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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。

司法書士による法律（登記等）
相談（9月）
時▢ ①9／7（水）②9／21（水）※いずれ

も14：00～16：00（1人20分、開始時間
の15分前に入室）場▢ 江東区文化セ
ンター6階第5会議室（東陽4-11-3）
人▢ 各日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▢ 8／15（月）8：30
から区役所広報広聴課広聴相談係（2
階22番）に電話または窓口で☎3647-
4700、℻3647-9635

「ふれあいサービス」協力会員募集　
家事・介護、産前産後のお手伝い
　高齢の方や障害のある方、産前産
後の世帯など援助が必要な方に、家
事や介護のお手伝いをしてくれる協
力会員（有償ボランティア）を募集し
ています。ぜひ協力会員としてご登
録いただき、地域の助け合いにご協
力をお願いします［活動内容および
利用料］○家事援助サービス（食事の
支度・洗濯・掃除・買物代行など）1
時間700円または840円○介護サービ
ス（車いす・外出等の介助、乳幼児介
助など）1時間840円または1,050円○
ちょこっとサービス（電池や電球の
交換・体調不良時の買物代行等）1回
500円（30分以内）［登録説明会］時▢ 9
／14（水）14：00～16：30 場▢ 総合区民
センター7階第2会議室（大島4-5-1）
人▢ 18歳以上の心身ともに健康な方

12人（申込順）※資格・経験・性別・
居住地は不問 内▢ 事業説明と登録手
続き 申▢ 8／17（水）から電話で社会福
祉協議会福祉サービス課へ☎5683-
1571、℻5683-1570

大島第二児童館　 
こども星空教室「月」
時▢ 9／3（土）19：30～20：30 場▢ 大島

第二児童館（大島4-5-1総合区民セン
ター5階）人▢ 区内在住で18歳までの
方とその保護者30人（抽選、結果は8
／24（水）午後に当選者のみに連絡※
子育て情報ポータルサイトから申込
の方は全員に連絡）※中学生以下は
保護者の申込と当日の付き添いが必
要 費▢ 無料 内▢ 講師による解説後、
屋上に移動して望遠鏡で観測。見終
えた順に解散※雨天・曇天・警報レ
ベルの強風の場合は、館内で1時間
程度星空解説 師▢ 山内康晃 締▢ 8／23

（火）申▢ 子育て情報ポータルサイト
または電話で大島第二児童館☎3637
-2595（日・月曜、祝日を除く）、℻3637
-2660 https://koto-kosodate-
portal.jp/event/index.html#tab2

産業会館ミニ朝市
　産業会館フェアでおなじみの食品
販売会社のミニ朝市を開催します。
今月の販売品は、煎茶、コーヒー、
焼菓子、自家製特選漬物です。ぜひ
お越しください 時▢ 8／20（土）9：00～
12：00（雨天開催）※以後毎月第3土曜
に、食品販売2～3社出店予定 申▢ 当
日直接会場へ 場▢  問▢ 産業会館（東
陽4-5-18）☎5634-0522、℻3699-6017 

https://koto-sangyokaikan.
jp
加藤正夫杯 
江東区こども囲碁大会
　レベル別に部門を設け、初心者か
ら上級者まで誰もが楽しめる大会で
す。未経験者もルールを少しだけ覚
えて石とりゲームで遊びましょう。
上級Aクラス優勝者には元日本棋院
理事長で当大会の発起人でもある加
藤正夫名誉王座の加藤正夫杯が与え
られます。経験者・上級者クラスの
入賞者はプロ棋士との対局ができま
す 時▢  内▢ 下表のとおり 場▢ 江東区
文化センターレクホールほか（東陽4
-11-3）人▢ 5歳（令和4年4／1現在）～
中学生112人（抽選）費▢ 500円 締▢ 9／
10（土）※定員に満たない場合は以降
申込順で受付 申▢ 江東区文化センタ
ーに電話または窓口で☎3644-8111、
℻3646-8369

ロープクライミング 
安全講習会（9月）
　高さ5.7mの壁にチャレンジ。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個人利
用等でもロープクライミングを利用
で き ま す 時▢ 9／3（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▢ 8／16（火）9：
00から健康スポーツ公社ホームペー
ジまたは電話で深川スポーツセンタ
ーへ☎3820-5881、℻3820-5884
https://koto-hsc3.revn.jp
ハーフマラソン対策講座
　走ることが習慣化されている方を
対象にハーフマラソンの走り方やタ
イムを縮めるための走り方を指導し
ます 時▢ 9／10～11／19の土曜（9／17、
10／15・29を除く全8回）7：00～8：30
場▢ 亀戸スポーツセンター周辺 人▢

区内在住・在勤・在学の中学生を除く
15歳以上の方30人（抽選）費▢ 12,000
円 師▢ 宇野けんたろう（吉本興業×
コトブキヤ所属実業団マラソンラン
ナー、2022江東シーサイドマラソン
ゲストランナー）締▢ 8／23（火）必着
申▢ 健康スポーツ公社ホームページ

または往復はがきに①講座名②氏名
（ふりがな）③住所④電話番号⑤年齢
⑥マラソン大会出場実績およびタイ
ム⑦区内在勤の方は勤務先および住
所、区内在学の方は学校名を記入し、
〒136-0071亀戸8-22-1亀戸スポーツ
センターへ郵送または窓口で（はが
き1枚 持 参）☎5609-9571、℻5609-
9574 https://www.koto-hsc.
or.jp/sports_center3/

上達への道「バレーボール教室」
時▢ 9／21～10／26の水曜（全6回）19：

00～21：00 場▢ スポーツ会館大体育
室 人▢ 高校生以上の方48人（抽選）
費▢ 3,000円［主催］江東区バレーボ

ール連盟 締▢ 9／1（木）必着 申▢ 健康
スポーツ公社ホームページまたは往
復はがきに①教室名②住所③氏名④
年齢⑤電話番号を記入し、〒136-
0073北砂1-2-9スポーツ会館へ郵送
または窓口で（はがき1枚持参）☎
3649-1701、℻3649-3123 https: 
//www.koto-hsc.or.jp/sports_
center1/

にこにこノルディックウォーキ
ング教室（障害のある方対象）
時▢ 9／6（火）10：00～12：00※雨天中

止 場▢ 夢の島競技場周辺 人▢ 高校生
以上の自力歩行が可能な障害のある
方10人（抽選）※付き添いの方は募集
人数対象外 費▢ 無料 内▢ ノルディッ
クウォーキングの基礎練習・歩行練
習※ボランティアの方も同時募集

（障がい者スポーツ指導員の活動実
績 と な り ま す）締▢ 8／24（水）必 着
申▢ 江東スポーツ施設運営パートナ

ーズホームページまたは往復はがき
（1人1枚）に①にこにこノルディック
ウォーキング教室②住所③氏名（ふ
りがな）④性別⑤年齢⑥電話番号⑦
どのような障がい⑧付き添い有無⑨
無料レンタルストックの要不要（ボ
ランティア希望の方は「ボランティ
ア」と明記のうえ①～⑥・⑨と障が
い者スポーツ指導員資格の有無）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
https://www.di-ksp.jp/school
わくわくノルディック 
ウォーキング教室
時▢ 9／20（火）10：00～12：00※雨天中

止 場▢ 夢の島公園周辺 人▢ 高校生以
上 の 経 験 者10人（抽 選）費▢ 500円
締▢ 9／6（火）必着 申▢ 江東スポーツ

施設運営パートナーズホームページ
または往復はがき（1人1枚）に①わく
わくノルディックウォーキング②住
所③氏名（ふりがな）④性別⑤年齢⑥
電話番号⑦経験の回数⑧無料レンタ
ルストックの要不要を記入し、〒
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 https://w 
ww.di-ksp.jp/school
深川東京モダン館　 
圓橘の会、噺＋話
1．圓橘の会
時▢ 8／28（日）15：00～（開 場14：30）
人▢ 50人 費▢ 予 約2,500円、 当 日

2,800円 内▢ 廓
くるわ

話
ばなし

「山崎屋」・岡本綺
堂作「木曽の旅人」［出演］三遊亭圓橘
ほか
2．噺＋話
時▢ 8／30（火）14：00～（開 場13：30）
人▢ 20人（申込順）費▢ 1,500円 内▢

おきがる講座と落語会モダン亭のコ
ラボ「星野屋」［出演］雷門音助、龍澤
潤
※いずれも 場▢ 深川東京モダン館

（門前仲町1-19-15）申▢ 8／16（火）10：
00から電話で深川東京モダン館☎

5639-1776、℻5620-1632 https: 
//www.fukagawatokyo.com/
ｅ▢ info@fukagawatokyo.com

深川江戸資料館イベント
　江戸の町並みを再現した深川江戸
資料館で、当時の文化や芸能にふれ
てみませんか。
1．伝統芸能公開「落語」
時▢ 8／20（土）14：00～14：30［出演］橘

ノ圓満
2．力士の囃子唄「相撲甚句」
時▢ 9／10（土）13：30～14：00、14：30

～15：00［出演］江東相撲甚句会
3．深川資料館通り商店街「リメイク
の心　彩心会」作品展
時▢ 9／7（水）～11（日）9：30～17：00※

最終日は16：30まで 内▢ リメイクし
た廃材に書を描くユニークな作品展
※いずれも 費▢ 大人400円、小・中学
生50円（観覧料）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

中川船番所資料館　 
秋の釣具コーナー「ハゼ釣り竿」
　9月に開催される「親子ハゼ釣り大
会」にちなんでハゼ釣りの竿、釣具
を展示します。伝統的な和竿をご覧
ください 時▢ 9／6（火）～10／16（日）9：
30～17：00（入館は16：30まで）※月曜
休館（祝日の場合は翌日）場▢ 中川船
番所資料館3階展示室（大島9-1-15）
費▢ 大人200円、小・中学生50円（観

覧料）師▢ 蜂谷功（監修）申▢ 当日直
接会場へ 問▢ 中川船番所資料館☎
3636-9091、℻3636-9094
青空マルチスポーツ教室
　苦手な子でも楽しくスポーツしま
しょう。9月は体験会（キックベー
ス）を行います 時▢ 9月の毎週水・金
曜（23日を除く）①15：00～15：50、②
16：10～17：20 場▢ 豊洲公園（豊洲2-3
-6）人▢ ①年中・年長15人②小学生
20人（申込順）費▢ 1回2,000円 師▢ 寺
尾大地（（株）コーディスポーツ）申▢
8／16（火）から電話またはメールに①
氏名（カタカナ）②年齢③電話番号④
参加希望日を記入し、豊洲ぐるりパ
ー ク セ ン タ ー へ ☎3520-8819
https://toyosugururi.jp ｅ▢ eve 
nt@toyosugururi.jp

豊洲公園　音楽フェス2022
　夜景を眺めながらジャズとクラシ
ックを聴き、公園でゆったりとした
時間を過ごしませんか。キッチンカ
ー等が出店するトヨスノマルシェや、
豊洲スタイルマーケットも同時開催。
詳細は豊洲ぐるりパークホームペー
ジをご覧ください 時▢ ジャズ：8／13

（土）・14（日）、クラシック：8／27（土）
・28（日）各日15：00～20：00 場▢ 豊洲
公園（豊洲2-3-6）費▢ 無料～500円
問▢ 豊洲ぐるりパークセンター☎

3520-8819 https://toyosuguru 
ri.jp ｅ▢ event@toyosugururi.jp

◀ 子育て情報ポータル
サイト

クラス 定員 時間
初心者（13路盤・9路盤）
クラス 各20人

10／2（日）
10：20～石とりゲーム（未経験者）

※親子参加可 20人

上級者クラスA・B A・B
各16人 10／2（日）

12：30～
経験者（19路盤）クラス 20人
※ 申込時に盤面と棋力（経験年数）をお聞きし

ます。

▲江東相撲甚句会


