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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。
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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
都市計画審議会 傍聴できます
第144回江東区都市計画審議会を
開催します。付議予定案件名等、詳
細は、都市計画課(区役所5階21番)
窓口または区ホームページをご覧く
ださい ▢時 3／26(火)15：00〜 ▢場 区
役所3階区議会全員協議会室▢人 10
人(抽選) ▢申 当日14：30までに都市
計画課窓口へ☎3647-9439、℻3647-
9009

えこっくる江東
はじめてのハーブ教室春夏編
初めてハーブ栽培に挑戦する方向
けに、種類の特徴や活用方法、育て
方などを体験しながら学ぶ連続講座
です。肥料や農薬は極力使わず、ハ
ーブ本来の防虫機能などをいかして、
自然と共生したハーブ作りを目指し
ます▢時 4／18、5／16、6／20、7／18、
8／15(木曜全5回)10：00〜12：00 ▢場
えこっくる江東▢人 全回参加できる
16歳以上の方36人(区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選、結果は当選
者のみ3／29(金)ごろ通知)▢費 3,000
円(材料費等実費)▢内 ハーブティの
入れ方、ハーブオイルとハーブソル
ト・ラベンダークラフト・赤しそジ
ュース・ハーブ染めストール作り(予
定)、ハーブの育て方を学ぶ管理作
業(せんてい・雑草取り等)▢師 櫻田
重美(環境カオリスタ)▢締 3／20(水)
必着▢申 はがきに①はじめてのハー
ブ教室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
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
草木染めワークショップ
｢桜で染めるシルクストール｣

▢時 4／10(水)10：00〜12：00▢場 えこ
っくる江東 ▢人 16歳以上の方20人
(区内在住、在勤、在学の方を優先し
抽選、当選者のみ3／30(土)ごろ通知
※乳幼児の同伴不可) ▢費 2,100円
(材料費込)▢内 桜の枝とウッドチッ
プを使って、ボーダー柄のシルクス
トールを染めます。色は赤みのある
茶系に染まる予定です▢師 中安敬子
(NPO法人マザーツリー自然学校)

▢締 3／23(土)必着▢申 窓口またはは
がき・ファクスに①草木染め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
はじめての体操教室inスポーツ
センター 4〜7月参加者募集
いつまでも元気ではつらつとした
生活を送るためには運動だけでなく
｢活動と参加｣も欠かせません。教室
をきっかけに取り組む仲間を作って
みませんか。継続した活動をするた
めのグループ交流を教室の中で実施
します▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 65
歳以上の区民で運動習慣がなく、教
室の趣旨を理解し、要支援・要介護
認定を受けていない方各施設20人
(申込順)▢費 無料▢内 専門トレーナ
ーによる体操、KOTO活き粋体操、
継続のためのグループ交流(1人4か
月間) ▢申 3／16(土)9：00から実施場
所に電話または窓口で▢問 地域ケア
推進課地域ケア係☎3647-4398、℻

3647-3165

江東図書館
プレママ・プレパパおはなし会
現在妊娠中のお母さんとお父さん
を対象におはなし会を開催します。
お腹にいる赤ちゃんと一緒に絵本や
わらべうたを楽しみましょう。おは
なし会のあとは、絵本を自由に読ん
だり、参加者同士でお話ができる時
間を設けます ▢時 3／24(日)13：30〜
14：30(受付13：00〜)※14：30〜15：00
自由時間▢場 江東図書館1階鑑賞室
(南砂6-7-52)▢人 現在妊娠中の方と
その家族10組程度(申込順)※第2子
以降の妊娠の場合、こどもの参加も
可▢締 3／22(金)▢申 3／16(土)から江
東図書館に電話または窓口で☎3640
- 3151、℻ 3615 - 6668 ▢HP http: //
www.koto-lib.tokyo.jp/
青少年交流プラザ
ダンスフェスティバル

▢時 3／24(日)11：00〜16：00▢人 どな
たでも▢費 無料(飲食実費)▢内 青少
年交流プラザで活動している団体や
近隣校のダンスチームが集結し、さ
まざまなジャンルのダンスを披露。
その他、飲食ができる屋台あり▢申
当日直接会場へ▢場 ▢問 青少年交流
プラザ(亀戸7-41-16)☎3681-7334、
℻3681-8732▢HP http://www.mo
mmy-seishonen-k.com/
消費者講座
｢遺言・相続の基礎知識｣

▢時 4／24(水)14：00〜15：30▢場 パル
シティ江東3階研修室▢人 区内在住
・在勤の方30人(抽選)▢費 無料▢内
生前に考える、賢い｢遺言・相続｣の
手続き方法・信託の活用方法を解説

▢師 (一社)信託協会 ▢締 4／8(月)消
印有効▢申 往復はがき(1人1枚)に①
講座名と日時②参加希望者の郵便番
号・住所・氏名(ふりがな)・電話番
号を記入し、〒135-0011扇橋3-22-2
パルシティ江東2階消費者センター
へ☎5683-0321、℻5683-0318

深川東京モダン館
おきがる講座、落語会、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 3／22(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⑪明
治江東人物伝(完)
2．落語会

▢時 3／23(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 圓朝作怪談｢牡丹燈
籠｣その2・新三郎とお露[出演]三遊
亭圓橘
3．深川の屋敷講座⑤江東×野田

▢時 3／24(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 3／15(金)
から電話で深川東京モダン館☎5639
-1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
春から始まる新規講座 各文化
センター等8館で受講生募集中
区内各文化センターと総合区民セ
ンターでは、春から始まる講座の受
講生を募集中です。詳細は新聞折込
等でお届けしている｢カルチャーナ
ビKOTO3月号｣(3／10発行)をご覧
ください。区内公共施設や駅でも入
手できます▢締 3／24(日)必着▢問 下
表のとおり

真夏のレクイエムこうとう
2019合唱団員追加募集
8／18(日)にティアラこうとうで開
催する｢真夏のレクイエムこうとう
2019｣。今回はヴェルディ作曲の｢レ
クイエム｣を演奏します。練習の日
程、募集人員等詳細はお問い合わせ
ください▢場 ティアラこうとう大会
議室(住吉2-28-36)ほか▢人 ソプラ
ノ、アルト、テノール、バス(申込順)

▢費 月額6,000円※楽譜は別途自費
購入。詳細はお問い合わせください

▢申 3／15(金)から電話でティアラこ
うとう☎3635-5500、℻3635-5547
深川江戸資料館 伝統芸能公開
1．江戸の物売りと大道芸

▢時 3／16(土)11：30〜12：10、14：00
〜14：40[出演]日本大道芸・大道芸
の会

2．情緒を満喫｢長屋の江戸小歌｣

▢時 3／24(日)14：00〜15：00[出演]江
戸小歌市太郎一門
※いずれも ▢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
中川船番所資料館
春の釣具展示｢渓流竿｣

▢時 3／20(水)〜5／26(日)9：30〜17：
00(最終入館は16：30)▢場 中川船番
所資料館1階釣具展示コーナー(大島
9-1-15) ▢人 どなたでも ▢費 無料

▢内 渓流釣りに使用する和竿を展示

▢申 当日直接会場へ▢問 中川船番所
資料館☎3636-9091、℻3636-9094
こどもミュージアムトーク

▢時 3／21(木・祝)13：00〜13：30▢人
どなたでも ▢費 大人200円、小中学
生50円(観覧料)▢内 企画展｢昭和の
暮らし展＆浸水から親水へ｣につい
てわかりやすく解説▢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
手話講習会上級者向け
｢養成コース｣新規受講生募集

▢時 4／16〜平成32年3／3(火曜全33
回)10：00〜12：00※詳細はお問い合
わせください▢場 高齢者総合福祉セ
ンター(東陽6-2-17)※4／16は総合区
民センター(大島4-5-1)18：30開始

▢人 区内在住・在勤・在学の19歳以
上の健聴者で、江東区手話講習会手
話通訳Ⅱコース修了者、または同等
の手話技術(手話学習3年以上)を有
し、江東区手話通訳者登録試験(全
国手話通訳者統一試験)を受験する
平日・土曜・日曜に手話を使ったボ
ランティア活動ができる方30人程度
(選考)▢費 無料(テキスト代自己負
担)[選考試験] ▢時 4／9(火)10：00〜
(9：30受付)※募集状況により試験終
了が午後になる場合があります▢場
高齢者総合福祉センター(東陽6-2-
17)▢費 無料▢内 筆記・読み取り・聞
き取り手話表現(手話通訳Ⅱコース
修了レベル)[持ち物]選考結果通知
用の返信封筒 (長3)、82円切手▢締
3／26(火)19：00 ▢申 江東ボランティ
ア・センター(高齢者総合福祉セン
ター内)窓口で☎3645-4087、℻3699
-6266
みんなで楽しもう！
ボッチャ＆カローリング体験

▢時 3／23(土)13：00〜15：00▢場 深川
スポーツセンター第二武道場・ロビ
ー(越中島1-2-18)▢人 障害のある方
30人(申込順、介助が必要な方は介
助者同伴でご参加ください)▢費 無
料▢内 障害のある方を対象にボッチ
ャとカローリングの体験会を開催
[持ち物]運動しやすい服装、靴下、
飲み物▢申 3／17(日)9：00から電話、
窓口またはファクスに①講座名②氏
名(ふりがな)③年齢④住所⑤電話・
ファクス番号⑥介助者の有無を記入
し、深川スポーツセンターへ☎3820
-5881、℻3820-5884

江東区児童会館は3／31(日)をもっ
て閉館します。区では江東区児童会
館跡地に、児童向け複合施設等の整
備を計画しています。なお、新たな
施設が整備されるまでの間、乳幼児
とその保護者や小学生を対象にした

事業を近隣の地区集会所等で行う予
定です。詳細は区ホームページ等で
お知らせしますので、ご確認くださ
い▢問 放課後支援課☎3647-9230、
℻3647-9274

金曜13：30
〜15：00

実施日時※

※実施場所にご確認ください

木曜13：30
〜15：00

深川北スポーツセンター
(平野3-2-20)☎3820-8730

スポーツ会館
(北砂1-2-9)☎3649-1701

金曜14：45
〜16：15

深川スポーツセンター
(越中島1-2-18)☎3820-5881

木曜10：45
〜12：15

亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)☎5609-9571

東砂スポーツセンター
(東砂4-24-1)☎5606-3171

木曜9：00
〜10：30

健康センター
(東陽2-1-1)☎3647-5402

実施場所

水曜13：30
〜15：00

☎5600-8666
℻5600-8677

☎3644-8111
℻3646-8369

連絡先

☎3536-5061
℻5560-0505

豊洲文化センター
(豊洲2-2-18)

森下文化センター
(森下3-12-17)

☎5626-2121
℻5626-2120

亀戸文化センター
(亀戸2-19-1)

総合区民センター
(大島4-5-1)

☎3681-6331
℻3636-5825

東大島文化センター
(大島8-33-9)

江東区文化センター
(東陽4-11-3)

☎3640-1751
℻5606-5930

砂町文化センター
(北砂5-1-7)

施設名

☎5620-0224
℻5620-0258

古石場文化センター
(古石場2-13-2)

☎3637-2261
℻3683-0507




