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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。
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都営住宅(江東区割当)・区営
住宅・高齢者住宅の入居者募集
[都営住宅(江東区割当)]あき家(家
族向)3戸[区営住宅]あき家(家族向)
11戸[高齢者住宅]あき家(65歳以上
単身者向)5戸、あき家(二人世帯向)
1戸[申込用紙配布期間]6／1(木)〜9
(金)※土・日曜を除く[申込用紙配
布場所]住宅課(区役所5階2番)、豊
洲特別出張所・各出張所 ▢締 6／13
(火)必着▢申 申込用紙に記入し、〒
135-8383区役所住宅課住宅管理係へ
郵送☎3647-9464、℻3647-9268
亀戸福祉会館・亀戸第二児童館
指定管理者募集
区では、平成30年4月から亀戸福
祉会館・亀戸第二児童館(亀戸1-24-
6)の管理運営を行う指定管理者を募
集します。募集要項等の詳細は、区
ホームページをご覧ください▢締 6／
19(月)▢問 長寿応援課長寿応援係☎

3647-4541、℻3647-9247、放課後支
援課育成係☎3647-9230、℻3647-
9274
介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]平成30年3／31(土)ま
で(業務委託契約、年度更新あり)

▢人 介護支援専門員の資格を有し、
介護保険法に基づく事業所等に勤務
していない方(おおむね65歳未満)若
干名(選考)[業務委託料]1件4,000円
(研修期間あり)▢内 区内での訪問調
査および調査票の作成[選考]書類お
よび面接[面接日]6／16(金) ▢締 6／8
(木)必着▢申 ①履歴書(写真添付)②
介護支援専門員証の写し③応募の動
機を200字程度に記入したもの(様式
自由)を、〒135-0016東陽6-2-17江
東区社会福祉協議会総務課認定調査
係へ郵送または持参☎3647-5831、
℻3647-5833
全国一斉｢人権擁護委員の日｣
特設人権相談所の開設
全国人権擁護委員連合会では毎年
6／1を｢人権擁護委員の日｣と定め、
全国各地において特設人権相談を実
施します。日常生活における人権に
関わる悩みごとについて人権擁護委

員がご相談をお受けします。秘密は
固く守ります。お気軽にご利用くだ
さい ▢時 6／1(木)10：00〜15：00 ▢場
区役所2階区民ホール▢費 無料▢申
当日直接会場へ▢問 人権推進課人権
推進担当☎3647-1164、℻3647-9556
司法書士による法律相談会(6月)

▢時 ①6／7(水)②6／21(水)※いずれ
も14：00〜16：00(受付13：00〜。混雑
状況により時間内に受付を終了する
場合があります)▢場 ①区役所7階第
74会議室②区役所7階第71会議室

▢人 30人程度(先着順)▢費 無料▢内
相続、遺言、贈与、成年後見、不動
産登記、株式会社等の設立・役員変
更等、金銭問題、その他法律問題

▢申 当日直接会場へ▢問 東京司法書
士会墨田・江東支部☎3635-1900ま
たは区広報広聴課広聴相談係☎3647
-2364、℻3647-9635
分譲マンション無料相談会

▢時 6／14(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所5階第51会議室

▢人 区内分譲マンションの管理組合
役員および区分所有者▢費 無料▢内
分譲マンションの維持管理に関する
さまざまな問題に対応するための無
料相談会(要予約)[相談員]マンショ
ン管理士 ▢締 6／9(金) ▢申 5／26(金)
から住宅課住宅指導係(区役所5階1
番)に電話、ファクスまたは窓口で
☎3647-9473、℻3647-9268
区立図書館雑誌スポンサー募集
館内に置く雑誌を購入していただ
くことにより、最新号のカバーに企
業広告を掲載できます▢人 区内に本
社・事業所を持つ企業等▢申 区・図
書館ホームページ(▢HP http: //
www.koto-lib.tokyo.jp)および各
図書館窓口にある所定の申込書に必
要事項を記入し、広告案を添えて〒
136-0076南砂6-7-52江東図書館へ郵
送または持参☎3640-3154、℻3615-
6668
住宅の改善をお考えの方に
リフォーム業者を紹介
リフォームをしたいとき、どこへ
頼めばよいか困ることはありません
か。区では、区内建設業者で構成す
る「江東区住宅リフォーム協議会」
を通じ、施工業者を紹介しています。
軽微な修繕から増改築・マンション
の専有部分のリフォーム工事等、区

内の工務店・大工さん等が誠意をも
って施工します。お気軽にご相談く
ださい[工事内容]①修繕(屋根・塗
装・建具・土台等工事)②改装(タイ
ル・吹きつけ・外装・クロスやフロ
ーリングの張替え等工事)③増改築
(和室、洋室、キッチン等)④付帯設
備(門扉、塀、雨どい､物置、駐車場)
⑤その他 ▢問 住宅課住宅指導係☎

3647-9473、℻3647-9268
江東さざんかクラブ会員募集
江東さざんかクラブ(江東区老人
クラブ連合会)では、現在120を超え
る老人クラブが活動しています。区
内にお住まいの、おおむね60歳以上
の方ならどなたでも入会できます。
江東さざんかクラブで友達の輪を広
げ、健康の保持・増進と新しい時代
の魅力ある地域社会づくりに参加し
てみませんか▢問 長寿応援課長寿応
援係☎3647-4541、℻3647-9247

図書館読み聞かせボランティア
養成講習会と登録説明会
図書館の読み聞かせボランティア
への登録を希望する方で、こどもに
読み聞かせをしている方、興味のあ
る方を対象に、講習会と登録説明会
を開催します。
1．講習会｢読み聞かせの基礎講座｣

▢時 6／30(金)14：00〜16：00▢人 区内
在住・在勤の方20人(抽選)▢師 熊谷
裕紀子(読み聞かせインストラクタ
ー)
2．登録説明会

▢時 6／30(金)16：00〜16：30▢人 区内
在住・在勤で1の講習会を受講した
方20人▢内 図書館の事業(乳幼児・
小学生向けおはなし会など)で活動
する読み聞かせボランティアの方の
登録説明会
※いずれも▢場 深川図書館3階ホー
ル ▢費 無料 ▢締 6／1(木)必着 ▢申 往
復はがきに①講習会名②住所③氏名
(ふりがな)④年齢⑤電話番号⑥人前
での読み聞かせ経験の有無を記入し、
〒135-0024清澄3-3-39深川図書館へ
☎3641-0062、℻3643-0067
学校の教科書見本を展示

▢時 6／2(金)〜29(木)9：00〜20：00
(土・日曜は17：00まで、2(金)・5(月)
は18：30まで) ▢場 教科書センター
(東陽2-3-6教育センター2階)▢人 ど
なたでも▢内 来年度以降に小・中学
校、高校で使用する教科書見本の展
示▢問 指導室事務係☎3647-9178、
℻3647-6505
児童会館 陶芸教室｢たま作り
に挑戦！茶わんを作ろう｣

▢時 6／10(土)14：00〜16：00▢場 児童
会館2階ホール(住吉1-9-8)▢人 区内
在住の小・中学生12人※小学2年生
以下は保護者同伴(抽選、結果は当
選者にのみ5／31(水)連絡) ▢費 無料
[持ち物]エプロン・手拭きタオル

▢師 蒲田里奈▢締 5／30(火)▢申 児童
会館に電話または窓口で☎3633-
6911、℻3633-6936
スポーツ会館 着衣泳講習会
毎年夏になると耳にするのが水難
事故。多くが着衣時に起きていると
言われています。講習では、着衣の
まま水中に入ると、いかに動きにく
いかを体験します。また、いざとい
う時のために衣服やペットボトルを
使った救助法を学びます ▢時 6／11
(日)14：30〜16：30▢場 スポーツ会館
屋内プール(北砂1-2-9)▢人 小学生

以上50人(申込順)※小学3年生以下
は保護者同伴、小学4〜6年生は2人
以上1組で参加可▢費 無料[持ち物]1
リットル以上の大きさのペットボト
ル1本、洗ってある洋服(長袖、長ズボ
ン)と靴、水着、必要であればゴーグ
ル▢師 江東区水泳連盟▢申 5／26(金)
10：00からスポーツ会館に電話また
は窓口で☎3649-1701、℻3649-3123
亀戸リバーサイド倶楽部 親子
カヌースカイツリー冒険の旅
親子でカヌーを体験して川とふれ
あい、水彩都市・江東の魅力を身近
に感じてみましょう ▢時 6／18(日)
12：30〜16：00▢場 亀戸スポーツセン
ター・旧中川ほか▢人 区内在住のカ
ヌー経験のある小学4年生以上の児
童と保護者(未経験可)5組(抽選)

▢費 1組2,000円※保護者2人の場合
は1組2,500円▢内 カヌー講習のあと
東京スカイツリー®を目指します

▢締 6／1(木)必着▢申 往復はがきに、
参加者氏名・年齢(児童は学年)・住
所・電話番号を記入し、〒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(はがき1枚持参)で
☎5609-9571、℻5609-9574
卓球教室

▢時 6／22〜8／10の木曜(全8回)19：00
〜20：30▢場 亀戸スポーツセンター
大体育室▢人 区内在住・在勤・在学
の18歳以上の方40人(抽選)▢内 受講
者のレベルに合わせた指導 ▢費
4,480円▢締 6／3(土)必着▢申 往復は
がきに①教室名②氏名(ふりがな)③
住所④年齢⑤性別⑥電話番号を記入
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☎

5609-9571、℻5609-9574
深川スポーツセンター
カヌー安全講習会(6月分)

▢時 6／10(土)9：00〜12：00 ▢集 深川
スポーツセンター▢人 区内在住・在
勤・在学の15歳以上の方5人(抽選)

▢費 3,850円(保険代含む) ▢内 カヌ
ーの一般公開参加に必要な安全講習
会。1時間の講義と大横川での実地
講習[持ち物]運動できる服装、着替
え一式、飲物、帽子、筆記具▢師 (株)
オーエンス▢締 5／30(火)必着▢申 往
復はがきに①カヌー安全講習会②氏
名(ふりがな)③住所※在勤(在学)の
場合、会社名(学校名)と住所④生年
月日⑤電話番号を記入し、〒135-
0044越中島1-2-18深川スポーツセン
ターへ☎3820-5881、℻3820-5884
あなたの体力年齢を測定
区民体力テスト

▢時 6／11(日)13：30〜15：30▢場 深川
スポーツセンター大体育室(越中島1
-2-18)▢人 20〜79歳の区内在住・在
勤の方[種目]共通：握力・上体起こ
し・長座体前屈、64歳以下：反復横と
び・急歩・立ち幅とび、65歳以上：開
眼片足立ち・障害物歩行・6分間歩行
※全種目終了後に結果を判定▢費 無
料[持ち物]室内用シューズ▢申 当日
直接会場へ▢問 深川スポーツセンタ
ー☎3820-5881、℻3820-5884

HIV・梅毒抗体検査・相談(6月分)

▢時 下表のとおり▢費 無料▢内 匿名
で実施できます▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 城東保健相談所(大島3-1-3)
☎3637-6521、℻3637-6651

（土）18：00〜21：30 （休日）9：00〜11：30 13：00〜21：30診療受付

江東区薬剤師会
深川調剤薬局

調剤薬局
江東区薬剤師会
城東調剤薬局

内科・小児科の急病患者診療対象土
曜
・
休
日
急
病
診
療

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎5606-0502

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎3645-3109江東区休日急病
診療所診療場所

総合区民センター内（大島4-5-1）☎3637-4531

総合区民センター南側（大島4-4-3）☎3681-4388

平日の20：00〜22：45診療受付

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎5606-0502

小児科（中学生以下）の急病患者診療対象平
日
夜
間
こ
ど
も

ク
リ
ニ
ッ
ク

江東区薬剤師会
深川調剤薬局調剤薬局

※その他、こどもの急な発熱など、休日・夜間等に電話でご相談したい時には、
子供の健康相談室(東京都実施)をご利用ください。☎＃8000または☎5285-8898
※また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら東京消防庁救急相談センター(24時間年中無休)
をご利用ください。☎＃7119または☎3212-2323

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎3645-3109江東区平日夜間
こどもクリニック診療場所

6／25(日)

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

歯科の急病患者診療対象
休

日

歯

科

応

急

診

療

所 在 地 電 話

☆保険証をお持ちください。診療の際、保険証がない場合は、全額実費負担となります。
※電話で医療機関案内が24時間お聞きになれます。東京都保健医療情報センター（ひまわり）

☎5272-0303

6／11(日)

6458-5575牡丹3-30-3 1階アロハ歯科クリニック

0120-418-693亀戸2-32-4 モンヴィーニュ101あいざわ歯科医院
3642-2334深川2-2-15 原ビル101号薄井歯科医院

医療機関名期 日

6／18(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

3641-1585富岡1-23-15 高砂ビル2階山守歯科医院
3638-1910亀戸2-28-16

亀戸2-44-6 ヴェラハイツ亀戸参番館2階原歯科医院

3641-1601富岡1-22-25安藤歯科医院
6／4(日)

3684-4365亀戸2-42-2医療法人社団たからべ会 財部歯科医院

トヨムラ歯科医院

3683-9133

7／3(月)6／19(月)結果日

6／19(月)6／5(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間




