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自転車保管場所・自転車コール
センター委託事業者募集
令和3年度からの自転車保管場所2
か所と自転車コールセンターの業務
を一括して受託する事業者を募集し
ます。詳細は、区ホームページまた
は下記窓口でご確認ください。なお、
募集要項の配布は窓口のみで行いま
す[配布期間]9／7(月)〜17(木)(土・
日曜、祝日を除く) ▢問 交通対策課
自転車対策係(区役所隣防災センタ
ー2階19番)☎3647-4789、℻3647-
9287
小学校・義務教育学校
新1年生の就学時健康診断
令和3年4月に小学校・義務教育学
校新1年生になるお子さんの健康診
断を10／12(月)から順次実施します。
9月下旬送付予定の学校ガイドに就
学時健康診断通知書も同封しますの
で、指定されている日時、場所で忘
れずに受診してください[受診時の
注意事項]○マスク着用と手指消毒
○発熱・風邪症状等がある場合は、
当日の受診を控えてください○来校
時、発熱・風邪症状等がみられた場
合は、受診をお断りする場合があり
ます○感染症対策を行いながら実施
するため、例年より時間を要します
のでご了承ください○付き添いの保
護者は、お一人でお願いします▢問
学務課給食保健係☎3647-9177、℻

3647-9053
勤労障害者の表彰対象者を募集
区では職業的自立に積極的に努力
している勤労障害者を毎年表彰して
います。今年の表彰対象者を募集し
ます。なお、今年は障害者福祉大会
(中止)での表彰はありません。詳細
は区ホームページをご覧ください。

▢人 現在の事業所に2年以上勤務す
る区内在住の障害者手帳所持者で、
就業成績が極めて良好と認められる
方10人程度(選考あり)▢締 9／24(木)

▢申 該当者を雇用している事業者が、
窓口にある申込書(区ホームページ
からも入手可)に必要事項を記入し、
〒135-8383区役所障害者支援課就労
支援担当へ☎3699-0325、℻3699-
0329
行政書士による無料相談会(9月)

▢時 ▢場 下表のとおり▢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

高齢者被害特別相談
高齢者の消費者被害の未然防止・
早期発見を目的に、9月に東京都が
行う｢高齢者悪質商法被害防止キャ

ンペーン｣の一環として、消費者セ
ンターでは｢高齢者被害特別相談｣を
実施しますので、お気軽にご相談く
ださい▢時 9／15(火)・16(水)9：30〜
16：00▢場 ▢問 消費者センター(扇橋3
-22-2)☎3647-9110、℻5683-0318
ことばときこえの教室
ことばやきこえに心配のある児童
が、生き生きと学校生活を送ること
ができるように指導・支援する通級
指導学級です。入級に関する相談を
ご希望の方は、在籍校と話し合いの
上、在籍校を通してお申し込みくだ
さい[相談日時]毎週水曜11：00〜

▢問 教育支援課特別支援教育係☎

3647-9175、℻6458-6087、南陽小学
校ことばときこえの教室☎3649-
3464
古着の巡回回収(第3回)
9／12(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。区民の皆さんから回
収した古着は区が指定した業者に引
き渡し、主に海外で再利用されてい
ます。現在、新型コロナウイルス感
染症の影響により、再利用品の流通
が滞り、古着の受け入れ先がひっ迫
しているため、ご家庭内で保管でき
る古着は保管していただいたり、リ
ユース(再使用)するなど、できる範
囲で排出抑制にご協力をお願いしま
す※下記指定時間外は回収できませ
ん▢時 ▢場 下表のとおり(小雨決行・
荒天中止※前日までに区ホームペー
ジ等でご確認ください)▢問 清掃リ
サイクル課☎3647-9181、℻5617-
5737

高齢者家族介護教室
高齢者を介護しているご家族の方
を対象に、介護技術や知識を習得す
るための教室を開催しています。さ
まざまなテーマで資格を持つ講師が
わかりやすく講義をします。今後の
テーマは、こうとう区報(1日号)や
区ホームページをご覧ください▢時

▢場 下表のとおり▢人 区内在住・在
勤で高齢者を介護しているご家族の
方、介護に関心のある方各回30人(申
込順)▢費 無料▢申 9／8(火)から電話
で長寿社会文化協会(土・日曜、祝日
を除く10：00〜17：00)☎5405-1501

▢問 地域ケア推進課包括推進係☎

3647-9606、℻3647-3165

天体観望会｢月｣

▢時 9／26(土)19：30〜20：30(集合時
間を指定します)▢場 大島第二児童
館(大島4-5-1総合区民センター5階)

▢人 区内在住の方30人(抽選、結果
は当選者にのみ9／11(金)午前に連

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 講師
による解説後、屋上に移動して望遠
鏡で観測。見終えた順に流れ解散

▢師 有賀真由美・山内康晃▢締 9／10
(木)▢申 大島第二児童館に電話また
は窓口で(日曜・月曜および祝日を
除く)☎・℻3637-2595※雨天中止。
集合後、気象状況により観測できな
くなった場合はプログラム変更あり

社協カフェ｢みんなの居場所｣

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 どなたで
も ▢費 無料 ▢内 ①カフェ(10：00〜
13：00)②福祉・ボランティア相談
(10：00〜12：00)▢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

体験 発声エクササイズ
青空の下、3密(密閉・密集・密接)
を回避して思いっきり声を出してス
トレス発散してみませんか▢時 9／27
(日)9：30〜10：30 ▢場 有明スポーツ
センター人工地盤(有明2-3-5)▢人
どなたでも50人(申込順) ▢費 無料

▢申 9／6(日)9：00から電話で健康セ
ンター※ウェブ(▢HP https://www
5.revn.jp/koto-hsc2/)からも申込
できます☎3647-5402、℻3647-5048
中川船番所資料館 イベント
1．企画展｢昭和の暮らし｣、収蔵資

料展｢江戸のパワースポット 亀戸｣

ミュージアムトーク

▢時 ①9／26(土)②10／18(日)13：00〜
13：40▢場 中川船番所資料館 ▢人 小
学生以上10人(申込順、小学3年生以
下は保護者同伴)▢費 大人200円、小
中学生50円(観覧料)▢師 中川船番所
資料館職員
2．親子で学ぼう！おサカナまるご

とウォっちんぐ

煮干し(カタクチイワシ)を解剖し
顕微鏡で観察します▢時 10／4(日)①
10：30〜12：00②13：30〜15：00▢場 中
川船番所資料館会議室▢人 小学生と
保護者、各回5組10人(申込順)▢費 1
組500円(教材費込)▢師 和木美玲(船
の科学館)
3．水辺のワークショップ｢水辺の生

物観察会｣

荒川でこの季節でしか見ることの
できない水辺の生物や昆虫を観察し
ます ▢時 10／17 (土) 13：30〜 15：30

▢場 中川船番所資料館集合、荒川

▢人 小学生以上10人(申込順、小学3
年生以下は保護者同伴)※引率は1人

まで ▢費 850円(保険料込) ▢師 ココ
ペリプラス
4．水辺のスケッチ

筆に水をつけてぼかすと水彩画の
ようなタッチになる水彩色鉛筆で秋
の水辺をスケッチしませんか？画材
は貸し出しますので、初めての方も
お気軽にご参加ください。お天気が
良ければ資料館周辺で、雨天時には
館内で実施します ▢時 10／25(日)9：
00〜12：00 ▢場 中川船番所資料館

▢人 小学生以上8人(申込順、小学3
年生以下は保護者同伴)※引率は1人
まで ▢費 750円(保険料込) ▢師 菅野
たみお
※いずれも▢申 9／10(木)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

時雨忌(芭蕉忌)全国俳句大会
記念講演会
松尾芭蕉の命日(10月12日)である
｢時雨忌｣を記念して開催する講演会
です ▢時 10／10 (土) 14：00〜 15：30

▢場 芭蕉記念館1階会議室(常盤1-6-
3)▢人 25人(申込順)▢費 500円(観覧
料含む) ▢内 ｢俳句って何｣ ▢師 池田
澄子(｢豈｣所属)▢申 9／10(木)から芭
蕉記念館に電話または窓口で☎3631
-1448、℻3634-0986

豊洲文化センター第3研修室
(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)

会場

9／17(木)
13：00〜16：00

9／10(木)
13：30〜16：30

日時

区役所2階エレベーター前

辰巳小学校駐車場
(辰巳1-11-1)

江東区役所
四ツ目通り沿い

場所

9／12(土)
10：30〜
12：00

越中島小学校南側校門
(越中島3-6-38)9／12(土)

13：00〜
14：30

日時

深川第八中学校西側校門
(塩浜2-21-14)

｢メンタルヘルスを学
ぼう｣
介護者の介護疲れを解
消するためのメンタル
ヘルスについて、介護
福祉士が講議を行いま
す。

内容

10／31
(土)
14：00〜
16：00

10／13
(火)
14：00〜
16：00

日時

江東区文化セ
ンター6階第1
〜3会議室

江東区文化セ
ンター6階第1
・2会議室
(東陽4-11-3)

会場

｢介護技術を学ぼう｣
車椅子への移乗方法な
どについて、介護福祉
士が講議を行います。

城東
北部

地区

9／23
(水)

9／16
(水)

日程

千石地区集会所1階洋室
(千石1-13-13)

総合区民センター7階第5会
議室(大島4-5-1)

場所

深川
北部

江東区スポーツネット
11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 9／20(日)〜30(水)
抽選後の空き施設の申込 10／9(金)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めます。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。

22・29

テニス

野球
・

ソフトボール

全面

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

多目的広場

潮見

全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

A〜D面

日(11月分) 時間施設・面番号

3面

全日15全面
全日

9〜16

1・2・5・6面

サッカー

荒川

全日平日の月・水・金

22・29

夢の島

全面
豊住

15
全面

屋外スポーツ施設休場日

新砂

全日23全面

全日1・3・8・15・22・23
・29

亀戸

全日1・8・22・29

全日

第一全面

全日7・8
B面

9〜168・15

亀戸

全日

種目

3・7・15・21・22・
2311・12面

9〜168・15・22

全日15・29

全日9・24

D面

全日8・14第二全面

平日(祝日は除く)東少年

全日1・7・15・22・23・
28

全日15

全日

全日3・8・15・22・23・
294・9・10面

10月の乳幼児食事教室
(申込順・9／7(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)

27(火)
①13：00〜 ②14：30〜

6(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

22(木)
①11：00〜 ②13：30〜

1(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）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者）

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

8(木)
13：30〜

1(木)
13：30〜

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

8(木)
①13：00〜 ②14：30〜

15(木)
①13：00〜 ②14：30〜




