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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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特別区職員Ⅰ類(事務等)募集
特別区(東京23区)では、令和3年4

／1以降に採用する、大学卒業程度の
能力を有する職員(Ⅰ類)を募集して
います。募集する試験区分、採用予
定人数、受験資格等の詳細について
は、採用試験案内(申込書)をご覧く
ださい[第1次試験日]5／3(日・祝)[採
用試験案内配布場所]職員課人事係
(区役所4階4番)、各出張所、図書館

▢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
環境審議会
区民公募委員を募集
環境基本計画や環境保全に関して、
審議・検討する環境審議会の区民委
員を募集します[任期]令和2年5月下
旬〜令和4年3月末▢人 令和2年4／1現
在20歳以上で引き続き3か月以上区
内に居住し、審議会に参加可能な方
若干名(選考)※結果は全員に通知

▢内 環境審議会への参加(年4回程度、
平日開催) ▢締 4／10(金)必着 ▢申 応
募動機を800字程度(A4判横書きで2
枚程度)にまとめ、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入し、〒135-
8383区役所温暖化対策課(区役所隣
防災センター6階3番)へ郵送、メー
ルまたは持参☎3647-6124、℻5617-
5737▢ｅ 380200@city.koto.lg.jp
介護保険要介護認定調査業務の
委託事業者の募集
認定調査業務の一部を委託する事
業者を募集します[資格]区内および
周辺区で事業を展開する居宅介護支
援事業者[応募条件]認定調査を継続
して行えること等▢申 介護保険課調
査係に事前に電話のうえ、所定の申
込書に記入し、〒135-8383区役所介
護保険課調査係へ郵送または持参☎

3647-9497、℻3647-9466
司法書士による法律相談会(4月)

▢時 ①4／1(水)②15(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5階第

6会議室(東陽4-11-3)②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

分譲マンション無料相談会

▢時 4／8(水)13：00〜16：00(1件1時間
以内)▢場 区役所5階第51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 4／3(金) ▢申 3／25(水)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
羽田空港の新飛行経路に関する
新たな相談窓口
国は、3／29(日)から荒川上空を含
む新飛行経路の運用を開始し、羽田
空港において国際線を増便します。
それに伴い、国は、従来の｢羽田空港
のこれから｣コールセンターに加え
て、新たに羽田空港航空機騒音・落
下物等相談電話窓口を4／1(水)から
開設します。新飛行経路の運用や航
空機騒音等に関するご意見やご相談

がありましたら、2つの相談窓口も
しくは国土交通省にお問い合わせく
ださい[｢羽田空港のこれから｣コー
ルセンター]☎0570-001-160※受付
時間：7：00〜19：00(土・日曜、祝日
含む)[羽田空港航空機騒音・落下物
等相談電話窓口](4／1から)☎0570-
001-596※受付時間：7：00〜20：00
(土・日曜、祝日含む)[国土交通省
東京航空局東京空港事務所 環境・

地域振興課]☎5757-3032▢問 環境保
全課指導係☎3647-6147、℻5617-
5737
コミュニティバス｢しおかぜ｣
交通系ICカード利用開始
潮見駅を起終点に木場ルート・辰
巳ルートを走行するコミュニティバ
ス｢しおかぜ｣で、4／1(水)から交通
系ICカード(PASMO・Suicaなど)
の利用ができます※都バス定期券
(フリーカード)、都バス一日乗車券、
都営まるごときっぷ、東京都シルバ
ーパスおよび無料乗車券は利用でき
ません※バス車内でのチャージは千
円札のみ可※運行の詳細は区ホーム
ページをご覧ください[運賃]小学生
以上100円▢問 都営交通お客様セン
ター☎3816-5700、交通対策課交通
係☎3647-4784、℻3647-9287

よもぎ香る草団子づくり
よもぎの若芽を摘みとり、草団子
を作ります(生育不良の場合、プロ
グラム内容を一部変更) ▢時 4／28
(火)14：00〜16：00▢場 えこっくる江
東▢人 16歳以上の方16人(区内在住
・在勤・在学の方を優先し抽選。当
選者のみ4／18(土)ごろ通知)※参加
者以外(乳幼児含む)の同伴不可▢費
550円(団子2串・お茶付)▢師 中安敬
子(NPO法人マザーツリー自然学
校)▢締 4／7(火)必着▢申 窓口または
はがきに、①草団子づくり②郵便番
号・住所(在勤・在学の方は勤務先・
学校名と住所を併記)③氏名④ふり
がな⑤年齢⑥電話番号を記入し、〒
135-0052潮見1-29-7えこっくる江東
へ※区ホームページからも申込でき
ます☎3644-7130、℻3644-7135
活き粋体操だよ！全員集合！
(4・5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 別表のとお
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

深川東京モダン館 おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です▢時 4／7(火)14：
00〜15：30▢場 深川東京モダン館(門
前仲町1-19-15) ▢人 30人(申込順)

▢費 500円(ドリンク代込) ▢内 明治
150年江東人物伝｢宇都宮三郎とセメ
ント業｣ ▢申 3／25(水)から電話で深
川東京モダン館☎ 5639-1776、℻

5620-1632 ▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com
少年少女陸上競技教室

▢時 4／4(土)・25(土)・29(水・祝)(全
3回)9：00〜12：00※雨天中止 ▢場 夢
の島競技場(夢の島1-1-2)▢人 区内
在住の小・中学生男女200人(抽選)

▢費 無料[主管]江東区陸上競技協会

▢締 3／31(火)必着▢申 往復はがき(1
人1枚)に①講座名②住所③氏名(ふ
りがな)④性別⑤年齢⑥電話番号⑦
学校名⑧学年⑨保護者氏名を記入し
て、〒136-0016東陽2-1-1健康セン
ターへ☎3647-5402、℻3647-5048

HIV・梅毒抗体検査・相談(4月分)

▢時 下表のとおり▢場 城東保健相談
所(大島3-1-3)▢費 無料▢内 匿名で
実施できます ▢申 当日直接会場へ

▢問 保健所保健予防課感染症対策係
☎3647-5879、℻3615-7171

臨時窓口・日曜窓口を9：00〜16：00に区役所本庁舎と豊洲特別出張所の一
部窓口で実施します▢問 区民課住民記録係☎3647-3162、℻3647-9206、豊洲
特別出張所住民係☎3531-6316、℻6228-2837

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
4／11(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 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

4／2(木)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

20人

30人

定員

4／25(土)、
5／23(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
4／3(金)、
5／1(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)

4／8(水)・22(水)、
5／13(水)・27(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
4／16(木)、
5／21(木)
13：00〜

千田福祉会館洋室
(千田21-18)
☎3647-0108

20人4／23(木)14：00〜、
5／20(水)15：00〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人
4／22(水)、
5／27(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

25人

4／14(火)、
5／12(火)
①11：00〜
②14：00〜

4／4(土)、
5／9(土)
13：30〜

4／20(月)、
5／18(月)
14：00〜

日時

20人

25人
4／11(土)・25(土)、
5／9(土)・23(土)
10：30〜

5／11(月)4／20(月)結果日

4／20(月)4／6(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間

（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

3644-2811東陽3-6-11 糸賀ビル1階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

木場歯科医院

3640-2470東砂7-16-2加藤歯科医院

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

3646-8211

3644-3646南砂1-12-13

南砂1-6-13 ペルル南砂101小林歯科医院

鈴木歯科医院

4／26(日)

5665-1665東陽3-5-9 フォレストコート木場1階うと歯科クリニック

4／19(日)
3647-6622東砂8-5-5 キュート東砂1階

医療機関名期 日

4／12(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

ひろせ歯科医院
3649-5377

清水歯科医院

東陽2-4-29 マルシンビル2階井瀬歯科医院

4／29(水・祝)

5606-8391東陽1-25-3 栄華ビル1階東陽歯科クリニック
4／5(日)

5683-8818東砂7-19-6 1階みやた小児歯科・矯正歯科

3645-1917東陽3-16-6

▲コミュニティバス｢しおかぜ｣




