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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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青少年育成指導員(非常勤)
募集
[雇用期間]令和2年1月〜3月(勤務実
績等により更新あり)[勤務条件]月
15日、1日7時間45分(基本8：30〜17：
15)、土・日曜、祝日勤務あり、夜間
の変則勤務あり[勤務場所]江東区役
所[報酬]月額220,200円、通勤手当
(上限あり)▢人 教員、社会教育主事
等の資格を有する方、社会教育等に
関係する職の1年以上の実務経験を
有する方等若干名(選考)▢内 青少年
指導者講習会等の企画・立案・運営、
青少年課の事業に関すること[選考]
1次：課題式記述、書類審査、2次：口
述試験※詳細は区ホームページまた
は青少年課地域連携係(4階24番)で
配付する募集要項を参照 ▢締 11／8
(金)必着▢申 応募書類を〒135-8383
区役所青少年課地域連携係に郵送ま
たは持参☎3647-9629、℻3647-8474
都営住宅の入居者募集
[抽選方式による募集]①家族向・単
身者向②若年夫婦・子育て世帯向(定
期使用住宅)③事故住宅[申込用紙配
布期間]11／5(火)〜13(水)(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11／18(月)までに渋谷郵
便局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
平成31年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期納期限10／31(木)
平成31年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期分の納期限は10／31
(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。
詳しくは、納税通知書に同封しまし
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]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
分譲マンション無料相談会

▢時 11／13(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内)▢場 江東区文化センター6階
第4会議室(東陽4-11-3)▢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 11／8(金) ▢申 10／25(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
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(11月)

▢時 11／6(水)・20(水)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 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

江東区マンション交流会

▢時 11／9(土)13：00〜16：30▢場 カメ
リアプラザ(亀戸2-19-1)▢人 100人
(申込順) ▢費 1,000円※江東・マン
ションふぉーらむ21の会員は500円

▢内 [第1部]講演会｢マンションの所
有者不明の空き家問題｣(▢師 丸山肇
(マンション管理士))[第2部]分科会
①管理運営②大規模修繕[主催]江東
・マンションふぉーらむ21▢締 11／1
(金)※定員になりしだい終了▢申 10
／25(金)から電話、窓口またはファ
クスにマンション名・住所・氏名・
電話番号・参加希望の分科会番号(①
または②)・解決したい問題等を記
入し、住宅課住宅指導係(区役所5階
1番)へ☎3647-9473、℻3647-9268
小名木川児童館 陶芸教室
｢マグカップを作ろう！｣

▢時 11／9(土)①14：30〜15：30②15：
50〜16：50▢場 小名木川児童館(北砂
5-20-5-101)▢人 区内在住で①4歳以
上の幼児8人②小・中学生8人※小学
2年生以下は保護者同伴(今年度参加
されてない方を優先し抽選。結果は
当選者にのみ11／2(土)連絡)▢費 無
料[持ち物]エプロン・手拭きタオル

▢師 蒲田里奈 ▢締 11／1(金) ▢申 10／
23(水)から小名木川児童館に電話ま
たは窓口で☎・℻3640-1941
深川東京モダン館 特別展｢江
東の橋｣、モダン館おもちゃ箱
1．特別展｢江東の橋｣

▢時 11／9(土)〜24(日)※月曜休館

▢内 区内に大小合わせて130以上あ
る橋梁の歴史について紹介
2．モダン館おもちゃ箱

▢時 11／9(土)13：00〜16：00(わゴム
てっぽう、発泡スチロールでのケー
キの工作)14：00〜16：00(おりがみ、
ベーゴマ)▢人 どなたでも※わゴム
てっぽうは5人(先着順)▢内 コドモ
アソビしよう▢申 当日直接会場へ
※いずれも ▢費 無料▢場 ▢問 深川東
京モダン館(門前仲町1-19-15)☎
5639-1776、℻5620-1632 ▢HP http:
//www.fukagawatokyo.com/

深川江戸資料館 東京無地染展
古来より衣服の基本的な染めは、

草木の液を使う無地染めからはじま
りました。無地染めの魅力を幅広く
ご紹介します ▢時 10／25(金)〜27
(日)9：30〜17：00(最終入館16：30)

▢費 大人400円、小中学生50円(観覧
料)に含みます※中学生以下の方は
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
講演会｢脳卒中当事者が
伝えたい本当のこと｣

▢時 11／30(土)13：30〜15：00 ▢場 障
害者福祉センター(扇橋3-7-2)▢人
高次脳機能障害に関心のある方50人
(申込順)▢費 無料▢内 高次脳機能障
害当事者としての経験と理学療法士
としてリハビリの可能性について

▢師 小林純也(理学療法士)▢締 11／
27(水) ▢申 10／25(金)から電話、窓
口またはファクスに講演名・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
障害者福祉センター
地域交流｢ふく福まつり｣
地域の方と障害を持った方が楽し
みながら交流できるイベントです

▢時 11／9(土)10：00〜15：00▢人 どな
たでも▢費 無料▢内 特別企画｢パラ
スポーツ選手による講演｣、ビンゴ
大会(景品あり)、演奏(川南小和太
鼓クラブ・城東高校吹奏楽部)、パラ
リンピックスポーツ体験、福祉体験、
こどもコーナー、作業・教室、リサ
イクルバザー・福祉作業所自主製品
販売・模擬店など※ポップコーンの
無料配布あり▢申 当日直接会場へ※
車での来場不可▢場 ▢問 障害者福祉
センター(扇橋3-7-2)☎3699-0316、
℻3647-4918
ボディマネジメント12週間講座
初めに健康度測定を行い、12週間
かけて目的(引き締め、減量、痛み改
善)に沿ったプログラムを実践し、
健康的な体重管理を目指します※期
間中は、トレーニングルームを無料
で利用できます▢時 ▢内 下表のとお
り ▢場 健康センター(東陽2-1-1)

▢人 中学生を除く15歳以上の区内在
住・在勤・在学の方35人(申込順)※
最小催行人数23人(11／8(金)までの
申込者数で判断)※医師の診断の結
果、健康状態などの理由から受講で
きない場合があります※受講者以外
の方(お子さんを含む)の入場は不可

▢費 30,000円 ▢申 10／25(金)9：00か
ら電話で健康センターへ※ホームペ
ージからも申込できます☎3647-
5402、℻3647-5048 ▢HP https://w
ww.koto-hsc.or.jp/sports_cen
ter7/

（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
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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
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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

3820-3218越中島1-2-13 TK門前仲町ビル1階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

橋本歯科医院

3681-8557大島5-7-6 メゾン・ド・フロレゾン201青木歯科医院

歯科の急病患者診療対象

休

日

歯

科
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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

3820-0599越中島2-1-30 STビル1階石川歯科クリニック
11／23(土・祝)

11／17(日)

3684-1183大島5-45-14しみず歯科医院

5621-1080福住1-14-1 島田ビル1階ふくずみ歯科・矯正歯科

11／10(日)
3637-4061大島5-42-3 マルハンハイツ1階

医療機関名期 日

11／4(月・休)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

室伏歯科診療所
3642-8841

大島歯科医院

福住1-17-9

5626-2692大島6-8-21 第3東栄ビル2階

飯塚歯科医院

久保歯科医院

11／24(日)

5809-8220永代2-34-11 プラネットファースト1階門前仲町おやま歯科
11／3(日・祝)

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

3682-8782大島6-10-16 谷中ビル1階
3641-6555越中島2-3-3鶴岡歯科医院

開講式、トレーニング①

健康度測定(診察、血圧測
定、血液検査、安静時・運
動負荷心電図、問診など)

内容

令和2年1／11(土)
15：00〜17：00

令和2年3／28(土)
15：00〜17：00

11／16〜12／21の
土曜、11／18(月)
※いずれか1日午
前中(予約制)

食事や運動に関する講義、
トレーニング②〜⑪

令和2年1／18〜3／
21の土曜15：00〜
16：30

日時

効果測定会、閉講式、トレ
ーニング⑫

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
11／9(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

11／5(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

改修工事によるおよそ1年の休場
を経て、夢の島競技場がリニューア
ルオープンします。これを記念して、
一般開放を無料で利用できます。一

部、立ち入りができないエリアがあ
ります。詳細はお問い合わせくださ
い ▢問 屋外スポーツ施設事務所☎

3522-0846、℻3522-0855




