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特別区民税・都民税(普通徴収)
第2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2期分の納期限は9／2で
した。納付確認がとれない方に、督
促状を10／2(水)に発送します。同封
の納付書で払込指定期限(10／15
(火))までに納めてください。詳細
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]随時行っ
ています。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
国民健康保険証(10月更新分)の
記載内容のご確認を
9月中旬に新しい保険証をお送り
しました。記載事項に誤りや不明な
点がありましたら、医療保険課また
は出張所までお申し出ください。ま
た、新しい保険証が届いていない場
合は医療保険課までお問い合わせく
ださい。古い保険証は裁断するなど
して廃棄していただくか、医療保険
課またはお近くの出張所へお返しく
ださい(郵送可)。なお、視覚障害が
ある方には、｢健康保険証｣と点字で
印字してあるシールをお配りしてい
ます。ご希望の方は、医療保険課(区
役所2階7番)にご連絡ください▢問
医療保険課資格賦課係☎3647-3167、
℻3647-8443
小学校・義務教育学校新1年生の
就学時健康診断を忘れずに
令和2年4月に小学校・義務教育学
校新1年生になるお子さんの健康診
断を実施します。9／20に学校ガイド
とともに郵送した就学時健康診断通
知書に指定されている日時、場所で
忘れずに受診してください▢問 学務
課給食保健係☎3647-9177、℻3647-
9053
建築・測量登記の無料相談

▢時 10／9(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
行政書士による無料相談会

▢時 ①10／10(木)13：30〜16：30②10／
17(木)10：00〜16：00③10／21(月)13：
30〜16：30▢場 ①豊洲文化センター
第4研修室(豊洲2-2-18豊洲シビック
センター8階)②区役所2階エレベー
ターホール前③総合区民センター7
階第7会議室(大島4-5-1)▢内 遺言・
相続、成年後見等、株式会社等の法
人設立、産廃・建設業ほか各種営業
許認可関係、契約書、自動車の名義
変更、車庫証明等▢申 当日直接会場
へ▢問 東京都行政書士会江東支部☎

4500-2995または区広報広聴課広聴
相談係☎3647-2364、℻3647-9635
住まいのリフォーム何でも相談

▢時 10／19(土)・20(日)10：00〜16：
00▢場 都立木場公園・都民ギャラリ
ー内江東区民まつり会場で｢住まい
のリフォーム何でも相談｣を行いま
す。一戸建や分譲マンションの専有
部分のリフォームやバリアフリー改
修など、軽微な修繕から大きな工事

まで、区内建築業者団体で構成する
｢江東区住宅リフォーム協議会｣が承
ります。お気軽にご相談ください

▢問 住宅課住宅指導係☎3647-9473、
℻3647-9268

荒川クリーンエイド
(河川一斉清掃)
荒川の自然を守り、育てていくた
めの一歩として、今年も荒川クリー
ンエイドを行います。多くの方々の
ボランティア参加をお待ちしていま
す。河川一斉清掃は荒川下流域2市9
区で行われています ▢時 10／26(土)
9：30〜11：30※雨天中止は、前日に
区ホームページでお知らせします

▢集 9：30に荒川・砂町水辺公園(東
西線鉄橋下)▢内 ゴミの選別収集※
ゴミ袋・軍手(大人用)は用意してあ
りますので、帽子着用・長袖・長ズ
ボンの動きやすい服装でご参加くだ
さい▢申 10／7(月)から電話で施設保
全課庶務係☎3642-5099、℻3642-
4748
深川東京モダン館
圓橘の会、江東モダン亭
1．圓橘の会

▢時 10／26(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 圓朝作怪談｢牡丹燈
籠｣仇討編・孝助の忠義[出演]三遊
亭圓橘
2．江東モダン亭

▢時 10／27(日)14：30〜(開場14：00)

▢人 50人(申込順) ▢費 1,500円 ▢内
区内在住の若手落語家らによる寄席
[出演]雷門音助ほか
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 10／5(土)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
社協カフェ｢みんなの居場所｣

▢時 ▢場 別表のとおり ▢内 ①社協カ
フェ｢みんなの居場所｣(10：00〜13：
00)②福祉・ボランティア相談(10：
00〜12：00)③イベント｢ゲームで体
験☆身近な福祉｣ (10：30〜11：30)

▢人 どなたでも▢費 無料▢申 当日直

接会場へ▢問 江東区社会福祉協議会
地域福祉推進課☎ 3640-1200、℻

5683-1570

ふれあいセンター 秋まつり
こどもからシニアまで、世代を超
えて地域の方と交流を深めるおまつ
りを開催します▢時 ▢内 下表のとお
り▢費 無料▢申 当日直接会場へ

グランチャ東雲
｢ふるさとチャリティー秋祭り｣

▢時 10／19(土)11：30〜14：00 ▢場 グ
ランチャ東雲3・4階およびYMCAし
ののめこども園園庭(東雲1-9-46)

▢人 グランチャカードをお持ちの方

▢内 こども向けのゲームコーナーや
東日本大震災復興支援の模擬店・ワ
ークショップなど▢申 当日直接会場
へ▢問 グランチャ東雲☎5548-1992、
℻5548-1995▢HP http://tokyo.ym
ca.or.jp/grancha

目指せ！江東区長杯
江東区こども将棋大会
各クラス優勝者にはプロ棋士との
対局をプレゼント。参加者全員に参
加賞も用意しています▢時 12／8(日)
12：30〜▢場 江東区文化センター(東
陽4-11-3)3階レクホールほか▢人 区
内在住・在学または、区内将棋クラ
ブ等に通っている小・中学生200人
(申込順) ▢費 500円[クラス]上級ク
ラスA・B：おおむね5級以上、スイス
方式で4回対局・持ち時間Aクラス10
分(持ち時間終了後は1手30秒以内)、
Bクラス20分(切れ負け)※大会当日
に棋力で振り分け。一般クラス：お
おむね6級以下、学年別に対局・時間
内規定対局数による勝率で決定▢申
10／10(木)から江東区文化センター
に電話または窓口で※申込時に棋力
をお伝えください☎3644-8111、℻

3646-8369

講座｢澤登翠の弁士にチャレン
ジ！｣成果発表会
無声映画に説明や台詞を付ける活
動弁士。その第一人者・澤登翠さん
から学んだ受講生が発表します。同
じ映画でも受講生によって説明の付
け方も雰囲気も変わります。その違
いもお楽しみください ▢時 10／20
(日)13：30開演 ▢人 どなたでも ▢費
無料▢内 無声映画作品｢実録忠臣蔵｣
｢日の丸太郎 武者修行の巻｣｢大学
は出たけれど(小津安二郎監督作
品)｣ ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 古
石場文化センター(古石場2-13-2)☎
5620-0224、℻5620-0258

城東
南部

地区

10／23
(水)

10／16
(水)

日程

豊洲文化センター8階第2・3
研修室(豊洲2-2-18)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
南部

バザー、軽食、似
顔絵、盆踊り、工
作・ゲームコーナ
ー、お茶会・体験
コーナー、ゲーム
ラリー、抽選会な
ど

ふれあいステージ、
バザー、軽食、体
験コーナー、ゲー
ムコーナー、手作
り作品展示、カメ
イダーショーなど

内容

［深川・平野パーティバル］

▢時 11／2(土)10：00〜15：30
▢場 深川ふれあいセンター
・平野児童館(平野1-2-3)
☎3643-1902
℻3630-6719

［城東フェスティバル］

▢時 11／3(日・祝)10：00〜
15：00▢場 城東ふれあいセ
ンター(北砂4-20-12)
☎3640-8651
℻3699-6744

［亀戸にこにこまつり］

▢時 10／12(土)10：00〜15：00
▢場 亀戸ふれあいセンター
(亀戸9-33-2-101)
☎5609-8822
℻5609-8821

日時・場所

バザー、軽食、各
種販売コーナー、
工作・体験コーナ
ー、作品展示、成
果発表会など

江東区スポーツネット
12月のスポーツ施設(野球場・運動場・
テニス場)の利用申込

抽選受付期間 10／20(日)〜31(木)
抽選後の空き施設の申込 11／9(土)から受付
申込方法 利用者登録後、携帯電話、インター
ネット、または各スポーツセンターおよび区役
所1階にある利用者端末機で申し込みます。な
お、下記の日程は施設の整備・区民体育大会等
の開催により利用申込はできませんのでご注意
ください。

8・15・22

テニス

野球
・

ソフトボール

全日

▢問 夢の島野球場クラブハウス内屋外
スポーツ施設事務所☎3522-0846、
℻3522-0855

平日の月・水・金多目的広場

1〜28(グランド
凍結のため)B面亀戸

日(12月分)

※夢の島野球場1・2面は改修工事のため、12月上旬
から令和2年4月末まで利用を中止します。
※深川庭球場は施設改修工事のため、令和2年3月末
まで利用を中止します。

時間施設・面番号

全日

全日

全日

3・4・5・6面

第二全面

1全面
潮見

8・15・22

夢の島

全面豊住

屋外スポーツ施設休場日

全日平日(祝日を除く)

12〜167・14

全日1・8・15・22

全面

全日

亀戸

東少年

1・7・15・22

9・10面

サッカー

種目

全日15D面

全日

9・23・年末年始
休場日(12／29〜
1／3※庭球場は
12／31〜1／3)

全日1・8・15第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

全日1・8・14・15・22
全日

全日7・14・21・26・2811・12面

11月の乳幼児食事教室
(申込順・10／7(月)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

26(火)
13：30〜

5(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

28(木)
13：30〜

7(木)
①13：00〜 ②14：30〜

城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

会場・問い合わせ先

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102
☎5632-2291 ℻5632-2295

14(木)
13：30〜

7(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

7(木)・21(木)
14：00〜

14(木)
①13：00〜 ②14：30〜

スポーツデーにお越しの方へ ☆上履きをお持ちください。☆夜間の中学生以下の
利用は、必ず保護者が同伴してください。

水泳

水泳

第4土曜第2土曜

卓球

バスケットボール
ミニバスケットボ
ール

水泳

卓球

午前
9：00〜12：00(水泳は9：30〜12：00)

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(10／12)、第4土曜(10／26)の
午前中は、小中学生の無料公開日

バドミントン
ミニバスケットボ
ール・卓球

卓球
弓道

水泳

水泳

卓球

バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バスケットボ
ール
バドミントン

深川スポーツ
センター
越中島1-2-18
☎3820-5881
℻3820-5884

スポーツ会館
北砂1-2-9
☎3649-1701
℻3649-3123

スポーツ施設名
問い合わせ先

バドミントン

卓球・トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球

卓球・弓道・
トレーニング

午前
9：00〜12：00

卓球・トレーニング

ミニバス・サ
ッカー教室
※申込は締め
切りました

トレーニング

江東スポーツデー(区民無料公開日)
第2土曜(10／12)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

バドミントン
バスケットボ
ール

深川北スポー
ツセンター
平野3-2-20
☎3820-8730
℻3820-8731

夜間
18：00〜21：30

東砂スポーツ
センター
東砂4-24-1
☎5606-3171
℻5606-3176

バドミントン

トレーニングは9：00〜21：50

卓球・弓道・
トレーニング

バドミントン
ミニバスケッ
トボール

ソフトテニス
バレーボール

ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

有明スポーツ
センター
有明2-3-5
☎3528-0191
℻3528-0192

亀戸スポーツ
センター
亀戸8-22-1
☎5609-9571
℻5609-9574

バドミントン
卓球

卓球・各種武道・トレーニング

午後
13：00〜17：00

クライミングウォ
ール(こども・親子)

バドミントン

クライミングウ
ォール(一般)

バレーボール
ビーチボール

卓球・各種武道
・トレーニング

トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球・各種武道
・トレーニング

バドミントン




