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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単身者向②
単身者用車いす使用者向③シルバー
ピア(高齢者集合住宅)④事故住宅
[ポイント方式による募集]⑤家族向
⑥車いす使用者世帯向[申込用紙配
布期間]2／4(月)〜13(水)(土・日曜、
祝日を除く)[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)※申込書等は募集期間中のみ
公社ホームページ(▢HP http: //
www.to-kousya.or.jp/)からも入
手できます▢申 郵送で2／18(月)まで
に渋谷郵便局(ポイント方式は公社
都営住宅募集センター)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
区立図書館 雑誌スポンサー募集
江東区立図書館では雑誌のスポン
サーを募集しています。館内に置く
雑誌を購入していただくことで、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 https://www.koto-lib.to
kyo.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
平成30年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期納期限1／31(木)
平成30年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期分の納期限は1／31
(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、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50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 2／5(火)13：30〜▢場 江東区文化
センター4階第2・3会議室(東陽4-11
-3)▢人 10人(抽選)▢申 当日12：45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
高齢者地域包括ケア計画
推進会議 傍聴できます

▢時 2／4(月)13：30〜▢場 江東区文化
センター6階第1〜3会議室(東陽4-11
-3)▢人 10人(区民の方を優先し、抽
選)▢申 当日13：00までに直接会場へ

▢問 地域ケア推進課包括推進係☎

3647-9606、℻3647-3165、介護保険
課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
男女共同参画審議会
傍聴できます

▢時 2／4(月)10：00〜▢場 男女共同参
画推進センター第1・2研修室(扇橋3
-22-2パルシティ江東)▢人 5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 男女共同参画推
進センター男女共同参画担当☎3647
-1163、℻5683-0340
建築・測量登記の無料相談

▢時 2／6(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
司法書士による法律相談会(2月)

▢時 ①2／6(水)②20(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 ①江東区文化セ
ンター3階第一研修室(東陽4-11-3)
②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
分譲マンション無料相談会

▢時 2／13(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 2／7(木) ▢申 1／25(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
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(予約不要)を実施して
います※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。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

古着の巡回回収(第11回)
2／3(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

深川東京モダン館 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 2／5(火)13：
00〜14：30、15：00〜16：30 ▢場 深川
東京モダン館(門前仲町1-19-15)

▢人 各回30人(申込順)▢費 500円(ド
リンク代込) ▢内 深川座 ▢申 1／25
(金)から電話で深川東京モダン館☎

5639-1776、℻5620-1632 ▢HP http:
//www.fukagawatokyo.com/

児童会館 スポーツチャンバラ
・天体観望会
1．親子でスポーツチャンバラ

▢時 2／9(土)10：00〜11：00 ▢人 区内
在住の3歳以上の幼児親子15組(抽選、
結果は当選者にのみ1／31(木)連絡)
[持ち物]汗拭きタオル・飲み物※行
事中は裸足になります▢師 植草庄治
(護心館不動塾)
2．天体観望会｢すばる｣

▢時 2／9(土) ▢集 19：00に2階ホール
集合▢人 どなたでも60人(抽選、結
果は当選者にのみ2／1(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
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 1／30(水)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
活き粋体操だよ！全員集合！
(2・3月分)
江東区オリジナルの介護予防体操
を覚えましょう▢時 ▢場 下表のとお
り▢人 60歳以上の区民(先着順)※福
祉会館の利用は登録が必要(住所・
生年月日が確認できる書類を持参)

▢申 当日直接会場へ▢問 地域ケア推
進課地域ケア係☎ 3647-4398、℻

3647-3165

20代・30代集まれ！みんなでわ
いわいお好み焼きづくり！
調理を通じて交流を深め、新たな
友達・仲間の輪を広げませんか▢時
2／9(土)17：00〜19：30 ▢場 青少年交
流プラザ3階セミナールームB(亀戸
7-41-16)▢人 区内在住・在勤・在学
の20〜30代の方15人(抽選)▢費 500
円 ▢締 2／4(月) ▢申 電話、窓口また
はファクスに①氏名②住所③電話番
号④年齢を記入し、青少年交流プラ
ザへ☎3681-7334、℻3681-8732▢HP
http://www.mommy-seishonen-
k.com/
伝統芸能公開 情緒を満喫
｢長屋の江戸小歌｣
常設展示室の長屋にある、三味線
の師匠・おしづさんの家で、小歌の
稽古風景を再現します▢時 1／27(日)
14：00〜15：00[出演]江戸小歌市太郎
一門▢費 大人400円、小中学生50円
(観覧料)※小中学生は保護者同伴

▢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

20人

30人

定員

2／23(土)、
3／23(土)
10：00〜

大島福祉会館和室大
(大島4-5-1)
☎3637-2581

古石場福祉会館和室
大(古石場1-11-11)
☎3641-9531

30人
2／1(金)、
3／1(金)
10：30〜

南砂町ショッピング
センターSUNAMO
(新砂3-4-31)
☎5665-3673

東砂福祉会館和室大
(東砂7-15-3)
☎3646-0461

15人

江東区文化センター
2階談話ロビー
(東陽4-11-3)

2／13(水)・27(水)、
3／13(水)・27(水)
9：30〜

東京城東病院介護老
人保健施設1階ロビー
(亀戸9-13-1)☎5875
-3451(亀戸東長寿サ
ポートセンター)

会場

塩浜福祉会館和室大
(塩浜2-5-20塩浜福
祉プラザ2階)
☎3647-3901

30人
2／21(木)、
3／28(木)
13：15〜

千田福祉会館和室大
(千田21-18)
☎3647-0108

20人2／21(木)14：15〜、
3／20(水)15：15〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人
2／27(水)、
3／27(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

25人

2／12(火)・26(火)、
3／12(火)・26(火)
①11：00〜
②14：00〜
③16：00〜

2／9(土)、
3／2(土)
13：30〜

2／18(月)、
3／18(月)
14：00〜

日時

20人

25人
2／9(土)・23(土)、
3／9(土)・23(土)
10：30〜

（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

5600-4618森下2-1-2 シルバースティック102

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

医療法人社団和寛会 森下ベリタス歯科

5609-6181亀戸1-32-7医療法人社団和栄会 武内歯科クリニック

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

3640-2470東砂7-16-2加藤歯科医院

2／17(日)

3633-5668新大橋3-6-8 OZIO森下1階小山歯科医院

2／11(月・祝)
3644-8991東砂6-14-3 星和東砂ハイツ102

医療機関名期 日

2／10(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

釜我歯科医院
3633-2183常盤2-14-12 北村ビル1階

3631-4814森下2-7-7

北村歯科医院

小川歯科医院
2／24(日)

3631-8017新大橋2-7-5紺歯科医院
2／3(日)

3648-0418

3644-4847東砂5-12-21杉山歯科医院

東砂7-1-1 ライオンズマンション南砂町1-102医療法人社団徳清会 おかむら歯科医院

総合区民センター
東側外部駐車場
(大島4-5-1)

明治小学校校門前
(深川2-17-26)

場所

2／3(日)
10：30〜12：00

日時

辰巳小学校駐車場
(辰巳1-11-1)2／3(日)

13：00〜14：30 旧清掃事務所亀戸庁舎前
(亀戸9-6-29)

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
2／9(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
℻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。

2／5(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




