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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。

講座・催しものつづき
レコード鑑賞会　あの素晴しい 

「レコード」をもう一度
　図書館で保存している貴重なレコ
ードの鑑賞会を開催します※レコー
ド資料の貸出等は行いません 時▢ 11
／3（水・祝）14：00開 演（開 場13：40）
場▢ 江東図書館1階鑑賞室 人▢ 14人

（抽選）費▢ 無料 締▢ 10／18（月）必着
申▢ 往復はがき（1人1枚）に①氏名

（ふりがな）②郵便番号・住所③年齢
④電話番号を記入し、〒136-0076南
砂6-7-52江東図書館サービス推進係
へ ☎3640-3151、 ℻3615-6668
https://www.koto-lib.tokyo.jp
クライミング「ロープクライミ
ング安全講習会（11月）」
　安全にロープクライミングを楽し
むための講習会です。講習を修了し
た方は、深川スポーツセンターのオ
ートビレイ機、ロープクライミング
をご利用いただけます 時▢ 11／6（土）
9：30～11：30 場▢ 深川スポーツセン
ター1階（越中島1-2-18）人▢ 中学生
以上かつ区内在住・在勤・在学の方
6人（申込順）※5人に満たない場合は
開催中止 費▢ 3,080円 申▢ 10／8（金）
9：00から電話またはファクスに①イ
ベント名②住所③氏名（ふりがな）④
年齢⑤電話番号⑥在勤・在学の方は
会社名・学校名を記入し深川スポー
ツセンターへ☎3820-5881、℻3820-
5884
深川東京モダン館　おきがる講座・ 
ふかにこファクトリー・モダン講談会
1．おきがる講座
　区の歴史を学ぶ講座です 時▢ 10／
12（火）13：00～14：30、15：00～16：30
人▢ 各20人（申込順）費▢ 500円 内▢

渋沢栄一ゆかりの人々　一橋慶喜
2．ふかにこファクトリー
時▢ 10／16（土）11：00～12：00、13：00

～14：00 人▢ 大人とこどもあわせて
各18人（申込順）費▢ 大人700円、こ
ども300円 内▢ リトミック要素のミ
ニコンサートと親子で工作
3．モダン講談会
時▢ 10／23（土）14：30～（開場14：00）
人▢ 50人（申込順）費▢ 予約・当日

3,000円、小 学 生～高 校 生1,500円
内▢ 女流競艶！神田陽子、神田紫、

神田ひとみ「渋沢栄一・篤二親子の
絆」ほか
※いずれも 申▢ 10／5（火）10：00から
電話で深川東京モダン館 場▢  問▢ 深
川東京モダン館（門前仲町1-19-15）
☎ 5639-1776、℻ 5620-1632
https://www.fukagawatokyo.
com
中川船番所資料館　イベント
1．水辺のスケッチ
時▢ 11／7（日）9：00～12：00 場▢ 中川

船番所資料館会議室ほか 人▢ 小学生
以上8人（小学3年生以下は保護者同
伴・無料）（申込順）費▢ 750円（保険
代含む）師▢ 菅野たみお
2．周辺散策ツアー「川めぐり～竪川
・荒川・旧中川～」
　今回はお隣の江戸川区を文化観光
ガイドとともに散策します※少雨決
行 時▢ 11／21（日）13：30～16：00 場▢
旧中川周辺 集▢ 中川船番所資料館
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（保険代含む）師▢ 江東区文化
観光ガイド
3．親子で学ぼう！おサカナまるご
とウォっちんぐ
　煮干し（カタクチイワシ）を解剖し
顕微鏡で観察します 時▢ 11／28（日）
10：00～11：30、13：30～15：00 場▢ 中

川船番所資料館会議室 人▢ 小学生と
保護者のペア各8組16人（申込順）
費▢ 1組300円（教材費含む）師▢ 和木

美玲（船の科学館）
※いずれも 申▢ 10／10（日）9：00から
中川船番所資料館（大島9-1-15）に電
話または窓口で☎3636-9091、℻3636
-9094
芭蕉記念館　まちあるき・俳句会
1．芭蕉ゆかりのまちあるき
　墨田区を含めた深川北部エリアの
芭蕉ゆかりの史跡を文化観光ガイド
とあるきます 時▢ 11／20（土）10：00～
12：00 人▢ 10人（申 込 順）費▢ 500円

（入館料、保険代、資料代）師▢ 江東
区文化観光ガイド
2．芭蕉記念館俳句会
時▢ 11／24（水）13：30～※13：15集合
場▢ 芭蕉記念館2階研修室（常盤1-6-

3）人▢ 18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▢ 冬季雑詠3句
※いずれも 申▢ 10／10（日）9：00から
電 話 で 芭 蕉 記 念 館 ☎3631-1448、
℻3634-0986
芭蕉記念館　ミュージアムトーク
　現在開催中の企画展「「時雨忌俳句
大会」の40年～現代の俳人たち～」を
何倍も楽しんでいただくために、職
員 が 詳 し く 解 説 し ま す 時▢ 10／30

（土）、11／23（火・祝）、12／12（日）14：
00（集合）場▢ 芭蕉記念館（常盤1-6-
3）人▢ 各20人（申込順）費▢ 大人200
円、小・中学生50円（観覧料）※障害
者手帳をお持ちの方とその介助者1
人は半額 申▢ 10／5（火）から芭蕉記念
館に電話または窓口で☎3631-1448、
℻3634-0986
伝統芸能公開「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▢ 10／9（土）
14：00～14：30 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 場▢  問▢ 深川江戸資
料館（白河1-3-28）☎3630-8625、℻ 
3820-4379
出張ふかえどカレッジ 

「江東の匠と歴史（東陽町編）」
　区に息づく伝統工芸の魅力と、地
域の成り立ちをセットにして紹介す
る無料講座。今回は「指物」。釘を使
わずに精巧な木工品を作る技術はま
さに職人の手仕事です 時▢ 11／7（日）
10：00～11：30 場▢ 江東区文化センタ
ー大 研 修 室（東 陽4-11-3）人▢ 40人

（申込順）費▢ 無料 師▢ 山田一彦（江
東区無形文化財保持者）、出口宏幸

（江東区文化財主任専門員）申▢ 10／
10（日）9：00から電話で深川江戸資料
館☎3630-8625、℻3820-4379
災害ボランティア養成講座 

（入門編・オンライン）
　被災地の現状や災害ボランティア
センターの役割、災害ボランティア
の心得などについて学びます 時▢ 10
／30（土）13：30～15：30 人▢ 区内在住
・在勤・在学（高校生以上）で、初め
て本講座の受講を希望される方。自
宅でオンライン受講（Zoom）可能
な方20人（抽選）費▢ 無料 師▢ NPO
法人にいがた災害ボランティアネッ
ト ワ ー ク 締▢ 10／20（水）申▢ 10／5

（火）から江東区社会福祉協議会ホー
ム ペ ー ジ（ https://koto-shak 
yo.or.jp/volunteerc/index.html）
で※10／4（月）以前の申込は無効 問▢
江東ボランティア・センター☎3645

-4087、℻3699-6266
地域福祉フォーラム 

「地域がつながる」
　これからの地域福祉と助け合いに
ついて一緒に考えてみませんか 時▢
10／29（金）14：00～16：00 場▢ 江東区
文化センター3階レクホール（東陽4-
11-3）人▢ 60人（申込順）内▢ ①基調
講演（澤岡詩野（（公財）ダイヤ高齢社
会研究財団主任研究員））②パネルデ
ィスカッション（他区の実践と区内
の取り組み報告（墨田区社会福祉協
議会職員、すなまちよっちゃん家代
表、カフェ06副代表））申▢ 10／5（火）
から電話またはファクス、メールに
フォーラム名・氏名・住所・電話番
号を記入し､ 江東区社会福祉協議会
地域福祉推進課へ☎3640-1200､ ℻ 
5683-1570 ｅ▢ suishin@koto-shak 
yo.or.jp
ハーバルライフレッスン 
～海風を感じるティータイム～
　豊洲ふ頭先端のパークレストラン
の庭でハーブを暮らしに生かすコツ
を専門家に学びます。ハーブティと
スウィーツはレストランのパティシ
エが提供。ハーブソルト作り等のワ
ークショップもあります※雨天時は
室内開催 時▢ 10／21（木）10：00～11：
30、13：00～14：30 場▢ 豊洲ぐるり公
園パークレストラン（豊洲6-5-33）
人▢ 各10人（申込順）費▢ 4000円 師▢

宮本里美（ガーデンデザイナー／ハー
バルライフ研究家）締▢ 10／14（木）
申▢ 10／6（水）から電話で豊洲ぐるり

パ ー ク セ ン タ ー☎3520-8819
https://toyosugururi.jp ｅ▢ eve 
nt@toyosugururi.jp

生活習慣の改善に役立つ 
栄養相談・運動相談（10月分）

［栄 養 相 談］時▢ 10／31（日）10：00～
15：30 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
食事バランスなど［運動相談］時▢ 10
／31（日）13：30～16：30 人▢ 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▢ 10／6（水）9：00から健康セ
ンターに電話または窓口で☎3647-
5402、℻3647-5048
オンライン休日版両親学級 

（11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▢ 10／5（火）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

難病医療相談室
時▢ 10／15（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▢ 10／8（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
　10／18（月）午前、小体育室（卓球）
の一般公開を中止。事業開催のため
問▢ 亀戸スポーツセンター☎5609-

9571、℻5609-9574

東京都子育て支援員研修（第3期）
　子育て支援分野で従事するうえで、
必要な知識や技能等を有する「子育
て支援員」の養成研修（地域保育コー
ス、地域子育て支援コース、放課後
児童コース）を東京都が実施します。
申込方法や研修の詳細は、ホームペ
ージをご覧ください（募集期間：10／1

（金）～15（金）（必着））問▢［地域保育
コース］（公財）東京都福祉保健財団
☎3344-8533 https://www.fu 
kushizaidan.jp/111kosodateshi 
en/［地域子育て支援コース・放課後
児童コース］（株）東京リーガルマイ
ン ド ☎5913-6225 https://pub 
lic.lec-jp.com/kosodate-tokyo/

［研修全般に関すること］東京都福祉
保健局少子社会対策部計画課☎5320
-4121
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
できる「東京都シルバーパス」を発行
します［有効期間］発行日から令和4
年9／30（金）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
20,510円※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「2丁目Yワイカフェ」
時▢ 10／13（水）14：00 ～ 16：00 場▢

YMCAコミュニティーセンター（東
陽2-2-20）費▢ 無料 内▢ カフェ利用
者の交流 申▢ 当日直接会場へ 問▢ 三
浦☎080-1259-0322（午前中のみ）

開催日 グループ
ワーク 対象者 定員 申込期間

11／6（土）
13：30～
15：00

あり 妊娠週数
16週～36
週の妊婦
とパート
ナー

30組 10／5（火）
～15（金）

11／14（日）
13：30～
14：40

なし 100
組

10／18（月）
～29（金）


