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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。

令和3年度江東きっずクラブ
B登録利用申請受付中
[集中募集期間]12／15(火)まで。そ
の後も申請を受け付けますが、集中
募集期間中の申請が優先されます。
詳しくは、各クラブ、児童館、地域
教育課(区役所6階9番・10番)等で配
布している利用案内の冊子をご覧く
ださい。冊子は、区ホームページか
らもダウンロードできます▢申 利用
を希望する各クラブ事務室へ▢問 各
クラブまたは地域教育課放課後支援
係☎3647-9308、℻3647-9274
介護保険要介護認定調査業務の
委託事業者を募集
区では、区内の認定調査業務の一
部を民間事業者に委託しています。
新たに認定調査の実施事業者を募集
します。調査業務を実施希望の事業
者の方はお問い合わせください[委
託先]区内で認定調査が可能な居宅
介護支援事業者および居宅サービス
事業者等(事業所が区外でも可)▢申
介護保険課調査係に事前に電話のう
え、所定の申請書を記入し、〒135-
8383区役所介護保険課調査係へ郵送
または持参☎3647-9497、℻3647-
9466
江東区環境審議会
傍聴できます

▢時 12／17(木)10：30〜▢場 江東区文
化センター4階第2・3会議室(東陽4-
11-3)▢人 10人(区民の方を優先し、
抽選)▢申 当日10：15までに直接会場
へ ▢問 温暖化対策課環境調整係☎

3647-6124、℻5617-5737
分譲マンション無料相談会

▢時 1／13(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所7階第74会議室

▢人 区内分譲マンションの管理組合
役員および区分所有者▢費 無料▢内
分譲マンションの維持管理に関する
さまざまな問題に対応するための無
料相談会(要予約)[相談員]マンショ
ン管理士▢締 1／8(金)▢申 12／15(火)
から住宅課住宅指導係(区役所5階1
番)に電話、ファクスまたは窓口で
☎3647-9473、℻3647-9268
司法書士による無料相談会(1月)

▢時 ①1／6(水)②1／20(水)※いずれ
も14：00〜16：00 ▢場 ①区役所7階第
73会議室②区役所7階第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
(登記等)、贈与、成年後見、不動産
登記、株式会社等の設立・役員変更、
金銭問題等 ▢申 12／15(火)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
区民による講座企画を募集
区民向け講座の企画、講師を募集
します。応募方法の詳細は各文化セ
ンター、総合区民センターに設置の
募集要項、または江東区文化センタ
ーホームページをご覧ください▢時
6月中旬〜10月の毎週または隔週、
週1回90〜120分(4〜6回)[開講予定
数]3講座(選考)▢場 各文化センター、
総合区民センター▢人 区内在住・在
勤の成人、または活動拠点を江東区
内におく団体▢締 1／15(金)必着▢申
各文化センター窓口に設置の申込用
紙に記入し、〒135-0016東陽4-11-3
江東区文化センターへ郵送または各
文化センター窓口へ☎3644-8111、
℻3646-8369

ふれあいサービス協力会員募集
家事・介護、産前産後のお手伝い
高齢の方や障害のある方、産前産
後の世帯など援助が必要な方を対象
に、家事や介護のお手伝いをしてく
れる協力会員(有償ボランティア)を
募集しています[活動内容および謝
礼金]○家事援助サービス(食事の支
度・洗濯・掃除・買物代行など)1時
間700円または840円○介護サービス
(車いす・外出等の介助、乳幼児介助
など)1時間840円または1,050円○ち
ょこっとサービス(電池や電球の交
換・体調不良時の買物代行等)1回
500円(30分以内)[登録説明会]▢時 1
／20(水)14：00〜16：30 ▢場 亀戸文化
センター6階第3研修室(亀戸2-19-1)

▢人 18歳以上の心身ともに健康な方
18人(申込順)※資格・経験・性別・
居住地は不問▢内 事業説明と登録手
続き▢申 12／18(金)から電話で江東
区社会福祉協議会福祉サービス課☎

5683-1571、℻5683-1570
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 1／20
(水)13：00〜16：20、2／1(月)10：00〜
16：20、2／3(水)10：00〜15：30※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 豊洲文化センタ
ー第2研修室等(豊洲2-2-18)▢申 12／
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

小名木川児童館 陶芸教室
型抜きを使って小鉢を作ろう

▢時 1／9(土)①14：00〜14：50②15：10
〜16：00▢場 小名木川児童館(北砂5-
20-5-101)▢人 区内在住で①4歳以上
の幼児5人②小・中学生、高校生世代
5人※小学2年生以下は保護者同伴
(今年度参加していない方を優先し、
抽選。結果は当選者にのみ 12／23
(水)連絡) ▢費 無料[持ち物]エプロ
ン・手拭きタオル▢師 蒲田里奈▢締
12／22(火)▢申 12／12(土)から小名木
川児童館に電話または窓口で☎・℻

3640-1941
深川東京モダン館
新春圓橘一門会

▢時 1／2(土)・3(日)15：00〜(開場14：
30)▢場 深川東京モダン館(門前仲町
1-19-15)▢人 各50人(申込順)▢費 予
約2,500円、当日2,800円 ▢内 ｢深川
の師匠｣三遊亭圓橘一門による落語
会[出演]両日とも三遊亭圓橘・萬橘
・朝橘・萬丸▢申 12／15(火)から電話
で深川東京モダン館☎5639-1776、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
てくてく水辺ウォーク
新春 亀戸 神社仏閣めぐり
新年の雰囲気を味わいながら歴史
を学び、鷽

うそ

替え神事をひかえた亀戸

の街歩きを楽しみます▢時 1／22(金)
10：00〜12：00▢場 香取神社、梅屋敷
跡、普門院、亀戸天神社等▢集 東武
線亀戸水神駅▢人 中学生を除く15歳
以上の方15人(申込順) ▢費 500円

▢師 小名木川リバーガイド認定者

▢申 12／15(火)9：00から電話で東大
島文化センター☎ 3681-6331、℻

3636-5825
中川船番所資料館 水辺の
スケッチコンクール作品展
江東区にある川をテーマに、区内
の小学生が絵を描きました。小名木
川、横十間川、大横川など、川の風
景を個性豊かに表現しています▢時
1／9(土)〜2／7(日)9：30〜17：00(入館
は16：30まで)▢費 無料▢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
わくわくノルディックウォー
キング(深川七福神めぐり)

▢時 1／26(火)10：00〜13：00※雨天中
止▢場 深川地域周辺▢人 高校生以上
の健康な方10人(抽選) ▢費 500円

▢締 1／19(火)必着▢申 往復はがき(1
人1枚)に①教室名わくわくノルディ
ックウォーキング深川七福神めぐり
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

30代のための健診
(生活習慣病予防健診1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 12／21
(月)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/to
kyo2/▢問 各保健相談所管理係

東京辰巳国際水泳場
ジュニア選手育成事業Bコース

▢時 1／14(木)・20(水)・25(月)、2／

17(水)、3／1(月)17：10〜18：40(全5
回) ▢場 東京辰巳国際水泳場 ▢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 12／28(月)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://www.tef.
or.jp/ttisc/index.jsp

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程の生徒募集
[選考日]2／7(日)[対象]都内在住・
在勤で、昭和21年3月31日以前の尋
常小学校卒業または国民学校初等科
修了者で、新制中学校を卒業してい
ない方(おおむね86才以上)▢締 1／29
(金)消印有効 ▢申 12／14(月)から神
田一橋中学校にある願書に記入し、
〒101-0003千代田区一ツ橋2-6-14千
代田区立神田一橋中学校に郵送また
は持参☎3265-5961、℻3265-4040
認知症カフェ開催
認知症の方や家族が集まって、悩
みを専門の相談員に相談したり、介
護の情報を得ることができる認知症
カフェを開催します。
1．e-Cafe東陽

▢時 1／9(土)13：00〜14：30 ▢場 高齢
者総合福祉センター3階(東陽6-2-
17)▢費 無料▢内 カフェ利用者の交
流等▢申 当日直接会場へ▢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 1／13(水)14：00〜16：00▢場 YM
CAコミュニティーセンター(東陽2-
2-20)▢費 無料▢内 カフェ利用者の
交流、専門職による相談等▢申 当日
直接会場へ ▢問 三浦☎080-1259-
0322(午前中のみ)

江東区スポーツネット
3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 1／20(水)〜31(日)
抽選後の空き施設の申込 2／9(火)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。

6・13・14・27・28

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

11・12面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等
サッカー

日(3月分)

5・6面

時間施設・面番号

6・13・20・27A〜D面

平日(月・水・金)

全日

全日

全日

1・2面

7・14・20・21・28

平日(祝日を除く)

全日6・13

14・21・28

夢の島

全面
豊住

東少年

全日

屋外スポーツ施設休場日

1〜31(グランド
凍結のため)B面亀戸

全日

全日7・13・14・20・21・
28

7・14・20・21・28

全日6・7・13・14・28

4・9・10面

第一全面

14〜17

全日6・13

全日

種目

7・20・21・283面

全日

全日8・22

全日

全日6・13・20第二全面

137面

8〜167・14・21

全日

1／12(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

1／22(金)
13：00〜

1／8(金)
9：00〜

城東南部保健相談所
〒136-0076南砂4-3-10

☎5606-5001
℻5606-5006

健診会場

1／22(金)
13：30〜

1／8(金)
13：15〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

1／29(金)
13：30〜

結果日時

1／6(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

1／19(火)
13：20〜




