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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]8／1(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)※
申込書等は募集期間中のみ公社ホー
ムページ(▢HP https://www.to-ko
usya.or.jp/)からも入手できます

▢申 郵送で8／15(木)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
特別区民税・都民税(普通徴収)
第1期分の納付はお済みですか
平成31年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第1期分の納期限は7／1で
した。納付の確認がとれない方に、

督促状を7／24(水)に発送します。同
封の納付書で払込指定期限8／5(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
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)、金融
機関のペイジー対応のインターネッ
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。詳しくは、督促状に同封しまし
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
相談を]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
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充て
られる貴重な財源です。各月月末の
納期までに納付をお願いします。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。窓口での手続きの場合は、保
険証・通帳・口座届出印をお持ちく
ださい。郵送での手続きを希望され
る場合は、｢口座振替依頼書｣をお送
りしますので、ご連絡ください。ま
た、医療保険課保険料係窓口(区役
所2階8番)および各出張所窓口では、
キャッシュカード(一部金融機関に
限ります)で口座振替の申込みがで
きます。保険証とキャッシュカード
をご持参ください▢問 医療保険課保
険料係☎3647-3169、℻3647-8443
外国籍の方の小学校等
入学手続き
外国籍の方は、希望により区立小
学校・義務教育学校に入学すること
ができます。入学を希望する場合は、
お早めに手続きをしてください▢申
お子さんの氏名・生年月日・住所を
確認できるもの(在留カード、特別
永住者証明書または住民票)を持参
し、学務課学事係(区役所6階2番)窓
口で▢問 学務課学事係☎3647-9174、
℻3647-9053
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(要
予約)※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

司法書士による法律相談会(8月)

▢時 ①8／7(水)②21(水)※いずれも
14：00〜16：00(先着順により開始時
間前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
1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または区広報広聴課広聴相談係
☎3647-2364、℻3647-9635

活き粋体操だよ！全員集合！
(8・9月分)
江東区オリジナルの介護予防体操
を覚えて、一緒に楽しく脳と身体を
動かしませんか▢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

消費者講座｢お葬式・お墓・
お布施・供養について｣
人生の終えんにかかわる一番わか
りにくいことを学びます。
1．｢今聞いておきたい！今どきのお

葬式の知識｣

▢時 9／11(水)13：30〜15：30▢内 お葬
式の実務と対応、お布施
2．｢今聞いておきたい！お墓と供養

の基礎知識｣

▢時 9／14(土)13：30〜15：30▢内 お墓
の実務とこれからの供養、お布施
※いずれも▢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・在学各30人(抽選) ▢費 無料

▢師 日本葬祭アカデミー教務研究室

▢締 8／25(日)消印有効▢申 往復はが
き(1人1枚)に①希望する講座名と日
時②参加希望者の郵便番号・住所・
氏名(ふりがな)・電話番号を記入し、
〒135-0011扇橋3-22-2消費者センタ
ー(パルシティ江東内)へ☎5683-
0321、℻5683-0318
天体観望会｢月｣

▢時 8／10(土)19：30〜20：30(受付19：
20〜)▢場 大島第二児童館(大島4-5-
1総合区民センター5階)▢人 どなた
でも60人(抽選、結果は当選者にの
み7／31(水)連絡)※小学生以下は保
護者の申込と当日の付添が必要▢費
無料▢師 有賀真由美・山内康晃▢締
7／30(火)▢申 大島第二児童館に電話
または窓口で☎・℻3637-2595※雨
天・曇天・警報レベルの強風の場合
は、館内で1時間程度星空解説

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
8／10(土) 9：30〜16：00
※事前に江東年金事務所へ
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
※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

8／6(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

20人

30人

定員

8／24(土)、
9／28(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8／2(金)10：30〜
9／6(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)

8／28(水)、
9／11(水)・25(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)
☎3647-3901

30人
8／15(木)、
9／19(木)
13：00〜

千田福祉会館和室大
(千田21-18)
☎3647-0108

20人8／22(木)14：15〜
9／18(水)15：15〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人
8／28(水)、
9／25(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

25人

8／13(火)・27(火)、
9／10(火)・24(火)
①11：00〜
②14：00〜
③16：00〜

8／3(土)、
9／7(土)
13：30〜

8／19(月)、
9／17(火)
14：00〜

日時

20人

25人
8／10(土)・17(土)、
9／14(土)・28(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

3643-3236三好4-7-14 白根ビル2階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

熱田歯科医院

5626-7432亀戸4-16-4斉藤歯科医院

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

3642-3979白河1-4-17浅野歯科医院
8／25(日)

8／18(日)

3638-3690亀戸6-6-5 ヴェラハイツ第2亀戸1階杉山歯科医院

3644-5351千石1-5-15カナメデンタルクリニック

8／12(月・祝)
3681-8709亀戸4-19-2 小林ビル2階

医療機関名期 日

8／11(日・祝)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

高地歯科医院
3642-1182三好1-1-2 渡辺ビル1階

3638-3534亀戸5-23-3

わたなべ歯科クリニック

津田歯科医院

5677-4618千石3-1-36 GRACE BLDG. 1・2・3階中村歯科医院
8／4(日)

5626-3621亀戸4-18-20 モンテローザ大久保1階リモール歯科医院

胃がん(バリウム)・肺がん検診は申込制で実施しています。必ず下表で会
場と日程を確認したうえで、予約してください▢人 40歳以上の区民の方※50
歳の方は、胃がん(内視鏡)検診か胃がん(バリウム)検診のどちらか1つを受
診できます▢費 胃がん(バリウム)：500円、肺がん：800円▢申 上記に記載※月

胃がん(バリウム)・肺がん検診(9・10月分)申込案内

22(火・祝)★

肺がん(午前
または午後)

30(月)★健康センター
(東陽2-1-1)1

28(土)東砂福祉会館
(東砂7-15-3)7

胃がん
(午前のみ)

検診種別
会場

9月

※ウェブ予約も利用できます※上記二次元コードからアクセスできます。
(▢HP https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/tk/step/index/2)

★9／30(月)および10／22(火・祝)健康センターで、午前のみ胃がん(バリウム)・肺がん検診が
同時に受診できます。

実施月

5

8(火)3(木)21(土)7(土)亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)6

4(水)午後
(13：00以降のみ)

30(月)★

肺がん(午前
または午後)

25(金)

7(月)
22(火・祝)
★

胃がん
(午前のみ)

10月

30(水)午後
(13：00以降のみ)

17(木)
29(火)13(金)1(日)

27(金)
豊洲シビックセンター
(豊洲2-2-18)3

19(土)9(水)29(日)20(金)イーストコモンズ清澄白河
フロントタワー(白河3-4-3)4

26(土)
12(土)
23(水)
27(日)

12(木)
2(月)
17(火)
25(水)

総合区民センター
(大島4-5-1)

30(水)
午前のみ31(木)4(水)

午前のみ
―

深川南部保健相談所
(枝川1-8-15-102)2

2(水)

◎検診機関(区外)による検診も受付中！申込は、(公財)東京都予防医学協会または
(医社)こころとからだの元氣プラザ☎6739-7109(月〜金曜 8：30〜17：00)へ

初めは電話が大変混み合います。つながらない場合は時間を
おいておかけ直し願います※6月中旬に対象者に送付した｢健
康診査・各種がん検診・眼科検診｣の通知に、胃がん(バリウ
ム)・肺がん検診のご案内を掲載していますのでご覧ください。
検診日当日は受診券シールが必要です▢問 保健所健康推進課
健康づくり係☎3647-9487、℻3615-7171

検診車による検診(電話申込)9・10月分

［申込受付］7／21(日)〜

※月〜金曜9：00〜17：00

※検診日直前の申込は対応できないこと

があります。

電話番号(申込専用)：

(公財)東京都予防医学協会

☎0120-128-331
(携帯電話・IP電話からは☎03-3269-4752へ)

▲ウェブ予約用
二次元コード




