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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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都営住宅の入居者募集
[抽選方式による募集]①家族向・単
身者向②若年夫婦・子育て世帯向(定
期使用住宅)③事故住宅[申込用紙配
布期間]11／1(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、都庁、東京都住宅供給公
社都営住宅募集センター(渋谷区神
宮前5-53-67コスモス青山3階)、東
京都住宅供給公社亀戸窓口センター
(亀戸1-42-20住友不動産亀戸ビル10
階)※申込書は募集期間中のみ公社
ホームページ(http: //www. to-
kousya.or.jp/)からも入手できま
す▢申 郵送で11／13(火)までに渋谷
郵便局に届いたものに限り有効▢問
東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター☎3498-8894、区住宅課住宅
管理係☎3647-9464、℻3647-9268
平成31年度に区立小学校等で
使用する教科書が決定
区立小学校および義務教育学校
(前期課程)で平成31年度に使用する
教科書を、江東区教育委員会で採択
しました。平成31年度は下記の出版
社の教科書を使用します▢問 指導室
☎3647-9179、℻3647-6505

平成31年度 認可保育園・認定
こども園等の入園申込受付開始
平成31年4月からの認可保育園・
認定こども園(2・3号認定)・小規模
認可保育園等の入園児を募集します
※郵送での受付不可[受付日程・場
所]別表のとおり[申込用紙(平成31
年度入園のしおり)の配布]保育課入
園係(区役所3階12番)、区内認可保育
園、豊洲特別出張所、各出張所、各子
ども家庭支援センター等で配布※区
ホームページからも入手可[申込時
に必要なもの]①支給認定申請書兼

平成31年度保育所等利用申込書(裏
面家庭状況届)②児童の健康状況申
告書③保育の必要性を証明する書類
(勤務証明書・診断書等)等※③は父
・母ともに必要。詳細は｢入園のし
おり｣をご覧ください。また、区ホー
ムページに書類の記入方法等、詳し
い解説を掲載しています▢問 保育課
入園係☎3647-4934、℻3647-9290

平成30年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期納期限10／31(水)
平成30年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期分の納期限は10／31
(水)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、パソコンや携帯電話からの
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。
詳細は、納税通知書に同封のチラシ
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
付方法など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
江東区都市景観審議会
傍聴できます
区では、水辺を生かした、みどり
豊かな潤いのある景観づくりを進め
ています。第49回江東区都市景観審
議会の傍聴希望の方は、お問い合わ
せください。審議予定案件等、詳細
は都市計画課(区役所5階21番)窓口
・区ホームページをご覧ください

▢時 11／9(金)10：30〜 ▢場 江東区文
化センター5階第6・7会議室(東陽4-
11-3)▢人 10人(抽選) ▢申 当日9：45
までに都市計画課窓口へ▢問 都市計
画課都市計画担当☎3647-9439、℻

3647-9009
江東区環境審議会
傍聴できます

▢時 11／1(木)10：00〜 ▢場 江東区文
化センター6階第2・3会議室(東陽4-
11-3)▢人 10人(区民の方を優先し、
抽選)▢申 当日9：45までに直接会場
へ ▢問 温暖化対策課環境調整係☎

3647-6124、℻5617-5737
分譲マンション無料相談会

▢時 11／14(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 11／9 (金) ▢申 10／25
(木)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
司法書士による法律相談会
(11月)

▢時 11／7(水)・21(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、
区広報広聴課広聴相談係☎3647-
2364、℻3647-9635
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

江東図書館
グループ学習室の開設
お友達や保護者の方と一緒に、図
書館で相談しながら学習ができる
｢グループ学習室｣を開室します。宿
題やテスト対策、調べ学習等のため
に電源が使用できる席を一部設けま
した。ぜひご利用ください▢時 11／3
(土・祝)〜6(火)、11／9(金)〜13(火)
※休館日・鑑賞室の使用予定がある
時間を除く※保護者と一緒でない小
学生の利用は17：00まで※1回3時間
まで(終了時にお待ちのグループが
無い場合、1回3時間ごとの延長可)

▢場 江東図書館1階鑑賞室(南砂6-7-
52)▢人 小・中学生、高校生の2人以
上のグループ(付き添いの保護者の
方も可)※個人での利用、上記以外
の方の利用は不可▢費 無料[注意事

項]○江東図書館のみでの実施です
○学習以外の目的での利用(ゲーム、
工作等)はご遠慮ください▢申 江東
図書館1階カウンターで※電話等で
の申込は不可▢問 江東図書館奉仕係
☎3640-3151、℻3615-6668
ふれあいサービス協力会員募集
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を対象
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[活動内容および謝
礼金]〇家事援助サービス(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
11／27(火)14：00〜16：30 ▢場 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)▢人 18
歳以上の心身ともに健康な方50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 10／29(月)から電話で江東区社
会福祉協議会福祉サービス課へ☎

5683-1571、℻5683-1570

江東区マンション交流会

▢時 11／10(土)13：00〜16：30 ▢場 カ
メリアプラザ(亀戸2-19-1)▢人 100
人(申込順)▢費 1,000円※会員は500
円▢内 [第1部]講演会｢施工側から見
た大規模修繕工事の流れ｣(▢師 糸日
谷剛直((株)サカクラマンションリ
ニューアル部部長))[第2部]分科会
①管理運営②大規模修繕[主催]江東
・マンションふぉーらむ21▢締 11／2
(金)※定員になりしだい終了▢申 10
／25(木)から電話、窓口またはファ
クスにマンション名・住所・氏名・
電話番号・参加希望の分科会番号(①
または②)・解決したい問題等を記
入し、住宅課住宅指導係(区役所5階
1番)へ☎3647-9473、℻3647-9268
消費者講座｢スマホ・ケータイ
安全教室｣(シニア編)
スマホ・ケータイのある生活を楽
しみ、トラブルに巻き込まれないた
めの講座です ▢時 12／5(水)14：00〜
15：30▢場 パルシティ江東3階研修室
(扇橋3-22-2)▢人 区内在住・在勤の
方30人(抽選) ▢費 無料 ▢師 NTTド
コモ｢スマホ・ケータイ安全教室｣事
務局 ▢締 11／19(月)消印有効 ▢申 往
復はがき(1人1枚)に①講座名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
深川東京モダン館 明治江東
人物伝展、コドモアソビ
1．特別展｢明治江東人物伝｣

▢時 11／3(土・祝)〜23(金・祝)※月
曜は休館▢内 明治150年を記念して、
江東区域の出身または活躍した人物
を取り上げ、その活動を紹介
2．コドモアソビ

▢時 11／3(土・祝)14：00〜16：00▢内
ベーゴマまわそう、おりがみおろ
う！こどもたちあつまれ
※いずれも▢費 無料▢申 当日直接会
場へ▢場 ▢問 深川東京モダン館(門前
仲町1-19-15)☎5639-1776、℻5620-
1632 ▢HP http://www.fukagawa
tokyo.com/

（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
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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

3649-5377

11／23(金・祝)

東陽2-4-29 マルシンビル2階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

医療法人社団善照会 井瀬歯科医院

3681-4589大島7-1-18 ドゥマン・エスポワール201梅田歯科医院

歯科の急病患者診療対象
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科
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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

3644-3015北砂3-1-5中島歯科医院

5665-1665東陽3-5-9 フォレストコート木場1階うと歯科クリニック

11／18(日)
3684-5513大島8-40-1 ライオンズマンション東大島102号森川歯科医院

5690-3957木場6-11-9 柳沢ビル3階医療法人社団博三会 刈屋歯科医院

11／11(日)
5626-4181大島8-39-22 イトーピア東大島1階

医療機関名期 日

11／4(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

村里歯科クリニック
5606-8391東陽1-25-3 栄華ビル1階

3644-2811東陽3-6-11 糸賀ビル1階

医療法人社団白美会 東陽歯科クリニック

木場歯科医院
11／25(日)

大島9-4-1 東大島ファミールハイツ117八ッ繁歯科医院

3642-0363深川1-9-10 小西ビル201きたはら歯科
11／3(土・祝)

3681-9988大島7-6-7三浦歯科医院

3637-0462
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開隆堂出版

豊洲シビックセン
ター11階区民広場
(豊洲2-2-18)

受付場所

※上記期間中、豊洲シビックセンター3階では
ご相談を受け付けていません。

11／9(金)〜30(金)の平日
および11／18 (日) 8：30〜
17：00(水曜は8：30〜19：00)

10／29(月)〜11／6(火)の
平日8：30〜17：00
(水曜は8：30〜19：00)

受付期間

江東区役所7階
第71〜73会議室

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
11／10(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。

11／6(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




