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特別区職員採用試験・
選考日程が決定
特別区(東京23区)職員採用試験・
選考(令和3年度採用予定者)の日程
が下記のとおり決定しました。(詳
細は各告示日に発表する案内を参
照)▢問 区職員課人事係☎3647-5481、
℻3647-9480または特別区人事委員
会事務局任用課採用係☎5210-9787、
℻5210-9708 ▢HP http://www.to
kyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

都営シルバーピア(高齢者向)・
区営高齢者住宅の入居者募集
[都営シルバーピア(江東区割当)]あ
き家(65歳以上単身者向)2戸[区営高
齢者住宅]あき家(65歳以上単身者
向)2戸[申込用紙配布期間]3／2(月)
〜9(月)※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▢締 3／12
(木)必着▢申 申込用紙に記入し、〒
135-8383区役所住宅課住宅管理係へ
☎3647-9464、℻3647-9268
男女共同参画審議会
区民公募委員を募集
男女共同参画社会の実現を目指し、
区施策の進捗状況等について審議す
る区民委員を公募します[任期]委嘱
の日(5月中旬を予定)〜令和4年3／31
(木)▢人 区内在住の20歳以上の男女
5人程度(選考)※結果は全員に通知

▢内 男女共同参画推進施策に関する
審議等(年5回程度)▢保 満1歳6か月
〜就学前幼児[報酬]1回7,000円(税
込、交通費別)▢締 3／3(火)消印有効

▢申 男女共同参画推進センターにあ
る申込書(区ホームページからも入
手可能)に記入し、作文(課題は申込
書に記載※返却しません)とともに

〒135-0011扇橋3-22-2男女共同参画
推進センターへ郵送または持参☎

3647-1163、℻5683-0340
国民健康保険運営協議会
傍聴できます

▢時 3／5(木)14：00〜 ▢場 区役所3階
区議会全員協議会室▢人 10人(抽選)

▢申 当日13：30までに医療保険課(区
役所2階8番)窓口へ▢問 医療保険課
庶務係☎3647-3166、℻3647-8443
司法書士による法律相談会(3月)

▢時 3／4(水)・18(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7階第74会議室▢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

多重債務110番
多重債務問題は一人で悩まず早め
にご相談ください。東京都の無料特
別相談｢多重債務110番｣と連携して、
特別相談(電話・窓口)を実施します

▢時 3／2(月)・3(火)9：30〜16：00▢場

▢問 消費者センター(扇橋3-22-2)☎
3647-9110(相談専用)、℻5683-0318

分譲マンション無料相談会

▢時 3／11(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所7階第74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 3／6(金) ▢申 2／25(火)
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
住宅の改善をお考えの方に
リフォーム業者を紹介
住まいのリフォームをしたいとき、
どこへ頼めばよいか困ることはあり
ませんか。区では、区内建設業者で
構成する｢江東区住宅リフォーム協
議会｣を通じ、施工業者を紹介して
います。軽微な修繕から増改築・マ
ンションの専有部分のリフォーム工
事など、区内の工務店・大工さん等
が誠意をもって施工します。お気軽
にご相談ください[工事内容]①修繕
(屋根・塗装・建具・土台等工事)②
改装(タイル・吹きつけ・外装・クロ
スやフローリングの張替え等工事)
③増改築(和室、洋室、キッチン等)
④付帯設備(門扉、塀、雨どい、物置、
駐車場)⑤その他▢問 住宅課住宅指
導係☎3647-9473、℻3647-9268
令和2年度分区民交通傷害保険
申込3／31(火)まで
令和2年度分(保険期間：令和2年4／

1(水)0：00〜令和3年3／31(水)24：00)
の加入受付を行っています。申込締
切後の加入はできませんので、希望
される方はお早めにお申し込みくだ
さい[引受保険会社]損害保険ジャパ
ン日本興亜(株)東京公務開発部営業
開発課※損害保険ジャパン日本興亜
(株)は、関係当局の認可等を前提と
して、令和2年4／1に商号を変更し、
｢損害保険ジャパン(株)｣になります
☎3349-9666 ▢締 3／31(火) ▢申 区内
金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、
地域振興課(区役所4階26番)にある
申込書に記入し、保険料を添えて窓
口で※こちらは概要です。詳細はお
問い合わせください▢問 地域振興課
地域振興係☎3647-4962、℻3647-
8441(SJNK19-09990令和元年11／26
作成)

｢佐々木洋のわくわく生きもの
たんけん隊｣春夏編 連続講座
講演やテレビ出演などで活躍中の
プロ・ナチュラリスト(自然案内人)
佐々木洋さんと生き物観察をしたり、
お話を聞いて自然の楽しさを学びま
す。区外の公園で観察を楽しむバス
遠足もあります※連続参加できない
場合は、区報各月11日号で募集する
｢単発参加｣にお申し込みください(5
／24は単発参加不可)▢時 4／12、5／10
・24、6／14、7／5(日曜全5回)9：30〜
12：00(初回は9：00〜、5／24は9：00〜

16：30頃を予定(バス遠足))▢場 えこ
っくる江東、近隣の公園ほか▢人 全
回に参加できる小学生とその保護者
20組40人(区民の方を優先し抽選、
当選者のみに郵送にて通知)※参加
者以外(乳幼児含む)の同伴不可▢費
1組1,120円を予定(遠足バス代・入
園料)▢締 3／5(木)必着▢申 はがきに
①生きものたんけん隊連続参加②参
加するこどもの名前・ふりがな③学
年(令和2年4月時点)④参加する保護
者名・続柄⑤郵便番号・住所⑥電話
番号を記入し、〒135-0052潮見1-29
-7えこっくる江東へ郵送または窓口
で※区ホームページからも申込でき
ます☎3644-7130、℻3644-7135
20代・30代集まれ！
バーベキューを楽しもう！
交流を深め友達・仲間の輪を広げ
よう▢時 3／22(日)11：00〜16：00▢場
木場公園バーベキュー広場▢人 区内
在住・在学・在勤の20〜30代の方20
人(抽選) ▢費 1,000円 ▢締 3／17(火)

▢申 電話、窓口またはファクスに①
氏名②住所※区外在住で区内在勤・
在学の場合、学校(会社)名および所
在地③電話番号④年齢を記入し、青
少年交流プラザへ☎3681-7334、℻

3681-8732 ▢HP http://www.mom
my-seishonen-k.com/

深川江戸資料館 江戸庶民の
年中行事再現｢雛節句｣
江戸時代末期の深川の町並みの中
で｢雛飾り｣を行います。長屋や船宿
に立雛、土雛、古今雛などのさまざ
まな雛人形とともに、菱餅や蛤など
の供物(レプリカ)を飾り、雛節句を
祝います▢時 2／27(木)〜3／15(日)9：
30〜17：00(最終入館は16：30)▢費 大
人400円、小・中学生50円(観覧料)※
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
深川江戸資料館 伝統芸能公開
1．｢落語｣

江戸庶民の大きな楽しみの一つで
あった落語。江戸の町並みの中で、
江東区ゆかりの落語家の出演により
落語をお楽しみいただきます▢時 2／
29(土)14：00〜14：30[出演]三遊亭司
2．情緒を満喫｢長屋の江戸小歌｣

常設展示室の長屋にある、三味線
の師匠・おしづさんの家で、小歌の
稽古風景を再現します。三味線の音
色にのった粋な歌を聞きながら、江
戸情緒をお楽しみください▢時 3／1
(日)14：00〜15：00[出演]江戸小歌市
太郎一門
※いずれも▢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▢場 ▢問
深川江戸資料館(白河1-3-28)☎3630
-8625、℻3820-4379

夢の島競技場

6／15(月)〜10／12(月)(予定)終日、
競技場の利用を中止。オリンピック
・パラリンピック開催に伴う施設利
用のため▢問 屋外スポーツ施設事務
所☎3522-0846、℻3522-0855

スポーツ会館

7／11(土)〜8／12(水)(予定)終日、
大体育室と小体育室の利用を中止。
オリンピック・パラリンピック開催
に伴う施設利用のため▢問 スポーツ
会館☎3649-1701、℻3649-3123

5／3
(日・祝)

1次試験

Ⅰ類
［新方式］

障害者

3／19(木)
〜
4／2(木)

3／19
(木)

Ⅰ類
［一般方式］

郵送申込告示

9／13(日)6／25(木)
〜
7／16(木)

6／25(木)
〜
7／14(火)

6／25
(木)

Ⅲ類

9／6(日)経験者

3／19(木)
〜
4／6(月)

インター
ネット
申込

9／13(日)

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
3／14(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 8：30〜17：15
※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

3／3(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

（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

5546-1184豊洲3-5-3 STメゾン豊洲レジデンス1階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

恵愛歯科 豊洲診療所

3646-8211南砂1-6-13 ペルル南砂101小林歯科医院

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

3534-8838

3644-0560南砂4-1-2

豊洲4-1-3 タカクビル3階平井歯科医院
3／22(日)

山崎歯科医院

3／20(金・祝)

3645-8080南砂2-29-8 ワシミビル1階ひまわり歯科医院

3648-4181東陽5-30-16 とびたビル4階山本歯科医院

3／15(日)
3647-0771南砂2-3-19 南砂団地4号棟

医療機関名期 日

3／8(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

南砂歯科クリニック
5547-1418

若山歯科医院

豊洲1-3-1 キャナルワーフタワーズ2階

3699-7555南砂2-6-3 サンライズ東陽ビル2階

キャナルワーフタワーズデンタルクリニック

ふくしま歯科医院

3／29(日)

5665-2121東陽4-11-33 サンイースト21 2階小川歯科クリニック
3／1(日)

3644-3646南砂1-12-13鈴木歯科医院

3531-6500豊洲4-4-26 NYビル2階




