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｢還付金がある｣などと言われ、多くの区民が大金や個人情報をだまし取られています！区役所や警察など、行政機関
を名乗る電話には注意してください。必ず代表電話(江東区役所☎3647-9111)に確認を！▢問 危機管理課防犯担当☎

3647-4399、℻3647-9651

江東区の職員を名乗る
詐欺の電話に注意

講座・催しものつづき

陶芸教室｢板皿を作ろう！｣

▢時 8／24(土)①14：30〜15：30②15：
50〜16：50▢場 小名木川児童館(北砂
5-20-5-101)▢人 区内在住で①4歳以
上の幼児8人②小・中学生8人※小学
2年生以下は保護者同伴(抽選、結果
は当選者にのみ8／17(土)連絡) ▢費
無料[持ち物]エプロン・手拭きタオ
ル▢師 蒲田里奈▢締 8／16(金)▢申 8／
3(土)から小名木川児童館に電話ま
たは窓口へ☎・℻3640-1941
天体観望会｢木星｣

▢時 8／24(土)19：30〜20：30(受付19：
20〜)▢場 大島第二児童館(大島4-5-
1総合区民センター5階)▢人 どなた
でも60人(抽選、結果は当選者にの
み8／15(木)連絡)※小学生以下は保
護者の申込と当日の付添が必要▢費
無料▢内 口径20cm反射望遠鏡等で
屋上で観測後、流れ解散▢師 有賀真
由美・山内康晃▢締 8／14(水)▢申 8／
3(土)から大島第二児童館に電話ま
たは窓口で☎・℻3637-2595※雨天・
曇天・警報レベルの強風の場合は、
館内で1時間程度星空解説
深川東京モダン館 おもちゃ箱、
歴史講座、圓橘の会、モダン亭
1．モダン館おもちゃ箱

▢時 8／10(土)14：00〜16：00▢人 どな
たでも ▢費 無料 ▢内 コドモアソビ
(ベーゴマとおりがみ)
2．深川の歴史講座⑦江東×南房総

▢時 8／12(月・休)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
3．圓橘の会

▢時 8／31(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7栗橋宿・その8関口屋のゆ
すり[出演]三遊亭圓橘
4．江東モダン亭

▢時 9／1 (日) 14：30〜 (開場 14：00)

▢人 50人(申込順) ▢費 1,500円 ▢内
区内在住の若手落語家らによる寄席
[出演]林家あんこ・三遊亭吉馬
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 1は当日直接
会場へ。2〜4は8／6(火)から電話で
深川東京モダン館☎5639-1776、℻

5620-1632 ▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com
江東シネマプラザ
音声ガイド付き上映会｢どら平太｣
音声ガイドとは、映画の登場人物
の動作や場面環境をシナリオ化し、
上映時に小型FMラジオを通してナ
レーションを流します。ご利用の場
合は、イヤホン付小型FMラジオを
お貸しします(要予約)。どなたでも
利用できます ▢時 8／24(土)[午前の
部]11：00開演[午後の部]15：00開演

▢場 古石場文化センター(古石場2-
13-2)▢費 全席自由500円(付き添い
の方は無料)※音声ガイドご利用の
方はお申し出ください※当日は700
円[監督]市川崑[出演]役所広司、浅
野ゆう子ほか ▢申 8／10(土)10：00か
ら電話で古石場文化センター※13：
00から窓口でも販売☎5620-0224、
℻5620-0258
東大島文化センター
ふれあいまつり

▢時 8／18(日)10：00〜16：00 ▢内 ｢ザ
・忍者ショー｣やミニプラネタリウム、
ダンボール迷路、ドローンで遊べる
体験型のコーナー、手工芸や工作の
教室、模擬店、ロビーコンサートな
ど※詳細は区内各文化センターに設

置のパンフレットでご確認ください

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 東大島
文化センター(大島8-33-9)☎3681-
6331、℻3636-5825
深川江戸資料館 イベント
1．夏休み夜間特別開館

▢時 8／3(土)・10(土)・17(土)20：00
まで開館(入館は19：30まで)、8／23
(金)〜25(日)18：00〜21：00(入館は
20：30まで)
2．伝統芸能公開｢琵琶と語りであじ
わう大物の浦｣

▢時 8／10(土)19：00〜19：30[出演]村
山旭勢(筑前琵琶日本旭会法星山大
師範)
3．伝統芸能公開｢江戸庶民の語り物
新内流し｣

▢時 8／10(土)14：00〜15：00[出演]新
内多賀太夫ほか
4．伝統芸能公開｢落語｣

▢時 8／11(日・祝)14：00〜14：30[出
演]橘ノ圓満
5．ロボットがやってくる！
案内や記念撮影をしてくれます

▢時 8／9(金)・10(土)
※いずれも▢費 大人400円、小・中学
生50円(観覧料)※中学生以下の方は
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 イベント
1．親子ハゼ釣り大会

▢時 9／22(日)①8：45〜11：30②13：15
〜16：00▢場 旧中川 ▢集 中川船番所
資料館(大島9-1-15)※駐車場はあり
ません▢人 小中学生と保護者各回50
組100人(申込順)▢費 1,800円(エサ、
保険代含む)※竿は貸出し▢師 井上
修(ヒューマンアカデミーフィッシ
ングカレッジ)ほか ▢申 8／10(土)9：
00から電話・窓口またはファクスに
①こどもの名前・フリガナ・性別・
生年月日②保護者の名前・フリガナ
・性別・生まれ年③電話番号・ファ
クス番号④希望の時間帯を記入し中
川船番所資料館へ
2．お月見体験〜お話と舞と団子〜

▢時 9／14(土)17：30〜18：30予定(月
の出以降、自由解散) ▢場 中川船番
所資料館、旧中川▢人 小学生以上30
人(申込順)※小学生は保護者同伴

▢費 800円 ▢申 8／10(土)9：00から中
川船番所資料館に電話または窓口で
☎3636-9091、℻3636-9094
芭蕉記念館俳句会

▢時 9／25(水)13：30〜 ▢場 芭蕉記念
館2階研修室(常盤1-6-3)▢集 13：15

▢人 20人(申込順)▢費 無料 句報希
望の方は82円切手貼付・宛名明記の
封筒を持参▢内 秋季雑詠3句▢申 8／
10(土)から芭蕉記念館に電話または
窓口で☎3631-1448、℻3634-0986
区民体育大会 バスケット
ボール大会(小学生の部)

▢時 9／29(日)、10／6(日)、10／20(日)

▢集 9：00▢人 区内在住・在学・在団
の小学生チーム※代表者会議8／27
(火)18：30〜深川スポーツセンター2
階研修室で開催。参加チーム要出席。
会議時参加費集金▢費 1チーム1,000
円▢締 8／18(日)▢申 スポーツ会館お
よび各スポーツセンターにある申込
書に記入し各窓口へ▢場 ▢問 深川ス
ポーツセンター(越中島1-2-18)☎
3820-5881、℻3820-5884
区民体育大会 ダンススポーツ大会

▢時 10／13(日)10：00開会(選手受付
9：30〜9：50) ▢場 江東区文化センタ
ー(東陽4-11-3)▢人 区内在住・在勤
の方および江東区ダンススポーツ連
盟会員または連盟が認めた者▢費 小

学生および幼年100円・中学生200円
・一般300円※その他種目等詳細は
健康スポーツ公社ホームページ
(▢HP http://www.koto-hsc.or.
jp/)または申込書添付の要項をご
確認ください▢締 9／13(金)▢申 区内
スポーツセンター・スポーツ振興課
(区役所4階34番)・文化センター・ふ
れあいセンターにある申込書に記入
し、参加費を添えて区内スポーツセ
ンター窓口で▢問 深川スポーツセン
ター☎3820-5881、℻3820-5884
江東区民クレー射撃大会

▢時 10／6(日)8：00競技開始(受付7：
30〜)▢場 成田射撃場(千葉県印西市
山田166)▢人 区内在住・在勤で競技
用射撃銃を所持する方 ▢費 参加費
300円(その他実費)[部別]トラップ
射撃の部・スキート射撃の部[主催]
江東区・江東区教育委員会・江東区体
育協会[主管]江東区クレー射撃連盟

▢申 当日直接会場へ▢問 江東区クレ
ー射撃連盟(牛島)☎090-3528-2865
江東区民武術太極拳競技大会

▢時 10／27(日)9：20開会 ▢場 東砂ス
ポーツセンター(東砂4-24-1)▢人 区
内在住・在勤・在学の高校生以上お
よび江東区武術太極拳連盟加盟団体
の所属会員 ▢費 個人競技300円、集
団競技1チーム3,000円(申込後、連
盟事務局より振込先をお知らせ)※
競技種目等詳細は要項を参照▢締 8／
10(土)17：00 ▢申 区内各スポーツセ
ンター、夢の島競技場にある申込書
(健康スポーツ公社ホームページ
(▢HP https://www.koto-hsc.or.
jp/)からも入手可)に記入し、江東
区武術太極拳連盟事務局へファクス
またはメールで☎・℻3644-9460

▢ｅ kotokuren@kmail.plala.or.jp
集まれ！未来のクライマー！
招待選手による競技紹介とデモン
ストレーションを行います。また、
体験クライムも実施します▢時 8／25
(日)1部：13：00〜14：30、2部：14：30
〜16：00▢場 深川スポーツセンター1
階▢人 1部：小中学生と親子40人※小

学生のみの場合は、保護者同伴、2部：
高校生以上40人(区内在住・在勤・在
学者を優先に抽選)▢費 小中学生500
円、親子(小中学生)1,000円、高校生
以上無料▢締 8／11(日・祝)必着▢申
往復はがきに①集まれ！未来のクラ
イマー！②住所③氏名(ふりがな)※
親子の場合は2人分④年齢⑤性別⑥
電話番号⑦区内在勤・在学の方は会
社名、学校名を記入し、〒135-0044
越中島1-2-18深川スポーツセンター
へ※健康スポーツ公社ホームページ
(▢HP https://www.koto-hsc.or.
jp/)からも申込できます☎3820-
5881、℻3820-5884
深川スポーツセンター 柔道教室

▢時 8／21・28(水曜全2回)19：00〜20：
30▢場 深川スポーツセンター第一武
道場(越中島1-2-18)▢人 一般男女10
人(申込順) ▢費 1,120円[持ち物]運
動のしやすい服装(柔道着は貸し出
します。サイズに限りあり) ▢師 江
東区柔道会 ▢申 8／6(火)9：00から深
川スポーツセンター電話または窓口
で☎3820-5881、℻3820-5884
来て！見て！パラリンピック！
｢車いすバスケットボール｣
江東区を練習会場に日本一を目指
すNO EXCUSEの所属選手によるデ
モンストレーションをご覧ください。
体験もできます ▢時 8／17(土)14：00
〜16：00▢人 車いす試乗体験は50人
(中学生以上を優先し抽選)、見学は
どなたでも ▢費 無料 ▢締 8／9(金)

▢申 健康スポーツ公社ホームページ
(▢HP https://www.koto-hsc.or.
jp/)で▢場 ▢問 スポーツ会館(北砂1-
2-9)☎3649-1701、℻3649-3123
親子でエンジョイ キッズパーク
〜簡単手遊び・ママヨガ体験〜

▢時 8／8(木)・22(木)・29(木)10：00
〜12：00▢人 未就学児とその保護者

▢費 お子さん1人につき300円▢内 大
体育室に遊具を用意。簡単なママヨ
ガ体験も行います▢申 当日直接会場
へ▢場 ▢問 亀戸スポーツセンター(亀
戸8-22-1)☎5609-9571、℻5609-9574

講義や話し合い、情報交換、学級
通信づくりなどをします▢時 9／17〜
10／29の火曜 (全 7回) 9：45〜11：45

▢場 青少年交流プラザ(亀戸7-41-
16)▢人 区内在住、幼児の親で、原則
全回参加できる方25人(抽選) ▢費
500円(教材費)と400円(おやつ代と
保育保険料)▢内 ｢こどもとくらす-
みんなはどうしているんだろう-｣
｢食べる喜びを育てる｣ほか▢師 伊藤
三枝子(臨床心理士)、浅川陽子(江
戸川大学)、東京第一友の会城東方
面ほか▢保 1歳3か月〜就学前25人(9

／10(火)9：45からの保育オリエンテ
ーションに参加できる人※初回時点
で1歳3か月未満のこどもは保育室を
利用できません。受講生本人と同伴
の参加となります) ▢締 8／26(月)必
着▢申 はがきに①講座名②郵便番号
・住所③氏名(ふりがな)④電話番号
⑤一時保育希望者・こどもを同伴す
る方は、こどもの名前・ふりがな・
性別・生年月日を記入し、〒135-
8383区役所地域教育課社会教育担当
へ※区ホームページからも申込でき
ます☎3647-9676、℻3647-9274

公園に出かけ季節を楽しむ自然遊
びを体験します。遊ぶ姿の写真をと
り、講座後、写真展として一般にも
公開します▢時 9月〜令和2年2月の
第2水曜(全6回)10：00〜11：30▢場 辰
巳の森海浜公園ほか▢集 えこっくる
江東▢人 写真の撮影・掲示が可能で
全6回に参加でき、初回の時点で満2
〜3歳児と保護者15組30人(区民の方
を優先し、抽選。当選者のみに8月
中に郵送で通知)▢費 1,200円(材料

費、写真代)▢内 木の実や落ち葉を
使った自然遊びなど ▢師 中安敬子
(NPO法人マザーツリー自然学校)

▢締 8／14(水)必着▢申 窓口またはは
がきに①講座名②こどもの氏名・ふ
りがな③年齢と月齢(9／11時点)④参
加する保護者氏名と続柄⑤郵便番号
・住所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




