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熱中症にご注意を

熱中症は、急に気温が上昇して蒸し暑い日に起こりやすく、屋外だけでなく屋内でも発生します。室内では水分補給や扇風機・冷房の使用を適切に行
うほか、外出時には出来るだけ日差しを避けて風通しの良い日陰等で休憩を取るなど、十分注意してください。

いろいろな体験を楽しもう！
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ざまな伝統工芸体験教室から木目込
で作るふくろう、苔玉やミニ盆栽作
り、切り絵やつまみ細工など、｢和｣
や｢モノ作り｣をテーマに開催する館
まつりです。スタンプラリーや粘土
を型に入れて作るミニのらくろ鬼瓦、
折り紙コーナーやミニ縁日など、当
日参加できるコーナーも盛りだくさ
ん。お友達やご家族などお誘い合わ
せのうえ、森下文化センターで1日
お楽しみください。深川どうぶつし
ょうぎ大会も同時開催！ ▢時 7／21
(日)10：00〜15：00※事前申込や参加
費が必要なコーナーがあります。詳
細はお問い合わせください▢場 ▢問
森下文化センター(森下3-12-17)☎
5600-8666、℻5600-8677

親子で点字を体験しよう

最近、さまざまなところで見かけ
る点字。その仕組みを知っています
か？今回は、点字を学習し、絵本の
点訳を行います。夏休みの宿題にも
最適です▢時 8／17(土)10：00〜15：00

▢場 高齢者総合福祉センター3階第1
研修室(東陽6-2-17)▢人 区内在住の
小学生と親10組(申込順) ▢費 2,000
円(材料費)[共催]点訳ボランティア、
江東ボランティア・センター▢申 7／
17(水)から電話で江東ボランティア
・センター☎3645-4087、℻3699-
6266

夏休み親子税金教室

｢夏休みの自由研究をサポート｣

▢時 8／6(火)10：00〜11：30、14：00〜

15：30▢場 江東都税事務所(大島3-1-
3)▢人 区内在住の小学校高学年とそ
の保護者各20組(申込順。兄弟姉妹
の参加可)▢費 無料▢内 税金の役割
や仕組みについての講座と夏休み自
由研究への活用※夏休み自由研究用
ワークブックを配付▢締 7／31(水)※
定員になりしだい終了▢申 7／16(火)
9：00から電話で江東都税事務所相談
広報担当☎3637-7122、℻3682-7150

芭蕉記念館

夏休み｢親子俳句まつり｣

昼は夏休みの自由研究に最適な
｢俳句｣について解説、夜は記念館内
を見学して、展望庭園でライトアッ
プした芭蕉像を間近でご覧いただけ
ます▢時 8／17(土)①14：00〜15：30②
18：30〜20：00▢場 芭蕉記念館(常盤1
-6-3)▢人 親子各20組(申込順)▢費
200円▢内 ①親子俳句教室〜俳句で
みがこう言葉の力②ナイトミュージ
アム〜夜の芭蕉記念館探検▢申 7／15
(月・祝)から芭蕉記念館に電話また
は窓口で☎3631-1448、℻3634-0986

若洲ゴルフリンクス

｢ゴルフ場一般開放デー｣

▢時 8／6(火)10：00〜15：30(雨天中
止)▢場 若洲海浜公園若洲ゴルフリ
ンクス(若洲3-1-2)▢費 無料▢内 普
段はプレイヤーしか入れないゴルフ
場で貴重な体験を！きれいな芝生の
上で心地良い開放感を味わえるイベ
ント※内容の詳細はホームページ
(▢HP http://wakasu.golftk.co
m/)を参照▢申 当日直接会場へ▢問
若洲海浜公園管理事務所☎3522-
3225

砂町水再生センター

夏休み子供フェア2019

▢時 7／24(水)10：00〜15：00▢費 無料

▢内 施設見学会、微生物の観察、下
水道VR、お楽しみコーナー、シャボ
ン玉、消防車ほか※雨天時は内容が
変わります※ペット連れ、車での来
場はご遠慮ください▢申 当日直接会
場へ▢場 ▢問 下水道局砂町水再生セ
ンター(新砂3-9-1)☎5632-2180(平
日9：00〜17：15)、℻5632-2182

夏季に講座や室内で楽しめるスポ
ーツイベントを実施します。どうぞ
お気軽にお越しください▢時 ▢内 下
表のとおり ▢場 青少年交流プラザ
(亀戸7-41-16)▢申 電話、窓口また

▢時 7／27(土)19：00〜20：30※荒天等
のため実施できない場合は7／28(日)
に順延▢場 第1会場：桜橋下流〜言問
橋上流、第2会場：駒形橋下流〜厩橋
上流▢問 隅田川花火大会実行委員会
事務局(台東区役所観光課内)☎5246
-1111、℻5246-1446

選挙管理委員会では、今年も｢明
るい選挙｣の実現や｢投票参加｣を呼
びかけるポスターを募集します。小
・中学校の部の入選作品には賞状と
賞品、応募者全員に参加賞を贈呈し
ます。

▢人 区内在校・在住の小・中学生お
よび高校生 ▢内 画用紙四ツ切(542
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○お子さんは水着着用が必要
で、おむつ(水遊び用も含
む)のままでは入れません。
○幼児は必ず保護者が同伴し、
利用中はお子さんから目を
離さないようお願いします。

じゃぶじゃぶ池は、水深が浅く小
さなお子さん(幼児〜小学校低学年)
が安心して水遊びできる場です(泳
げません)。暑い夏を涼しく過ごし
ましょう ▢費 無料▢場 ▢問 下表のと
おり

竪川河川敷公園カヌー・カヤック
場は、全長140m、最大幅員16mの専
用施設で、必要な道具は全て貸し出
し、未経験の方もインストラクター
が丁寧に指導しますので、安心して
カヌー・カヤックを楽しむことがで
きます。また、隣接して、無料で利
用できる親子でキャッチボール広場
や水上アスレチック場もあります
[カヌー・カヤック場開設日]①7／20
(土)まで、および9／1(日)〜10／27
(日)：土・日曜、祝日②7／21(日)〜8
／31(土)：毎日※8／6(火)・20(火)は
清掃のため休場予定[開場時間]9：30
〜17：00(受付9：00〜11：00、13：00〜

7／23(火)

当日直接会場へ

締切

当日直接会場へ

スキルアップセミナー
｢自分に似合うパーソナルカ
ラーレッスン｣

7／27(土)
10：00〜12：00

どなたでも

青少年交流プラザまつり
8／25(日)
11：00〜18：00(予定)

ダイナマイトライブ2Days
(中学・高校生バンドライブ)

夏休みクイズラリー
7／23(火)〜8／23(金)
9：00〜21：00

8／18(日)、19(月)
11：00〜18：00(予定)

内容日時

小学5年生〜
30代各回20人
(抽選)

アート体験講座
｢クレイアート｣
※樹脂粘土で造形体験

8／3(土)
①10：00〜12：00
②15：00〜17：00

当日直接会場へ
小学5年生〜
30代

オリパラ競技体験
8／8(木)
16：00〜18：00

当日直接会場へ
小学5年生〜
高校生

将棋道場
8／10(土)
14：00〜16：00

どなたでも
※飲食有料

16歳〜
30代20人(抽選)

小学生以上

対象

当日直接会場へ

当日直接会場へ
※材料が無くなりし
だい終了

中学生〜
30代30人

クラフト3Days
｢サマーアンクレット作り｣

7／27(土)〜29(月)
14：00〜18：00

7／29(月)

はファクスに①氏名②住所③電話番
号④年齢⑤希望する講座を記入し、
青少年交流プラザへ☎3681-7334、
℻3681-8732

mm×382mm)、八ツ切(382mm×
271mm)もしくはそれに準ずる大き
さ▢締 8／30(金)▢申 作品の裏面右下
に学校名・学年・氏名(ふりがな)を
記入し、通学校の図工・美術の先生、
または選挙管理委員会事務局(区役
所7階1番)へ提出▢問 選挙管理委員
会事務局☎3647-9091、℻3647-9592
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16：00)▢人 小学生以上の方▢費 小・
中学生300円、高校生以上600円(30分。
カヌー・パドル・ヘルメット・ライ
フジャケット貸出費込み)※カヌー
持込不可▢問 竪川河川敷公園管理事
務所☎・℻5875-2319

月曜 (祝日の場合
は翌日)
※天候や管理運営
状況により、臨時
に休場する場合が
あります。

休止曜日

牡丹1-9古石場川親水

毛利2-13-7猿江恩賜

亀戸6-1竪川河川敷

区
立

住所公園名

平野4-6-1木場

9／8(日)

最終日

☎3631-9732、℻3631-9738

水辺と緑の事務所
☎5683-5581、℻5683-5585

竪川河川敷公園管理事務所
☎・℻5875-2319

問合先

7／20(土)

開場中
※各日
10：00〜
16：00

開場日

月曜

豊洲2-3-6豊洲

☎3636-2558、℻3636-2575

9／1(日)

木曜7／20(土)亀戸9-37-28亀戸中央

都
立 ☎5245-1770、℻5245-17727／24(水)、8／1(木)

・13(火)・23(金)7／13(土)

越中島1-3-23越中島
木場3-17-5木場親水

豊洲ぐるりパークセンター
☎3520-8819、℻3520-8829

東砂4-20-20城東

▢時 8／1(木)19：30〜20：30(打上開始
19：40)※荒天等の場合は中止(順延

日なし)▢場 荒川・砂町水辺公園('
西橋と東京メトロ東西線荒川鉄橋の
間)▢問 地域振興課区民交流担当☎

3647-4963、℻3647-8441

▲昨年の江東花火大会




