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司法書士による法律相談会(12月)

▢時 12／2(水)・16(水)※いずれも14：
00〜16：00 ▢場 区役所7階74会議室

▢人 20人(申込順)※予約状況により
当日受付可▢費 無料▢内 相続、遺言、
贈与、成年後見、不動産登記、株式
会社等の設立・役員変更等、金銭問
題、その他法律問題▢申 11／16(月)8：
30から区役所広報広聴課広聴相談係
(2階22番)に電話または窓口で☎

3647-4700、℻3647-9635
江東くらしガイド2021
有料広告募集
区役所での手続き方法、各種施設
案内等の情報をまとめた冊子｢江東
くらしガイド2021｣を令和3年3月下
旬に発行を予定しています。(株)サ
イネックスとの協働により発行する
本冊子に、有料広告を掲載する事業
者を募集します[冊子規格]A4判、約
190ページ[発行部数]60,000部[配布
方法]区役所および各出張所で転入
者・希望者に配布[広告申込先](株)
サイネックス☎0120-410-699▢問 広
報広聴課広報係☎ 3647 - 2299、℻

5634-7538

東陽図書館 アニメ先行上映会
令和3年1月にスタートする｢面白
くて、ためになる｣生き物創造お仕
事コメディアニメ｢天地創造デザイ
ン部｣の第1話先行上映会を行います

▢時 12／13(日)①13：00〜②15：00〜

▢場 教育センター大研修室(東陽2-3
-6)▢人 各回50人(申込順)▢費 無料

▢締 12／12(土)※定員になりしだい
終了▢申 11／16(月)から東陽図書館
に電話または窓口で☎3644-6121、
℻3615-6669
江東区民駅伝競走大会

▢時 令和3年1／10(日)9：00開会※小
雨・小雪決行(荒天の場合2／7(日)に
順延)▢場 夢の島競技場(夢の島1-1-
2)集合※車での来場はご遠慮くださ
い▢費 一般・壮年：1チーム3,000円、
中学生：1チーム1,000円※各チーム
必ず傷害保険に加入してください

▢締 12／1(火)▢申 スポーツ会館およ
び各スポーツセンター、夢の島競技
場、スポーツ振興課(区役所4階34番
窓口)にある申込書(健康スポーツ公
社ホームページ(▢HP https: //w
ww.koto-hsc.or.jp)からの入手可)
に記入し、参加費を添えて各窓口へ

▢問 深川北スポーツセンター☎3820
-8730、℻3820-8731

硬式テニス教室・
ソフトテニス教室

▢時 ①12／2〜令和3年1／27の水曜(12
／30を除く全8回)②12／3〜令和3年1／
28の木曜(12／31を除く全8回)③12／3
〜令和3年1／28の木曜(12／31を除く
全8回)▢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]荒川・砂町庭球場(東
砂3-28-13)▢費 10,400円▢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 11／21(土)必着 ▢申 往復はが
き(1教室1人1枚)に教室名・希望ク
ラス(①〜③)・時間・氏名(ふりがな)
・年齢・電話番号・住所・テニス歴
・レンタルラケット(無料)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

のびのびノルディック
ウォーキング教室

▢時 12／8(火)10：00〜13：00※雨天中
止▢場 潮見・辰巳周辺▢人 高校生以
上の健康な方10人(抽選) ▢費 無料

▢内 ノルディックウォーキングの基
礎練習・実歩※ストックを持つため、
両手が空くリュックサックなどを持
参▢締 12／1(火)必着▢申 往復はがき
(1人1枚)に①のびのびノルディック
ウォーキング教室②氏名(ふりがな)
③性別④年齢⑤住所⑥電話番号⑦経
験の有無⑧現在運動の有無⑨レンタ
ルストック(無料)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
わくわくノルディック
ウォーキング教室

▢時 12／1(火)10：00〜13：00※雨天中
止▢場 東砂・荒川・大島周辺▢人 高
校生以上の健康な方10人(抽選)▢費
500円▢内 東砂・荒川・大島の神仏巡
り ▢締 11／23(月・祝)必着 ▢申 往復
はがき(1人1枚)に①わくわくノルデ
ィックウォーキング教室②住所③氏
名(ふりがな)④性別⑤年齢⑥電話番
号⑦経験の有無⑧現在運動の有無⑨
レンタルストック(無料)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
みんなで楽しく！
スローエアロビック

▢時 12／6(日)10：00〜10：30(受付9：
30から)▢場 深川北スポーツセンタ
ー体育室(平野3-2-20)▢人 どなたで
も※室内シューズ、くつ袋を持参

▢費 無料[主管]江東区エアロビック
連盟▢申 当日直接会場へ▢問 深川北
スポーツセンター☎3820-8730、℻

3820-8731
区民エアロビック大会

▢時 12／6(日)10：50〜13：30▢場 深川
北スポーツセンター体育室(平野3-2
-20)▢人 区内在住の方、江東区エア
ロビック連盟会員または連盟が認め
た方▢費 1人1,000円※詳細は連盟ホ
ームページをご覧ください▢締 11／
25(水) ▢申 11／16(月)から江東区エ
アロビック連盟ホームページで☎

090-3229-0808(今村) ▢HP https://
aero-sports.wixsite.com/hp-kou
tou
資料殺虫・燻蒸サービス
皆さんがお持ちの古文書や絵画、
彫刻などの資料を無料で殺虫・燻蒸

します※資料の材質などにより、お
預かりできない場合があります。必
ず事前にお問い合わせください▢費
無料 ▢締 12／6(日)17：00 ▢申 電話で
中川船番所資料館[受入期間]12／8
(火)〜12(土)※中川船番所資料館へ
直接持参[返却期間]12／18(金)〜27
(日)(12／21(月)は休館)※受入・返
却は開館時間内(9：30〜16：30) ▢問
中川船番所資料館(大島9-1-15)☎
3636-9091、℻3636-9094
ふかえど探検隊〜生き物みっけ〜
江戸時代にタイムスリップして、
深川江戸資料館の展示室の中にいる
生き物を探します。クイズに正解す
るとオリジナル缶バッジをプレセン
ト▢時 11／14(土)、15(日)、21(土)、
22(日)、23(月・祝)、28(土)、29(日)
9：30〜16：30 ▢人 小学生以下※要保
護者同伴 ▢費 大人400円、小中学生
50円(観覧料) ▢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
深川江戸資料館
企画展｢こうとう浮世絵づくし｣
浮世絵の誕生から発展までを紹介
するとともに、江戸時代後期を中心
に、区ゆかりの作品や絵師を取りあ
げます▢時 令和3年10／31(日)まで9：
30〜17：00(最終入館16：30)▢申 当日
直接会場へ[企画展関連講演会｢ふか
えどカレッジⅡ｢浮世絵の楽しみ

方｣｣] ▢時 12／6 (日) 14：00 〜 15：30

▢人 116人(申込順)▢師 安村敏信(美
術史家・北斎館館長)▢申 11／15(日)
から深川江戸資料館に電話または窓
口で
※いずれも ▢費 大人400円、小中学
生50円(観覧料)※中学生以下は保護
者同伴▢場 ▢問 深川江戸資料館(白河
1-3-28)☎3630-8625、℻3820-4379
特別展｢原節子と小津映画
―原節子生誕100年記念―｣
原節子の生誕100年を記念して、

原節子出演の小津映画資料を中心に
展示します▢時 11／21(土)〜令和3年
2／5(金) ▢人 どなたでも ▢費 無料

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 古石場
文化センター(古石場2-13-2)☎5620
-0224、℻5620-0258
深川東京モダン館
おきがる講座、モダン講談会
1．おきがる講座

コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です ▢時 11／27(金)
14：00〜15：30▢人 20人(申込順)▢費
500円(ドリンク代込)▢内 渋沢栄一
ゆかりの人々②星野錫と印刷業
2．モダン講談会

▢時 12／5(土)14：30〜(開場14：00)

▢人 50人(申込順) ▢費 3,000円、小
学生〜高校生1,500円▢内 楽しくて、
明るい講談をお届けいたします[出
演]神田陽子、神田紫ほか
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 11／15(日)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com
｢あんしん江東｣講習会 司法
書士と作るエンディングノート

▢時 11／25(水)13：30〜14：45 ▢場 高
齢者総合福祉センター研修室(東陽6
-2-17) ▢人 10人(申込順) ▢費 無料

▢内 終活の第1歩！司法書士と作る
エンディングノート ▢師 藤田真弓
(司法書士) ▢申 11／16(月)から電話
またはファクスに氏名・電話番号を
記入し、｢あんしん江東｣へ☎3647-
1710、℻5683-1570

30代のための健診
(生活習慣病予防健診12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 11／20
(金)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(重複申込不可)※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

小津安二郎紹介展示コーナー
11／14(土)〜20(金)を休止。展示
替えのため▢問 古石場文化センター
☎5620-0224、℻5620-0258
深川図書館
11／24(火)〜27(金)を休館。図書
の特別整理のため▢問 深川図書館☎

3641-0062、℻3643-0067
中川船番所資料館
12／15(火)〜17(木)を臨時休館。
資料殺虫・燻蒸のため▢問 中川船番
所資料館☎3636-9091、℻3636-9094

3密を避けて自宅から確定申告を
マイナンバーカードやICカード

リーダライタをお持ちでない方も、
税務署が発行するIDとパスワード
で自宅のパソコンやスマホからe-
Taxを利用して申告することができ
ます。IDとパスワードは、お近くの
税務署へ運転免許証などの本人確認
書類をお持ちのうえ、申請すること
で発行されます。なお、下表の期間、
区役所と豊洲シビックセンターで税
務署の職員がIDとパスワードの申
請受付および発行を行います。本人
確認書類をお持ちのうえ、お越しく
ださい ▢問 江東西税務署☎3633-
6211、江東東税務署☎3685-6311

芝浦工業大学
マッキー先生の和算教室
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 12
／5(土)13：30〜15：00▢人 どなたでも

▢費 無料▢師 牧下英世(芝浦工業大
学教授)▢締 11／30(月)▢申 芝浦工業
大学ホームページで(▢HP https://
extension-programs.shibaura-it.
ac.jp/otc)☎5859-7120

12／8(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521、℻3637-6651

※城東南部保健相談所は令和3年1月に実施予定

健診会場

12／18(金)
13：30〜

12／4(金)
13：15〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102
☎5632-2291、℻5632-2295

12／25(金)
13：30〜

結果日時

12／2(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

12／15(火)
13：20〜
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5人×約4.5km
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5人×約4.5km
(高校生以上)
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在勤・在学部別

○―学校単位
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5人×約3km
(中学生男子)

女子
のみ

―学校単位中学生女子
の部
5人×
約2km ○

○

○

江東区
陸上競技
協会登録

女子
のみ

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

①②

14：30〜16：00

硬式
テニス

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

16歳以上12人

16歳以上の女性12人

対象・定員(抽選)

16歳以上の
テニス経験者12人

③

13：20〜14：50

※お一人につき、1クラスまでの応募になりま
す。ご了承ください。

ソフト
テニス

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

江東区役所2階エレベータ
ー前

場所

※いずれも10：30〜16：00

12／10(木)・11(金)

11／20(金)、
11／24(火)〜27(金)

開催日

豊洲シビックセンター1階
ギャラリー(豊洲2-2-18)




