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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

講座・催しものつづき

江東区民体育大会(春季分)
大会日時や申込方法等は、区内各
スポーツセンターにある各競技の
｢開催要項｣または健康スポーツ公社
ホームページ(▢HP http://www.
koto-hsc.or.jp/)をご覧ください※
その他の区民大会は、要項が決まり
しだい区報等でお知らせします▢人
区内在住・在勤の方※学生は種目の
制限あり▢費 [個人競技]小学生100
円、中学生200円、高校生以上300円
[団体競技]1チームにつき小中学生
1,000円、高校生以上3,000円▢問 ス
ポーツ会館☎3649-1701、℻3649-
3123

春の健康づくり講座
▢時 下表のとおり▢場 健康センター
4階▢人 中学生を除く15歳以上の方
50人(区内在住・在学・在勤の方を優
先し、抽選)※赤ちゃんとママのケ
アエクササイズは生後2か月〜歩き
始める前のこどもと保護者、親子体
操は平成27年4／2〜平成29年4／1生ま
れのこどもと保護者各25組50人。早
朝リフレッシュ体操、リフレッシュ
体操は各45人 ▢費 全12回7,320円、
11回6,710円[抽選]3／6(水) ▢締 3／1
(金)必着▢申 往復はがきに①講座名
②郵便番号・住所(区外在住の方で
区内在勤の方は勤務先および所在地
・電話番号、区内在学の方は学校名)
③電話番号④氏名(ふりがな)※赤ち
ゃんとママのケアエクササイズ、親
子体操はこどもの氏名(ふりがな)・
性別・生年月日と保護者の氏名(ふ
りがな)⑤年齢を記入し、〒135-0016
東陽2-1-1健康センターへ※家族一
緒に受講希望の方は、1枚のはがき
に全員の氏名・性別を記入※同一講

座への申込は1人1枚まで※健康スポ
ーツ公社ホームページからも申込で
きます☎3647-5402、℻3647-5048

▢HP http://www.koto-hsc.or.jp/
Do The Sports
ジュニア卓球クリニック
▢時 3／21(木・祝)9：30〜11：30(受付
9：00〜)▢場 亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)▢人 小学3年生〜中学
生80人(区民の方を優先し、抽選)

▢費 無料▢内 観戦ポイントの解説や
トップレベルの技の体感▢師 藤井寛
子(バタフライ・アドバイザリース
タッフ)▢申 亀戸スポーツセンター
に電話または窓口で☎5609-9571、
℻5609-9574
お花見ノルディックウォーキング
▢時 3／23・30(土曜全2回)13：00〜16：
00※雨天中止▢場 豊住庭球場(東陽6
-1-13)周辺▢人 20歳以上の健康な方
20人(抽選)▢費 無料▢内 基本講義と
練習・実歩※両手が空くカバンで参
加[共催]NPO法人ななすぽ▢締 3／9
(土)必着▢申 往復はがき(1人1枚)に
①講座名②氏名(ふりがな)③性別④
年齢⑤住所⑥電話番号⑦経験の有無
⑧現在の運動量⑨無料レンタルスト
ックの要不要を記入し、〒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
にこにこノルディックウォーキ
ング教室(障害のある方対象)
▢時 3／5・12(火曜全2回)10：00〜12：
00※雨天中止▢場 夢の島野球場周辺
▢人 高校生以上の自力歩行が可能な
障害のある方、車椅子使用の障害の
ある方10人(抽選)※付添いの方は募
集人数対象外▢費 無料※両手が空く
カバンで参加※ボランティアの方も
募集(障がい者スポーツ指導員の活
動実績となります) ▢締 2／28(木)必
着▢申 往復はがき(1人1枚)に①講座
名②住所③氏名(ふりがな)④性別⑤
年齢⑥電話番号⑦どのような障害か
⑧付添い有無⑨無料レンタルストッ
クの要不要(ボランティア希望の方
は｢ボランティア｣と記入のうえ①〜
⑥・⑨と障がい者スポーツ指導員資
格の有無)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
ボランティア講座
(スキルアップ編)
▢時 3／19(火)14：00〜16：00▢場 高齢
者総合福祉センター3階研修室▢人
区内在住・在勤でボランティア活動
の経験があり、熱意がある方、40人
(抽選)▢費 無料▢内 講義および参加
者の課題について解決策などを探る

▢師 後藤麻理子(日本ボランティア
コーディネーター協会)▢締 3／8(金)
必着▢申 ①氏名②住所③電話番号④
活動中のボランティア内容⑤活動期
間⑥現在の課題など、任意の用紙に
記入し、〒135-0016東陽6-2-17高齢
者総合福祉センター2階江東ボラン
ティア・センターへ郵送またはメー
ルで☎3645-4087、℻3699-6266▢ｅ
volun@koto-shakyo.or.jp

がんの夜間相談窓口(3月分)
｢がんの疑いがある｣｢診断を受け
た｣｢治療を始めた｣など、患者や家
族の方の不安や疑問に思うことを相
談できます ▢時 3／1(金)18：00〜20：
00 ▢場 マギーズ東京(豊洲6-4-18)

▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 保
健所健康推進課がん対策・地域医療
連携係☎3647-5889、℻3615-7171
HIV・梅毒抗体検査・相談(3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

在宅で医療的ケアを受けるお子
さんとご家族のためのお話し会
在宅で医療的ケアを受けながら療
養をしているお子さんを支える、社
会資源やスキンシップについてお話
しします▢時 3／10(日)13：30〜16：00
▢場 深川南部保健相談所(枝川1-8-
15-102)▢人 区内在住・在勤の方30
人(申込順) ▢費 無料 ▢師 堀江久子
(東部療育センター地域療育支援室
長)、川名弘二(NPO法人つばさねっ
と理事長・理学療法士)▢申 2／26(火)
から電話またはファクスに①氏名②
年齢③住所④電話番号を記入し、深
川南部保健相談所へ☎5632-2291、
℻5632-2295
糖尿病講座〜運動と食事で
血糖コントロール！
▢時 3／12(火)[食事教室]10：30〜12：
30[運動教室]13：00〜15：00▢場 深川
保健相談所多目的室・調理実習室(白
河3-4-3-301)▢人 区内在住で血糖値
が高い方、糖尿病に関心がある方20
人(申込順)※医師から運動を制限さ
れている方はご遠慮ください▢費 無
料▢内 講義、調理実習(試食あり)、
運動実技▢師 糸田加代子(日本体育
施設協会認定トレーニング指導士)
・深川保健相談所管理栄養士[持ち
物]筆記用具・エプロン・三角きん・
動きやすい服装・水分補給用の飲み
物・バスタオル▢申 2／25(月)9：00か
ら深川保健相談所に電話または窓口
で☎3641-1181、℻3641-5557

平成30年分所得税等の申告書
作成会場を東京国税局に開設
▢時 ▢場 別表のとおり[申告期限と納
期限]所得税および復興特別所得税

・贈与税：3／15(金)まで。個人事業
者の消費税および地方消費税：4／1
(月)まで※申告書の提出後に納付書
の送付や納税通知書等による納税の
お知らせはありません[医療費控除
を受けるための手続きが変更]平成
29年分の所得税等の確定申告から、
領収書の提出の代わりに、｢医療費
控除の明細書｣の添付が必要となり
ました(領収書の提出は不要)※領収
書は自宅で5年間保存する必要があ
ります※医療保険者から交付を受け
た医療費通知書を添付すると明細書
の記載が省略できます[申告書には
マイナンバーの記載が必要]平成28
年分以降の所得税などの申告書には、
マイナンバー(個人番号)の記載が必
要となるほか、本人確認書類の提示
または写しの添付が必要です▢問 江
東西税務署☎3633-6211、江東東税
務署☎3685-6311

初心者向けデイキャンプ教室
▢時 3／21(木・祝)11：30〜14：30(受
付開始11：00〜)▢場 若洲公園キャン
プ場(若洲3-2-1)▢人 15組(申込順、
1組2人〜)▢費 中学生以上3,500円、
小学生2,000円、未就学児無料およ
びキャンプ場入場料(大人600円、こ
ども300円) ▢内 本格BBQを体験

▢申 3／1(金)9：00から電話で若洲キ
ャンプ教室受付係☎050-5835-0493
(9：00〜18：00) ▢ｅ bbq-resv@he
ro.co.jp

認知症カフェ開催
井戸端カフェ｢しゃべり場｣
▢時 2／28(木)13：30〜16：00▢場 大島
中央地区集会所(大島5-12-14)▢費
無料▢内 カラオケまつり▢申 当日直
接会場へ▢問 関東シニアライフアド
バイザー協会江東部会☎080-3400-
9449

PC版 携帯版

東陽二丁目駐車場精算機の更新に
伴い入替工事を行います。工事期間
中は、時間貸での駐車はできません。
定期駐車の利用者は駐車できます。
工事中は、安全確保に努めるととも
に、騒音等の発生を最小限にとどめ
るよう細心の注意を払い作業を行い

ます。ご理解・ご協力をお願いしま
す ▢時 2／25(月)〜3／8(金)※工事の
工程により前後する場合があります

▢場 東陽二丁目駐車場(東陽2-3-6教
育センター地下1階)▢問 経理課管財
係☎3647-9051、℻3647-9693

近隣土地の開発に伴い、九重橋の
撤去ならびに区道整備工事を行いま
す。そのため、永代通りから明治通り
までの特別区道江116号が関係車両
以外一部通行止めとなります※歩行
者および自転車利用の方は、九重橋
南側の仮設歩道を現地の案内にした
がって注意してご通行ください[交
通規制期間]3月中旬〜平成32年4月
末(予定)※天候等の理由により、期
間が変更となる場合があります[規
制内容]新砂2-2から新砂3-2までの
特別区道江116号の車両通行止め

▢問 道路課橋梁係☎3647-9684、℻

3647-2126[工事および通行止めに関
する問合先]みらい建設工業(株)東
京支店☎3522-7351、☎080-2008-
3655

電話番号
区内スポーツセンター一覧

深川スポーツセンター(越中島1-2-18)
5609-9571亀戸スポーツセンター(亀戸8-22-1)

深川北スポーツセンター(平野3-2-20)

3528-0191有明スポーツセンター(有明2-3-5)

スポーツ会館(北砂1-2-9)

5606-3171東砂スポーツセンター(東砂4-24-1)

名称(所在地)

3820-8730

3820-5881
3649-1701

大会名
区民体育大会競技一覧
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バレーボール(9人制・6人制・家庭婦人
・小学生)、サッカー(一般・小学生)、
バスケットボール(一般・3×3)、軟式野
球(一般・学童)、ハンドボール、ソフト
ボール(一般男子・壮年・家庭婦人・中
学女子・少女)、ゲートボール、ビーチ
ボール、民踊

弓道、なぎなた、テニス(シングルス)、
剣道、卓球(シングルス)、空手道、柔道、
ソフトテニス(ダブルス)、ボウリング、
バドミントン(ダブルス)

4／8(月)3／18(月)結果日

3／18(月)3／4(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間

開設期間

東京国税局1階(中央区築
地5-3-1)［最寄り駅］都営
大江戸線｢築地市場駅｣、
東京メトロ日比谷線｢東
銀座駅｣、｢築地駅｣また
は都営バス錦11系統｢築
地駅前降車専用バス停｣

※江東西・東税務署内に作成会場はありません。

申告書作成会場

3／15(金)まで
※土・日曜は除く。
ただし、2／24(日)・
3／3(日)は開設
［受付時間］8：30〜
16：00
［相談時間］9：15〜

4／9〜6／25の火曜(4／30を除
く全11回)9：00〜10：00

日時

妊娠されている方はご遠慮ください。

4／7〜6／30の日曜(5／5を除
く全12回)9：00〜10：00

美姿勢ボディアー
ト

リフレッシュ体操

4／7〜6／30の日曜(5／5を除
く全12回)10：10〜11：10発声エクササイズ

赤ちゃんとママの
ケアエクササイズ

4／7〜6／30の日曜(5／5を除
く全12回)11：20〜12：50気功

早朝リフレッシュ
体操

4／3〜6／26の水曜(5／1を除
く全12回)10：10〜11：10わくわく親子体操

講座名

4／4〜6／27の木曜(5／2を除
く全12回)10：40〜11：40yoga

4／4〜6／27の木曜(5／2を除
く全12回)11：50〜12：50コアセットヨガ

4／4〜6／27の木曜(5／2を除
く全12回)19：00〜20：00

カロリーバーナー
エアロ

4／5〜6／28の金曜(5／3を除
く全12回)19：00〜20：00

ポスチュア
ウォーキングⓇ

4／6〜6／29の土曜(5／4を除
く全12回)9：15〜10：15

スタイルアップ
ピラティス

4／6〜6／29の土曜(5／4を除
く全12回)10：30〜11：30マットピラティス

4／6〜6／29の土曜(5／4を除
く全12回)18：00〜19：00エアロボクシング

4／10〜6／26の水曜(5／1を除
く全11回)11：20〜12：20

4／9〜6／25の火曜(4／30を除
く全11回)10：10〜11：10
4／9〜6／25の火曜(4／30を除
く全11回)11：30〜12：30

ビューティー
シェイプ

4／9〜6／25の火曜(4／30を除
く全11回)19：00〜20：00

ボディリセット
ピラティス

4／3〜6／26の水曜(5／1を除
く全12回)9：00〜10：00ロコモヨガ

4／3〜6／26の水曜(5／1を除
く全12回)19：00〜20：00シェイプヨガ




