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講座・催しものつづき

｢同潤会清砂通アパート写真展｣
ミュージアムトーク・関連ツアー
1．ミュージアムトーク
写真展が11／7(日)まで延長になり
ました。展示について職員が解説し
ます▢時 9／4(土)13：00〜13：15、14：
30〜14：45▢場 中川船番所資料館2階
展示室(大島9-1-15)▢人 小学生以上
10人(小学3年生以下は保護者同伴・
有料)(申込順)▢費 大人200円、小・
中学生50円(観覧料に含む)▢師 中川
船番所資料館職員
2．関連ツアー
同潤会清砂通アパートの跡などを
巡る散策ツアーです。後日お使いい
ただける観覧チケット付きです▢時
9／18(土)13：30〜16：00▢場 清澄白河
駅周辺〜深川江戸資料館※少雨決行

▢集 深川江戸資料館(白河1-3-28)

▢人 小学生以上15人(小学3年生以下
は保護者同伴・有料)(申込順) ▢費
500円(保険料込)▢師 江東区文化観
光ガイド
※いずれも▢申 8／11(水)9：00から中
川船番所資料館に電話または窓口で
☎3636-9091、℻3636-9094

水辺のワークショップ
1．旧中川のプランクトンを観察し
よう！
採集ネットを手作りし、実際にプ
ランクトンをとって顕微鏡で観察し
ます▢時 9／25(土)9：30〜11：30、13：
30〜15：30▢人 小学3〜6年生の児童
と保護者各回8組16人(申込順)▢費 1
組750円(教材費、こどもの保険代含
む)▢師 和木美玲(船の科学館)
2．お月見体験〜お話と舞と団子〜
お月見にまつわるお話を聞き、月
に捧げる神聖な舞をご覧いただきま
す。天気が良ければ旧中川でお団子
を食べながらお月見をします▢時 9／
22(水)18：30〜19：30頃(月の出以降、
自由解散)▢人 小学生以上15人(小学
生は保護者同伴・有料)(申込順)▢費
800円(参加費、団子代含む) ▢師 中
川船番所資料館職員
※いずれも ▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)、旧中川▢申 8／11(水)
9：00から中川船番所資料館に電話ま
たは窓口で☎3636-9091、℻3636-
9094

江戸和竿師の製作実演
〜伝統工芸の技と優美〜｢竿好｣
江戸和竿師｢竿好｣こと吉澤均さん
をお招きし、製作工程の一部を実演
します。匠の技が作り出す美しい和
竿をご覧ください ▢時 9／26(日)13：
00〜16：00▢場 中川船番所資料館1階
ロビー(大島9-1-15)▢人 10人(小学3
年生以下は保護者同伴)(申込順)

▢費 無料 ▢師 吉澤均(江戸和竿師)

▢申 8／11(水)9：00から中川船番所資
料館に電話または窓口で☎3636-
9091、℻3636-9094

オンライン休日版両親学級
(9月分)

▢時 下表のとおり▢人 区内在住で初
めて赤ちゃんを迎える妊婦・パート
ナー(申込順) ▢費 無料 ▢内 Zoom
を利用しての講演および参加者との
交流ほか ▢申 8／15(日)9：00から(公
社)東京都助産師会江東地区分会ホ
ームページ(▢HP https://kotomw.
jimdofree.com/)で▢問 (公社)東
京都助産師会江東地区分会休日版両
親学級事務局(委託事業者)☎090-
6212-6556▢ｅ kotomw.pc@gmail.
com、城東保健相談所☎3637-6521、
℻3637-6651、深川保健相談所☎

3641-1181、℻3641-5557、深川南部
保健相談所☎5632-2291、℻5632-
2295、城東南部保健相談所☎5606-
5001、℻5606-5006

難病医療相談室

▢時 8／27(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 8／20(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
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

亀戸スポーツセンター
8／8(日・祝)午後、8／16(月)午前、

小体育室(卓球)の一般公開を中止。
講習会等開催のため▢問 亀戸スポー
ツセンター☎5609-9571、℻5609-
9574

羽田空港見学会
国(国土交通省)は、羽田空港の機

能強化に向け、2020年春から荒川上
空を北上する新飛行経路の運用を開
始しました。10月〜12月に地域住民
の皆さんを対象にした羽田空港の住
民向け見学会が開催されます。日程
・応募方法等の詳細は、国土交通省
東京航空局ホームページ (▢HP
https://www.cab.mlit.go.jp/
tcab/haneda/kinokyoka/post_
276.html)をご覧ください[募集期
間]8／2(月)〜31(火)必着(郵送のみ)

▢問 国土交通省東京航空局東京空港
事務所環境・地域振興課☎5757-
3021(平日10：00〜17：00※祝日を除
く)、区環境保全課指導係☎3647-
6147、℻5617-5737
｢はたらく消防の写生会｣
入賞作品を展示
城東消防署管内の小学校の児童が

描いた入賞作品を展示します▢時 8／
10(火)〜16(月)10：00〜21：00▢場 南
砂町ショッピングセンターSUNA
MO2階催事スペース(新砂3-4-31)

▢問 城東消防署☎3637-0119

登記所備付地図作成作業に
ご協力を
東京法務局では、北砂の一部で、

精度の高い地図を作成します。土地
の境界確認の立会いにご理解とご協
力をお願いします[対象地域]北砂3
丁目の一部および5丁目の一部[作業
期間]9月〜令和5年3月。対象地域の
土地所有者の方へは、9月中に地図
作成作業説明資料を送付します▢問
東京法務局不動産登記部門地図整備
室☎5213-1414 ▢HP http://houmu
kyoku.moj.go.jp/tokyo/page000
001_00401.html

知的障害者(児)移動支援従業者
養成研修受講者募集
知的障害、発達障害の人の外出時
に、付き添って手助けをするヘルパ
ーの資格を取得できる研修です▢時

▢内 下表のとおり ▢場 [講義および
修了式]塩浜福祉プラザ(塩浜2-5-
20)[実習]各指定場所▢人 知的障害
者(児)の支援に関心がある区内在住
・在勤の方30人(申込順) ▢費 3,000
円(テキスト代含む) ▢締 8／20(金)

▢申 8／6(金)から電話で(社福)のび
のび福祉会(小野寺)(平日8：30〜17：
30)☎5632-4048、℻5634-8608

0歳から、子供も一緒に
コンサート
ヴァイオリン、打楽器、ピアノ、

ベースで、クラシックから人気のポ
ップスを演奏。お話やリズム遊びを
挟んで、約1時間の体験型コンサー
トを開催します▢時 9／4(土)10：30開
演▢場 豊洲シビックセンター5階ホ
ール(豊洲2-2-18)▢人 240人(0歳か
ら入場可)(申込順)▢費 大人1,800円
(前売り1,600円)、3歳〜中学生600
円(前売り・当日共に)※3歳未満で
膝上鑑賞は無料[後援]江東区▢申 8／
5(木)からピッコロクラッセのホー
ムページで ▢HP https://www.pi
ccolo-classe.com/concert9-4/☎
050-3454-0849▢ｅ piccoloclasse1
@gmail.com
夏の音楽健康サロン
盆踊りで心も身体もリフレッシュ
生演奏に合わせて懐かしい歌を口
ずさみ、リズムに合わせてストレッ
チ等を行います。夏の企画として
｢細川民族舞踊研究会｣の方をお招き
し、気軽に楽しめる盆踊りで夏気分
を一緒に味わいませんか▢時 ①8／24
(火)10：00〜11：00②9／7(火)10：00〜
11：00▢場 ①砂町文化センターサブ
レクホール(北砂5-1-7)②深川江戸
資料館レクホール(白河1-3-28)▢人
①20人②30人(抽選) ▢費 1,000円

▢締 8／19(木)必着 ▢申 往復はがきに
①希望日・会場②氏名③住所④電話
番号を記入し、〒135-0002住吉1-4-
4 1階どれみLABO(田中)へ☎6899-
1870

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

コトミちゃんが色々なスポーツに挑戦したり、応援して
いるスタンプが40種類。感激や感動、言葉では伝わらない
気持ちを、かわいいスタンプを使って共有しませんか。右
記二次元コードからダウンロードできます▢費 120円▢問
江東区観光協会☎6458-7400、℻6458-7420

8／15(日)
〜22(日)

申込期間

妊娠週数
16週〜36
週の方

あり
9／18(土)
13：30〜
14：50

1〜2月出
産予定の
方

なし
9／12(日)
13：30〜
14：30

対象者
グループ
ワーク

開催日

30組

90組

定員

8／16(月)
〜27(金)

講義：｢知的障害者の疾病・
障害の理解｣など

講義：｢ガイドヘルパーの
制度と業務｣など

内容

10／10(日)
9：00〜17：30

12／4(土)

10／9(土)
9：00〜16：00

実習：移動支援の実際(移
動支援の現場に同行)

10／11(月)〜
11／30(火)の
うち1日
(6時間)

日時

修了式

▲同潤会清砂通アパートの跡

▲月に捧げる舞

▲江戸和竿を製作する様子




