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国民健康保険料の減免
災害により重大な損害を受けたと
きや事業の休廃止により収入が著し
く減少したときなど、特別な事情に
より世帯全員の収入および資産(預
貯金等)・能力を活用しても保険料
の支払いが困難となった場合、申請
により一定期間、保険料が減免にな
る場合があります。申請には、預金
通帳や特別な事情が確認できる書類
などの提出が必要となります。詳し
くはお問い合わせください※申請い
ただいても必ず減免されるとは限り
ません▢問 医療保険課資格賦課係☎

3647-3167、℻3647-8443
司法書士による法律(登記等)
相談(8月)

▢時 ①8／4(水)②8／18(水)※いずれ
も14：00〜16：00▢場 ①江東区文化セ
ンター5階第6会議室(東陽4-11-3)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 7／15(木)8：30から広報広聴課
広聴相談係(区役所2階22番)に電話
または窓口で☎3647-4700、℻3647-
9635
赤い羽根共同募金会地域配分
(B配分)申請受付
赤い羽根共同募金運動で集められ
た募金を区内の福祉施設・福祉団体
に助成(配分)します。事前に郵送で
申請書を提出いただき、後日、窓口で
ヒアリングします※詳細は社会福祉
協議会のホームページ(▢HP https:
//koto-shakyo.or.jp/)をご覧くだ
さい[実施]共同募金会江東区協力会
[受付期間]8／4(水)〜10(火)[ヒアリ
ング期間]9／8(水)〜10(金)▢問 社会
福祉協議会福祉サービス課(東陽6-2
-17高齢者総合福祉センター内)☎
3647-1898、℻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 9／1(水)
10：00〜16：20、9／2(木)10：00〜15：30、
9／3(金)13：10〜15：30※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(豊洲2-2-18)※3日目のみ深川
消防署豊洲出張所(豊洲2-2-23)▢人
30人(申込順)▢申 7／15(木)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

おれんじる〜む 7〜9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▢費 無料▢内 介護者同士
の交流等▢申 当日直接会場へ▢問 地
域ケア推進課地域ケア係☎3647-
4398、℻3647-3165

深川江戸資料館
伝統芸能公開｢浪曲｣

▢時 7／24(土)14：00〜14：30▢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[出演]東家一
太郎、美▢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
総合区民センター
家庭料理レシピコンテスト
｢冷めても美味しいお弁当｣をテー
マにレシピを募集します。家族に人
気のご自慢のお弁当のおかずを披露
してみませんか[応募期間]8／31(火)
必着[二次審査(実技・コンテスト)]
12／5(日)▢人 個人またはグループ(5
人まで)▢内 お弁当おかず1品※申込
方法等詳細は、総合区民センター、
各文化センターで配布する募集要項
またはホームページをご覧ください
(▢HP https://www.kcf.or.jp/so
go/)▢問 総合区民センター☎3637-
2261、℻3683-0507
森下文化センター
｢のらくろマンガ賞｣作品募集
テーマは、イラストの部｢お気に

入り｣、コマ漫画の部｢ドッキリ｣です。
ユーモアあふれるオリジナル作品を
お待ちしています ▢人 どなたでも
(プロ、アマチュア、国内外不問)

▢内 詳細および募集要項については、
区内各文化センター、総合区民セン
ターで配布するチラシ(応募用紙)ま
たはホームページをご覧ください

▢締 10／25(月)必着 ▢申 〒135-0004
森下3-12-17森下文化センター内の
らくろマンガ賞係に郵送または窓口
で☎5600-8666、℻5600-8677 ▢HP
https://www.kcf.or.jp/morishi
ta/
夏休みこどもマンガ工房
〜4コママンガにチャレンジ〜
プロの漫画家の先生が直接指導す
る小学生対象のマンガ講座です。描
いたマンガは｢のらくろマンガ賞｣に
応募します。持ち物等詳細はお問い
合わせください ▢時 8／17(火)・18
(水)13：30〜15：30(全2回) ▢場 森下
文化センター(森下3-12-17)▢人 小
学生24人(申込順) ▢費 1,000円 ▢師
山根青鬼(漫画家・のらくろトリオ)

▢申 7／15(木)から電話・窓口または
ファクスに氏名・住所・電話番号・
学年を記入し、森下文化センターへ
☎5600-8666、℻5600-8677

俳句×写真のコラボレーション
｢こども江東歳時記｣作品募集
心に残った風景、今だけの気持ち
を俳句と写真で伝えてみませんか。
募集要項の詳細はホームページをご
覧ください▢人 小学生〜高校生▢費
無料▢締 9／10(金)必着▢申 各文化セ
ンターにある応募用紙(ホームペー
ジからダウンロード可)に①作品②
氏名(ふりがな)③郵便番号④住所⑤
電話番号⑥学校名⑦学年⑧年齢を記
入し、〒136-0073北砂5-1-7砂町文
化センター内｢こども江東歳時記｣係
へ郵送、メールまたは窓口で☎3640
-1751、℻5606-5930▢HP https://w
ww.kcf.or.jp/sunamachi/▢ｅ su
namachi-saijiki2021@kcf.or.jp

川と緑の生きもの展
〜江東区の魚と昆虫大集合！〜
江東区に生息するたくさんの種類
の魚や昆虫を、解説とともに展示し
ます。さまざまな水生生物を展示す
る｢江東区ミニ水族館｣のほか、テン
トの中で昆虫とふれあえる｢むしむ
しハウス｣や担当者による展示解説
など、生きものと親しめる参加型展
示もあります▢時 7／21(水)〜25(日)
9：00〜20：00(最終日は16：00まで)
[むしむしハウス]7／24(土)、25(日)
9：00〜16：00[展示解説]7／25(日)10：
30〜、14：00〜 ▢場 東大島文化セン
ター(大島8-33-9)▢費 無料▢申 当日
直接会場へ▢問 東大島文化センター
☎3681-6331、℻3636-5825
産業会館
夏休み小学生ものづくり体験
夏休みの思い出に、色々なものづ
くりをしてみませんか▢時 8／14(土)
10：00〜15：00▢場 産業会館(東陽4-5
-18)▢人 区内在住の小学3年生以上
(申込順、1人1体験のみ)▢費 500〜
1,200円 (材料費込) ▢締 7／31 (土)

▢申 7／15(木)10：00から電話で産業
会館☎5634-0522、℻3699-6017▢HP
https://koto-sangyokaikan.jp/

夢の島ナイトヨガ

▢時 8／13〜27の金曜18：50〜20：00

▢場 夢の島野球場(夢の島1-1-1)※
雨天中止▢人 16歳以上の健康な方各
回30人(区内在住・在勤・在学の方を
優先し抽選)▢費 1日につき1,300円
[服装、持ち物]動きやすく着脱でき

る服装、ひざ掛け(バスタオル可)、
タオル、飲み物(水)、ヨガマット※
貸出有▢師 渡辺美保(全米ヨガアラ
イアンスRYT200他)▢締 7／31(土)必
着▢申 往復はがき(1人1枚)またはメ
ール(件名に｢ナイトヨガ応募｣と記
載)に①教室名と参加希望日(複数
可)②氏名(ふりがな)③年齢④性別
⑤住所⑥区外在住で区内在勤の方は
勤務先・所在地、区内在学の方は学
校名⑦電話番号⑧ヨガ歴⑨マット貸
出の要不要を記入し、〒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▢ｅ school@di-ksp.jp
江東ボランティア・センター
親子で点字を体験しよう！
さまざまなところで見かけるよう
になった点字の仕組みを知っていま
すか。親子で絵本の点訳を通して点
字を学びましょう ▢時 8／14(土)10：
00〜13：00▢場 高齢者総合福祉セン
ター3階第3・4研修室(東陽6-2-17)

▢人 区内在住の小学生と保護者10組
(申込順) ▢費 2,000円(材料費)[共
催]点訳｢しんせい｣ ▢申 7／21(水)か
ら電話で点訳｢しんせい｣(山本)☎
090-7945-9912▢問 江東ボランティ
ア・センター☎3645-4087、℻3699-
6266

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

中川船番所資料館
7／20(火)を休館。展示替えのため

▢問 中川船番所資料館☎3636-9091、
℻3636-9094

クロム健康相談窓口 開設中
東京都では、クロムに関する健康
不安をお持ちの方を対象に、電話に
よる健康相談を実施しています▢時
9：00〜17：00(土・日曜、祝日を除く)

▢問 東京都福祉保健局環境保健衛生
課環境保健担当☎5320-4491、℻

5388-1426

区では、住宅への浸水被害を軽減
するため、10月まで土のうを希望者
へ配付しています。店舗、事務所、
事業所、駐車場等は配付の対象とな
りません。台風接近時等の直前対応
は困難ですので、ぜひこの機会をご
利用ください。
※配付した土のうは、ご自身で日常
管理・不要時の処分をお願いします

(清掃事務所では収集処分できませ
ん)。また、土のうをお持ちの方で、
袋が破損している場合は、袋のみの
配付も行っています。
[配送日]8月下旬の区が指定する日

▢申 8月分の配送は8／10(火)までに
電話で河川公園課工務係☎3647-
2538、℻3647-9216

24人

10人

定員

手びねり陶芸

生花で作る小さな花畑

12人樹脂粘土で作るアマビエ

紙のサッカーボール

24人クリスタルストラップ＆
ハーバリウム

体験内容

24人

7／24(土)、8／28(土)、
9／25(土)
10：30〜12：00

実施日時

亀戸文化センター6階
第3研修室(亀戸2-19-1)

城東ふれあいセンター2階
会議室(北砂4-20-12)

豊洲文化センター8階第1
研修室(豊洲2-2-18豊洲
シビックセンター内)

高齢者総合福祉センター
3階第2研修室
(東陽6-2-17)
※9月は2階第1会議室

実施場所

8／18(水)
14：00〜15：30

8／19(木)
14：00〜15：30

7／28(水)、8／25(水)、
9／22(水)
13：30〜15：00

▲江東区観光キャラクター
コトミちゃん




