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街頭防犯カメラ
維持管理経費等補助
令和3年度から、過去に区の補助
制度を活用して防犯カメラを設置し
た地域団体を対象に、東京都の補助
金を活用し電気代、電柱使用料(共
架料)などの運用経費および保守点
検、修理費用などの維持管理経費の
一部補助を開始します。申請方法は
区ホームページでご確認いただくか、
お問い合わせください▢人 地域にお
ける見守り活動支援事業、防犯設備
の整備に対する区市町村補助金を活
用し設置した地域団体※個人で設置
したカメラは対象となりません▢問
危機管理課防犯担当☎3647-4399、
℻3647-9651
行政書士による無料相談会(4月)

▢時 ▢場 下表のとおり▢内 遺言・相続、
成年後見等、株式会社等の法人設立、
産廃・建設業ほか各種営業許認可関
係、契約書、自動車の名義変更、車
庫証明等▢申 当日直接会場へ▢問 東
京都行政書士会江東支部☎4500-
2995または区広報広聴課広聴相談係
☎3647-2364、℻3647-9635

建築・測量登記の無料相談

▢時 4／14(水)13：00〜15：00▢場 区役
所2階エレベーター前▢内 新築・増
改築・耐震等に関するプラン、資金、
日照問題、登記、土地測量等建築一
般に関する相談。設計図面や資料の
ある方はご持参ください[相談員]
(一社)東京都建築士事務所協会江東
支部会員・東京土地家屋調査士会江
東支部会員▢申 当日直接会場へ▢問
建築調整課建築防災係☎3647-9764、
℻3647-9009

おれんじる〜む 4〜6月分
(認知症家族交流会)
認知症の方を介護する中で感じる
悩みや疑問を話し合える介護者同士
の交流会を開催します。お互いの経
験や悩みを語り合って、心の負担を
少しでも軽くしてみませんか▢時

▢場 下表のとおり▢人 認知症の方を
介護しているまたは介護していたご
家族の方等▢内 介護者同士の交流等

▢申 当日直接会場へ▢費 無料▢問 地
域ケア推進課地域ケア係☎3647-
4398、℻3647-3165

えこっくる江東 小座布団作り
リサイクル綿を使って45cm角の

座布団を作ります。布団の手入れ方
法や、5Rについても学べます▢時 4／
17(土)13：30〜16：00▢場 えこっくる

江東(潮見1-29-7)▢人 16歳以上の方
8人(申込順) ▢費 600円(材料費込)

▢師 ふとんリサイクル推進協議会会
員▢申 4／6(火)9：00からえこっくる
江東に電話または窓口で☎3644-
7130、℻3644-7135
少年少女陸上競技教室

▢時 4／24(土)13：30〜16：30、5／2(日)
9：00〜12：00、22(土)13：30〜16：30
(全3回)※荒天中止※開催中止を決
定した場合は健康スポーツ公社ホー
ムページ(▢HP https://www.koto-
hsc.or.jp)でお知らせします▢場 夢
の島競技場(夢の島1-1-2)▢人 区内
在住の小・中学生男女200人(抽選)

▢費 無料[主管]江東区陸上競技協会

▢締 4／15(木)必着 ▢申 往復はがき(1
人1枚)に①講座名②住所③氏名(ふ
りがな)④性別⑤年齢⑥電話番号⑦
学校名⑧学年⑨保護者氏名を記入し、
〒135-0016東陽2-1-1健康センター
へ☎3647-5402、℻3647-5048
夢スタ・アスリートクラブ
基本技術習得から健康増進、初心
者から上級者まで楽しめる陸上競技
教室です▢時 4／16〜6／25の金曜(5／7
を除く全10回)18：30〜20：30 ▢場 夢
の島競技場(夢の島1-1-2)▢人 小学4
年生以上の健康な方30人(抽選)▢費
高校生以上5,000円、小中学生2,000
円 ▢師 日本体育協会陸上競技指導員
ほか▢締 4／10(土)必着 ▢申 往復はが
き(1人1枚)またはメールに①夢スタ
(教室名を記載)②氏名(ふりがな)③
住所④電話番号⑤年齢(小中学生は
学校名・学年)⑥興味のある陸上種
目を記入し、〒136-0081夢の島1-1-
2屋外スポーツ施設事務所へ☎3522-
0846、℻3522-0855▢ｅ school@di-
ksp.jp
江東区文化観光ガイドがご案内
イベントツアー｢藤と亀戸今昔物語｣
江戸末期の人気浮世絵師・三代歌

川豊国が五ノ橋際に住んでいたこと
にちなみ造られた｢三代豊国五渡亭
園｣や季節ごとに展示内容が入れ替
わる浮世絵のギャラリー、亀戸天神
社の藤など江戸情緒を味わいながら
亀戸の地をめぐります▢時 4／20(火)
〜24(土)各日10：00出発※雨天決行

▢集 亀戸駅前公園(亀戸2-21-9)※出
発時間の10分前までに集合▢人 2時
間半程度のまちあるきができる小学
生以上の方、各回15人(抽選、結果は
4／14(水)までに連絡、1組3人まで)
※小学生は要保護者同伴 ▢費 500円
(保険代他)小学生無料[ガイドコー
ス]亀戸駅前公園(集合)-亀戸緑道公
園-亀戸南公園-三代豊国五渡亭園-
亀戸銭座跡-亀戸天神社-亀戸梅屋敷
(解散) ▢締 4／9(金)必着 ▢申 往復は
がきに①参加希望日(複数日の申込
不可)②申込者氏名(申込者、同行者
を逆にしての重複申込は無効)③住
所④電話番号⑤同行者氏名(2人ま
で)を記入し、〒135-0016東陽4-5-
18産業会館内江東区文化観光ガイド
事務局(江東区観光協会内)へ☎6458
-7410、℻6458-7420
深川東京モダン館
噺＋話、圓橘の会
1．噺＋話

▢時 4／20(火)14：00〜(開場13：30)

▢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｢船徳｣[出演]林
家あんこ、龍澤潤
2．圓橘の会

▢時 4／24(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円 ▢内 岡本綺堂・春の怪

談｢人参｣[出演]三遊亭圓橘、萬丸
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 4／6(火)から
電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632 ▢HP https://fu
kagawatokyo.com/
ふかえどカレッジ
｢浮世絵木版画大解剖｣
｢ふかえどカレッジ｣とは展示室観

覧料で参加することができる大変お
得な講演会です。今回は、4／23(金)
から開催の特別展｢江戸から続く浮
世絵木版画の技術｣の内容を、摺

すり

師
し

・
版元としても活躍している高橋由貴
子さんから製作過程の裏側や鑑賞の
仕方などをお話しいただきます▢時
4／30(金)14：00〜15：30▢場 深川江戸
資料館小劇場(白河1-3-28)▢人 116
人(申込順) ▢費 400円(展示室観覧
料)▢師 高橋由貴子(東京伝統木版画
工芸協同組合理事長) ▢申 4／10(土)
9：00から深川江戸資料館に電話また
は窓口で☎3630-8625、℻3820-4379
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｣
切々とした哀調を特色とし、唄も

三味線も泣くように弾き語り、江戸
庶民の語り物として親しまれた新内
節をお楽しみください▢時 4／10(土)
14：00〜14：20▢場 深川江戸資料館常
設展示室(白河1-3-28)▢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▢問 深川江戸資
料館☎3630-8625、℻3820-4379
芭蕉記念館俳句会

▢時 5／26(水)13：30〜(13：15集合)

▢場 芭蕉記念館2階研修室(常盤1-6-
3)▢人 20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 初夏雑詠3句▢申 4
／10(土)から芭蕉記念館に電話で☎

3631-1448、℻3634-0986
社協カフェ｢みんなの居場所｣
地域の誰もが参加できる仲間作り
の場です▢時 ▢場 下表のとおり ▢内
カフェ(10：00〜12：00)、福祉・ボラ
ンティア相談(10：00〜12：00)▢人 ど
なたでも ▢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 4／16(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 4／9(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

東京都シルバーパスを発行
都営交通、都内民営バス等を利用
できます[有効期間]発行日から9／30
(木)まで▢人 都内に住民登録してい
る満70歳以上の方(寝たきりの方は
除く)▢費 1,000円または10,255円(4
／1(木)以降に発行する場合)※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)

認知症カフェ
1．e-Cafe東陽

▢時 4／10(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 4／14(水)14：00〜16：00▢場 YM
CA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▢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

5月の乳幼児食事教室(個別講座)
(申込順・4／5(月)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

25(火)11(火)深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

※所要時間30分・希望時間は予約時にご相談ください

27(木)6(木)城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者）

会場・問い合わせ先

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

13(木)6(木)城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

13(木)20(木)

江東区スポーツネット
6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 4／20(火)〜30(金)
抽選後の空き施設の申込 5／9(日)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。

会場

総合区民センター7階
第3研修室(大島4-5-1)

4／8(木)
13：30〜16：30

4／19(月)
13：30〜16：30

区役所2階エレベーター前
4／15(木)
13：00〜16：00

日時

豊洲文化センター第3研修室
(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)

城東
南部

地区

4／28
(水)

4／21
(水)

日程

豊洲文化センター(豊洲シビ
ックセンター)7階サブ・レク
ホール(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

4／24(土)、5／22(土)、
6／26(土)
10：30〜12：00

実施日時

城東ふれあいセンター
2階会議室
(北砂4-20-12)

亀戸文化センター
6階第3研修室
(亀戸2-19-1)

豊洲文化センター
8階第1研修室
(豊洲2-2-18)

高齢者総合福祉センター
3階第2研修室
(東陽6-2-17)
※5月は第4研修室

実施場所

4／15(木)、6／17(木)
14：00〜15：30

4／21(水)、6／16(水)
14：00〜15：30

4／28(水)、5／26(水)、
6／23(水)
13：30〜15：00

8〜18

テニス

野球
・

ソフトボール

6・13・20・27

▢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

13・20・27

8〜16新砂
ソフトボール
・

サッカー等
5・20

日(6月分)

サッカー

時間施設・面番号

8〜166・20

9〜1627

全日
全日

1・2面

平日(祝日を除く)東少年

全日平日の月・水・金

6

夢の島

全面豊住
9〜18

屋外スポーツ施設休場日

6全面

6〜185・19

全日5・6・12・13・20・
27

亀戸

第一全面

20
全面荒川

砂町

種目

8〜1820
11・12面

9・10面

全日

8〜16

全日14・28

5・12・19・26

全日6・12・13・19
第二全面

6〜185・19

8〜1819・26・27

7面
8〜166・13・20・27

全日

8〜186・13・20・275・6面
8〜166・13・20・273・4面




