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合宿通学事業｢指導スタッフ｣募集
小学4〜6年の児童が2泊3日で地域
施設に合宿しながら通学する事業に
児童館職員と一緒に、児童を指導し
ていただけるスタッフを募集します
※当日スケジュール等詳細は区ホー
ムページを参照▢時 ①9／12(木)〜14
(土)②③10／31(木)〜11／2(土)※別
日に事前説明会あり▢場 ①高森地区
集会所(森下3-12-17)②住吉地区集
会所(住吉1-8-12)③南砂住宅自治会
集会所(南砂2-3-4)▢人 高卒以上の
①男性1人②男性2人、女性1人③男
性2人(大学生歓迎) ▢締 ①8／23(金)
②③9／20(金)[謝礼]15,000円▢申 ①
氏名②年齢③性別④電話番号⑤住所
⑥希望場所⑦学校名(学生のみ)を記
入し、メールで区役所こども家庭支
援課こども家庭係☎3647-9230▢ｅ

kosodateshien@city.koto.lg.jp
塩浜福祉プラザまつり
ボランティア募集
障害のある方等のための施設のお
まつりを盛り上げてくれるボランテ
ィアを募集します▢時 8／24(土)9：30
〜14：30▢場 塩浜福祉プラザ(塩浜2-
5-20)、塩崎荘((更生施設)塩浜2-5-
16)の一部▢人 20人程度(申込順)※
車での来園はご遠慮ください▢内 ス
タンプラリー、バザーの販売の補助
等。昼食の支給有※交通費の支給は
ありません▢申 8／5(月)から電話ま
たはファクスで塩浜福祉園へ☎3647
-6987、℻3640-3461
江東図書館
夏休みグループ学習室を開室
友達や保護者の方と一緒に、相談
しながら学習ができます。一部電源
が使用できる席もあります▢時 8／3
(土)〜17(土)、1回3時間まで※休館
日・鑑賞室の使用予定がある時間を
除く※保護者と一緒でない小学生の
利用は17：00まで※終了時にお待ち
のグループが無ければ、1回3時間ご
との延長可▢場 江東図書館1階鑑賞
室▢人 小・中学生、高校生の2人以上
のグループ(付き添いの保護者の方
も可)▢費 無料[注意事項]江東図書
館のみの実施です。学習以外での利
用はご遠慮ください※詳細は図書館
ホームページ参照▢申 江東図書館1
階カウンターで受付▢問 江東図書館
サービス推進係☎3640 - 3151、℻

3615-6668▢HP https://www.koto-
lib.tokyo.jp/
地域密着型サービス運営委員会
傍聴できます

▢時 8／28(水)13：30〜▢場 区役所7階
第72・73会議室▢人 10人(区民の方
を優先し、抽選)▢内 第1回江東区地
域密着型サービス運営委員会▢申 当
日13：00までに直接会場へ▢問 福祉
課事業者指定係☎ 3647 - 4961、℻

3647-9186
地域自立支援協議会 傍聴できます

▢時 8／6(火)13：30〜▢場 江東区文化
センター5階第6〜8会議室(東陽4-11
-3)▢人 10人(区民の方を優先し、抽
選)▢申 当日13：00までに直接会場へ

▢問 障害者施策課施策推進係☎3647
-4749、℻3699-0329
行政書士による無料相談会

▢時 ①8／8(木)13：30〜16：30②8／15
(木)13：00〜16：00③8／19(月)13：30
〜16：30▢場 ①豊洲文化センター第4
研修室(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)②区役所2階エレベータ
ーホール前③総合区民センター7階

第7会議室(大島4-5-1)▢内 遺言・相
続、成年後見等、株式会社等の法人
設立、産廃・建設業ほか各種営業許
認可関係、契約書、自動車の名義変
更、車庫証明等▢申 当日直接会場へ

▢問 東京都行政書士会江東支部☎

4500-2995または区広報広聴課広聴
相談係☎3647-2364、℻3647-9635
建築・測量登記の無料相談

▢時 8／7(水)13：00〜15：00 ▢場 区役
所2階エレベーターホール前▢内 新
築・増改築・耐震等に関するプラン、
資金、日照問題、登記、土地測量等
建築一般に関する相談。設計図面や
資料のある方はご持参ください[相
談員](一社)東京都建築士事務所協
会江東支部会員・東京土地家屋調査
士会江東支部会員▢申 当日直接会場
へ▢問 建築調整課建築防災係☎3647
-9764、℻3647-9009
古着の巡回回収(第5回)
8／10(土)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します。
※靴やぬいぐるみなど回収できない
ものもあります※下記指定時間外は
回収できません▢時 ▢場 下表のとお
り(雨天決行)▢問 清掃リサイクル課
☎3647-9181、℻5617-5737

ファミリー・サポート 協力会員
募集・利用会員登録説明会
1．協力会員募集

育児の手助けが必要な方の援助を
行う協力会員を募集しています[活
動内容]協力会員の自宅を利用して
の一時預かり、保育園・幼稚園への
送迎、その後の預かりなど[活動時
間]原則7：00〜22：00(協力可能な時
間内で実施)[登録要件]区内在住で
20歳以上の心身ともに健康な方。資
格・経験・性別は問いません[謝礼金]
活動時間・曜日により1時間800円ま
たは1,000円[登録養成講座(要予
約)]▢時 ①9／3(火)10：00〜16：20②9
／4(水)10：00〜15：20③10／11(金)13：
10〜16：30※3日間すべてに参加が必

要です▢場 ①②総合区民センター6
階第2研修室(大島4-5-1)③亀戸文化
センター2階大研修室(亀戸2-19-1)
2．利用会員登録説明会(要予約)

▢時 8／23(金)・9／11(水)14：00〜15：
30、9／19(木)10：00〜11：30▢場 高齢
者総合福祉センター3階研修室(東陽
6-2-17)▢人 区内在住で、生後57日
〜小学3年生のお子さんの保護者40
人(申込順)
※いずれも▢申 8／5(月)から電話で
ファミリー・サポート・センター事
務局(江東区社会福祉協議会内)☎
5683-1573、℻5683-1570
｢あんしん江東｣専門相談
弁護士による専門相談会(予約制)

▢時 8／24(土)14：00〜16：00(1人1回
30分)▢場 高齢者総合福祉センター2
階(東陽6-2-17) ▢人 6人(申込順)

▢費 無料▢内 福祉サービスに関する
トラブルや疑問、遺言や遺産相続手
続き、成年後見制度等 ▢申 8／5(月)
から電話またはファクスであんしん
江東☎3647-1710、℻5683-1570

江東図書館 映画会・展示〜次代
に伝える戦争と学童集団疎開〜
平和の尊さと戦争の悲惨さを後世

に伝えるため、所蔵する戦争に関連
する資料の展示等を行います。
1．一般向け上映会

▢時 8／18(日)11：00〜11：50▢場 江東
図書館1階鑑賞室(南砂6-7-52)▢内
｢やーさん ひーさん しからーさ
ん―集団疎開学童の証言―｣
2．こども向け上映会

▢時 8／18(日)14：00〜14：50▢場 江東
図書館1階鑑賞室▢内 アニメ｢キクち
ゃんとオオカミ〜野坂昭如戦争童話
集より〜｣
3．資料展示

▢時 8／10(土)〜9／1(日) ▢場 江東図
書館3階展示コーナー▢内 戦争・学童
集団疎開に関する本・資料の展示
※いずれも▢申 当日直接会場へ▢問
江東図書館☎3640-3151、℻3615-
6668※江東図書館3階には常設で｢学
童集団疎開資料室｣があります。ぜ
ひお立ち寄りください。
60歳からのパソコン教室
-Windowsを使いこなそうコース-

▢時 10／3〜12／19の木曜(全12回)9：
30〜11：00▢場 江東区文化センター
(東陽4-11-3)▢人 区内在住の60歳以
上の方10人(申込順) ▢費 16,400円
(教材費込)▢申 8／13(火)から費用持
参でシルバー人材センター(東陽6-2
-17高齢者総合福祉センター2階)窓
口で☎3649-3568、℻3615-0950

深川庭球場は、改修工事のため、
10／15(火)〜令和2年3月末(予定)ま
で利用を中止します。施設利用再開
は改めてお知らせします。ご不便を

おかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします▢問 屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

総合区民センター第二駐車場
(東側駐車場)(大島4-5-1)

深川第八中学校西側校門
(塩浜2-21-14)

場所

8／10(土)
10：30〜
12：00

第三大島小学校北側校門
(校舎側)(大島9-5-3)

8／10(土)
13：00〜
14：30

日時

江東区スポーツネット
10月のスポーツ施設(野球場・運動場・
テニス場)の利用申込

抽選受付期間 8／20(火)〜31(土)
抽選後の空き施設の申込 9／9(月)から受付
申込方法 利用者登録後、携帯電話、インター
ネット、または各スポーツセンターおよび区役
所1階にある利用者端末機で申し込みます。な
お、下記の日程は施設の整備・区民体育大会等
の開催により利用申込はできませんのでご注意
ください。

6・13・14・20・27

テニス

野球
・

ソフトボール

全日

▢問 夢の島野球場クラブハウス内屋外
スポーツ施設事務所☎3522-0846、
℻3522-0855

6・13・20・27

平日の月・水・金多目的広場

26全面潮見

日(10月分)

※深川庭球場は改修工事のため、令和元年10／15から
令和2年3月まで、利用を中止します。

時間施設・面番号

13・19全面荒川

8〜16
8〜16
全日

1・2・5・6面

第二全面

14全面亀戸

5

夢の島

A〜D面
豊住 9〜12

屋外スポーツ施設休場日

全日13

8〜166・13・14・20・22・
27

10〜1214
全面

8〜16

亀戸
A・B面

全日

5・6・12・13・14・
19・20

3・4・9・10面

サッカー

種目

全日15・28

全日6・13・20・27第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

全日

全日5・12・13・19・20・
26

平日(祝日を除く)東少年

8〜16

8〜165・12・13・20・2711・12面

9月の乳幼児食事教室
(申込順・8／5(月)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

24(火)
13：30〜

3(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

26(木)
13：30〜

5(木)
①13：00〜 ②14：30〜

城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

会場・問い合わせ先

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102
☎5632-2291 ℻5632-2295

12(木)
13：30〜

5(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

12(木)・26(木)
14：00〜

19(木)
①13：00〜 ②14：30〜

スポーツデーにお越しの方へ ☆上履きをお持ちください。☆夜間の中学生以下の
利用は、必ず保護者が同伴してください。

第4土曜第2土曜

午前
9：00〜12：00

こどもスポーツデー
第2・4土曜の午前中は
小中学生の無料公開日
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バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バスケットボ
ール
バドミントン

深川スポーツ
センター
越中島1-2-18
☎3820-5881
℻3820-5884

スポーツ会館
北砂1-2-9
☎3649-1701
℻3649-3123

スポーツ施設名
問い合わせ先

バドミントン

卓球・トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球

卓球・各種武道・トレーニング

午前
9：00〜12：00

卓球・トレーニング

トレーニング

江東スポーツデー(区民無料公開日)
第2土曜(8／10)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

バドミントン
バスケットボ
ール

深川北スポー
ツセンター
平野3-2-20
☎3820-8730
℻3820-8731

夜間
18：00〜21：30

東砂スポーツ
センター
東砂4-24-1
☎5606-3171
℻5606-3176

バドミントン

トレーニングは9：00〜21：50

卓球・弓道・
トレーニング

バドミントン
ミニバスケッ
トボール

ソフトテニス
バレーボール

ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

ソフトテニス

有明スポーツ
センター
有明2-3-5
☎3528-0191
℻3528-0192

亀戸スポーツ
センター
亀戸8-22-1
☎5609-9571
℻5609-9574

バドミントン
卓球

午後
13：00〜17：00

クライミングウォ
ール(こども・親子)

バドミントン

クライミングウ
ォール(一般)

バレーボール
ビーチボール

卓球・各種武道
・トレーニング

トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球・各種武道
・トレーニング

バドミントン




