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講座・催しものつづき

深川東京モダン館
寄席演芸家似顔絵展、圓橘の会
1．企画展｢寄席演芸家似顔絵展3｣

▢時 10／13(火)〜23(金)10：00〜18：
00※10／19(月)休館日※13(火)は13：
00〜。23(金)は16：00まで ▢費 無料

▢内 似顔絵師のちばけいすけさん、
佐々木知子さんの二人展。東京の寄
席に出演している落語家・講談師・
色物などの似顔絵を展示します
2．圓橘の会

▢時 10／24(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 圓朝作｢業平文治漂
流奇談｣その2[出演]三遊亭圓橘▢申
10／6(火)から電話で深川東京モダン
館
※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)☎5639-1776、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/

中川船番所資料館
歴史さんぽ・周辺散策ツアー
1．講座 こども歴史くらぶ｢親子で
歴史さんぽ｣

▢時 11／8・22、12／6・20(日曜全4回)
10：00〜12：00※集合場所を別途お知
らせします▢人 小学3〜6年生と保護
者5組10人(申込順)▢費 受講料4,000
円・教材費950円(全4回分)※交通費
別途▢師 江東区文化観光ガイドほか
2．周辺散策ツアー｢秋の東砂へ
withおさんぽマップ｣
ベテラン観光ガイドが史跡をご案
内します ▢時 11／15(日)13：30〜16：
00※少雨決行▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)、東砂周辺▢人 小学生
以上15人(申込順)※小学3年生以下
は保護者と一緒に参加費350円(保険
料込)▢師 江東区文化観光ガイド
※いずれも ▢申 10／10(土)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・文学講習会
1．俳文学会東京研究例会公開講座
松尾芭蕉、平賀源内という江東区
にもゆかりの深い人物を取り上げま
す。最新の研究に触れるチャンスで
す。この機会にぜひお聞きください

▢時 11／21(土)14：30〜16：30 ▢場 深
川江戸資料館レクホール(白河1-3-
28) ▢人 20人(申込順) ▢費 無料 ▢内
①平賀源内と松尾芭蕉②｢おくのほ
そ道｣と義経伝説▢師 ①福田安典(日
本女子大学教授)②深沢眞二(東洋文
庫研究員)▢申 10／10(土)から芭蕉記
念館に電話または窓口で
2．芭蕉記念館俳句会

▢時 11／25(水)13：30〜▢場 芭蕉記念
館2階研修室(常盤1-6-3)▢集 13：15

▢人 12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 冬季雑詠3句▢申 10／
10(土)から電話で芭蕉記念館☎3631
-1448、℻3634-0986
深川江戸資料館 伝統芸能公開
｢江戸庶民の語り物 新内流し｣

▢時 10／10(土)○14：00〜14：20○14：
40〜15：00▢費 大人400円、小中学生
50円(観覧料)※小中学生は保護者同

伴[出演]新内多賀太夫ほか▢申 当日
直接会場へ(定員超の場合は入場制
限あり)▢場 ▢問 深川江戸資料館(白
河1-3-28)☎3630-8625、℻3820-4379
第1回家庭料理レシピ
コンテスト来場者募集
｢冷めても美味しいお弁当｣をテー
マに事前審査を経て選出された出場
者がつくるお弁当おかずを、大久保
洋子さん、金井克行さんの食の専門
家と一般の来場者が試食、投票し、
グランプリを決定します。大久保洋
子さんによる食の講演会も同時開催
します▢時 11／29(日)13：00開演(12：
30開場)▢場 総合区民センター(大島
4-5-1)▢人 小学生以上55人(申込順)

▢費 全席自由800円▢申 10／10(土)か
ら電話で総合区民センター☎3637-
2261、℻3683-0507
江東シネマプラザ
音声ガイド付き上映会
西河克己監督作品｢風のある道｣を
上映します。音声ガイドとは、目の
不自由な人の映画鑑賞を音声によっ
て手助けするもので、登場人物の動
作や場面環境を、セリフや想像の邪
魔にならないようにシナリオ化し、
FMラジオを通してナレーションを
流します。イヤホン付小型FMラジ
オをご持参いただければ、どなたで
も利用できます。お持ちでない方は
ご相談ください▢時 10／24(土)[午前
の部]11：00開演[午後の部]15：00開
演▢場 古石場文化センター(古石場2
-13-2)▢費 全席自由500円(視覚障害
の方の付き添いの方は無料。予約の
際にお申し出ください)※当日は700
円[監督]西河克己[出演]芦川いづみ、
北原三枝ほか▢申 10／10(土)10：00か
ら電話で古石場文化センター※13：
00から窓口でも販売☎5620-0224、
℻5620-0258
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｢植物アート
で癒やしの体験｣ (10：30〜11：30)

▢人 どなたでも各日30人(先着順)

▢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

難病医療相談室

▢時 10／16(金)13：30〜15：00 ▢場 江
東区医師会館(東陽5-31-18)▢人 難
病で治療中の方、病気の心配をされ
ている方とその家族(申込順)▢費 無
料▢内 専門医を中心とした医療相談

▢締 10／9(金)※定員になりしだい終
了▢申 江東区医師会事務局に電話ま
たはファクスで☎ 3649-1411、℻

3649-1631
障害等で歯科診療が受けにくい
方に｢かかりつけ歯科医｣を紹介
在宅で療養されている高齢の方や、
心身の障害のために通院が難しい方
等で通常の歯科診療が受けづらい方
が身近で適切な歯科診療が受けられ
るよう、江東区歯科医師会に相談窓
口を設置し｢かかりつけ歯科医｣を紹
介しています[受付時間]9：00〜12：
00、13：00〜17：00(土・日曜、祝日を

除く)▢申 電話で江東区歯科医師会
☎3649-0780、℻3649-1688

東京都子育て支援員研修(第3期)
子育て支援分野で従事するうえで、
必要な知識や技能等を有する｢子育
て支援員｣の養成研修(地域保育コー
ス、地域子育て支援コース、放課後
児童コース)を東京都が実施します。
申込方法や研修の詳細はホームペー
ジをご参照ください[募集期間]10／1
(木)〜15(木)(必着)]▢問 [地域保育
コースに関すること](公財)東京都
福祉保健財団☎ 3344 - 8533 (▢HP
http://www.fukushizaidan.jp/
111kosodateshien/)[地域子育て
支援コース・放課後児童コースに関
すること](株)東京リーガルマイン
ド☎5913-6225(▢HP https://publi
c.lec-jp.com/kosodate-tokyo/)
[本研修全般に関すること]東京都福
祉保健局少子社会対策部計画課☎

5320-4121
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
東京都シルバーパスを発行
満70歳以上の都民の方に、申込に
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
3年9／30(木)まで▢人 都内に住民登
録している満70歳以上の方(寝たき
りの状態等でシルバーパスの利用が
困難な方は除きます)▢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、最寄り
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)
東京辰巳国際水泳場 水泳教室
1．初心者アーティスティックスイ
ミング

▢時 11／3(火・祝)、12／20(日)・26(土)
・27(日)(全4回)14：00〜16：00 ▢人
クロール・背泳ぎ・平泳ぎを25m以
上泳げる小学生以上の方50人(抽選)

▢費 4,000円
2．スイムスキルアップBコース

▢時 11／3(火・祝)・8(日)・24(火)(全
3回)17：10〜18：40▢人 小学生以上で
25m以上の泳力がある方15人(抽選)

▢費 10,500円▢内 ダイビングプール
で水中フォームを撮影し指導します
※いずれも ▢締 10／20(火)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経験の有無(1のみ)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(▢HP
https://www.tef.or.jp/ttisc/in
dex. jsp)からも申込できます☎

5569-5061、℻5569-5068
駐車監視員資格者講習

▢時 [講習日]令和3年1／18(月)・19
(火)[考査日]令和3年1／25(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／
30(月)▢申 11／2(月)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://www.keishi

cho.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

保育士就職支援研修・相談会
(江戸川会場)

▢時 10／31(土)①10：30〜14：00②14：
00〜16：00▢場 タワーホール船堀(江
戸川区船堀4-1-1)▢人 都内で就職を
希望する保育士資格をお持ちの方
(または資格取得見込みの方)▢費 無
料▢内 ①就職支援研修会：今日求め
られる保育士像の講義や就職に役立
つお話②就職相談会：民間保育園が
ブースを出します。人事担当の方と
直接お話しできるチャンスです[参
加自治体]江戸川区・台東区・墨田区
・江東区・荒川区・V飾区の保育園
が出展予定※履歴書不要・服装自由
・入退場自由。相談会からの参加も
可能です▢問 東京都保育人材・保育
所支援センター☎5211-2912 ▢HP
https://www.tcsw.tvac.or.jp/jin
zai/hoiku/sodankai.html
ひがしん創業塾
創業に必要な基礎知識の習得と事
業計画書の作成ができます▢時 11／7
・14・21・28、12／12(土曜全5回)10：
00〜12：30(11／28は10：00〜13：00)

▢場 Web会議サービス｢Zoom｣を
活用したオンライン講義※パソコン
やスマートフォンをご準備ください
(データ通信料、容量等は自己負担)

▢人 創業予定または創業後5年未満
の方▢費 無料▢内 経営、販路開拓、
財務、人材、IT活用、法務▢申 ひが
しん創業ホームページ(▢HP http://
www.higashin-sougyou.jp/)で☎

3633-2445
ことば屋ワークショップ
科学と…音楽と…朗読と…
｢ことば屋｣のアナウンサーズを講
師に、詩人・谷川俊太郎さんがつづ
った科学に関連する詩の朗読を楽し
む、文化の日のワークショップです。
生の演奏で、朗読ライヴを華やかに
演出するのは、ピアニストで俊太郎
さんのご子息の谷川賢作さん。詩の
朗読を番組形式で発表することで、
自分の気持ちを豊かに表現するテク
ニックを習得し、チームメイトと協
力するコミュニケーション力を身に
付け、わかりやすく伝える達人を目
指して楽しく学ぶプログラムです

▢時 11／3(火・祝)13：00〜15：00(集
合12：45)▢場 日本科学未来館(青海2
-3-6)▢人 小学生20人程度(申込順)

▢費 800円 ▢申 10／5(月)からキッズ
ウィークエンドホームページ(▢HP
https://www.kidsweekend.jp/)
で▢問 キッズウィークエンド☎5542
-0294
認知症カフェ開催
1．e-Cafe東陽

▢時 10／10(土)13：00〜14：30 ▢場 高
齢者総合福祉センター3階(東陽6-2-
17)▢内 カフェ利用者の交流等▢問
東陽長寿サポートセンター☎5665-
4547、℻5606-8863
2．2丁目Yワイカフェ

▢時 10／13 (火) 14：00 〜 16：00 ▢場
YMCAコミュニティーセンター(東
陽2-2-20)▢内 カフェ利用者の交流、
専門職による相談等▢問 三浦☎080-
1259-0322(午前中のみ)
※いずれも▢費 無料▢申 当日直接会
場へ

地域で活動する団体のイベント・活動情報などが集まるポータルサイトです。情報収集・発信の場としてご活用下さい。
［パソコンから］http://kotocommu.net/［携帯電話から］http://genki365.net/gnkk22/i/
※右記の二次元コードからも入れます▢問区民協働推進担当☎3647-8570、℻3647-8441
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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
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