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講座・催しものつづき

深川東京モダン館
おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です ▢時 8／30(金)
14：00〜15：30▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15) ▢人 30人(申込
順)▢費 500円(ドリンク代込)▢内 渋
沢栄一と深川区政▢申 8／15(木)から
電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
朗読ボランティア入門講習会
受講者募集

▢時 9／25〜12／11の水曜(全12回)10：
00〜12：00▢場 高齢者総合福祉セン
ター(東陽6-2-17)▢人 区内在住で、
修了後ボランティア活動のできる方
20人(抽選) ▢費 2,000円(受講料)

▢内 発声・発音・アクセント・朗読
実習等[受講希望者説明会]受講希望
の方は必ず参加してください▢時 9／
11(水)10：00〜 ▢場 高齢者総合福祉
センター3階研修室[持ち物]はがき1
枚▢締 9／6(金)▢申 電話で江東ボラ
ンティア・センター☎3645-4087、℻
3699-6266

30代のための健診
(生活習慣病予防健診9月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢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 8／20(火)
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(重複申込不可)※電子申請も可
(パソコンのみ) ▢HP http://www.
shinsei.elg-front.jp/tokyo/navi/
index.html ▢問 各保健相談所管理
係

意外と知らない⁉

糖尿病と歯周病の関係

▢時 9／5(木)[食事教室]10：30〜12：
30[歯科講演会]13：00〜15：00▢場 深
川保健相談所多目的室・調理実習室
(白河3-4-3-301)▢人 区内在住で血
糖値が高い方、糖尿病・歯周病に関
心がある方25人(申込順) ▢費 無料

▢内 講義・調理実習(試食あり)[持
ち物]筆記用具・エプロン・三角巾

▢師 和泉雄一(東京医科歯科大学名
誉教授・歯科医師)、深川保健相談所
歯科衛生士・管理栄養士 ▢申 8／19

(月)9：00から深川保健相談所に電話
または窓口で☎3641-1181、℻3641-
5557

深川スポーツセンター
8／25(日)午前・午後、クライミン
グの一般公開を中止。イベント開催
のため▢問 深川スポーツセンター☎

3820-5881、℻3820-5884
深川北スポーツセンター
9／1(日)午前(卓球)、午後(バドミ
ントン)の体育室の一般公開を中止。
大会開催のため▢問 深川北スポーツ
センター☎3820-8730、℻3820-8731
グランチャ東雲
9／2(月)〜5(木)を休館。建物設備
定期点検のため▢問 グランチャ東雲
☎5548-1992、℻5548-1995

中学校卒業程度認定試験
この試験は、下記の受験資格を満
たす方に対して中学校卒業程度の学
力があるかどうかを認定するために
国が行うもので、合格者には高等学
校の入学資格が与えられます[受験
資格]①病気などのやむを得ない事
由により就学義務猶予または免除さ
れた方で、今年度末までに満15歳以
上になる方②保護者が就学させる義
務の猶予または免除を受けず、かつ、
今年度末までに満15歳になる方で中
学校を卒業できないと見込まれるこ
とについてやむを得ない事由がある
と文部科学大臣が認めた方③今年度
末までに満16歳以上になる方④日本
国籍を有しない方で今年度末までに
満15歳以上になる方[受付期間]8／19
(月)〜9／6(金)消印有効[試験日]10／
24(木)[試験会場]東京都教職員研修
センター(文京区本郷1-3-3)▢問 東
京都教育庁義務教育課☎5320-6752、
℻5388-1734
警視庁音楽隊・深川三中
吹奏楽部 合同演奏会

▢時 8／24(土)14：00〜15：00▢場 深川
第三中学校体育館(越中島3-7-1)

▢人 200人(先着順) ▢費 無料 ▢内 警
視庁音楽隊による演奏と深川警察署
による交通安全、特殊詐欺防止など
防犯啓発講話。深川第三中学校吹奏
楽部との合同演奏もあります▢申 当
日直接会場へ▢問 深川警察署交通課
☎3641-0110(内4112)
羽田空港見学会
国は羽田空港機能強化の新飛行経
路の関係地域にお住まいの皆さんに
向けた、羽田空港の現状をご覧いた
だける見学会を開催します。詳細は
国土交通省ホームページをご覧くだ
さい▢時 別表のとおり。12：00〜17：
00▢場 羽田空港▢人 区内在住または
指定の自治体にお住まいの小学生以
上の方各回45人(抽選、詳細は国土
交通省ホームページをご覧くださ
い)▢費 無料▢締 9／3(火)必着▢申 ①
参加を希望される方全員の氏名(フ
リガナ)②生年月日と参加される日
の年齢③郵便番号④住所⑤電話番号
⑥希望される日(複数選択不可)を記
入し、はがきまたは封書で〒144-
0041大田区羽田空港3-3-1東京空港
事務所環境・地域振興課へ郵送☎

5757-3021(土・日曜、祝日を除く10：
00〜17：00)▢HP https://www.cab.
mlit.go.jp/tcab/r1tourinfo.html

水素と理数の謎解きイベント

▢時 8／25 (日) まで。9：00 〜 17：00

▢費 無料▢内 ｢水素情報館東京スイ
ソミル｣と｢パナソニックセンター東
京｣で｢水素と理数で未来を救え！｣
を開催中です。2館を回って、メッ
セージを解読すると、記念品がもら
えます。8／17(土)・18(日)は2館を
結ぶ燃料電池バスシャトル運行(無
料)を実施 ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 東京スイソミル(潮見1-3-2)☎
6666-6761 ▢HP https: //www. to
kyo-suisomiru.jp/
スポーツ＆フラワーフェスタ
2019

▢時 8／24(土)11：00〜20：30(18：00〜
20：30はナイトヨガのみ)、8／25(日)
11：00〜18：00▢場 シンボルプロムナ
ード公園夢の広場(青海1-3-12)▢内
サマーガーデンの展示やスポーツの
普及振興を融合させた参加型イベン
トです。｢夏花ガイドツアー｣｢ガー
デンスタンプラリー｣など家族みん
なで楽しめる内容が盛りだくさん。
詳細はホームページ(▢HP http://
www.tptc.co.jp/park/event)を
ご覧ください▢問 東京港埠頭(株)公
園事業部企画開発課☎3599-7305、
℻3599-7493
産総研臨海副都心センター
一般公開

▢時 8／24(土)10：00〜17：00(最終受
付16：30) ▢人 小学生以上 ▢費 無料

▢内 こどもから大人までが楽しめる
科学技術に関するイベントです▢申
当日直接会場へ▢場 ▢問 産総研臨海
副都心センター(青海2-3-26)☎3599
-8006
東京辰巳国際水泳場
｢飛込経験者コース｣

▢時 9／14・21・28、10／12・19(土曜
全5回)17：00〜19：00▢人 小学生以上
の飛込経験者36人(抽選) ▢費 5,000
円▢締 8／28(水)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⑦経
験実績を記入し、〒135-0053辰巳2-
8-10東京辰巳国際水泳場へ※ホーム
ページからも申込できます☎5569-
5061、℻5569-5068▢HP https://ww
w.tef.or.jp/ttisc/index.jsp

江東病院 江東健康フォーラム

▢時 8／24(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 腰痛教室について▢師 村上和志
(理学療法士、リハビリテーション

科)▢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 9／7 (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 35人(申込順)▢費 無料▢内
同じ立場から①患者さん同士のサポ
ートとは②私の体験談▢師 江東病院
看護師、現在治療中の患者さん▢申
8／16(金)から電話またはメールに①
氏名②年齢③連絡先電話番号を記入
し、江東病院医療福祉相談室へ☎

3685-2166 ▢ｅ msw@koto-hospi
tal.or.jp
ジュニア育成卓球教室

▢時 9／1(日)13：00〜16：00 ▢場 スポ
ーツ会館小体育室(北砂1-2-9)▢人
区内在住の小学3年生〜高校生60人
(抽選)▢費 無料[主催]江東区体育協
会ほか▢締 8／19(月)必着▢申 往復は
がき(1人1枚)に①講座名②住所③氏
名(ふりがな)④性別⑤年齢⑥電話番
号⑦学校名⑧学年⑨保護者氏名を記
入し、〒135-0034永代2-32-1江東区
卓球連盟事務局 山名へ☎090-9855
-3526
どすこいゴミ拾い
in富岡八幡宮
大嶽部屋の力士達と一緒にゴミ拾
いをし、その後相撲体験ができるイ
ベントです▢時 8／31(土)10：00〜12：
00(9：30受付)▢場 富岡八幡宮(富岡1
-20-3)▢集 富岡八幡宮大鳥居前▢人
どなたでも ▢費 無料 ▢内 ゴミ拾い
(ゴミ袋・トングは事務局で準備)、
相撲体操(股割りやシコなど、相撲
の基本動作)、相撲体験(相撲専用マ
ットの上で、現役力士と相撲) ▢申
当日直接会場へ▢問 深川海さくら事
務局(小野木)☎5245-1151▢HP http:
//fukagawa.umisakura.com/
認知症カフェ開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを専門の相談員に相談したり、介
護の情報を得ることができる認知症
カフェを開催します。
1．e-cafe

イーカフェ

塩浜

▢時 8／24(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▢問 塩浜長寿サポートセンター☎

5617-6213、℻5617-6050
2．長屋カフェ

▢時 8／25(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｢食べ物がもっている力っ
て？｣、カフェ利用者の交流 ▢問
NPO法人深川長屋☎090-4954-9744
※いずれも▢申 当日直接会場へ

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

9／10(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

9／20(金)
13：00〜

9／6(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

9／20(金)
13：30〜

9／6(金)
12：45〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

9／27(金)
13：30〜

結果日時

9／4(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

9／17(火)
13：20〜

4(金)・5(土)・11(金)・13(日)

11月

10月

1(金)・3(日・祝)・7(木)・9(土)・14
(木)・17 (日)・21 (木)・22 (金)・24
(日)・29(金)・30(土)

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

8／14(水)〜18(日)に東京2020オリ
ンピック・パラリンピックのトライ
アスロン競技のテストイベントが開
催されます。競技会場周辺で交通規
制が行われます。詳細はホームペー
ジをご覧いただくか、お問い合わせ
ください▢時 8／14(水)〜18(日)▢場
お台場海浜公園、臨海副都心トライ

アスロン特設会場▢問 ITUワールド
トライアスロンオリンピッククオリ
フィケーションイベント事務局☎

6820-9007※8／13まで10：00〜17：00
(土・日曜、祝日を除く)、8／14から
8／18まで5：30〜17：00 ▢HP https://
triathlon-tokyo-2019.org




