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講座・催しものつづき

｢小学生・自由研究に役立つ！｣
〜夏休み親子消費者講座〜

▢時 ①7／30(火)13：30〜15：30②7／31
(水)13：30〜15：30▢場 パルシティ江
東3階研修室▢人 区内在住・在学の
小学生と保護者各15組(抽選、保護
者は1人)▢費 無料▢内 ①｢親子で学
ぶお金の使い方｣〜クイズと貯金箱
工作〜②｢親子で学ぶ計量はかり教
室｣〜手ばかり工作と計量〜▢師 ①
東京都金融広報アドバイザー②東京
都計量検定所計量士▢締 7／14(日)消
印有効▢申 往復はがき(1組1枚)に①
希望する講座名と日時②参加希望の
親子の郵便番号・住所・氏名(ふりが
な)・学年・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
｢おくのほそ道｣旅立ち330年
記念｢おくのほそ道｣と漢詩文
芭蕉の代表作である｢おくのほそ
道｣について、漢詩文との関わりに
焦点をあてた文学講習会です▢時 7／
19〜8／23の金曜(8／16を除く全5回)
18：30〜20：00 ▢場 芭蕉記念館1階会
議室(常盤1-6-3)▢人 38人(抽選。当
選者には手続き書類を郵送) ▢費
3,200円(受講料・教材費含む) ▢師
塚越義幸(國學院大學栃木短期大学
教授) ▢締 6／29(土) ▢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・
ファクス番号を記入し、芭蕉記念館
へ☎3631-1448、℻3634-0986
芭蕉記念館ミュージアムトーク
現在開催中の企画展｢芭蕉の肖像
・俳人の肖像｣を何倍も楽しんでい
ただくため、職員が詳しく解説しま
す ▢時 6／29(土)14：00〜 ▢場 芭蕉記
念館(常盤1-6-3)▢人 20人(申込順)

▢費 大人200円、小中学生50円(観覧
料)※障害者手帳をお持ちの方とそ
の介助者1人は半額▢申 6／15(土)か
ら芭蕉記念館へ電話または窓口で☎

3631-1448、℻3634-0986
江東まちのマイスター展
｢砂糖の匠・宮崎製糖｣

▢時 6／1(土)〜7／21(日)9：30〜17：00
(最終入館は16：30) ▢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
中川船番所資料館 昭和30〜
40年代の玩具の寄贈を募集中
昭和の玩具寄贈を募集中です。ま
ずはお電話でご相談ください▢場 中
川船番所資料館(大島9-1-15)▢締 6／
30(日)▢申 事前に中川船番所資料館
に電話相談のうえ、寄贈品を持参☎

3636-9091、℻3636-9094

30代のための健診
(生活習慣病予防健診7月分)

▢時 ▢場 別表のとおり ▢人 健診日現
在30〜39歳の区民の方各会場25人
(抽選)※最近1年以内に受診された
方はご遠慮ください▢費 無料▢内 血
液・尿検査・腹囲測定等▢締 6／20(木)
必着▢申 はがきに①健診名②住所・
郵便番号③氏名(ふりがな)④年齢⑤
生年月日⑥性別⑦電話番号を記入し、
希望する保健相談所へ郵送または窓
口で(重複申し込み不可)※電子申請
も可(PCのみ)▢HP http://www.shi
nsei.elg-front.jp/tokyo/navi/in
dex.html▢問 各保健相談所管理係

深川北スポーツセンター
7／7(日)全日、体育室の一般公開
(卓球・バドミントン)を中止。イベ
ント開催のため▢問 深川北スポーツ
センター☎3820-8730、℻3820-8731
夢の島野球場
8／1(木)〜13(火)を休場。電気設
備工事のため▢問 屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

東京辰巳国際水泳場 障害者水
泳入門教室・ボランティア講座
1．障害者水泳入門教室

▢時 7／23(火)・25(木)・29(月)、8／
6(火)・8(木)13：30〜14：30(全5回)

▢人 障害のある方30人(抽選)
2．障害者水泳ボランティア講座

▢時 7／23(火)・25(木)・29(月)、8／
6(火)・8(木)13：10〜14：30(全5回)

▢人 どなたでも10人(抽選)▢内 障害
者対象の水泳教室で、参加者を補助
する技能を習得
※いずれも▢場 東京辰巳国際水泳場

▢費 無料 ▢締 7／9(火)必着 ▢申 往復
はがきに①教室名②氏名③年齢④学
年⑤性別⑥郵便番号・住所・電話番
号を記入し、〒135-0053辰巳2-8-10
東京辰巳国際水泳場へ☎5569-5061、
℻5569-5068※ホームページ(▢HP
https://www.tef.or.jp/ttisc/in
dex.jsp)からも申し込みできます
東京海洋大学公開講座｢誰かに
話したくなる水中探査の世界｣

▢時 7／6(土)9：30〜16：00、7／7(日)9：
30〜15：45(全2日)▢場 東京海洋大学
越中島キャンパス(越中島2-1-6)

▢人 高校生以上の方40人(抽選)▢費
7,500円(傷害保険料300円を含む)※
高校生は2,100円▢内 水中ロボット
や深海・南極での調査等について体
験談を交えながらわかりやすく解説
します※2日目は｢練習船汐路丸｣に
乗船予定▢締 6／19(水)必着▢申 はが
きまたはファクス、メールに①公開
講座申込②氏名(ふりがな)③職業④
年齢・性別⑤住所⑥電話番号・ファ
クス番号を記入し、〒108-8477港区
港南4-5-7東京海洋大学研究企画・
産学連携係へ☎5463-4197、℻5463-
0359▢ｅ kouza2019@m.kaiyodai.
ac.jp
都立墨田工業高校
夏季公開講座
ブロックでつくるロボットプログ
ラミング講座です▢時 7／27(土)・28
(日)9：30〜15：30(全2回)▢場 墨田工
業高校実習室▢人 都内在住の小学5
年生〜中学3年生10人(抽選)※小学
生は要保護者同伴▢費 小中学生200
円、同伴する保護者200円 ▢内 レゴ
マインドストームEV3で組み立てた
ロボットのプログラミング▢締 6／28

(金)必着▢申 往復はがきに①講座名
②住所③氏名(ふりがな)※参加者全
員④年齢⑤性別⑥電話番号を記入し、
〒135-0004森下5-1-7都立墨田工業
高校公開講座担当へ☎3631-4928、
℻3846-6683
TIRIクロスミーティング2019

▢時 7／4 (木)・5 (金) 10：00〜17：00

▢場 東京都立産業技術研究センター
(青海2-4-10)▢費 無料▢内 都産技研
や連携機関などの技術シーズを発表
し、中小企業とのマッチングを促進
するイベントです。4(木)は公設試
験研究機関によるTKFオープンフォ
ーラム、5(金)は警視庁サイバーセ
キュリティセミナーも同時開催▢申
当日直接会場へ※基調講演は要事前
予約。詳細はホームページ(▢HP
https://www.iri-tokyo.jp/)をご
覧ください ▢問 都産技研広報係☎

5530-2521、℻5530-2536
若洲海浜公園シーフロント
ミュージアムin SUMMER2019

▢時 7／14(日)10：00〜16：00※雨天中
止 ▢場 若洲海浜公園(若洲3-1-2)

▢費 無料▢内 東京湾を無料でクルー
ジング｢ヨット体験試乗会｣、公園内
を探検する｢宝探しクエスト｣など家
族みんなで楽しめるイベントが盛り
だくさん。詳細はホームページ
(▢HP http://www.tptc.co.jp/pa
rk/event/detail/504)をご覧くだ
さい▢申 当日直接会場へ▢問 シーフ
ロントミュージアム係☎3522-3225

江東病院 江東健康フォーラム

▢時 6／22(土)13：30〜(13：15開場)

▢場 江東病院本館2階北側待合室(大
島6-8-5)▢人 50人(先着順)▢費 無料

▢内 老人介護施設とかがやきライフ
江東▢師 玉川邦彦(かがやきライフ
江東相談員) ▢申 当日直接会場へ

▢問 江東病院医療連携室☎3685-
2253、℻3685-2766
江東病院 江東サザンカの会
｢がんの勉強会・相談会｣

▢時 6／15(土)14：00〜(13：30開場)

▢場 江東病院本館7階会議室(大島6-
8-5)▢人 30人(先着順)▢費 無料▢内
訪問診療と訪問看護のお話〜住み慣
れた自宅で過ごすために〜▢師 江東
病院附属在宅診療所院長、訪問看護
ステーションたんぽぽ所長▢申 当日
直接会場へ▢問 江東病院医療福祉相
談室☎3685-2253 ▢ｅ msw@koto-
hospital.or.jp
助産師講演会
｢赤ちゃんのスキンケアと沐浴｣

▢時 7／7(日)14：00〜16：00 ▢場 豊洲
文化センター8階第1研修室(豊洲2-2
-18)▢人 妊娠15週以降の妊婦とパー
トナー10組(申込順。妊婦のみの参
加可)▢費 1組1,000円(妊婦のみの参
加は500円)▢内 スキンケアの講義と
人形を使った沐浴体験をします▢申

6／15(土)から江東区助産師会のホー
ムページ(▢HP https://kotomw.
jimdo.com/)で☎090-1935-7342
家庭教育講演会
〜幼児期に大切なこと〜

▢時 7／16(火)10：00〜11：30▢場 ティ
アラこうとう地下1階大会議室(住吉
2-28-36)▢人 100人(申込順)▢費 無
料▢内 講演、意見交換会※託児室あ
り、お子さん連れでも参加可[主催]
江東明るい社会づくりの会▢師 内野
成浩(神明幼稚園園長)▢保 1歳6か月
以上の幼児※申込時にお子さんの氏
名・年齢・電話番号を記入▢締 6／30
(日)▢申 メールに氏名を記入し、江
東明るい社会づくりの会へ☎3631-
5548 ▢ｅ koto_meisha@yahoo.
co.jp
中央学院大学中央高校公開講座
｢パソコン講座・エクセル基礎｣

▢時 7／23(火)・24(水)9：30〜12：30
(全2回)▢場 中央学院大学中央高校

▢人 区内在住・在勤の成人の方30人
(抽選)▢費 1,500円▢締 7／1(月)必着

▢申 往復はがきに講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を記入し〒136-
0071亀戸7-65-12中央学院大学中央
高等学校公開講座係(桜井)へ☎5836
-7020
江東産業まつり
地元産業・各企業が、区民の皆さ
んとの交流を第一に、展示即売会を
開催します。岩手・宮城・福島・熊
本応援の物産展、フリーマーケット
も開催。区の伝統工芸製作体験や抽
選会もあります ▢時 6／15(土)、16
(日)10：00〜16：00(6／15(土)は9：40
セレモニー開催)▢場 江東区文化セ
ンター(東陽4-11-3) ▢費 入場無料
[主催](一社)東京都江東産業連盟
[後援]江東区・東京商工会議所江東
支部・江東区商店街連合会▢申 当日
直接会場へ▢問 (一社)東京都江東産
業連盟☎3699-7777
認知症カフェ開催
1．アス・ギャラリーカフェ

▢時 6／20(木)14：00〜16：00▢場 アス
・フォトギャラリー(東陽1-15-4)

▢費 無料▢内 自然がつくった地球の
不思議な造形・ワンダーランドのス
ライドショー投影等▢申 当日直接会
場へ▢問 山口☎090-1600-2362
2．e-café塩浜

▢時 6／22(土)13：00〜14：30▢場 らん
花園(塩浜2-7-2)▢費 無料▢内 カフ
ェ利用者の交流、専門職による相談
等▢申 当日直接会場へ▢問 塩浜長寿
サポートセンター☎5617-6213、℻

5617-6050
3．長屋カフェ

▢時 6／23(日)14：00〜16：00▢場 江東
区文化センター3階第2研修室(東陽4
-11-3)▢費 無料(飲食代実費)▢内 ミ
ニ講話｢人生100年時代を生きる｣、
カフェ利用者の交流▢申 当日直接会
場へ ▢問 NPO法人深川長屋☎090-
4954-9744

令和元年(2019年)�月11日
江東区ホームページ https://www.city.koto.lg.jp

https://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)
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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）☎6868-4059へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

7／9(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

7／19(金)
13：00〜

7／5(金)
8：50〜

城東南部保健相談所
〒136-0076南砂4-3-10

☎5606-5001
℻5606-5006

健診会場

7／19(金)
13：30〜

7／5(金)
12：45〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

7／26(金)
13：30〜

結果日時

7／3(水)
13：10〜

検査日時

深川保健相談所
〒135-0021白河3-4-3-301

☎3641-1181
℻3641-5557

7／16(火)
13：20〜 区では浸水被害を防ぐため、10月

までの各月に｢土のう｣を主に戸建住
宅にお住まいの希望者に配付します。
台風接近時等の直前対応は困難です
ので、ぜひこの機会をご利用くださ
い※配付した土のうは、個人で日常
管理・不要時の処分をお願いします。

また、土のうをお持ちの方で、袋が
破損している場合は、袋のみの配付
も行っています。なお、お申し込み
は50袋を限度とします[6月受付分の
配送日]7月上旬の区が指定する日

▢締 6／28(金)▢申 電話で河川公園課
工務係☎3647-2538、℻3647-9216




