
9 令和元年(2019年)�月11日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

凡

例

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。

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

平成31年度軽自動車税納期限
5／31(金)
平成31年度の軽自動車税の納期限
は5／31(金)です。お近くのコンビニ
エンスストア、金融機関、郵便局、
納税課(区役所5階7番)、豊洲特別出
張所・各出張所で期限までに納めて
ください。また、金融機関のペイジ
ー対応ATM、パソコンや携帯電話
からのクレジットカード、インター
ネットバンキングによる納付もでき
ます。詳細は、納税通知書に同封の
チラシまたは区ホームページでご確
認ください▢問 納税課収納推進係☎

3647-2063、℻3647-8646
介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]令和2年3／31(火)ま
で(業務委託契約、年度更新あり)

▢人 介護支援専門員の資格を有し、
介護保険法に基づく事業所等に勤務
していない方(おおむね65歳未満)若
干名(選考により決定)[業務委託料]
1件4,000円(研修期間あり)▢内 区内
での訪問調査および調査票の作成
[選考]書類および面接[面接日]6／11
(火) ▢締 6／3(月)必着 ▢申 ①履歴書
(写真添付)②介護支援専門員証の写
し③応募の動機を200字程度に記入
したもの(様式自由)を、〒135-0016
東陽6-2-17江東区社会福祉協議会総
務課認定調査係へ郵送または持参☎

3647-5831、℻3647-5833

えこっくる江東
手こぎゴムボートで運河体験
心地よい風を感じながら水彩都市
・江東を水辺から体験し、まちの魅
力を再発見してみませんか▢時 6／9
(日)10：00〜11：40、10：50〜12：30、
12：10〜13：50、13：00〜14：40※いず
れも同じ内容 ▢場 えこっくる江東
(潮見1-29-7)、東雲北運河周辺▢人
小学生とその保護者各回8組16人(申
込順)▢費 1組500円▢内 区の水辺の
概要や水辺の生きもの等の講義を受
講後、東雲北運河に移動し乗船体験
(30分程度)※詳細はえこっくる江東
ホームページ(▢HP https://www.
ekokkuru-koto.jp/)をご覧くださ
い▢師 NPO法人地域交流センター、
江東エコリーダーの会▢申 5／15(水)
9：00からえこっくる江東に電話また
は窓口で☎3644-7130、℻3644-7135

健康・介護を楽しく身近に！
介護体感イベント

▢時 5／26(日)①10：00〜11：30②11：
30〜13：00▢場 青少年交流プラザ(亀
戸7-41-16)▢人 ①50人(抽選)②どな
たでも▢費 無料▢内 ①｢介護って？｣
をテーマにしたワークショップや健
康料理の試食②最新健康測定やお楽
しみゲーム等(先着50人に参加記念
品あり) ▢締 5／21 (火) ▢申 ①5／15
(水)から電話、窓口またはファクス
に事業名・氏名・年齢・電話番号を
記入し、青少年交流プラザへ②当日

直接会場へ☎3681-7334、℻3681-
8732 ▢HP https://www.mommy-
seishonen-k.com/
深川東京モダン館
落語、寄席
1．落語会

▢時 5／25(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｣その四・お露の亡霊[出演]三遊
亭圓橘
2．江東モダン亭

▢時 5／26(日)14：30〜(開場14：00)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,000円、
当日2,500円▢内 区内在住の若手落
語家らによる寄席[出演]三遊亭歌扇
ほか
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 5／15(水)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/

障害者福祉センター
料理教室・楽々いすヨガ
1．料理教室

▢時 6／20、7／18、9／19、10／17、11／
21(木曜全5回)10：00〜12：00 ▢場 障
害者福祉センター2階調理実習室

▢人 区内在住の障害者・難病の方(詳
細はお問い合わせください)10人(5／
24(金)10：30から公開抽選)▢費 材料
費2,500円(全5回分)、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※住民税非課税の方などは
免除)▢内 バランスのとれた献立の
提案と料理演習
2．楽々いすヨガ

▢時 7／6〜8／31の土曜(8／10を除く全
8回)10：30〜11：30▢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(詳細はお問い合わ
せください)20人(5／24(金)10：40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※住民税非課税の方などは免
除)▢内 いすに座って行うヨガ
※いずれも▢締 5／23(木)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
ティアラこうとう
避難訓練コンサート

▢時 6／25(火)14：00〜 ▢場 ティアラ
こうとう大ホール(住吉2-28-36)

▢人 800人(申込順)▢費 無料(当日、
座席指定券を入口で配付します)

▢内 コンサート開催中に地震や火災
が発生したと想定し、避難誘導しま
す。訓練終了後、再び会場でコンサ
ートの続きをお楽しみいただきます。
当日は動きやすい服装(運動靴等)で
ご来場ください[出演]東京消防庁音
楽隊＆カラーガーズ隊▢申 5／15(水)
から電話でティアラこうとう☎5624
-3333、℻3635-5547
深川江戸資料館 伝統芸能公開
｢江戸の粋かっぽれ｣
文化・文政年間に大坂の住吉大社
の住吉踊りが江戸に伝わったのが
｢かっぽれ｣の起源と言われています。
浴衣にたすき、ねじり鉢巻の粋ない

でたちで俗謡に合わせて威勢よく
｢風流深川｣｢木遣りくずし｣などを踊
ります▢時 5／19(日)14：00〜14：30、
15：00〜15：30 ▢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]伝統江戸芸かっぽれ
寿々慶会 ▢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

大島旧中川そらまめ祭り
川の駅周辺でワークショップ
1．ミニ時代劇

▢時 5／18(土)・19(日)11：00〜、14：
00〜※各10分の上演▢場 中川船番所
資料館3階ジオラマ▢人 どなたでも

▢費 大人150円(特別観覧料)、小中
学生無料▢内 ｢深川とっくり座｣によ
るミニ時代劇
2．ワークショップ

▢時 5／18(土)・19(日)10：00〜16：00

▢場 中川船番所資料館1階会議室

▢人 小学生以上の方各日①50人②50
人(先着順)※小学3年生以下は保護
者同伴 ▢費 ①500円、②1000円 ▢内
①貝のキーホルダー作り②ウニラン
プ作り
3．謎ときクイズラリー

▢時 5／18(土)・19(日)10：00〜16：00

▢場 中川船番所資料館▢人 どなたで
も ▢費 大人150円(特別観覧料)、小
中学生無料▢内 こどもから大人まで
楽しめる｢謎ときクイズラリー｣
※いずれも▢申 当日直接会場へ※1
〜3に参加したこどもには船番所キ
ャラクターの｢はぜちん缶バッチ｣を
先着200人にプレゼント▢問 中川船
番所資料館(大島9-1-15)☎3636-
9091、℻3636-9094
江戸和竿師の製作実演
〜伝統工芸の技と優美〜
｢東作本店｣から江戸和竿師の｢東
亮｣松本亮平さんをお招きして、製
作工程の一部を実演します。匠の技
が作り出す美しい芸術作品をご覧く
ださい ▢時 5／18(土)13：00〜16：00

▢費 無料 ▢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
芭蕉記念館 文学講習会
｢俳句入門｣

▢時 6／14(金)・21(金)・28(金)・29
(土)、7／5(金)(全5回)18：30〜20：30
※6／29は外出講義のため、10：00〜
12：00▢場 芭蕉記念館1階会議室(常
盤1-6-3)※6／29は清澄庭園(清澄3-3
-9) ▢人 38人(抽選) ▢費 3,000円(別
途教材費)▢内 俳句の基本である作
り方や季語、歳時記について学びま
す。吟行、句会体験もあります▢師
秋尾敏(俳人・｢軸｣主宰) ▢締 5／26
(日)必着▢申 電話、窓口またはファ
クスに①講座名②氏名・ふりがな③
郵便番号・住所④電話・ファクス番
号⑤生まれ年(西暦)・性別を記入し、
芭蕉記念館へ☎3631-1448、℻3634-
0986
スポーツ会館 民踊教室

▢時 6／5〜26の水曜(全4回)18：30〜
20：00▢場 スポーツ会館小体育室(北
砂1-2-9)▢人 区内在住・在勤・在学
の方100人(申込順)▢費 1,400円▢申
5／15(水)から受講料を添えてスポー

ツ会館窓口で☎3649-1701、℻3649-
3123
自分を変えるチャンス
ボディメイク倶楽部
10回のパーソナルサポートで｢な

りたいカラダ｣に向けて完全サポー
トします。受講期間中はスポーツ会
館のトレーニング室、マット室が自
由に利用できます。詳細はスポーツ
会館ホームページ(▢HP https://
www.koto-hsc.or.jp/sports_cen
ter1/)をご覧ください ▢時 6／3〜8／
2※6／3は13：00〜13：30に説明会▢場
スポーツ会館(北砂1-2-9)▢人 高校
生以上の方10人(申込順)▢費 12,000
円▢申 5／15(水)9：00からスポーツ会
館に電話または窓口で☎3649-1701、
℻3649-3123
亀戸スポーツセンター 卓球教室

▢時 6／20〜8／8の木曜(全8回)19：00
〜20：30▢場 亀戸スポーツセンター
大体育室▢人 区内在住・在勤・在学
の18歳以上の方40人 (抽選) ▢費
4,480円▢内 受講者のレベルに合わ
せた指導▢締 6／1(土)必着 ▢申 往復
はがきに①教室名②氏名(ふりがな)
③住所④年齢⑤性別⑥電話番号を記
入し、〒136-0071亀戸8-22-1亀戸ス
ポーツセンターへ郵送または窓口で
☎5609-9571、℻5609-9574

東砂スポーツセンター杯
バドミントンダブルス大会

▢時 6／16(日)8：45〜受付▢場 東砂ス
ポーツセンター2階大体育室▢人 区
内在住・在勤・在学の中学生を除く
15歳以上70組140人(抽選)▢費 2人1
組1,020円 ▢内 男女別・クラス別ダ
ブルスリーグ戦形式、部別(A江東区
バドミントン協会2部登録者／相当B
同協会3部登録者／相当C同協会4部
登録者／相当D初心者Eシニアミック
ス50歳以上) ▢締 5／19(日)必着 ▢申
往復はがきに①参加希望のクラス
(A〜E)、ペアを組む2人の②氏名(ふ
りがな)③性別④年齢⑤住所※在学
・在勤の方は、学校名・会社名と所
在地⑥電話番号⑦江東区バドミント
ン協会に加盟している方は、クラブ
名・登録クラス・登録番号を記入し、
〒136-0074東砂4-24-1東砂スポーツ
センターへ郵送または各スポーツセ
ンターにある申込用紙に必要事項を
記入し、東砂スポーツセンター窓口
(はがき1枚持参)で☎5606-3171、℻

5606-3176

わくわくノルディックウォー
キング｢10,000歩ウォーク｣

▢時 5／28(火)10：00〜13：00※雨天中
止▢場 深川地域周辺▢人 高校生以上
の健康な方10人(抽選) ▢費 500円

▢内 小江戸めぐり(松尾芭蕉、伊能
忠敬、間宮林蔵) ▢締 5／22(水)必着

▢申 往復はがき(1人1枚)に①わくわ
くノルディックウォーキング②住所
③氏名(ふりがな)④性別⑤年齢⑥電
話番号⑦経験の有無⑧現在運動の有
無⑨レンタルストック(無料)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

▲伝統江戸芸かっぽれ寿々慶会




