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地域で活動する団体のイベント・活動情報などが集まるポータルサイトです。情報収集・発信の場としてご活用下さい。
［パソコンから］http://kotocommu.net/［携帯電話から］http://genki365.net/gnkk22/i/
※右記の二次元コードからも入れます▢問区民協働推進担当☎3647-8570、℻3647-8441

清掃事務所アルバイト募集
[雇用期間]7／1(水)〜9／30(水)(応相
談)[応募人員]若干名(選考)[勤務場
所]清掃事務所(潮見1-29-7)[勤務時
間]月曜から土曜のうち、週3〜4日
(応相談)、7：40〜15：25までの6時間
45分[賃金]1日8,619円※交通費実費
支給(上限月額55,000円)[応募資格]
次のすべての要件を満たす方○令和
2年4／1現在、18歳以上の方○身体健
康で頑強な方※国籍不問。ただし、
永住者等または資格外活動許可を有
する方で、業務上支障のない日本語
ができる方※詳細は、区ホームペー
ジにある会計年度任用職員採用ペー
ジをご覧いただくかお問い合わせく
ださい[選考]書類審査・面接▢締 6／
10(水)▢問 清掃事務所アルバイト採
用担当☎3644-6216、℻3699-9520
あすなろ作業所
指定管理者募集
区では、令和3年4月からあすなろ
作業所(東砂3-30-6東砂福祉プラザ2
階・3階)の管理運営を行う指定管理
者を募集します。募集要項等の詳細
は、区ホームページをご覧ください

▢締 6／19(金)▢問 障害者施策課施設
管理係☎3647-4950、℻3699-0329
児童・高齢者総合施設(グラン
チャ東雲) 指定管理者募集
区では、令和3年4月から児童・高
齢者総合施設(グランチャ東雲)(東
雲1-9-46)の管理運営を行う指定管
理者を募集します。募集要項等の詳
細は、区ホームページをご覧くださ
い▢締 6／19(金)▢問 長寿応援課長寿
応援係☎3647-4541、℻3647-9247
城東老人福祉センター・亀戸老人
福祉センター 指定管理者募集
区では、令和3年4月から城東老人
福祉センター(北砂4-20-12)・亀戸
老人福祉センター(亀戸9-33-2-101)
の管理運営を行う指定管理者を募集
します。募集要項等の詳細は、区ホ
ームページをご覧ください▢締 6／19
(金) ▢問 長寿応援課長寿応援係☎

3647-4541、℻3647-9247
深川老人福祉センター・
平野児童館 指定管理者募集
区では、令和3年4月から深川老人

福祉センター・平野児童館(平野1-2
-3)の管理運営を行う指定管理者を
募集します。募集要項等の詳細は、
区ホームページをご覧ください▢締
6／19(金)▢問 [老人福祉センターに
関すること]長寿応援課長寿応援係
☎3647-4541、℻3647-9247[児童館
に関すること]こども家庭支援課こ
ども家庭係☎3647-9230、℻3647-
9196[きっずクラブに関すること]地
域教育課放課後支援係☎3647-9308、
℻3647-9274
子ども家庭支援センター
指定管理者募集
区では、江東区子ども家庭支援セ
ンターのうち、深川北・豊洲・東陽
・大島の各施設について、令和3年4
／1から令和8年3／31までの5年間管理
運営を行う指定管理者を募集します。
募集要項等の詳細は、区ホームペー
ジをご覧ください▢締 6／19(金)▢問
こども家庭支援課こども家庭係☎

3647-9230、℻3647-9196
東雲児童館
指定管理者募集
区では、令和3年4月から東雲児童
館(東雲2-4-4-102)の管理運営を行
う指定管理者を募集します。募集要
項等の詳細は、区ホームページをご
覧ください ▢締 6／19(金) ▢問 [児童
館に関すること]こども家庭支援課
こども家庭係☎3647-9230、℻3647-
9196[きっずクラブに関すること]地
域教育課放課後支援係☎3647-9308、
℻3647-9274
小名木川児童館
指定管理者募集
区では、令和3年4月から小名木川
児童館(北砂5-20-5-101)の管理運営
を行う指定管理者を募集します。募
集要項等の詳細は、区ホームページ
をご覧ください▢締 6／19(金)▢問 こ
ども家庭支援課こども家庭係☎3647
-9230、℻3647-9196
竪川河川敷公園
指定管理者募集
区では、令和3年4月から竪川河川
敷公園を管理運営する指定管理者を
募集します。詳細は募集要項をご確
認ください[募集要項配布期間]6／2
(火)〜8(月)[募集要項配布場所]施
設保全課(木場2-11-1道路事務所内)
※窓口のみ▢問 施設保全課庶務係☎

3642-5099、℻3642-4748
人権相談窓口(法務省東京法務
局)をご活用ください
新型コロナウイルス感染症に関連
して、感染した方やその家族、医療
関係者等への不当な差別や誹謗中傷
が発生しているとの報道があります。
不確かな情報に惑わされず、人権尊
重・個人情報保護にご理解・ご配慮
いただき、冷静な行動をお願いしま
す○電話による人権相談(平日8：30
〜17：15)[みんなの人権110番(人権
一般)]0570-003-110[女性の人権ホ
ットライン(女性の人権問題)]0570-
070-810[子どもの人権110番(子ども
の人権問題)]0120-007-110○インタ
ーネットによる人権相談▢HP https:
//www.jinken.go.jp/▢問 人権推
進課人権推進担当☎3647-1164、℻

3647-9556
分譲マンション無料相談会

▢時 6／10(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5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 6／5(金) ▢申 5／25(月)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
ファミリー・サポート協力会員募集
〜支え合おう地域の子育て〜
育児の手助けが必要な方(生後57

日〜小学校3年生までの児童の保護
者)の援助を行う協力会員を募集し
ています[活動内容]協力会員の自宅
を利用しての一時預かり、保育園・
幼稚園への送迎、その後の預かりな
ど[活動時間]原則7：00〜22：00(協力
可能な時間内で実施)[登録要件]区
内在住で、20歳以上の心身ともに健
康な方。資格・経験・性別は問いま
せん[謝礼金]活動時間・曜日により
1時間800円または1,000円[協力会員
登録養成講座(要予約)]▢時 ▢場 別表
のとおり※登録には3日間すべてに
参加していただく必要がありますが、
参加できない日がある場合は、別の
会場で参加することができます▢申

5／25(月)から電話でファミリー・サ
ポート・センター事務局へ(江東区
社会福祉協議会内)☎5683-1573、℻

5683-1570

深川東京モダン館
おきがる講座・モダン講談会
1．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 6／2(火)14：
00〜15：30▢人 30人(申込順)▢費 500
円(ドリンク代込)▢内 松平定信と海
荘
2．モダン講談会

▢時 6／6 (土) 14：30〜 (開場14：00)

▢人 60人(申込順) ▢費 3,000円 ▢内
コロナに負けるな！陽子・貞橘二人
会[出演]神田陽子・一龍斎貞橘ほか
※いずれも▢申 5／26(火)から電話で
深川東京モダン館▢場 ▢問 深川東京
モダン館(門前仲町1-19-15)☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/

HIV・梅毒抗体検査・相談(6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

障害等で歯科診療が受けにくい
方に｢かかりつけ歯科医｣を紹介
在宅で療養されている高齢の方や、
心身の障害のために通院が難しい方
等で通常の歯科診療が受けづらい方
が身近で適切な歯科診療が受けられ
るよう、江東区歯科医師会に相談窓
口を設置し｢かかりつけ歯科医｣を紹
介しています[受付時間]9：00〜12：
00、13：00〜17：00(土・日曜、祝日を
除く)▢申 電話で江東区歯科医師会
☎3649-0780、℻3649-1688

高齢者総合福祉セ
ンター3階第1研修
室(東陽6-2-17)

会場

6／11(木)13：10〜16：30

亀戸文化センター
6階第3研修室
(亀戸2-19-1)

7／15(水)10：00〜16：20
第
�
回

第
�
回

7／16(木)13：10〜16：30

日時

7／17(金)10：00〜15：20

6／8(月)10：00〜15：20

6／1(月)10：00〜16：20

（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

3534-8148豊洲5-5-10 宝ビル3階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

はんどう歯科医院

3644-3015北砂3-1-5中島歯科医院

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

6／28(日)

3534-8838豊洲4-1-3 タカクビル3階平井歯科医院

6／21(日)
3649-1282北砂3-27-12 フォレスト西大島102

医療機関名期 日

6／14(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

高橋歯科医院
3531-6500

砂町北歯科

豊洲4-4-26 NYビル2階若山歯科医院

5546-1184豊洲3-5-3 STメゾン豊洲レジデンス1階恵愛歯科豊洲診療所
6／7(日)

3648-8181北砂3-1-15 丸ビル北砂2階市川歯科医院

5683-0234北砂3-36-18 鈴木ビル1階

PC版 携帯版

7／13(月)6／22(月)結果日

6／22(月)6／8(月)検査日

日 程

10：00〜10：30

9：00〜10：00

受付時間




