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保健相談所保健指導業務
補助職員(アルバイト)募集
[雇用期間]1〜3月▢人 保健師または
助産師の資格を有する方若干名[勤
務場所]深川南部保健相談所(枝川1-
8-15-102)[勤務時間]9：00〜16：00、
週1〜3日程度[日給]11,640円(交通
費上限1日500円)▢内 健診および面
接従事、パソコンのワードやエクセ
ルによる事務作業等[選考方法]面接

▢締 1／12(金)▢申 電話で深川南部保
健相談所☎5632-2291、℻5632-2295
羽田空港の機能強化に関する
住民説明会(オープンハウス型)
国は、平成27年8月・12月、平成29
年1月に開催した住民説明会に続き、
下記の日程で説明会(オープンハウ
ス型)を開催します※羽田空港の機
能強化についての詳細は、国土交通
省のホームページに設けられた特設
サイト｢羽田空港のこれから｣(▢HP
http://www.mlit.go.jp/koku/ha
neda/)をご覧ください ▢時 1／24
(水)14：00〜19：00 ▢場 アリオ北砂1
階アクアコート(北砂2-17-1)▢申 当
日直接会場へ▢問 環境保全課指導係
☎3647-6147、℻5617-5737
東京都大気汚染医療費助成制度
4／1(日)から一部自己負担が必要
4／1(日)から東京都大気汚染医療
費助成制度の改正に伴い、病院や薬
局での支払額のうち一部自己負担
(月額6,000円まで)が発生します[対
象となる方]気管支ぜん息の⃝都医療
券をお持ちの方で、生年月日が平成
9年4／1以前の方[変更内容]○気管支
ぜん息にかかる病院や薬局の支払額
を合算し、月額6,000円までが自己
負担になります。同じ月の支払額が
6,000円を超えた場合はその月はそ
れ以上の負担はありません○月額の
自己負担額は病院や薬局などで｢自
己負担限度額管理票｣に記載しても
らい、管理します※｢自己負担限度
額管理票｣は4／1(日)から使用する新
しいピンク色の医療券とともに、2
月ごろまでに送付します※18歳未満
の方については、これまでと同様に
自己負担額はありません※4／1(日)
以降に病院や薬局等を利用される時
は、｢⃝都医療券｣と｢自己負担限度額
管理票｣を必ず窓口で提示してくだ
さい※18歳以上の方の新規申請の受
付は行っていません▢問 保健所健康
推進課公害保健係☎3647-9564、℻

3615-7171
地区計画(豊洲地区)変更原案の
縦覧および意見書の提出
区域内の土地所有者、その他利害
関係人は意見書を提出できます[縦
覧期間]1／10(水)〜23(火)[縦覧場
所]都市計画課(区役所5階21番)およ
び東京都都市整備局都市計画課(都
庁第二庁舎12階)[意見書の提出期
限]1／30(火)必着[意見書の提出先]

〒163-8001新宿区西新宿2-8-1東京
都都市整備局都市計画課へ郵送また
は持参☎5388-3225▢問 都市計画課
都市計画担当☎3647-9454、℻3647-
9009
地域密着型サービス運営委員会
傍聴できます

▢時 1／30(火)13：30〜▢場 区役所7階
第72・73会議室▢人 10人(区民の方
を優先し、抽選)▢申 当日13：00まで
に直接会場へ▢問 福祉課事業者指定
係☎3647-4961、℻3647-9186
古着の巡回回収(第10回)
1／14(日)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します※
靴やぬいぐるみなど回収できないも
のもあります▢時 ▢場 下表のとおり
(雨天決行)▢問 清掃リサイクル課☎

3647-9181、℻5617-5737

行政書士による無料相談会

▢時 ①1／11(木)13：30〜16：30②1／15
(月)13：30〜16：30③1／18(木)13：00
〜16：00▢場 ①豊洲文化センター8階
第2研修室(豊洲2-2-18豊洲シビック
センター内)②総合区民センター7階
第7会議室(大島4-5-1)③区役所2階
区民ホール▢内 遺言・相続・遺産分
割、株式会社・NPO等の法人設立、
飲食店・古物商・産廃・建設業他各
種営業許認可関係、融資、契約書関
係▢申 当日直接会場へ▢問 東京都行
政書士会江東支部☎4500-2995また
は区広報広聴課広聴相談係☎3647-
2364、℻3647-9635
司法書士による法律相談会(1月)

▢時 1／17(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
建築・測量登記の無料相談

▢時 1／10(水)13：00〜15：00▢場 区役
所2階エレベーターホール前▢内 新
築・増改築・耐震等に関するプラン、
資金、日照問題、登記、土地測量等
建築一般に関する相談。設計図面や
資料のある方はご持参ください[相
談員](一社)東京都建築士事務所協
会江東支部会員・東京土地家屋調査
士会江東支部会員▢申 当日直接会場
へ▢問 建築調整課建築防災係☎3647
-9764、℻3647-9009

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

ボッチャ体験会
年齢・性別を問わず楽しめるパラ
リンピック正式種目のボッチャを体
験しませんか ▢時 1／23(火)15：30〜
16：45(15：15から受付)▢場 スポーツ
会館小体育室(北砂1-2-9)▢人 区内
在住・在学・在勤の方15人(申込順)

▢費 無料▢内 ルール説明、体験、ミ
ニゲーム等[持ち物]上履き▢締 1／15
(月)※定員になりしだい終了▢申 12
／25(月)から電話でスポーツ振興課
☎3647-4887、℻3647-8506
消費者センター
消費者講座｢新つみたてNISA｣
1月に始まるつみたてNISA新制度

についてわかりやすく解説します

▢時 2／17(土)14：00〜15：30▢場 パル
シティ江東3階研修室(扇橋3-22-2)

▢人 30人(抽選)▢費 無料▢師 日本証
券業協会普及推進部▢締 1／23(火)消
印有効▢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
グランチャ東雲 お正月
地域の皆さんと｢お正月｣をお祝い
します。お餅つきや書き初めなどを
楽しみましょう。詳細はホームペー
ジ(▢HP http://tokyo.ymca.or.jp/
grancha)またはグランチャ東雲館
内掲示をご覧ください▢時 1／13(土)
12：00〜14：00 ▢場 グランチャ東雲3
階フロアおよび屋上庭園(東雲1-9-
46) ▢人 区内在住・在勤・在学の方
150人(先着順) ▢費 100円(お
1人
前)▢申 当日直接会場へ▢問 グラン
チャ東雲☎5548-1992、℻5548-1995
新春亀戸こどもまつり
亀戸子ども会連合会が中心となっ
てこどもまつりを開催します▢時 1／
7(日)10：00〜13：00(受付終了11：30)

▢場 亀戸スポーツセンター(亀戸8-
22-1)▢人 小学生以下200人(先着順)

▢費 無料▢内 手作りたこ・動物マス
コット作りなど▢申 当日直接会場へ

▢問 亀戸スポーツセンター☎5609-
9571、℻5609-9574

中川船番所資料館
江戸和竿師の出前展示
和竿師・竿好(吉澤均)による江戸
和竿製作工程の一部を実演します。
伝統的な匠の技を間近でご覧になれ
ます ▢時 1／8(月・祝)13：00〜16：00

▢費 大人200円、小・中学生50円(観
覧料)▢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
新春特別展
｢暮らしを彩る染めと刷り｣
長年、染色業に携わってきた豊田
満夫さんの手ぬぐいコレクションを
中心に、江戸から昭和に作られたさ
まざまな染物約200点を展示します

▢時 1／2(火)〜14(日)9：30〜17：00
(最終入館16：30)▢費 大人400円、小
・中学生50円(観覧料)※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
クライミング｢トップロープ
安全講習会｣(1月分)
安全にトップ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、センターのトップロ
ープをご利用いただけます▢時 1／16
(火)・31(水)のいずれか1日19：00〜
20：30▢場 深川スポーツセンター1階

▢人 中学生以上の方、各日6人(区内
在住・在勤・在学の方を優先し抽選)

▢費 3,080円▢締 12／31(日)必着▢申
往復はがき、メールに①クライミン
グ安全講習会②希望日(第2希望まで
記入可)③住所④氏名(ふりがな)⑤
年齢⑥性別⑦電話番号⑧区内在勤・
在学の方は勤務先(学校)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▢ｅ fukagawa-climbing@ko
to-hsc.or.jp
少年少女ソフトテニス教室
空手道初心者教室
1．少年少女ソフトテニス教室

▢時 1／28、2／4(日曜全2回)9：00〜15：
00▢場 都立猿江恩賜公園テニスコー
ト(毛利2-13-7)▢人 区内在住の小学
5年生〜中学生50人(抽選)※ラケッ
トの無料貸出あり▢費 無料(昼食持
参)[主管]江東区ソフトテニス連盟
2．少年少女空手道初心者教室

▢時 1／21〜2／4の日曜(全3回)9：30〜
12：00▢場 スポーツ会館 ▢人 区内在
住の小中学生男女120人(抽選)▢費
無料[主管]江東区空手道連盟
※いずれも ▢締 1／8(月・祝)必着

▢申 往復はがき(1人1枚)に①講座名
②住所③氏名(ふりがな)④性別⑤年
齢⑥電話番号⑦学校名⑧学年⑨保護
者氏名を記入し承諾印を押して、〒
136-0073北砂1-2-9スポーツ会館へ
☎3649-1701、℻3649-3123
健康センタートレーニング
ルーム利用会員募集(2月期)
健康づくりにトレーニングルーム
をご活用ください。利用前に運動負
荷心電図検査を含む健康度測定を実
施し、健康状態にあった適切な運動
処方を作成します ▢時 2／2(金)・10
(土)・17(土)・23(金)・24(土)の午
前中(1人約2時間)▢場 健康センター
(東陽2-1-1)▢人 各日12人(申込順)

▢費 7,000円(3か月以内の血液検査
結果をお持ちの方は5,000円)▢内 血
圧測定、血液検査(14項目)、安静時
および運動負荷心電図検査、問診、
骨密度測定、運動カウンセリング

▢申 12／26(火)9：00から健康センタ
ーに電話または窓口で☎3647-5402、
℻3647-5048

2月の乳幼児食事教室
(申込順・1／9(火)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

27(火)
13：30〜

6(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

22(木)
13：30〜

1(木)
①13：00〜 ②14：30〜

城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

会場・問い合わせ先

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102
☎5632-2291 ℻5632-2295

8(木)
13：30〜

1(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

8(木)
14：00〜

15(木)
①13：30〜 ②15：00〜

旧清掃事務所亀戸庁舎前
(亀戸9-6-29)

深川小学校東門(校庭入口)
(高橋14-10)

場所

1／14(日)
10：30〜
12：00

越中島小学校校門前
(越中島3-6-38)1／14(日)

13：00〜
14：30

日時

総合区民センター
東側外部駐車場
(大島4-5-1)

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
1／13(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
℻3681-6549

［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。

1／9(火)・16(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




