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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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特別区職員採用試験・
選考日程が決定
特別区(東京23区)職員採用試験・
選考(平成32年度採用予定者)の日程
が下記のとおり決定しました。(詳
細は各告示日に発表する案内を参
照)▢問 区職員課人事係☎3647-5481、
℻3647-9480または特別区人事委員
会事務局任用課採用係☎5210-9787、
℻5210-9708 ▢HP http://www.to
kyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

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)4戸、あき
家(二人世帯向)1戸[申込用紙配布期
間]3／1(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 3／12(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☎3647-9464、℻3647-9268
春から始める環境学習ボラン
ティア｢エコサポーター｣募集
地球環境やエコライフをテーマに
した展示室を案内するボランティア
スタッフ｢エコサポーター｣を募集し
ます。来館者の環境学習をサポート
しませんか(応募には説明会への参
加が必要です)[エコサポーター活動
説明会]応募をご希望の方のほか、
検討中の方もお気軽にご参加くださ
い▢時 3／16(土)10：00〜12：00▢場 え
こっくる江東(潮見1-29-7)▢人 区内
在住・在学・在勤で、18歳以上の方
15人(申込順)▢費 無料▢内 活動内容
や応募方法の説明、エコサポーター
による展示案内や体験談など▢申 2／
26(火)9：00からえこっくる江東に電

話または窓口で☎ 3644-7130、℻

3644-7135
江東区防災会議 傍聴できます
主に、江東区地域防災計画の修正
について審議します▢時 3／4(月)15：
30〜▢場 防災センター4階災害対策
本部室▢人 10人(区民の方を優先し、
抽選) ▢申 当日15：00までに防災課
(区役所隣防災センター4階1番)窓口
へ ▢問 防災課防災計画係☎3647-
9584、℻3647-8440
国民健康保険運営協議会
傍聴できます

▢時 3／7(木)14：15〜 ▢場 区役所3階
区議会全員協議会室▢人 10人(抽選)

▢申 当日13：45までに医療保険課(区
役所2階8番)窓口へ▢問 医療保険課
庶務係☎3647-3166、℻3647-8443
特別区民税・都民税(普通徴収)
第4期分の納付はお済みですか
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
でした。納付の確認がとれない方に、
督促状を2／27(水)に発送します。同
封の納付書で払込指定期限3／11(月)
までに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・各出張所で納めて
ください。金融機関のペイジー対応
のATM(コンビニエンスストア設置
のATMはご利用になれません)やイ
ンターネットバンキング、ヤフージ
ャパン公金支払いサイトからのクレ
ジットカード、モバイルレジからも
納付できます。詳細は、督促状に同
封のチラシまたは区ホームページで
ご確認ください[特別区民税・都民
税(普通徴収)の納付は口座振替を]

平成31年度第1期分(納期限6月末)か
らの申込を受け付けています。ゆう
ちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀
行、三井住友銀行、東京東信用金庫
または東京ベイ信用金庫のキャッシ
ュカードで申し込めます(生体認証
カードなど一部ご利用できないカー
ドがあります)。申込受付は区役所
・豊洲特別出張所・各出張所の窓口
です。はがきサイズの口座振替依頼
書でも間に合います。詳細は区ホー

ムページをご覧いただくか、お問い
合わせください▢問 納税課収納推進
係☎3647-2063、℻3647-8646[納付
の相談]納付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(3月)

▢時 3／6(水)・20(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
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 3／13(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 3／8(金) ▢申 2／25(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
社会保険労務士による年金相談
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、江東年金事務所や街角の
年金相談センターをご利用ください
※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

ふれあいサービス協力会員募集
[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 3／20(水)13：30
〜16：00▢場 高齢者総合福祉センタ
ー3階研修室(東陽6-2-17)▢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
2／28(木)から電話で社会福祉協議会
福祉サービス課へ☎5683-1571、℻

5683-1570
宝くじ｢コミュニティ助成事業｣
の活用について
(一財)自治総合センターは、宝く
じの社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源としたコミ
ュニティ助成事業を実施しています。
コミュニティ助成事業は、コミュニ
ティ活動の促進と健全な発展を目的
としており、平成30年度は亀戸3丁

目東町会が地域行事で使用する子供
神輿の修繕のため、本助成事業を活
用しました▢問 地域振興課地域振興
係☎3647-4962、℻3647-8441

｢佐々木洋のわくわく生きもの
たんけん隊｣春夏編 連続講座
自然や環境をテーマにした講演や
テレビ等の解説で活躍中のプロ・ナ
チュラリスト(自然案内人)佐々木洋
さんと一緒に、身近な自然を観察す
る親子講座です。区外の公園へ行く
バス遠足もあります※連続参加でき
ない場合は、区報各月11日号で募集
する｢単発参加｣に申込ください(6／8
は単発参加不可)▢時 4／7(日)、5／18
(土)、6／8(土)・30(日)、7／6(土)(全
5回)9：30〜12：00※初回は9：00〜、6
／8は8：40〜17：00を予定(バス遠足)

▢場 えこっくる江東、近隣の公園ほ
か▢人 全回に参加できる小学生とそ
の保護者20組40人(区民の方を優先
し抽選、当選者のみに郵送で通知)
※参加者以外(乳幼児含む)の同伴不
可▢費 1組1,000円を予定(遠足バス
代・入園料)▢締 3／5(火)必着▢申 は
がきに①生きものたんけん隊連続参
加②参加するこどもの名前・ふりが
な③学年(平成31年4月時点)④参加
する保護者名・続柄⑤郵便番号・住
所⑥電話番号を記入し、〒135-0052
潮見1-29-7えこっくる江東へ郵送ま
たは窓口で※区ホームページからも
申込できます☎3644-7130、℻3644-
7135
オシャレな洋服交換会｢春の日
カンビアーレ〜春夏物限定〜｣

▢時 3／3(日)13：30〜16：00(最終受付
は15：30)▢人 16歳以上※こども同伴
可(こどもは交換に参加できません)

▢場 総合区民センター6階(大島4-5-
1)※公共交通機関でお越しください

▢費 無料[参加方法]○着用感のない
洗濯済みの春夏物衣料やファッショ
ン小物を6点までお持ちください※
なるべく未使用品に近い状態のもの
をお持ちください。シミ、汚れのあ
る衣服、下着、水着、ネーム入り、
各種ノベルティは持込不可。靴下は
新品のみ可○持ち帰りは3点まで。
持ち帰り用の袋をご持参ください※
事業の趣旨に合わないものは持ち込
みをお断りする場合があります▢申
当日直接会場へ▢問 えこっくる江東
☎3644-7130、℻3644-7135
工場見学
｢なるほど！リサイクルの実際｣
家庭で分別した発泡トレイをリサ
イクルする工場を見学し、作業工程
の一部を体験します▢時 3／8(金)10：
00〜11：00▢場 エコミラ江東(潮見1-
29-7) ▢人 16歳以上の方10人(申込
順) ▢費 無料 ▢申 2／26(火)9：00から
えこっくる江東に電話または窓口で
☎3644-7130、℻3644-7135
講演会｢脳卒中からの生還｣

▢時 3／23(土)14：00〜16：00▢場 教育
センター(東陽2-3-6)▢人 どなたで
も50人(申込順)▢費 無料▢内 当事者
セラピストから見た高次脳機能障害

▢師 関啓子(三鷹高次脳機能障害研
究所所長) ▢締 3／20(水)必着※定員
になりしだい終了▢申 2／25(月)から
電話、窓口またはファクスに行事名
・住所・氏名・電話(ファクス)番号
・職種を記入し、障害者福祉センタ
ーへ☎3699-0316、℻3647-4918
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障害者

3／19(火)
〜
4／2(火)
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(火)

Ⅰ類
［一般方式］

郵送申込告示

9／8(日)6／20(木)
〜
7／25(木)

6／20(木)
〜
7／23(火)

6／20
(木)

Ⅲ類
9／1(日)経験者

3／19(火)
〜
4／4(木)

インターネ
ット申込

9／8(日)

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
3／9(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。

3／5(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

（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

※総合区民センターは3／1(金)から駐車場が有料となります。

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

3630-6480富岡1-11-1

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

たむら歯科

5683-8818東砂7-19-6 1階みやた小児歯科・矯正歯科

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

3632-5503
3647-0771南砂2-3-19-4号棟南砂歯科クリニック

毛利1-9-2渡辺歯科医院
3／31(日)

3／21(木・祝)

3699-7555南砂2-6-3 2階ふくしま歯科医院

3846-1876森下4-6-5ふじせき歯科医院

3／17(日)
3646-8211南砂1-6-13-101

医療機関名期 日

3／10(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

小林歯科医院
3635-4188森下5-12-11 2階

3631-2066高橋13-15 4階

小林デンタルクリニック

佐藤歯科医院
3／24(日)

3632-0333森下2-19-1 2階八巻歯科診療所
3／3(日)

3644-3646

3647-6622東砂8-5-5-102ひろせ歯科医院

南砂1-12-13鈴木歯科医院




