区内在住、在
学を優先し、抽選)▢費 1組(保護者1
人、子1人)2,000円(追加料金：お子
さん1人につき500円、保護者1人に
つき1,000円)[持ち物]運動着、室内
シューズ、飲み物▢師 江東区陸上競
技協会、熊原誠一((公財)日本陸上
競技連盟普及育成委員会特別委員)

▢締 2／22(金)必着▢申 往復はがきに
①親子かけっこ塾②親子の氏名(ふ
りがな)・性別③住所④電話番号⑤
学校名・学年を記入し、〒135-0044
越中島1-2-18深川スポーツセンター
へ☎3820-5881、℻3820-5884

江東区体育協会創立60周年記念
ビーチボール大会

▢時 3／10(日)9：00〜18：00 ▢場 深川
北スポーツセンター(平野3-2-20)

▢人 区内在住・在勤・在学の小学生
以上の方で40チーム(申込順)▢費 1
チーム1,500円(申込時徴収)▢内 ①
一般混合の部(中学生以上、コート
内男性2人以内)②ファミリーの部
(コート内に小学生1人以上)。各競
技部門で予選リーグ後に決勝トーナ
メントを行う[持ち物]動きやすい服
装、室内用運動靴※更衣室をご利用
の場合ロッカー代20円(10円返却式)
が必要▢締 2／24(日)▢申 2／15(金)9：
00から区内スポーツセンターにある
参加申込書に必要事項を記入し、深
川北スポーツセンター窓口へ☎3820
-8730、℻3820-8731
カヌー安全講習会(3月分)

▢時 3／16(土)13：00〜16：00▢集 亀戸
スポーツセンター1階ロビー▢人 区
内在住・在勤・在学の中学生以上の
方5人(抽選) ▢費 3,850円(保険代含

む)▢内 1時間の講義と旧中川での実
地講習[持ち物]着替え一式、飲物、
帽子、筆記具▢師 (株)オーエンス指
導員▢締 3／2(土)必着 ▢申 往復はが
きに①カヌー安全講習会②氏名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、〒136-0071亀戸8-22-1亀
戸スポーツセンターへ☎5609-9571、
℻5609-9574
硬式テニス教室

▢時 ▢内 下表のとおり(抽選) ▢場 新
砂運動場(新砂3-9-1)※無料巡回バ
スあり ▢費 各9,600円 ▢師 日本テニ
ス協会公認指導員▢締 3／1(金)必着

▢申 往復はがき(1人1枚)に①希望曜
日②時間③氏名(ふりがな)④年齢
(小学生は新学年)⑤電話番号⑥住所
⑦テニス歴⑧無料レンタルラケット
の要不要を記入し、〒136-0081夢の
島1-1-1夢の島野球場クラブハウス
内屋外スポーツ施設事務所へ☎3522
-0846、℻3522-0855

講演会
｢大人の発達障害について｣

▢時 3／5(火)14：00〜16：00 ▢場 障害
者福祉センター3階会議室(扇橋3-7-
2)▢人 区内在住、在勤の方30人(申
込順)▢費 無料▢師 柏木理江(東京都
発達障害支援センターTOSCA支援
員)▢締 3／2(土)▢申 2／15(金)から電
話、窓口またはファクスに講座名・
住所・氏名・年齢・電話(ファクス)
番号を記入し、障害者福祉センター
へ☎3699-0316、℻3647-4918
亀戸ふれあいセンター
｢ひな祭りスペシャルイベント｣

▢時 3／3(日)13：30〜15：30(13：00開
場) ▢人 60人(先着順) ▢費 無料 ▢内
シニアファッションショー(出場者
募集中)と音楽団体commodoによ
るコンサート ▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 亀戸ふれあいセンター(亀戸
9-33-2-101)☎5609-8822、℻5609-
8821

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

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

我が子の入所とその後の親子関
係

発達障害者への就労支援・就労
の現状等

テーマ

3／12
(火)

障害のある人の『親なきあと』
〜お金の残し方と管理の仕組み
〜

3／26
(火)

3／15
(金)

障害のある人の性とその支援

3／5
(火)

3／22
(金)

日時

10：00
〜
12：00

(株)LIXILの障がい者雇用への
取り組み

対象・定員

12：45〜14：15

水曜硬式テニス教室

14：30〜16：00

新小学1〜6年生
各20人

16：00〜17：00

4／3 〜 5／29
の水曜(5／1
を除く全8
回)

17：00〜18：00

16歳以上各20人

日程

16歳以上の
テニス経験者20人

9：15〜10：45
時間

11：00〜12：30

16歳以上の女性20人

対象・定員

12：45〜14：15

木曜硬式テニス教室

14：30〜16：00

新小学1〜6年生
各20人

16：00〜17：00

4／4 〜 5／30
の木曜(5／2
を除く全8
回)

17：00〜18：00

16歳以上各20人

日程

16歳以上の
テニス経験者20人

9：15〜10：45
時間

11：00〜12：30

16歳以上の女性20人

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！




