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雑誌スポンサー・こどものほん
スポンサー募集
1．雑誌スポンサー

区立図書館内に置く雑誌を購入し
ていただくことにより、最新号のカ
バーに企業広告を掲載します
2．こどものほんスポンサー

館内に置く児童書を購入していた
だくことにより、児童書の最終ペー
ジまたは裏表紙に企業名を掲載し、
江東図書館こども室または豊洲図書
館キッズコーナーに配架します
※いずれも▢人 区内に本社・事業所
を持つ企業等▢申 区・図書館ホーム
ページ(▢HP https://www.koto-
lib.tokyo.jp)および各図書館窓口
にある所定の申込書に必要事項を記
入し、〒136-0076南砂6-7-52江東図
書館へ郵送または持参☎3640-3154、
℻3615-6668
行政書士による無料相談会

▢時 ①4／9(木)13：30〜16：30②4／16
(木)13：00〜16：00③4／20(月)13：30
〜16：30▢場 ①豊洲文化センター第8
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
大島福祉会館の利用時間延長
および休館日変更
4月から大島福祉会館の利用時間
等が変更されました[開館時間]月曜
〜土曜の9：00〜19：00(日曜、こども
の日、敬老の日は18：00まで)[休館
日]第2・第4日曜、祝日(こどもの日
・敬老の日は除く)、年末年始▢場 ▢問
大島福祉会館(大島4-5-1)☎3637-
2581、℻3637-2881

65歳以上の方へ
｢体力測定会｣参加者募集

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 区内在住
で過去半年間、体力測定の機会がな
かった65歳以上の方20人(運動習慣
がない方を優先し、申込順。要支援
・要介護認定者除く)▢費 無料▢内
①体力測定(握力・歩行速度・椅子立
ち上がりテスト・タイムアップ＆ゴ
ー・開眼片足立ち・体組成計測定)②
介護予防についての講話③トレーニ
ング相談▢申 4／6(月)9：00から各実
施場所に電話または窓口で▢問 地域
ケア推進課地域ケア係☎3647-4398、
℻3647-3165

おれんじる〜む4-6月分
(認知症家族交流会)
認知症の方を介護する中で感じる
悩みや疑問を話し合える介護者同士
の交流会を開催します▢時 ▢場 別表

のとおり▢人 認知症の方を介護して
いるまたは介護していたご家族の方
等▢内 介護者同士の交流▢申 当日直
接会場へ▢費 無料▢問 地域ケア推進
課地域ケア係☎3647-4398、℻3647-
3165

深川東京モダン館
圓橘の会、噺×話
1．圓橘の会

▢時 4／25(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｢業平文治漂
流奇談｣その1[出演]三遊亭圓橘
2．噺×話

▢時 4／26(日)14：30〜(開場14：00)

▢人 30人(申込順)▢費 1,500円(ドリ
ンク代込)▢内 おきがる講座と落語
会モダン亭のコラボ[出演]林家あん
こ｢おかめ団子｣、龍澤潤｢演題にち
なんだ話｣
※いずれも ▢場 深川東京モダン館

▢申 4／5(日)から電話で深川東京モ
ダン館(門前仲町1-19-15)☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com
社協カフェ｢みんなの居場所｣

▢時 ▢場 下表のとおり ▢内 ①社協カ
フェ｢みんなの居場所｣(10：00〜13：
00)②福祉・ボランティア相談(10：
00〜12：00)③イベント｢来て見て知
って体験しよう！災害時に役立つ知
識｣(10：30〜11：30) ▢人 どなたでも

▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 江
東区社会福祉協議会地域福祉推進課
☎3640-1200、℻5683-1570

KOTOのこどもたちによる
｢ヘンゼルとグレーテル｣
オペラ作品をバレエで再現。大人
もこどもも楽しめる江東区発のオリ
ジナル舞台です▢時 5／5(火・祝)17：

00開演、5／6(水・休)15：00開演▢場
ティアラこうとう大ホール(住吉2-
28-36)[出演]ティアラこうとう・ジ
ュニアバレエ団、ティアラこうとう
ジュニアオーケストラ、江東少年少
女合唱団、井田勝大(指揮)▢費 S席
2,500円、A席2,000円、B席1,000円

▢申 ティアラこうとうチケットサー
ビス(9：00〜21：00)☎5624-3333、℻

3635-5547
東京シティ・フィル
公開リハーサル

▢時 5／29(金)11：00〜12：00(60分)※
開始時間が変わる場合があります

▢場 ティアラこうとう大ホール(住
吉2-28-36)▢費 入場無料▢人 400人
(申込順)※未就学児不可 ▢申 4／5
(日)9：00から電話でティアラこうと
う☎5624-3333、℻3635-5547
中川船番所資料館散策ツアー・
水辺のワークショップ
1．収蔵資料展見学と中川船番所資

料館周辺散策ツアー

▢時 5／10(日)13：30〜16：00▢場 中川
船番所資料館(大島9-1-15)とその周
辺▢人 小学生以上15人(申込順)※小
学3年生以下は保護者同伴▢費 350円
(参加費、保険料含む)
2．水辺のワークショップ｢リバーテ

ラスで朝ヨガ＆体にやさしい朝食体

験｣

▢時 5／24(日)9：00〜10：15 ▢人 高校

生以上15人(申込順)▢場 中川船番所
資料館、旧中川リバーテラス※雨天
時は会議室 ▢費 1,000円(観覧券付
き)※ヨガマット持参▢師 Mana(イ
ンド政府公認ヨガインストラクタ
ー)ほか
※いずれも▢申 4／10(金)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 5／27(水)13：30〜▢集 13：15▢場
芭蕉記念館2階研修室(常盤1-6-3)

▢人 20人(申込順)▢費 無料。句報希
望の方は84円切手貼付・宛名明記の
封筒を持参▢内 初夏雑詠3句▢申 4／
10(金)から芭蕉記念館に電話または
窓口で☎3631-1448、℻3634-0986
伝統芸能公開
江戸庶民の語り物 新内流し

▢時 4／11(土)14：00〜15：00▢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[出演]新
内多賀太夫ほか▢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

深川スポーツセンター
(越中島1-2-18)☎3820-5881

スポーツ会館(北砂1-2-9)
☎3649-1701

実施場所

5／13(水)
14：30〜16：30

亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)☎5609-9571

5／15(金)
9：30〜11：30

5／8(金)
9：30〜11：30

東砂スポーツセンター
(東砂4-24-1)☎5606-3171

5／18(月)
13：30〜15：00

5／21(木)
13：30〜15：30

深川北スポーツセンター
(平野3-2-20)☎3820-8730

5／26(火)
13：30〜15：30

実施日時

健康センター(東陽2-1-1)
☎3647-5402

深川ふれあいセンター2
階調理室(平野1-2-3)

亀戸文化センター6階第
3研修室(亀戸2-19-1)

実施場所

4／8(水)、5／13(水)、
6／10(水)10：30〜12：00

4／22(水)、5／27(水)、
6／24(水)13：30〜15：00

4／7(火)、5／12(火)、
6／2(火)14：00〜15：30

城東ふれあいセンター2
階和室(北砂4-20-12)

5／19(火)
14：00〜15：30

実施日時

豊洲文化センター8階第
1研修室(豊洲2-2-18)
※6月のみ8階第4研修室

城東
南部

地区

4／22
(水)

4／15
(水)

日程

豊洲文化センター(豊洲シビ
ックセンター)8階第2・3研
修室(豊洲2-2-18)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
南部

江東区スポーツネット
6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 4／20(月)〜30(木)
抽選後の空き施設の申込 5／9(土)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。

7・14・21・28

テニス

野球
・

ソフトボール

全日

▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

6・14

平日の月・水・金多目的広場

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

荒川
砂町

日(6月分)

28

時間施設・面番号

8〜14

全面

27

9〜18
全日

1・2面

サッカー

9〜18

8〜16

亀戸

7

夢の島

全面豊住
14・21・28

屋外スポーツ施設休場日

全日21
全面

全日

6〜186・13・20

7
全日7・14・21・28

8〜18

第一全面

8〜187・14・21・285・6面

14・21

種目

全日8・22

全日7・13・21
第二全面

平日(祝日を除く)東少年

8〜187・13・20・27
8〜16

8〜167・14・21・289・10面
8〜166・14・20・2711・12面
全日

8〜167・14・21・284面
6〜1867面

8〜167・21・283面

5月の乳幼児食事教室
(申込順・4／6(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)

26(火)
13：30〜

12(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

28(木)
13：30〜

7(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

21(木)
13：30〜

14(木)
13：30〜

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

14(木)
14：00〜

21(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。

水泳

水泳

第4土曜第2土曜

卓球

バスケットボール
ミニバスケットボ
ール

水泳

ソフトテニス
卓球

午前
9：00〜12：00(水泳は9：30〜12：00)

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(4／11)、第4土曜(4／25)の
午前中は、小中学生の無料公開日

バドミントン
ミニバスケットボ
ール・卓球

卓球
各種武道

水泳

水泳

卓球

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(4／11)

※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

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

いずれも9：00〜16：00に一部窓口
で実施します▢問 区民課住民記録係
☎3647-3162、℻3647-9206、豊洲特

別出張所住民係☎ 3531-6316、℻

6228-2837

◀
新
内
流
し




