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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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区税徴収嘱託員は3月で終了
収納方法の拡大に伴い、3／31(日)
をもって、区税徴収嘱託員制度を廃
止し、区税の集金業務を縮小します。
今後は納付書でのご納付となります
ので、コンビニエンスストア等でお
支払いをお願いします。なお、身体
的なご事情により、納付書での納付
が困難な方等、今後も集金を必要と
される方はご相談ください▢問 納税
課収納推進係☎3647-2063、℻3647-
8646
放課後支援課の水曜夜間延長
窓口を廃止
本庁舎で毎週水曜17：00から19：00
まで延長して学童クラブ育成料およ
び江東きっずクラブ利用料の収納業
務を行っている放課後支援課窓口を
廃止します。ご不便をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願いし
ます[廃止時期]4／3(水)以降[廃止窓
口]放課後支援課(区役所6階9・10番)
窓口▢問 [学童クラブに関すること]
放課後支援課育成係☎3647-9230、
℻3647-9274[江東きっずクラブに関
すること]放課後支援課支援係☎

3647-9308、℻3647-9274
国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料の納付をお忘れなく
国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料は、加入者の皆さんが病気や
けがをしたときの医療費などにあて
られる貴重な財源となっています。
各月月末の納期までに納付されるよ
うお願いします。口座振替は納め忘
れがなく支払いの手間が省ける安心
で便利な納付方法です。ご希望の方
には｢口座振替依頼書｣と｢返信用封
筒｣をお送りしますのでご連絡くだ
さい。また、区役所および出張所窓
口ではキャッシュカード(一部金融
機関に限ります)で口座振替の申込
ができます。保険証とキャッシュカ
ードをお持ちください※特別徴収
(年金からの引き落とし)から口座振
替への変更手続きができるのは区役
所のみです。届出日により直近の特

別徴収が中止とならない場合があり
ます▢申 医療保険課保険料係(区役
所2階8番)窓口または各出張所☎

3647-3169、℻3647-8443
江東図書館・豊洲図書館
こどものほんスポンサー募集
江東図書館と豊洲図書館ではこど
ものほんスポンサーを募集します。
館内に置く児童書を購入していただ
くことで、最終ページまたは裏表紙
に企業名を掲載できます。また江東
図書館こども室および豊洲図書館キ
ッズコーナーの特設コーナーでスポ
ンサーと提供児童書を紹介します。
詳細はお問い合わせください▢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.tokyo.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、〒136-0076南砂
6-7-52江東図書館へ郵送または持参
☎3640-3154、℻3615-6668
江東図書館
春休みグループ学習室を開室
お友達や保護者の方と一緒に、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。一部電源が
使用できる席もあります ▢時 3／26
(火)〜4／7(日)、1回3時間まで※休
館日・鑑賞室の使用予定がある時間
を除く※小学生だけでの利用は17：
00まで※終了時にお待ちのグループ
が無ければ1回3時間ごとの延長可

▢場 江東図書館1階鑑賞室▢人 小・
中学生・高校生の2人以上のグルー
プ(保護者の方の付き添いも可)※個
人での利用不可▢費 無料[注意事項]
江東図書館のみの実施です。学習以
外の目的での利用(ゲーム、工作な
ど)はご遠慮ください▢申 江東図書
館1階カウンターで受付※電話等で
の予約はできません▢問 江東図書館
奉仕係☎3640-3151、℻3615-6668
司法書士による法律相談会(4月)

▢時 4／3(水)・17(水)※いずれも14：
00〜16：00(混雑状況により開始時間
前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
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、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(予
約必要)※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

分譲マンション無料相談会

▢時 4／10(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内)▢場 区役所5階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 4／5(金) ▢申 3／25(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
芭蕉記念館ブックレット(2)
3／27(水)から販売開始
江東区は、江戸時代から俳人たち
の注目を集め、たくさんの句碑や塚
などが建立されてきました。それら
の俳諧史跡をたどると、地域に息づ
いてきた俳諧の歴史を知ることがで
きます。本書をガイドに区内の俳諧
史跡を訪ねてみませんか[頒布場所]
芭蕉記念館(常盤1-6-3) ▢費 300円

▢問 芭蕉記念館☎ 3631 - 1448、℻

3634-0986

深川東京モダン館 おきがる講座、
落語一門会、モダン館おもちゃ箱
1．おきがる講座

お茶などを飲みながら区の歴史を
学びます ▢時 4／2(火)14：00〜15：30

▢人 30人(申込順)▢費 500円(ドリン
ク代込) ▢内 深川の料理屋 ▢申 3／26
(火)から電話で深川東京モダン館
2．落語一門会

▢時 4／6 (土) 15：00〜 (開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 四代目三遊亭小圓
朝を偲んで[出演]三遊亭圓橘、三遊
亭好太郎、三遊亭朝橘ほか▢申 3／26
(火)から電話で深川東京モダン館
3．モダン館おもちゃ箱

▢時 4／13(土)①コドモアソビ14：00
〜16：00②ふかにこファクトリー11：

00〜・13：30〜(2回実施)▢人 こども
①定員なし②各20人(申込順)▢費 ①
無料②大人700円、こども300円▢内
①ベーゴマまわそう、おりがみ折ろ
う②リトミック要素を取り入れたミ
ニコンサートと親子で一緒に楽しめ
る簡単な作品作り▢申 ①当日直接会
場へ②3／26(火)から電話で深川東京
モダン館
※いずれも▢場 ▢問 深川東京モダン
館(門前仲町1-19-15)☎5639-1776、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
活き粋体操だよ！全員集合！
(4・5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

｢小名木川リバーウォーク｣
ボランティアガイド講座
小学生に地域の史跡・歴史を紹介
するボランティアガイドとして活動
をしませんか。講義と実践講座を行
い、秋のデビューを目指します。詳
細は各文化センターにあるチラシを
ご覧ください▢時 5／8(水)・15(水)・
22(水)・29(水)(全4回)14：00〜15：
30▢場 東大島文化センター(大島8-
33-9)▢人 20人(申込順)▢費 1,000円

▢申 3／25(月)から東大島文化センタ
ーに電話または窓口で☎3681-6331、
℻3636-5825
深川北スポーツセンター
3×3クリニック
オリンピック競技になる3×3クリ
ニックを開催します。保護者を対象
としたトークイベントも同時開催し
ます ▢時 4／14(日)9：00〜11：00 ▢場
深川北スポーツセンター体育室(平
野3-2-20)▢人 区内在住の小学生80
人 (申込順) ▢費 無料 ▢師 KOTO
PHOENIXプロバスケットボールチ
ーム▢申 3／26(火)9：00から深川北ス
ポーツセンターに電話または窓口で
☎3820-8730、℻3820-8731

20人

30人

定員

東砂福祉会館和室大
(東砂7-15-3)
☎3646-0461

4／27(土)、
5／18(土)
13：30〜

古石場福祉会館和室
大(古石場1-11-11)
☎3641-9531

15人

4／9(火)・23(火)、
5／14(火)・28(火)
①11：00〜
②14：00〜
③16：00〜

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

4／10(水)・24(水)、
5／8(水)・22(水)
9：30〜

4／15(月)、
5／20(月)
14：00〜

江東区文化センター
2階談話ロビー
(東陽4-11-3)

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)

日時会場

塩浜福祉会館和室大
(塩浜2-5-20)
☎3647-3901

30人
4／18(木)、
5／16(木)
13：00〜

千田福祉会館和室大
(千田21-18)
☎3647-0108

20人4／25(木)14：15〜、
5／15(水)15：15〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人
4／24(水)、
5／29(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

25人
4／27(土)、
5／25(土)
10：00〜

大島福祉会館和室大
(大島4-5-1)
☎3637-2581

30人
4／5(金)、
5／10(金)
10：30〜

20人

25人
4／13(土)・27(土)、
5／11(土)・25(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

3521-0164辰巳1-9-49-103

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

山根歯科医院

3640-6971南砂4-7-15丹沢歯科医院

歯科の急病患者診療対象

休

日

歯

科

応
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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

3631-8017
3681-8557大島5-7-6 メゾンド・フロレゾン201医療法人社団栄耀会 青木歯科医院

新大橋2-7-5紺歯科医院
4／30(火・休)

4／28(日)

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

5632-8241枝川3-3-3 ディライトコート1階医療法人社団優歯人会 斉藤歯科医院

4／21(日)
3615-3884南砂7-1-25 南砂公園ガーデニア207

医療機関名期 日

4／14(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

南砂ガーデニア歯科
3531-2862豊洲4-6-6

3615-8469潮見2-1-10 メゾン・デ・ラ・メール201

堀内歯科医院

あらい歯科クリニック
4／29(月・祝)

3649-1198塩浜2-5-23 汐浜サンハイツ201号塩浜歯科医院
4／7(日)

3636-1184

3648-0728南砂4-7-23 植田医院2階植田歯科医院

大島4-12-6アイ歯科医院

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
4／13(土) 9：30〜16：00
※その他窓口の時間延長や
相談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
すので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

4／2(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

住所異動の手続きや証明書発行等
の臨時窓口を3／30(土)9：00〜16：00
に区役所本庁舎の一部窓口で実施し

ます▢問 区民課住民記録係☎3647-
3162、℻3647-9206




