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東京都最低賃金改正
10／1(火)から時間額1,013円に改
正されました。東京都内で働くすべ
ての労働者に適用されます▢問 [最

低賃金について]東京労働局賃金課
☎3512-1614[最低賃金および業務改
善助成金について]東京働き方改革
推進支援センター☎0120-232-865
[キャリアアップ助成金・人材確保

等支援助成金について]事業所の所
在地を管轄するハローワークまたは
東京労働局ハローワーク助成金事務
センター助成金第二係☎5332-6923
東京都シルバーパスを発行
満70歳以上の都民の方に、申し込
みにより都営交通、都内民営バス等
を利用できる｢東京都シルバーパス｣
を発行します[有効期間]発行日から
令和2年9／30(水)まで▢人 都内に住
民登録している満70歳以上の方(寝
たきりの方は除きます)▢費 1,000円
または20,510円※所得の状況により
ます。必要書類等、詳細はお問い合
わせください▢申 満70歳になる月の
初日から、必要書類を持参し、最寄
の発行窓口へ▢問 東京バス協会(シ
ルバーパス専用電話)☎5308-6950
(土・日曜、祝日を除く9：00〜17：00)
駐車監視員資格者講習

▢時 [講習日]令和2年1／20(月)・21
(火)(全2回)[考査日]令和2年1／27
(月)▢場 東京ビッグサイト(有明3-
11-1)▢人 400人(申込順)▢費 20,000
円 ▢締 11／29(金) ▢申 11／5(火)から
都内各警察署の交通課で※詳細は警
視庁ホームページ(▢HP https://w
ww.keishicho.metro.tokyo.jp/)
をご覧ください▢問 警視庁放置駐車
対策センター☎3581-4321
油・断・快適！下水道
下水道に油を流さないで！
お店や家庭から流れた油は、下水
道管のつまりや悪臭の原因となりま
す。鍋や食器に付いた油汚れは、洗
う前にふき取りましょう▢問 東京都
下水道局東部第一下水道事務所☎

3645-9647、℻3649-8355
城東ブロック障害者就職面接会

▢時 10／8(火)13：00〜16：00(受付12：
30〜15：30)▢場 すみだリバーサイド
ホール(墨田区吾妻橋1-23-20)▢人
障害者手帳をお持ちの方等▢費 無料

▢内 ハローワーク木場・足立・墨田
3所合同による就職面接会。参加企
業45社。手話通訳・要約筆記あり

▢申 障害者手帳を持参し、ハローワ
ーク木場専門援助第二部門(木場2-
13-19)窓口で☎3643-8614、℻3630-
3781
春まで楽しむコンテナの
寄せ植え講座
晩秋から来年春まで元気に育つ植
物を使い、寒さにめげず成長、開花
する喜びを楽しみます▢時 11／2(土)
13：00〜15：00▢場 豊洲公園遊具広場
前(豊洲2-3-6) ▢人 10人(申込順)

▢費 3,500円 ▢締 10／25(金) ▢申 10／
11(金)から電話で豊洲ぐるりパーク
センター☎3520-8819▢HP http://to
yosugururi.jp▢ｅ info@toyosugu
ruri.jp
若洲海浜公園シーフロント
ミュージアム2019 in AUTUMN

▢時 11／2(土)・3(日・祝)10：00〜16：
00(雨天中止)▢場 若洲海浜公園(若
洲3-1-2)▢費 無料▢内 みんなで大き
な絵を描く｢ちびっこアーティスト｣、
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
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ジ(▢HP http://www.tptc.co.jp/
park/03_07/event/detail/657)参
照▢問 シーフロントミュージアム係
☎3522-3225

江東区遺族会戦没者追悼式

▢時 10／23(水)9：00〜17：00▢場 靖国
神社ほか見学▢集 区役所前▢人 会員
および会の趣旨に賛同する区内在住
の方40人(申込順)▢費 2,000円(昼食
代) ▢締 10／9(水) ▢申 10／5(土)から
電話で遺族会会長 中村正弘☎・℻

3644-3037
AED(自動体外式除細動器)講習会
江東区医師会主催の心肺蘇生法お
よびAEDの講習会を開催します。
来年夏には東京2020オリンピック・
パラリンピックのために国内外多数
の方が江東区に来ます。いざという
時のためにAEDを使った救命方法
の知識と技術を身につけましょう。
なお、講習会修了者には東京防災救
急協会が発行する普通救命講習の救
命技能認定証が交付されます▢時 10
／19(土)14：00〜17：00(開場13：30〜)

▢場 江東区医師会館4階(東陽5-31-
18)▢人 40人(申込順)▢費 500円▢師
三浦邦久(江東病院副院長)▢締 10／
14(月・祝)※定員になりしだい終了

▢申 10／7(月)から電話で江東区医師
会へ☎3649-1411▢HP http://koto-
med.or.jp/
順天堂東京江東高齢者医療
センター区民健康講座

▢時 10／26(土)13：30〜14：30▢人 150
人(先着順)▢費 無料▢内 望ましい人
生を過ごすために知っておきたいこ
と-呼吸器疾患から考える人生会議-

▢師 菅野(呼吸器内科)▢申 当日直接
会場へ▢場 ▢問 順天堂東京江東高齢
者医療センター(新砂3-3-20)☎5632
-3111
認知症カフェ開催
1．二丁目Yワイカフェ

▢時 10／9(水)14：00〜16：00 ▢場 YM
CAコミュニティーセンター(東陽2-
2-20)▢費 無料(飲食実費)▢問 三浦
☎080-1259-0322(午前中のみ)
2．アロマカフェ

▢時 10／10(木)14：00〜16：00 ▢場 千
田福祉会館1階洋室▢費 無料(飲食実
費100円)▢問 ライフレッシュ・ケア
江東☎5677-5075、℻3699-0828
※いずれも▢内 利用者の交流、専門
職による相談等▢申 当日直接会場へ
東京税理士会江東東支部
税の無料相談会
個人、法人、相続に関する税金の
質問にもお答えしています。詳細は
お問い合わせください ▢時 10／11
(金)10：00〜16：00(受付終了15：30)

▢場 アリオ北砂アクアコート(北砂2
-17-1)▢費 無料▢問 東京税理士会江
東東支部☎3681-3722
青色申告会無料記帳相談会
個人で事業を営んでいる方、不動
産を貸している方は、帳簿の保存・
記帳義務があります。記帳の方法を
説明します。詳細は、お問い合わせ
ください ▢時 11／29(金)まで。9：00
〜16：00(土・日曜、祝日を除く)※要
予約▢問 江東西青色申告会☎3649-
4178、江東東青色申告会☎3685-
8245
豊洲ハロウィンパレード
地域団体、企業、ご家族等皆さん
で仮装してご参加ください▢時 10／
27(日)▢人 どなたでも▢内 晴海通り

等を歩く仮装パレード。先着500人
のお子さんに参加賞あり。仮装コン
テストでは入賞者に賞品を贈呈※詳
細は豊洲商友会ホームページ(▢HP
http://www.toyosu.or.jp/)およ
びツイッター(@toyosushouyu
kai)を参照▢申 当日13：30から深川
第五中学校(豊洲4-11-18)で受付

▢問 豊洲ハロウィンパレード実行委
員会(豊洲商友会(協)・豊洲町会・豊
洲シエルコート商店会)☎・℻3532-
5231
アフリカ・日本友好親善スポーツ
フェスティバル アフリカ大運動会
今、アフリカが熱い。アフリカの
方々と運動会を楽しみませんか▢時
10／13(日)10：00〜15：00(9：00開場)

▢場 深川スポーツセンター(越中島1
-2-18)▢人 どなたでも▢費 大人300
円、中高生100円、小学生以下無料

▢内 大玉ころがし、綱引き、紅白玉
入れなど▢申 当日直接会場へ▢問 ア
フリカ大運動会実行委員会(野木)☎
090-8041-0424
大江戸神輿まつりIN木場公園
関東近辺の神輿が集合。木場公園
内を練り歩く｢著名同好会神輿連合
渡御｣や｢大江戸神輿コンテスト｣の
他、｢江戸伝統文化展｣では江戸趣味、
伝統工芸の展示、木札名入れ作成や
和菓子の実演、こども縁日等も出店
します。歌謡ショーや組太鼓・お囃
子等の｢芸能公演｣、｢フォトコンテ
スト｣も実施します ▢時 10／13(日)
11：00〜16：00▢場 都立木場公園イベ
ント広場▢人 どなたでも▢申 当日直
接会場へ▢問 日本神輿協会☎3401-
3160

英会話サークルの新会員募集
米国人教師の丁寧な指導

▢時 木曜18：30〜20：30▢場 亀戸文化
センター9階会議室(亀戸2-19-1カメ
リアプラザ)▢費 月会費5,000円(1回
2時間×4回、参加人数割)▢内 個人
に合わせた英会話。見学歓迎▢問 渡
辺隆之☎090-2309-8498
和裁サークル会員募集
和布を大切にして和裁を学ぶ会で
す。初めてでも運針から指導します。
あなたのサイズで仕立てができます。
教材自由▢時 月3回(水曜または土曜
コース)10：00〜12：00 ▢場 総合区民
センター(大島4-5-1)▢人 大人の女
性▢費 入会金2,000円、会費3,500円、
プリント代半年ごとに2,000円▢問
和布の広場(斉藤)☎3640-4196
手話ダンスを
一緒に踊りませんか

▢時 月曜13：30〜15：00▢場 主に江東
ボランティア・センター活動室(東

陽6-2-17)▢費 月300円(一年分を全
納)▢内 歌詞に手話を振り付け、踊
ります。手話ができなくても大丈夫。
楽しいサークルです。見学随時▢問
江東手話ダンスサークル夢 大野洋
子☎3644-0045
高齢者のウォーキングの会です
お散歩気分で歩いています

▢時 第1・3土曜 ▢集 出発駅に9：00

▢場 都内および近郊▢費 3,500円(下
見交通費ほか)▢内 公園緑道はお花
の宝庫・神社仏閣の古刹に参詣、弁
当持参で自然を楽しんでいます。お
気軽にご参加ください▢申 ▢問 ウォ
ーク2000 三田村倭男☎3685-4655
北・南アルプス、テント山行を
行いましょう！

▢時 第1火曜18：30に総合区民センタ
ー(大島4-5-1)で定例会、第3日曜定
例山行▢場 関東近郊▢人 足に自信が
あり、積極的な方▢費 入会金2,000円、
年会費6,000円、保険代5,000円(交
通費等は実費負担)▢内 秋山は冬山
に向けた訓練を行います▢問 稜線漫
歩の会 藤原正博☎3638-5488
60代からの健康麻雀で楽しく
頭の体操をしませんか？

▢時 10／18(金)10：30〜13：00、13：45
〜16：15 ▢場 ダイエー東大島店3階
(大島7-38-30)▢人 麻雀初心者の女
性▢費 無料▢内 初心者の方のための
体験レッスンです。女性ならどなた
でも歓迎▢申 電話で高橋☎090-5434
-4689
麗江会会員募集 水墨画の
白黒の美に浸ってみませんか

▢時 第3土曜9：00〜11：00▢場 主に総
合区民センター(大島4-5-1)▢内 墨
の濃淡で描く水墨と現代水墨を一緒
に書いてみませんか。初心者・見学
も大歓迎 ▢師 丁長林 ▢費 月4,000円

▢申 麗江会☎3645-1386(塚田)、☎

3640-5640(木村)
童謡唱歌を大勢で歌っています
楽しいひと時をご一緒に

▢時 隔週金曜14：00〜16：00▢場 東大
島文化センター(大島8-33-9)▢費 半
期7,200円(10講座)▢内 大声で童謡
唱歌ほか世界の名曲を歌い、しばし
青春を取り戻しましょう。見学歓迎

▢師 福山惠(日本オペラ協会所属)、
遠藤夏絵(ピアノ)▢問 童謡唱歌を歌
う会 岡本☎3640-2724
ゼロから始める囲碁入門 碁は
戦略 一生楽しめる知的ゲーム

▢時 10／26(土)13：00〜▢場 清澄白河
囲碁クラブ ▢人 20歳以上 ▢費 無料

▢締 10／19(土) ▢申 往復はがきまた
はメールに①郵便番号・住所②氏名
③年齢④電話番号を記入し、〒135-
0021白河3-6-15植木ビル3階清澄白
河囲碁クラブ ▢ｅ K.S-igo-Ueki@
baynet.jp

｢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

子ども会やPTA、地域サークル活
動など、地域でリーダーを始めて間
もない、またはこれからリーダーを
目指す方に向けたセミナーです。ワ
ークやディスカッションを通して、
リーダーの役割や、メンバーがいき
いきと活動できるためのコミュニケ
ーションの方法を学びます。これか
らの地域活動を楽しく、活発にして
いきましょう！

▢時 11／10(日)・17(日)10：00〜12：

00(全2回)▢場 男女共同参画推進セ
ンター3階第1・2研修室(扇橋3-22-2
パルシティ江東内)▢人 女性30人(申
込順) ▢費 無料 ▢師 藤田潮(and Cs
(アンドシーズ)代表)▢保 幼児(1歳6
か月〜就学前)10人程度(無料・申込
時要予約) ▢申 10／5(土)9：00から男
女共同参画推進センターに電話また
は窓口で※区ホームページからも申
込できます☎5683-0341、℻5683-
0340




