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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。
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｢エンジョイ・クラブ｣
余暇活動支援員募集
軽度知的障害者の余暇活動を支援
するサークル活動の場｢エンジョイ
・クラブ｣の余暇活動支援員を募集
します▢時 第1・3日曜、第2・4日曜、
第1・3土曜のいずれか年20回▢場 教
育センター(東陽2-3-6)、青少年交
流プラザ(亀戸7-41-16)ほか▢人 知
的障害者支援に理解と熱意のある方。
スポーツや工芸の支援ができる方大
歓迎(謝礼あり)▢内 軽度知的障害者
の余暇活動支援、遠足・レクリエー
ション大会等の引率など▢締 随時受
付※定員になりしだい終了▢申 事前
に電話のうえ、履歴書を〒135-8383
区役所障害者施策課施策推進係(区
役所隣防災センター2階17番)に持参
または郵送☎3647-4749、℻3699-
0329
司法書士による法律(登記等)
相談(3月)
▢時 ①3／3(水)②3／17(水)※いずれ
も14：00〜16：00▢場 江東区文化セン
ター(東陽4-11-3)①6階第2会議室②
6階第5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 2／
15(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

江東区2020年パブリックアート82
パネル展
｢江東区のパブリックアートを活
用した観光振興｣事業のパネル展を
開催します。1982年から制作された
江東区のパブリックアートにあらた
めて光をあてます※パブリックアー
トとは、市民が自由に出入りできる
公共空間に設置される芸術作品です

▢時 3／2(火)〜5(金)10：00〜16：00

▢場 豊洲シビックセンター1階ギャ
ラリー(豊洲2-2-18)▢人 どなたでも

▢費 無料[主催]江東区文化観光ガイ
ドの会、江東区▢申 当日直接会場へ

▢問 文化観光課観光推進係☎3647-
3312、℻3647-8470

旧大石家住宅の雛飾り
桃の節句にちなみ雛人形を飾りま
す。今年も賑やかにお雛様が登場し
ます※2／25(木)からの1週間は平日
も一般公開します。休日と平日で開

館時間が異なるためご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症対
策として、座敷に上がっての見学は
中止しています。縁側からご覧くだ
さい▢時 2／25(木)〜3／3(水)、土・日
曜10：00〜16：00、月〜金曜11：00〜
14：00▢場 旧大石家住宅(南砂5-24地
先) ▢費 無料 ▢申 当日直接会場へ

▢問 文化観光課文化財係☎3647-
9819、℻3647-8470
深川東京モダン館
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 2／26(金)
14：00〜15：30▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15) ▢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⑤一橋慶喜▢申
2／16(火)から電話で深川東京モダン
館☎5639-1776、℻5620-1632 ▢HP
https://fukagawatokyo.com

東大島おひなさま展
｢春を寿ぐちりめん細工｣
かわいらしい作品の数々を紹介し
ます▢時 2／14(日)〜3／3(水)10：00〜
18：00※第1・3月曜休館 ▢人 どなた
でも ▢費 無料 ▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 東大島文化センター(大島8-
33-9)☎3681-6331、℻3636-5825
ティアラこうとうジュニアオーケ
ストラ コンサート・団員募集等
1．スプリングコンサート

▢時 3／20(土・祝)16：00開演▢人 400
人▢費 無料(全席自由)[指揮]高関健
[曲目]ベートーヴェン／交響曲第5番
｢運命｣ほか▢申 電話でティアラこう
とうチケットサービス☎5624-3333
2．団員募集

土曜または日曜の18：00〜20：30に
ティアラこうとうで練習しています

▢人 小学4年生〜大学2年生(弦楽器、
フルート、クラリネット、ホルン急募。
オーディションあり) ▢費 31,600円
(4月〜8月全17回、教材費込み)[定
員]80人▢申 電話でティアラこうと
う
3．練習見学会

▢時 3／13(土)18：00 ▢人 入団希望者

▢申 当日直接会場へ
※いずれも▢場 ▢問 ティアラこうと
う(住吉2-28-36)☎3635-5500、℻

3635-5547

コロナ不調を吹き飛ばそう！
栄養・運動相談(3月)
1．栄養相談

▢時 3／21(日)10：00〜15：50 ▢人 8人
(申込順)▢費 無料▢内 食に関する悩
みや食事記録から見る食事バランス、
ロコモ度チェック、血管年齢測定な
ど
2．運動相談

▢時 3／11(木)・28(日)13：30〜16：30

▢人 各日6人(申込順) ▢費 無料▢内
運動に関する悩みや体組成測定から

見る効果的な運動方法など
※いずれも▢場 健康センター(東陽2
-1-1)▢申 2／15(月)9：00から健康セ
ンターに電話または窓口で☎3647-
5402、℻3647-5048
にこにこノルディックウォーキ
ング教室(障害のある方対象)
▢時 3／2(火)10：00〜12：00※雨天中
止▢場 夢の島競技場周辺▢人 高校生
以上の自力歩行が可能な障害のある
方10人(抽選)※付き添いの方は募集
人数対象外▢費 無料▢内 リュックサ
ックなど両手が空くかばんで参加※
ボランティアの方も同時募集(障が
い者スポーツ指導員の活動実績とな
ります) ▢締 2／19(金)必着 ▢申 往復
はがき(1人1枚)に①教室名②住所③
氏名(ふりがな)④性別⑤年齢⑥電話
番号⑦どのような障害⑧付き添い有
無⑨無料レンタルストックの要不要
(ボランティア希望の方は｢ボランテ
ィア｣と明記のうえ①〜⑥・⑨と障
がい者スポーツ指導員資格の有無)
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
手話講習会上級者向け
｢養成コース｣受講生募集
▢時 4／20〜令和4年3／8(火曜全33回)
10：00〜12：00※詳細はお問い合わせ
ください▢場 高齢者総合福祉センタ
ー(東陽6-2-17)※4／20(開講式)は総
合区民センター(大島4-5-1)※18：30
開始▢人 次の全てに該当する方若干
名(選考)①区内在住・在勤・在学の
19歳以上(令和3年4／1現在)の健聴者
②江東区手話講習会手話通訳Ⅱコー
ス修了者、または同等の手話技術を
有する(手話学習3年以上)③江東区
手話通訳者登録試験(全国手話通訳
者統一試験)を受験する④月〜金曜、
土・日曜の区内行事における手話を
使ったボランティア活動に2回以上
参加できる▢費 無料(テキスト代自
己負担)[選考試験]▢時 3／16(火)10：
00〜(受付9：30)▢場 高齢者総合福祉
センター▢費 無料▢内 面接・筆記・
読み取り(手話通訳Ⅱコース修了レ
ベル)[持ち物]選考結果通知用の返
信封筒(長3)、84円切手▢締 3／8(月)
17：00▢申 電話で江東ボランティア・
センター(9：00〜17：00)※社会福祉
協議会ホームページからも申込可☎

3645-4087、℻3699-6266▢HP https:
//koto-shakyo.or.jp/volunteerc/
koza-syuwa.html

30代のための健診
(生活習慣病予防健診3月分)
▢時 ▢場 別表のとおり ▢人 健診日現
在30〜39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 2／22(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(重複申込不可)※電子申請も可
(パソコンのみ)▢HP https://shinse
i.elg-front.jp/tokyo2/▢問 各保健
相談所管理係

深川江戸資料館
2／24(水)・25(木)を臨時休館。保

守点検のため▢問 深川江戸資料館☎

3630-8625、℻3820-4379

墨田区立文花中学校
夜間学級生徒募集
小・中学校を卒業していない方や、

諸事情により中学校で十分に学べな
かった方の入級の相談に応じます。
15歳を超えた方であれば、年齢・国
籍に関係なくお問い合わせください。
また、日本語の勉強から始めるクラ
スもあります。いずれも授業料は無
料▢問 文花中学校夜間学級(墨田区
文花1-22-7)☎3617-1562(14：00〜
21：00)

子育て応援電話｢ひとりで悩ま
ないで！ママパパライン｣
｢子どもの発達が心配｣｢子育てが

つらい｣｢夫婦で協力できない｣など、
子育ての悩みや不安、自分や家庭の
ことなど、匿名で何でも話せる電話
です。子育て中の方のお話を、研修
を受けた市民ボランティアが、電話
であたたかく受け止めてお聴きしま
す▢時 2／15(月)〜20(土)13：00〜16：
00 ▢人 子育て中の方 ▢費 相談無料
(電話代は自己負担)[後援]江東区、
江東区教育委員会、東京都 ▢申 電話
で｢マ マパパライン｣☎3633-0415

▢問 こうとう親子センター事務局☎

・℻3632-1717

3／9(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

3／19(金)
13：00〜

3／5(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

3／19(金)
13：30〜

3／5(金)
13：15〜

深川南部保健相談所
〒135-0051枝川1-8-15-102

☎5632-2291
℻5632-2295

3／26(金)
13：30〜

結果日時

3／3(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

3／16(火)
13：20〜

区ではFacebook・Twitterの各
公式SNSを開設しています。区政情
報や区内で行われた事業・イベント
の様子などを紹介するほか、緊急情
報の取得手段としても役立ちます。
ぜひご活用ください※右記二次元コ
ードから入れます▢問 広報広聴課広
報係☎3647-2299、℻5634-7538

◀Facebook公式アカウント
二次元コード

◀Twitter公式アカウント
二次元コード

[Facebook公式アカウント]

江東区 @city.koto

[Twitter公式アカウント]

江東区 @city_koto

▲南開橋橋台敷にある
パブリックアート

▲西深川橋橋台敷にある
パブリックアート




