
6令和 3 年（2021年）9 月 1 日
江東区ホームページ　https://www.city.koto.lg.jp
　　　　　　　　　　https://www.city.koto.lg.jp/m（携帯）

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ 
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00～
19：00）☎6868-4059へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

講座・催しものつづき
ふかえどカレッジ「江戸の女性」
　深川江戸資料館常設展示室観覧料
で参加することができる講演会「ふ
かえどカレッジ」、今回のテーマは

「女性」です。持続可能な開発目標
（SDGs）にみられるように、今、女
性の活躍に注目が集まっています。
当館展示の時代設定である江戸時代
末期において、女性がどのような
日々を過ごしていたのか、暮らしの
中の女性に注目し、さまざまな角度
から説いていきます 時▢ 10／10（日）
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▢ 田
中優子（法政大学前総長・名誉教授）
申▢ 9／10（金）9：00から電話で深川江

戸資料館☎3630-8625、℻3820-4379

江戸庶民の年中行事再現 
「月見飾り～十五夜・十三夜～」
　深川江戸資料館では、江戸時代の
庶民が楽しんだ、四季折々の年中行
事を再現しています。秋は「月見飾
り」です。旧暦8／15を十五夜、9／13を
十三夜と呼び、江戸では両方の月見
を欠かしませんでした。「月見飾り」
を通して当時の人々が託した思いに
触れてみてください 時▢［十五夜］9／
10（金）～30（木）［十三夜］10／1（金）～
22（金）9：30～17：00（最終入館16：30）
費▢ 大人400円、小・中学生50円（常

設展示室観覧料に含む）（中学生以下
の方は保護者同伴）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

水辺のワークショップ
1．謎スタ！秋の自然観察
　謎解きをしながら秋の自然を観察
し学びます 時▢ 10／24（日）14：00～、
14：30～、15：00～※各回約1時間 場▢
旧中川周辺 集▢ 中川船番所資料館

（大島9-1-15）人▢ 小・中学生と保護
者各10組20人（申込順）※未就学児は
参加・同行ともに不可 費▢ 1組1,000
円（2人分の保険代含む）
2．昔ながらの線香花火を作ろう
　江戸時代から楽しまれていた方法
で線香花火を作って楽しみます 時▢
10／24（日）17：30～18：15、18：45～
19：30※各回約45分 場▢ 中川船番所
資料館会議室（大島9-1-15）ほか 人▢
小学生各10人（申込順）※保護者1人
が必ず同伴（保護者無料）費▢ 500円

（保険代含む）
※いずれも 師▢ ココペリプラス 申▢
9／10（金）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

収蔵資料展「同潤会清砂通アパー
ト写真展」ミュージアムトーク
　職員が展示について解説します
時▢ 10／16（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▢ 小学生以上各
10人（申込順）（小学3年生以下は保護
者同伴・有料）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 申▢ 9／10（金）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
周辺散策ツアー 

「江戸川区～船堀タワーと新川」
　都営地下鉄新宿線東大島駅からひ
とつ先の船堀駅まで足を延ばします。
船堀タワー展望室から江東区と江戸
川区を眺望。新川もご案内します※
少雨決行 時▢ 10／30（土）13：30～16：
00 場▢ 船堀周辺 集▢ 中川船番所資料
館（大島9-1-15）人▢ 小学生以上15人

（申込順）（小学3年生以下は保護者同
伴・有料）費▢ 500円（保険代含む）※
交通費は自費 師▢ 江東区文化観光ガ
イド 申▢ 9／10（金）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
社協カフェ「みんなの居場所」
時▢  場▢ 下表のとおり 人▢ どなたで

も 費▢ 無料 内▢ 福祉総合相談 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▢ 9／17（金）13：30～15：00 場▢ 江東

区医師会館（東陽5-31-18）人▢ 指定
難病で治療中の方、指定難病の疑い
と言われた方とその家族（申込順）
費▢ 無料 内▢ 専門医を中心とした医

療相談 締▢ 9／10（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

オンライン休日版両親学級 
（10月分）

時▢ 別表のとおり 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▢ 9／5（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（ 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

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

豊洲図書館
　9／13（月）～17（金）を休館。図書の
特別整理および館内整理日のため
問▢ 豊 洲 図 書 館 ☎ 3536-5931、
℻3532-5075

9月は東京都の自殺対策強化月間
　自殺の防止等に関する都民の理解
を促進するため、東京都では、「自殺
防止！東京キャンペーン」を展開し、
下表のとおり特別相談を実施します
問▢ 東京都福祉保健局健康推進課自

殺総合対策担当☎5320-4310

若洲ゴルフリンクス　ゴルフ
アカデミー（ジュニアスクール）
　ジュニア初級者を対象としたPGA、
LPGA会員によるレッスンです 時▢
10～12月の水・木・金曜のいずれか
週1回（全9回）17：00～（約1時間）場▢
若洲ゴルフリンクス練習場（若洲3-1
-2）人▢ 小・中 学 生15人（申 込 順）
費▢ 無料 申▢ 9／18（土）13：30から電

話で若洲ゴルフリンクス練習場（13：
30～16：00）☎3522-3370
東京辰巳国際水泳場　水球初心
者体験教室　水球クラブ交流会
時▢ 10／21・28、11／4・18、12／2（木

曜全5回）19：20～20：50 場▢ 東京辰巳
国際水泳場 人▢ 25m以上の泳力があ
る小学3年生以上の方50人（抽選）
費▢ 5,000円 締▢ 10／7（木）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⑦経験の有無を記入し、〒
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で
き ま す ☎5569-5061、℻5569-5068 

https://www.tef.or.jp/ttisc/
index.jsp

ひがしん創業塾
　創業に必要な基礎知識の習得や事
業計画書の作成方法等を学ぶことが
できます 時▢ 11／6・13・20・27、12
／4・18の土曜（全6回）10：00～12：30

（11／27は10：00～13：00）場▢ Zoom
を使用したオンライン講義※パソコ
ン推奨 人▢ 創業を希望する方、創業
5年未満の方20人 費▢ 無料（データ通
信料等は自己負担）内▢ 経営、販路
開拓、財務、人材、IT活用、法務 申▢

「ひがしん創業支援事業」のホームペ
ー ジ（ http://www.higashin-
sougyou.jp/）で 問▢ 東京東信用金
庫お客様サポート部中小企業応援セ
ンター担当☎3633-2445
認知症カフェ「ako café」
　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 時▢ 9／14（火）
11：00～15：00 場▢ ako café（亀戸4-
25-1）費▢ 無料（飲み物代除く）申▢
当 日 直 接 会 場 へ 問▢ ako café☎
3636-3099

　区では、店舗や診療所などでバリ
アフリー改修工事を行う際、工事費
の一部を助成する「やさしいまちづ
くり施設整備助成」を実施していま
す。
　助成対象となる改修工事は、車い
すを利用している方や高齢者の方な
ども利用しやすくなるよう、狭あい
な出入口の改修、スロープや手すり
の設置、トイレの洋式化などです。
　工事前に申請が必要ですので事前
にご相談ください。
※こうとう情報ステーション（区役

所2階）、豊洲特別出張所・各出張所
などで本事業を案内するチラシを配
布しています。ぜひご覧ください。
［対象建築物］物販店舗、飲食店、サ
ービス店舗、医療等施設など
※他にも対象建築物がありますので
お問い合わせください。
［助成件数］年度内7件程度
［助成額］改修工事費の3分の2以内の
額（上限30万円）
問▢ まちづくり推進課まちづくり担

当☎3647-9719、℻3647-9009
ｅ▢ machizukuri@city.koto.lg.jp

日程 場所 地区
9／15（水）
10：00～
12：00

総合区民センター
7階第5会議室

（大島4-5-1）
城東
北部

9／22（水）
10：00～
12：00

千石地区集会所1階洋室
（千石1-13-13）

深川
北部

こころの
悩み等に
ついての
電話相談

［NPO有終支援いのちの山彦電話］
9／1～30（月・木曜を除く※祝日は
実施）12：00～20：00☎3842-5311
［日本いのちの電話連盟］
9／1（水）～30（木）16：00～21：00
※9／10（金）のみ8：00～翌8：00
☎0120-783-556
［東京都自殺相談ダイヤル～こころ
といのちのほっとライン～］
9／16（木）～20（月・祝）24時間
☎0570-087478

自死遺族
のための
電話相談

［NPO全国自死遺族総合支援セン
ター］
9／23（木・祝）～25（土）10：00～20：00
☎3261-4350
［NPOグリーフケア・サポートプ
ラザ］
9／7（火）～10（金）12：00～16：00
☎3796-5453

LINE相談
毎日15：00～23：00

（受付は22：30まで）
※LINEアプリで「相談ほっとLINE 
@東京」と検索してください

開催日 グループ
ワーク 対象者 定員 申込期間

10／2（土）
13：30～
14：40

なし 妊娠週数
16週～36
週の妊婦
とパート
ナー

100
組

9／5（日）
～11（土）

10／17（日）
13：30～
15：00

あり 30組 9／13（月）
～24（金）

▲月見飾り

▲田中優子さん


