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高齢者地域包括ケア計画推進
会議 傍聴できます

▢時 1／21(火)13：30〜 ▢場 江東区文
化センター2階展示室(東陽4-11-3)

▢人 10人(区民の方を優先し、抽選)

▢申 当日13：00までに直接会場へ

▢問 地域ケア推進課包括推進係☎

3647-9606、℻3647-3165、介護保険
課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
後期高齢者医療制度加入の方へ
医療費等通知書を送付
ご自身の健康と医療に対する認識
を深めていただくとともに、診療日
数等の受診内容に誤りがないかを確
認いただくため、医療費等通知書を
1月下旬にお送りします。通知書に
は、診療年月、医療機関等の名称、
医療費等(10割)、医療費等(自己負
担相当額)等を記載しています。お
手元に届きましたら、内容の確認を
お願いします▢人 令和元年12／1現在、
後期高齢者医療制度の被保険者資格
があり、平成30年9月〜令和元年8月
の間に、医療費の総額(自己負担分
＋保険者負担分)が5万円を超える月
がある方※すべての被保険者の皆さ
んにお送りするものではありません
※確定申告等(医療費控除)の際に医
療費等通知書を添付することで、｢医
療費控除の明細書｣への記載を省略
できます。医療費控除については、
お近くの税務署等へお問い合わせく
ださい▢問 医療保険課医療保健係☎

3647-8516、℻3647-8443、東京都後
期高齢者医療広域連合お問合せセン
ター☎0570-086-519
古着の巡回回収(第10回)
1／11(土)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します。
※靴やぬいぐるみなど回収できない
ものもあります※下記指定時間外は
回収できません▢時 ▢場 下表のとお
り※小雨決行・荒天中止(前日まで
に区ホームページ等でご確認くださ
い) ▢問 清掃リサイクル課☎3647-
9181、℻5617-5737

行政書士による無料相談会

▢時 ①1／9(木)13：30〜16：30②1／16
(木)13：00〜16：00③1／20(月)13：30
〜16：30▢場 ①豊洲文化センター第8
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
司法書士による法律相談会(1月)

▢時 1／15(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階エレ
ベーター前 ▢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
建築・測量登記の無料相談

▢時 1／8(水)13：00〜15：00 ▢場 区役
所2階エレベーター前▢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
社会保険労務士による年金相談
区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

｢消費者のひろば｣リサイクル
フリーマーケット出店者募集

▢時 2／23(日・祝)10：30〜14：00※雨
天開催▢場 パルシティ江東1階レク
ホール・ホワイエ(扇橋3-22-2)▢人
区内在住の方(個人)※業者や、重複
・他人名義での申し込みは無効▢費
1,000円[出店数]22店(抽選、1スペー
ス約3m2)[出店品目]衣類・日用品等
家庭の不用品で活用できるものや、
手作り作品。ただし、動植物、食品、
家具、家電製品は不可[その他]開催
時間中は必ず開店し、受付・搬出入
は係員の指示に従うこと。販売に関
する責任は各自が負うこと▢締 1／9
(木)消印有効※結果は1／20(月)まで
に発送▢申 往復はがきに①住所②氏
名③年齢④電話番号⑤出店品目⑥応
募の動機⑦リサイクル等日ごろ心が
けていることを記入し、〒135-0011
扇橋3-22-2消費者センター内江東区
消費者団体連絡協議会へ▢問 消費者

センター☎5683-0321、℻5683-0318
区民による講座企画を募集
区民向け講座の企画、講師を募集
します。応募方法の詳細は各文化セ
ンターに設置の募集要項、ホームペ
ージをご覧ください▢時 6月中旬〜
10月の毎週または隔週、週1回90〜
120分(4〜6回)[開講予定数]3講座
(選考)▢場 各文化センター、総合区
民センター▢人 区内在住・在勤の成
人、または活動拠点を江東区内にお
く団体▢締 1／15(水)必着▢申 各文化
センター窓口にある申込用紙に記入
し、〒135-0016東陽4-11-3江東区文
化センターへ郵送または各文化セン
ター窓口へ☎3644-8111、℻3646-
8369▢HP https://www.kcf.or.jp/

消費者講座 買う前に知る、購入
後の基本操作！スマホ体験教室
スマートフォンを持ってない方・
これから購入を検討される方にわか
りやすく基本から使い方をお教えし
ます。
1．かんたん・やさしいiPhone教室

▢時 2／18(火)14：00〜16：00
2．初心者向けスマホAndroid教室

▢時 2／19(水)14：00〜16：00
※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・在学の方各20人(抽選)▢費 無
料▢師 ドコモショップ西大島店▢締
1／26(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パルシティ江東
2階消費者センターへ☎5683-0321、
℻5683-0318
グランチャ東雲｢新春の集い｣

▢時 1／11(土)12：00〜14：00▢人 グラ
ンチャカードをお持ちの方▢費 無料

▢内 獅子舞、餅つき、書き初め、福
笑い、かるたとりなど※詳細は、グ
ランチャ東雲で配布するチラシやホ
ームページをご覧ください※公共交
通機関または送迎バスをご利用くだ
さい ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 グ
ランチャ東雲(東雲1-9-46)☎5548-
1992、℻5548-1995 ▢HP http://to
kyo.ymca.or.jp/grancha
深川東京モダン館 江戸独楽展
江戸独楽職人の故・広井政昭さん
によって制作されたからくり独楽を
展示します▢時 1／4(土)〜13(月・祝)
※6(月)休館▢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 イベント等
1．新春特別展 全国の雑煮と酒で

祝うお正月

47都道府県の地域色豊かなお雑煮
に地酒を添えて、巨大な日本列島の
オブジェの上にリアルに再現します。
会期中の土・日曜、祝日には、関東
と関西の雑煮の試食も行います▢時
1／2(木)〜15(水)9：30〜17：00(最終
入館16：30) ▢費 大人400円、小中学
生50円(観覧料)※中学生以下は保護
者同伴▢申 当日直接会場へ
2．新春特別展関連公開講座｢江戸の

正月のぞいてみたら… テーブルア

ーチストからみる江戸のくらし｣

江戸時代のお正月の風習などを紹
介します▢時 1／10(金)14：00〜15：30

▢人 200人(申込順) ▢費 400円(観覧
料)▢師 ジャパンテーブルアーチス

ト協会 ▢申 12／25(水)から深川江戸
資料館に電話または窓口で
3．伝統工芸公開｢あめ細工｣

▢時 1／4(土)13：30〜15：30 ▢費 大人
400円、小中学生50円(観覧料)※中
学生以下は保護者同伴▢申 当日直接
会場へ[出演]青木喜(江東区指定無
形文化財保持者)
4．江戸庶民の年中行事再現｢正月飾

り｣

江戸時代末期の深川の町並みに再
現した当時の正月飾りをお楽しみく
ださい ▢時 12／24(火)〜1／15(水)9：
30〜17：00(最終入館16：30)▢費 大人
400円、小中学生50円(観覧料)※中
学生以下は保護者同伴▢申 当日直接
会場へ
※いずれも▢場 ▢問 深川江戸資料館
(白河1-3-28)☎3630-8625、℻3820-
4379
江戸和竿師の製作実演
〜伝統工芸の技と優美｢竿好｣〜
江戸和竿の｢竿好｣こと吉澤均さん
を招き、和竿の製作実演をします。
質問にも直接お答えします▢時 1／5
(日)13：00〜16：00▢費 無料▢申 当日
直接会場へ▢場 ▢問 中川船番所資料
館(大島9-1-15)☎3636-9091、℻

3636-9094
｢あんしん江東｣講習会
今すぐできる終活・相続の準備

▢時 1／18・25(土曜全2回)14：00〜16：
00▢場 高齢者総合福祉センター3階
研修室(東陽6-2-17)▢人 80人(申込
順)▢費 無料▢師 森山克(司法書士)

▢申 12／25(水)から電話またはファ
クスに氏名・電話番号を記入し、あ
んしん江東へ☎3647-1710、℻5683-
1570
災害ボランティアリーダー
養成講座
災害発生後、各地から支援に訪れ
たボランティアの受け入れを行う災
害ボランティアセンターの運営サポ
ートや、各地域でボランティアの受
入や支援ニーズの収集などを行う災
害ボランティアリーダーの養成講座
を実施します。現在、被災地で活動
中の団体からお話を伺います▢時 1／
25(土)、2／8(土)10：00〜12：30およ
び2／15(土)9：30〜14：00(全3回)▢場
高齢者総合福祉センター(東陽6-2-
17)▢人 区内在住・在勤・在学の方で、
過去に当センター主催の災害ボラン
ティア養成講座(入門)を受講された
方、江東区災害ボランティアセンタ
ー設置・運営訓練に参加された方、
実際に被災地で災害ボランティア活
動の経験のある方30人(申込順)▢費
無料▢内 ｢今、被災地は｣、｢災害支援
に必要な視点とは｣、災害ボランティ
アセンター設置・運営訓練参加など

▢師 NPO法人ADRA Japan ▢締 1／
23(木)※定員になりしだい終了▢申
12／25(水)から電話で江東ボランテ
ィア・センター☎3645-4087、℻3699
-6266
深川スポーツセンター
新春クライミング初め
新ルートがセットされ、ルートの
バリエーションが広がります。ワン
ポイントレッスンもあります(混雑
時を除く)▢時 1／4(土)①13：00〜17：
00②18：00〜21：30▢人 ①こども・親
子※4歳から中学生と親(小学生以下
は保護者同伴)②一般※中学生以上
(中学生のみの利用は、保護者の送
迎が必要)▢費 一般400円、中学生以
下100円(一般公開利用料)▢申 当日
直接会場へ▢場 ▢問 深川スポーツセ
ンター☎3820-5881、℻3820-5884

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
1／11(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

1／7(火)13：00〜16：00
(面談による相談のみ)

区役所2階
エレベーター前

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

第二砂町小学校北東側校門
(東砂7-17-30)

江東区役所
四ツ目通り沿い

場所

1／11(土)
10：30〜
12：00

明治小学校南側校門
(深川2-17-26)1／11(土)

13：00〜
14：30

日時

文泉公園西側
(亀戸2-4-13)

2月の乳幼児食事教室
(申込順・12／25(水)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)

25(火)
13：30〜

4(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

27(木)
13：30〜

6(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

13(木)
13：30〜

6(木)
13：30〜

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

13(木)
14：00〜

20(木)
①13：00〜 ②14：30〜




