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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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中国語窓口相談員(非常勤)募集
[雇用期間]10／1(日)または11／1(水)
〜平成30年3／31(土)※更新制度あり

▢人 新HSK4級程度の会話ができ、
中国語を母国語とする相手と流暢に
コミュニケーションをとりながら、
申請や相談の受付をし、パソコン操
作(ワード・エクセルなど)ができる
方若干名(選考)[勤務条件]平日8：30
〜17：15(水曜は19：45)、月16日勤務
(月1回程度日曜勤務あり)※有給休
暇制度あり[報酬]月額23万円程度※
交通費の支給あり(限度額あり)、社
会保険あり▢内 区役所窓口での住所
異動等の申請受付や日本語および中
国語での相談対応、電話対応、端末
入力等関連事務[一次選考]作文(選
考結果は9月上旬までに全応募者あ
て通知予定)[二次選考]一次選考合
格者を対象とした面接※最終選考結
果は9月下旬通知予定▢締 8／31(木)
17：00必着▢申 作文(テーマ｢個人情
報の取扱いおよび接客時の注意点｣
について、区職員の視点に立ち作成。
原稿用紙に手書き(日本語)で800字
以内)と履歴書を〒135-8383区役所
区民課住民記録係へ郵送または持参
※応募書類は返却しません▢問 区民
課区民係☎3647-8406、℻3647-9206
都営シルバーピア(高齢者向)の
入居者募集
[都営シルバーピア(江東区割当)]あ
き家(65歳以上単身者向2戸)[申込用
紙配布期間]9／1(金)〜8(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 9／12(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
10月から特定保健指導を開始
江東区国民健康保険に加入してい
る40歳以上の方に6／21から健康診査
を実施しています。この健診を受診
した方のうち、74歳以下でメタボリ
ックシンドローム(内臓脂肪症候群)
が疑われる方やその予備群と考えら

れる方を対象に10月から特定保健指
導を開始します。対象の方には、8
月下旬以降随時、委託業者((株)ベ
ネフィットワン・ヘルスケア)から
ご案内を送付します。ぜひご参加く
ださい▢内 生活習慣病予防のために、
保健師等専門スタッフが生活習慣の
改善に向けた的確なアドバイスを行
います。また、ご自身の健康状態に
合わせた計画を立て、継続できるよ
うサポートします▢費 無料[健康診
査をまだ受診されていない方へ]忘
れずに受診しましょう。平成30年2／
20(火)まで実施しますが、締切前は
大変混み合いますので早めの受診を
おすすめします▢問 医療保険課医療
保健係☎3647-8516、℻3647-8443
児童手当・児童育成手当
現況届の提出を忘れずに
児童手当・児童育成手当を受給し
ている方が、6月分以降も引き続き
受給するには現況届の提出が必要で
す。受給されている方には6月に現
況届をお送りしていますので、まだ
提出されていない方は、提出してく
ださい。児童手当は所得制限限度額
を超えている方にも特例給付の支給
があります▢問 子育て支援課給付係
☎3647-4754、℻3647-9196
平成29年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第2期納期限8／31(木)
平成29年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第2期分の納期限は8／31
(木)です。お近くのコンビニエンス
ストア、金融機関、郵便局、納税課
(区役所5階7番)、豊洲特別出張所・
各出張所で期限までに納めてくださ
い。また、金融機関のペイジー対応
ATM、携帯電話やパソコンからの
クレジットカード、インターネット
バンキングによる納付もできます。
詳しくは、納税通知書に同封しまし
たチラシまたは区ホームページでご
確認ください▢問 納税課収納推進係
☎3647-2063、℻3647-8646[納付の
相談]納付方法の相談は随時行って
いますので、お早めにご連絡くださ
い ▢問 納税課徴収第一・第二係☎

3647-4153、℻3647-8646

司法書士による法律相談会(9月)

▢時 9／6(水)・20(水)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 区役所7階第74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 9／13(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内)▢場 区役所5階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 9／8(金) ▢申 8／28(月)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
年金相談
区役所では毎月社会保険労務士に
よる年金相談を実施しています。事
前予約等は必要ありません。年金に
関することは、どんなことでもお気
軽にご相談ください。ただし、個別
の受給資格等に関わるご相談は、江
東年金事務所をご利用ください。江
東年金事務所では、平日に加え、第
2土曜に年金相談を実施しています。
その他街角の年金相談センター江東
もご利用ください※本人確認のため、
年金手帳や年金証書などをお持ちく
ださい ▢問 区民課年金係☎3647-
1131、℻3647-9415

赤い羽根共同募金
地域配分(B配分)申請受付
赤い羽根共同募金運動で集められ
た募金を江東区内の福祉施設・福祉
団体に助成(配分)します※詳細はホ
ームページをご覧ください[受付期
間]9／20(水)〜22(金) ▢問 社会福祉
協議会福祉サービス課(東陽6-2-17
高齢者総合福祉センター内)☎3647-
1898、℻5683-1570▢HP https://ko
to-shakyo.or.jp

65歳からのウォーキング講座
〜気軽にできる介護予防〜
健康寿命を延ばすため、効果的な
歩き方、姿勢、歩幅チェックなどの
講義と実技を行います▢時 9／20(水)
・27(水)10：00〜12：00▢場 江東区文
化センター3階レクホール(東陽4-11
-3)▢人 区内在住で、65歳以上の運
動制限のない方各100人(抽選)▢費
無料▢師 (株)ウェルネスフロンティ
ア健康運動指導士▢締 9／8(金)必着

▢申 往復はがきに①教室名②希望日
③郵便番号・住所④氏名⑤年齢⑥電
話番号を記入し、〒135-8383区役所

地域ケア推進課地域ケア係へ☎3647
-9452、℻3647-3165
児童会館
陶芸教室・天体観望会・大作戦
1．陶芸教室｢たたら作りに挑戦！板

皿を作ろう｣

▢時 9／9(土)①14：00〜15：00②15：30
〜16：30▢人 区内在住で①4歳以上の
幼児10人②小・中学生10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8／31(木)連絡)[持ち
物]エプロン・手拭きタオル▢師 蒲
田里奈
2．天体観望会｢土星｣

▢時 9／9(土) ▢集 19：30に2階ホール

▢人 どなたでも60人(抽選、結果は
当選者にのみ9／1(金)連絡)※小学生
以下は保護者の申込と当日の付添が
必要▢師 有賀真由美・山内康晃※雨
天・曇天の場合は、2階ホールで1時
間程度星空解説
3．大作戦｢マット運動に挑戦！｣

▢時 9／10(日)①10：00〜10：45②11：
00〜11：45▢人 ①区内在住の3歳以上
の幼児20人とその保護者②区内在住
の4歳以上の幼児20人とその保護者
(7／2の回に参加していない方を優先
し抽選、結果は当選者にのみ9／2(土)
連絡)▢内 ①前転・後転②側転[持ち
物]運動しやすい服装、室内シューズ、
タオル、水筒▢師 加藤正樹
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 8／30(水)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
消費者講座｢知っておきたい！
葬儀とお墓の話｣
1．お葬式の問題点と具体的な対応

▢時 10／13(金)13：30〜15：30 ▢内 あ
わてない初期対応と葬儀社選択の知
恵▢締 9／25(月)消印有効
2．お墓の問題点と供養承継

▢時 11／10(金)13：30〜15：30 ▢内 墓
じまいと永代供養の考え方▢締 10／
20(金)消印有効
※いずれも▢場 パルシティ江東3階
研修室▢人 30人(抽選)▢費 無料▢師
日本葬祭アカデミー教務研究室▢申
往復はがき(1人1枚)に①講座名と日
時②郵便番号・住所・氏名(ふりがな)
・電話番号を記入し、〒135-0011扇
橋3-22-2パルシティ江東2階消費者
センターへ☎5683-0321、℻5683-
0318
大島水辺まつり資料館イベント
江戸和竿師の出前展示
江戸和竿製作工程の一部を実演し
ます▢時 9／10(日)13：00〜16：00▢費
大人150円、小中学生無料 ▢師 中台
泰夫(竿中)▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 中川船番所資料館(大島9-1-15)
☎3636-9091、℻3636-9094
江東区民ダンススポーツ大会

▢時 10／22(日)10：00開会(受付9：30
〜9：50)▢場 江東区文化センター(東
陽4-11-3)▢人 区内在住・在勤の方
および江東区ダンススポーツ連盟会
員または連盟が認めた者▢費 小学生
100円、中学生200円、高校生以上300
円※その他種目等詳細は健康スポー
ツ公社ホームページ(▢HP http://
www.koto-hsc.or.jp/)または申込
書添付の要項でご確認ください▢締
9／22(金)▢申 区内スポーツセンター、
スポーツ振興課(区役所4階34番)、
文化センター、ふれあいセンターに
ある申込書に記入し、参加費を添え
て区内スポーツセンター窓口で▢問
有明スポーツセンター☎3528-0191、
℻3528-0192

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
9／9(土) 9：30〜16：00
※その他窓口の時間延長、
相談日の予約等は、江東年
金事務所へお問い合わせく
ださい。

江東年金
事務所
(亀戸5-16-9)
☎3683-1231

［予約受付時間］
平日 9：00〜16：00
※事前に電話予約が必要で
す。予約等は街角の年金相
談センター江東(オフィス)
へお問い合わせください。

9／5(火)・19(火)13：00〜
16：00(面談による相談のみ)

区役所2階
区民ホール

街角の年金相談
センター江東
(オフィス)
(亀戸2 - 22 - 17
日本生命亀戸ビ
ル5階)
☎5628-3681

日程・内容場所

（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

3699-7960

9／24(日)

東陽4-10-7 サニーハウス東陽町202

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

植田歯科医院

3636-1184大島4-12-6アイ歯科医院

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

東陽3-27-32 玉河ビル5階東陽ながま歯科医院

3699-8493東陽4-8-10 西本ビル203号飯嶋歯科クリニック

5665-2121東陽4-11-33 サンイースト21小川歯科クリニック

9／23(土・祝)
3684-1183大島5-45-14しみず歯科医院

3649-7047東陽4-2-4 富士ビル2階

9／17(日)

医療法人社団 S＆E ナオデンタルクリニック

医療機関名期 日

9／10(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

3637-4061大島5-42-3 マルハンハイツ1階室伏歯科診療所

3636-8241大島5-10-10 セントラルプラザ大島403ささき矯正歯科医院

9／18(月・祝)
5879-7117

大島6-8-21 第3東栄ビル2階医療法人社団歯笑会 久保歯科医院

3649-1182東陽3-28-9 山屋東陽ハイツ202号白根歯科医院
9／3(日)

3681-8557大島5-7-6 メゾンド・フロレゾン201医療法人社団栄耀会 青木歯科医院

5626-2692




