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介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]令和3年3／31(水)ま
で(業務委託契約、年度更新あり)

▢人 介護支援専門員の資格を有する
おおむね65歳未満の方若干名(選考
により決定)[業務委託料]1件4,000
円(研修期間あり)▢内 訪問調査およ
び調査票の作成[選考]書類および面
接[面接日]10／8(木)▢締 9／30(水)必
着▢申 ①履歴書(写真添付)②介護支
援専門員証の写し③応募の動機を
200字程度に記入したもの(様式自
由)を、〒135-0016東陽6-2-17江東
区社会福祉協議会総務課認定調査係
へ郵送または持参☎3647-5831、℻

3647-5833
ファミリー・サポート協力会員
募集〜支え合おう地域の子育て〜
育児の手助けが必要な方(生後57
日〜小学校3年生までの児童の保護
者)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[協力会員
登録養成講座(要予約)] ▢時 11／24
(火)10：00〜16：20、11／26(木)10：00
〜15：20、11／27(金)13：10〜16：30※
登録には3日間全てに参加していた
だく必要があります▢場 総合区民セ
ンター第2研修室等(大島4-5-1)▢申
9／16(水)から電話でファミリー・サ
ポート・センター事務局へ(江東区
社会福祉協議会内)☎5683-1573、℻

5683-1570

中学生の親の家庭教育学級
中学生の今を理解し、親子のコミ
ュニケーションなどについて、互い
に話したり聴いたりしながら解決へ
の糸口を探ります▢時 10／10(土)10：
00〜11：30※今後12月まで毎月1回
(第2土曜)開催します。次回以降の
詳細はお問い合わせください▢場 教
育センター(東陽2-3-6)▢人 区内在
住の中学生の保護者15人(抽選)▢費
無料▢師 藤井秀一(NPO法人親心支
援協会副理事長) ▢締 10／1(木)必着

▢申 はがきに①講座名②郵便番号・
住所③氏名(ふりがな)④電話番号⑤
こどもの学年・性別を記入し、〒135
-8383区役所地域教育課地域学習支
援係へ※区ホームページからも申込
できます☎3647-9676、℻3647-9274
深川東京モダン館 圓橘一門会、
噺×話、ふかにこファクトリー
1．圓橘一門会

▢時 10／3(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 30人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円 ▢内 都々逸合戦[出演]
三遊亭圓橘、萬橘、朝橘、萬丸、鶴
田弥生(三味線)
2．噺×話

▢時 10／9(金)14：30〜(開場14：00)

▢人 20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]柳家小志
ん、龍澤潤

3．ふかにこファクトリー

▢時 10／10(土)①11：00〜12：00②13：
00〜14：00 ▢人 各回18人(申込順)

▢費 大人700円、子供300円▢内 リト
ミック要素を取り入れたミニコンサ
ートと親子で楽しめる工作をします
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 9／15(火)か
ら電話で江東区観光協会☎6458-
7400、℻6458-7420▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com
東大島図書館
短編アニメ映画上映会

▢時 9／27(日)11：00〜12：00、14：00
〜15：00※いずれも同じ内容 ▢場 東
大島図書館おはなし室(大島9-4-2)

▢人 児童各回10人(申込順)※保護者
同伴可▢費 無料▢申 9／16(水)9：00か
ら東大島図書館に電話または窓口で
☎3681-4646、℻3681-4810
秋から始まる新規講座
各文化センター等8館で募集中
区内各文化センターと総合区民セ
ンターでは、秋から始まる講座の受
講生を募集中です。詳細は新聞折込
等でお届けしている｢カルチャーナ
ビKOTO9月号｣(9／10発行)または
文化コミュニティ財団ホームページ
(▢HP https://www.kcf.or.jp/)で
ご覧ください。区内公共施設や駅で
も入手できます ▢締 9／24(木)必着

▢問 各文化センター等へ

秋の釣具展示｢ハゼ釣り竿｣
9月に開催される｢親子ハゼ釣り大
会｣にちなんでハゼ釣りの竿、釣具
を展示します。伝統的な和竿をご覧
ください ▢時 9／15(火)〜10／18(日)
9：30〜17：00(入館は16：30まで)▢費
大人200円、小中学生50円(観覧料)

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 中川船
番所資料館(大島9-1-15)☎3636-
9091、℻3636-9094
亀戸梅屋敷
音楽ライブ｢梅音(ウメオン)｣

▢時 9／22(火・祝)、10／4(日)14：00〜

▢人 各日30人(先着順)▢費 無料▢内
赤須翔さんと大江友海さんによる音
楽ユニット｢fuerafuera｣のライブ
です。当日参加のアーティストもい
ます。みずみずしいアコースティッ
クサウンドをお聞きください▢申 当
日直接会場へ▢場 ▢問 亀戸梅屋敷(亀
戸4-18-8)☎6802-9550、℻6802-9445
あなたのための健康づくり！
秋の健スポまつりinイースト21

▢時 10／4(日)▢場 イースト21プラザ
(東陽6-3-3)▢人 ▢内 下表のとおり

▢費 無料▢申 ①〜④9／16(水)9：00か
ら健康センターに電話または窓口で
⑤当日直接会場へ▢問 健康センター
(東陽2-1-1)☎3647-5402、℻3647-
5048
硬式テニス教室・
ソフトテニス教室

▢時 ①10／7〜11／25の水曜②⑤10／8
〜11／26の木曜③10／7〜28の水曜④
⑥10／8〜29の木曜▢場 [硬式テニス]
新砂運動場(新砂3-9-1)※巡回バス
(無料)あり[ソフトテニス教室]荒川
・砂町庭球場(東砂3-28-13)▢費 ①
②⑤10,400円(全8回)③④⑥5,200円
(全4回)▢内 下表のとおり▢師 日本
テニス協会公認指導員、日本ソフト
テニス連盟公認指導員▢締 9／20(日)
必着▢申 往復はがき(1教室1人1枚)
に教室名・希望クラス(①〜⑥)・時
間・氏名(ふりがな)・年齢・電話番
号・住所・テニス歴・無料レンタル
ラケットの要不要を記入し、〒136-
0081夢の島1-1-2夢の島競技場内屋
外スポーツ施設事務所へ☎3522-
0846、℻3522-0855

30代のための健診
(生活習慣病予防健診10月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 健診日現
在30歳〜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 9／23(水)
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(重複申し込み不可)※電子申請
も可(パソコンのみ) ▢HP https://
shinsei.elg-front.jp/tokyo2/▢問
各保健相談所管理係

えこっくる江東
9／20(日)を臨時休館。電気設備点
検のため▢問 えこっくる江東☎3644
-7130、℻3644-7135
東雲図書館
9／23(水)〜25(金)を休館。図書の

特別整理のため ▢問 東雲図書館☎

3529-1141、℻3529-1144

東京辰巳国際水泳場 飛込初心者
・ジュニア選手育成事業Aコース
1．飛込初心者

▢時 10／24、11／7・21、12／12(土曜全
4回)17：00〜19：00 ▢人 50人(抽選)

▢費 小・中学生2,500円、高校生以上
5,000円▢締 10／9(金)必着
2．ジュニア選手育成事業Aコース

▢時 10／21(水)・26(月)、11／5(木)・
18(水)・30(月)(全5回)17：10〜18：
40 ▢人 200mメドレーを無理なく完
泳できる小学生から高校生で2020年
度日本水泳連盟水泳資格級5級以上
の方60人 (抽選) ▢費 小・中学生
5,000円、高校生7,500円 ▢締 10／7
(水)必着
※いずれも▢場 東京辰巳国際水泳場

▢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可☎5569-
5061、℻5569-5068▢HP https://ww
w.tef.or.jp/ttisc/index.jsp

都市防災講座｢地球温暖化による
世界の洪水リスクとその対策｣
芝浦工業大学が開講するZoom

を使ったオンライン講座です▢時 9／
26(土)13：30〜15：00▢人 どなたでも

▢費 無料▢師 平林由希子(芝浦工業
大学教授) ▢締 9／20(日) ▢申 芝浦工
業大学ホームページで(▢HP https:
//extension-programs.shibaura-
it.ac.jp)☎5859-7120
昭和大学江東豊洲病院公開講座
｢こどもの病気について｣
昭和大学江東豊洲病院公開講座を、

昭和大学江東豊洲病院ホームページ
(▢HP http://www.showa-u.ac.
jp/SHKT/)で公開しています。小
児内科、小児外科、皮膚科、眼科、
耳鼻咽喉科、歯科の先生が｢こども
の病気について｣お話しします。ぜ
ひご覧ください[公開期間]9／30(水)
まで▢費 無料▢内 ｢こどもの病気に
ついて｣▢問 昭和大学江東豊洲病院
管理課☎6204-6000内線6302
助産師講演会 身体を温め良いこ
とたくさん＆楽しいバスタイム

▢時 10／17(土)14：00〜16：00 ▢場 江
東区文化センター3階第1・2・4研修
室(東陽4-11-3)▢人 妊娠15週以降の
経過が安定している妊婦とパートナ
ー10組(申込順。妊婦のみの参加可)

▢費 1組1,000円(妊婦のみの参加は
500円)▢内 身体を温める利点につい
ての講義と人形を使用した沐浴体験
を助産師がマンツーマンでお教えし
ます▢申 9／15(火)から江東区助産師
会ホームページ(▢HP https://koto
mw.jimdofree.com/)で☎090-
4725-0534

総合区民センター
(大島4-5-1)
☎3637-2261
℻3683-0507

古石場文化センター
(古石場2-13-2)
☎5620-0224
℻5620-0258

東大島文化センター
(大島8-33-9)
☎3681-6331
℻3636-5825

豊洲文化センター
(豊洲2-2-18)
☎3536-5061
℻5560-0505

森下文化センター
(森下3-12-17)
☎5600-8666
℻5600-8677

江東区文化センター
(東陽4-11-3)
☎3644-8111
℻3646-8369

施設名

亀戸文化センター
(亀戸2-19-1)
☎5626-2121
℻5626-2120

砂町文化センター
(北砂5-1-7)
☎3640-1751
℻5606-5930

50歳以上の方
各回10人
(申込順)

50歳以上の方
各回10人
(申込順)
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中学生以上
20人
(申込順)

あなたの
体力測定会
(骨密度ほか)

②

13：30〜
14：10

地域サークル
発表会⑤

マスク越しでも
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①

④

内容

中学生以上
20人
(申込順)

12：40〜
13：20

脳トレ
エクササイズ③

14：20〜
16：00

13：00〜、
13：50〜、
14：40〜、
15：30〜

時間

見学自由

16歳以上の
テニス経験者8人

16歳以上の女性8人

対象・定員(抽選)

16歳以上各8人
12：45〜14：15

③④

①②

14：30〜16：00

硬式
テニス

16：00〜17：00

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

小学1〜6年生8人

16歳以上12人

16歳以上の女性12人

対象・定員(抽選)

⑥

16歳以上の
テニス経験者12人

⑤

13：20〜14：50

ソフト
テニス

16：00〜17：00

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

小学1〜3年生12人

10／13(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

10／16(金)
13：00〜

10／2(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

10／16(金)
13：30〜

10／2(金)
12：45〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

10／30(金)
13：30〜

結果日時

10／7(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

10／20(火)
13：20〜




