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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、あき
家(二人世帯向)1戸[申込用紙配布期
間]9／3(月)〜11(火)※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 9／14(金)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☎3647-9464、℻3647-
9268
介護保険要介護認定調査業務の
委託先事業者を募集
区では、区内の認定調査業務の一
部を民間事業者に委託しています。
そこで、新たに認定調査の委託先事
業者を募集します。調査業務を受託
希望の事業者の方は下記までお問い
合わせください[委託先]区内に事業
を展開する居宅介護支援事業者[委
託条件]月3件以上の調査を継続して
行えること等▢申 介護保険課調査係
に事前に電話のうえ、お送りする関
係書類に記入し、〒135-8383区役所
介護保険課調査係へ郵送または持参
☎3647-9497、℻3647-9466
平成30年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第2期納期限8／31(金)
平成30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
(金)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
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
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
下旬以降に随時、手紙・電話でご案
内します。ぜひご参加ください※特
定保健指導は、区が(株)ベネフィッ
トワン・ヘルスケアに業務委託して
実施します▢費 無料▢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、
継続できるようにサポートします
[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31年2／20(水)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
司法書士による法律相談会(9月)

▢時 9／5(水)・19(水)※いずれも14：
00〜16：00(受付13：30〜。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2階区民ホー
ル ▢人 20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、
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 9／12(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内)▢場 区役所7階74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 9／7(金) ▢申 8／27(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

多重債務110番
多重債務問題は一人で悩まず早め
にご相談ください。東京都の無料特
別相談｢多重債務110番｣と連携して、
特別相談(電話・窓口)を実施します

▢時 9／3(月)・4(火)9：30〜16：00▢場

▢問 消費者センター(扇橋3-22-2)☎
3647-9110(相談専用)、℻5683-0318
ファミリー・サポート協力会員
募集
育児の手助けが必要な方(生後57

日〜小学校3年生までの児童の保護
者)の援助を行う協力会員を募集し
ています[活動内容]協力会員の自宅
を利用しての一時預かり、保育園・
幼稚園への送迎、その後の預かりな
ど[活動時間]原則7：00〜22：00(協力
可能な時間内で実施)[登録要件]区
内在住で、20歳以上の心身ともに健
康な方。資格・経験・性別は問いま
せん[謝礼金]活動時間・曜日により
1時間800円または1,000円[協力会員
登録養成講座(要予約)] ▢時 9／25
(火)10：00〜16：20、9／26(水)10：00
〜15：20、9／28(金)13：10〜16：30※
登録には3日間すべてに参加する必
要があります▢場 豊洲文化センター
第2研修室等(豊洲2-2-18)▢申 8／27
(月)から電話でファミリー・サポー
ト・センター事務局(社会福祉協議
会内)へ☎5683-1573、℻5683-1570
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[実施]共
同募金会江東区協力会[受付期間]9／

12(水)〜14(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://koto-sha
kyo.or.jp

江東5区広域避難推進
シンポジウム

▢時 9／30(日)14：00〜16：30▢場 足立
区役所中央館2階ホール(足立区中央
本町1-17-1)※足立区まで大型バス
で送迎します。出発時間・集合場所
等は後日お知らせします ▢人 10人
(抽選)▢費 無料▢内 江東5区の大規
模水害に関する講演、パネルディス
カッション▢締 9／10(月)必着▢申 は
がき(1枚2人まで)にシンポジウム参
加希望、参加希望者全員の氏名(ふ
りがな)・郵便番号・住所・電話番号
を記入し、〒135-8383区役所防災課
防災計画係へ☎3647-9584、℻3647-
8440
深川東京モダン館
おきがる講座、講談、寄席
1．おきがる講座

コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です▢時 9／4(火)①
13：00〜14：30②15：00〜16：30▢人 各
回30人(申込順)▢費 500円(ドリンク
代込)▢内 ï西橋通り
2．モダン講談会

▢時 9／8 (土) 14：30〜 (開場 14：00)

▢人 60人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 講談って面白い！
[出演]神田陽子、神田紫、神田鯉風、
一龍齋貞橘ほか
3．江東モダン亭

▢時 9／9 (日) 14：30〜 (開場 14：00)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,000円、
当日2,500円▢内 区内在住の若手落
語家らによる寄席[出演]桂夏丸ほか
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 8／25(土)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
江東まちのマイスター展
｢耐熱ガラスの美｣坂硝
日本最先端の科学実験を支えてい
る大島のガラス器具製造｢坂硝｣の作
品を展示します▢時 9／1(土)〜10／21
(日)9：30〜17：00(最終入館は16：30)

▢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
少年・少女スポーツクリニック
1．陸上競技の部

▢時 9／22・29、10／13(土曜全3回)9：
00〜13：00▢人 区内在住・在学の小・
中学生100人(抽選)▢師 江東区陸上
競技協会
2．サッカーの部

▢時 9／22・29、10／13(土曜全3回)13：
00〜17：00▢人 区内在住・在学の小
学4〜6年生40人(抽選)▢師 江東区少
年サッカー連盟
※いずれも▢場 夢の島競技場▢費 無
料[持ち物]運動しやすい服装、シュ
ーズ等※サッカーの部のボールは貸
与▢締 9／7(金)必着 ▢申 往復はがき
に①スポーツクリニック陸上または
サッカー②住所③氏名④学校名と学
年⑤電話番号を記入し、〒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

（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

3641-5679

9／23(日・祝)

古石場3-11-11

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

西村歯科医院

3638-6621大島2-38-11 三浦ビル1階三浦歯科医院

歯科の急病患者診療対象
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☆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

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

5669-1581森下5-14-7 スカイラインパレス1階デンタルオフィスワタナベ

9／17(月・祝)
3636-7755大島4-3-1あきま歯科医院

3820-3218越中島1-2-13 1階橋本歯科医院

9／16(日)
3685-8388大島4-1-6-110 大島4丁目団地6号棟1階

医療機関名期 日

9／9(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

浜口歯科医院
3643-5918富岡1-5-1 クレール門前仲町2階

3641-1601富岡1-22-25

いずみ歯科医院

安藤歯科医院
9／30(日)

福嶋歯科医院
9／24(月・祝)

大島4-12-6アイ歯科医院

3820-0599越中島2-1-30 STビル1階石川歯科クリニック
9／2(日)

3681-0327

3637-7022大島2-41-18 林ビル2階西大島歯科医院

亀戸7-38-2タカラベ歯科七丁目診療所
3641-4949富岡1-12-1 福照ビル2階
3636-1184

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
9／8(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。

9／4(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




