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特別区民税・都民税(普通徴収)
第3期分の納付はお済みですか
令和2年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期分の納期限は11／2
でした。納付の確認がとれない方に、
督促状を12／2(水)に発送します。同
封の納付書で払込指定期限12／14
(月)までに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
で納めてください。金融機関のペイ
ジー対応ATM(コンビニエンススト
ア設置のATMはご利用になれませ
ん)、パソコンやスマートフォンか
らのクレジットカード、インターネ
ットバンキング、モバイルレジ、
LINE Pay請求書支払いからも納付
できます。詳細は、督促状に同封の
チラシまたは区ホームページでご確
認ください[区役所職員を名乗る還
付金詐欺にご注意を]区役所から税
金の還付について、電話で連絡した
り、ATMの操作をお願いすること
はありません▢問 納税課収納推進係
☎3647-2063、℻3647-8646[納付の
相談]新型コロナウイルス感染症等
の影響により納税が困難な方は、お
早めにご相談ください▢問 納税課徴
収第一・第二係☎3647-4153、℻3647
-8646
都市計画の変更に関する案の
縦覧および意見書の提出
東京都は、｢都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針(都市計画区域
マスタープラン)｣と｢都市再開発の
方針｣を変更する案を策定しました。
区民の皆さんの意見を反映させるた
めお知らせします。この案に意見の
ある方は意見書を提出できます[縦
覧期間]12／2(水)〜16(水)[縦覧場
所]東京都都市整備局都市計画課、
区都市計画課(区役所5階21番)※詳
細はホームページ(▢HP https://w
ww.toshiseibi.metro.tokyo.lg.
jp/)でご覧ください▢問 [縦覧およ

び意見書の提出について]東京都都
市整備局都市計画課☎5388-3225、
区都市計画課☎3647-9454、℻3647-
9009[都市計画区域マスタープラン
について]東京都都市整備局広域調
整課☎5388-3227[都市再開発の方針
について]東京都都市整備局企画課
☎5320-5128、区都市計画課☎3647-
9454、℻3647-9009
ブロック塀等撤去助成の
今年度受付は1月末まで
4月から開始したブロック塀等撤
去助成の今年度受付を1／29(金)で終
了します。なお、助成金の交付を受
けるためには、2／26(金)までに撤去
工事を完了し、完了届を提出するこ
とが必要です▢問 建築調整課建築防
災係☎3647-9764、℻3647-9009
男女共同参画推進センター
新規登録保育者募集 説明会
男女共同参画推進センターでは、
区の主催講座に参加する方や、当セ
ンターでグループ活動等をしている
方のお子さんを一時保育しています。
保育職員と一緒に一時保育に従事す
る登録保育者(10人程度)を募集しま
す。関心がある方は説明会を開催し
ますのでご参加ください。選考方法
や従事内容、研修、謝礼金について
説明します[説明会] ▢時 12／12(土)
10：00〜11：30▢場 男女共同参画推進
センター3階第1・2研修室(扇橋3-22
-2)▢人 20歳以上の健康な方かつ保

育士、教諭等の資格を有している、
または幼児の養育に豊富な経験があ
る方▢保 1歳6か月以上就学前まで5
人程度(12／5(土)〜10(木)の期間に
申込順)▢締 12／10(木)▢申 男女共同
参画推進センターに電話または窓口
で☎5683-0341、℻5683-0340
行政書士による無料相談会(12月)

▢時 ▢場 下表のとおり▢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

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[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
古着の巡回回収 12／6(日)
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。区民の皆さんから回
収した古着は区が指定した業者に引
き渡し、主に海外で再利用されてい
ます。現在、新型コロナウイルス感
染症の影響により、再利用品の流通
が滞り、古着の受け入れ先がひっ迫
しているため、ご家庭内で保管でき
る古着は保管していただいたり、リ
ユース(再使用)するなど、できる範
囲で排出抑制にご協力をお願いしま
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。
荒天その他事情により中止となる場
合があります。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

ファミリー・サポート利用会員
登録説明会(要予約)
[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]7：00〜22：00[謝礼金]活動時間
・曜日により1時間 800円または
1,000円▢時 ①1／6(水)14：00〜15：30
②1／28(木)14：00〜15：30③2／6(土)
・18(木)10：00〜11：30▢場 ①③高齢
者総合福祉センター3階研修室(東陽
6-2-17)②豊洲文化センターサブ・
レクホール(豊洲2-2-18)▢人 区内在
住で、生後57日〜小学3年生のお子

さんの保護者①③40人②30人(申込
順) ▢申 12／7(月)9：00から電話でフ
ァミリー・サポート・センター事務
局(江東区社会福祉協議会内)☎5683
-1573、℻5683-1570
歳末たすけあい・
地域福祉活動募金募集
地域で暮らす皆さんのさまざまな
福祉活動やボランティア活動を支え
るために、歳末たすけあい・地域福
祉活動募金を実施します[期間]12／1
(火)〜31(木)[主催]東京都共同募金
会[主唱]東京都社会福祉協議会[実
施]江東区社会福祉協議会[協力]町
会・自治会、民生・児童委員協議会、
江東区▢問 江東区社会福祉協議会福
祉サービス課☎3647-1898、℻5683-
1570
江東区文化コミュニティ財団
常勤職員(障害者対象)募集
江東区文化コミュニティ財団では、
障害者を対象に、令和3年4／1以降に
採用する職員を募集します。受験資
格、採用予定人数等の詳細について
は、採用試験案内(申込書)をご覧く
ださい[第一次試験日]1／10(日)[採
用試験案内配付場所]文化コミュニ
ティ財団各施設[申込期間]12／10
(木)〜21(月)▢問 文化コミュニティ
財団管理課管理係☎3644-8119、℻

3646-8369 ▢HP https://www.kcf.
or.jp
まちあるきガイドサービスのご利用
を 深川七福神・亀戸七福神コース
江東区には、｢深川七福神｣と｢亀

戸七福神｣の2つの七福神めぐりがあ
ります。江東区文化観光ガイドでは、
ご家族・ご友人同士でご利用いただ
ける｢まちあるきガイドサービス｣を
無料で提供しています。この機会に
ぜひご利用ください。なお、1／11(月
・祝)までのガイドサービス催行を
ご希望の方は12／15(火)までにお申
し込みください※12／29(火)〜1／3
(日)は休業のため除きます。詳細・
注意事項等はホームページをご覧く
ださい▢費 無料▢問 江東区文化観光
ガイド事務局(江東区観光協会内)☎
6458-7410、℻6458-7420▢HP https:
//koto-kanko.jp/

高齢者家族介護教室
リハビリの大切さや自宅でできる
リハビリについて、理学療法士が講
義を行います。現在介護をしている
方だけでなく、介護をする立場にな
る前に知っておきたい方もお気軽に
ご参加ください ▢時 1／20(水)14：00
〜16：00▢場 江東区文化センター6階
第1〜3会議室(東陽4-11-3)▢人 区内
在住・在勤で高齢者を介護している
ご家族の方、介護に関心のある方30
人(申込順)▢費 無料▢申 12／8(火)か
ら電話で長寿社会文化協会(月〜金
曜(祝日・12／28(月)〜1／3(日)を除

く)10：00〜17：00)☎5405-1501 ▢問
地域ケア推進課包括推進係☎3647-
9606、℻3647-3165
｢音楽健康サロン｣介護予防
プログラム参加者募集
打楽器を用いて即興演奏やリズム
運動、KOTO活き粋体操も楽器でア
レンジし、全身の運動や脳の活性化
を狙いとした健康促進音楽療法を行
います▢時 1／12〜3／9の火曜(2／23を
除く全8回)9：45〜10：45▢場 砂町文
化センター・サブレクホール(北砂5
-1-7)▢人 65歳以上で介護保険の認
定を受けていない区民16人(抽選)

▢費 無料 ▢締 12／14(月)必着 ▢申 往
復はがきに①音楽健康サロン希望②
氏名・ふりがな③住所④電話番号⑤
年齢を記入し、〒135-8383地域ケア
推進課地域ケア係へ☎3647-4398、
℻3647-3165
消費者講座｢忙しい人のための
フリマアプリ活用法｣
フリマアプリを使った不用品を処
分するときのコツについて、実践を
踏まえながらお伝えします。お得で
失敗しない買い物の仕方も解説しま
す▢時 1／30(土)10：00〜12：00▢場 パ
ルシティ江東3階研修室▢人 区内在
住・在勤・在学の方16人(抽選)▢費
無料[持ち物]スマートフォン、出品
してみたい小物1つ▢師 中野有紀子
(CureRe) ▢締 12／25(金)消印有効

▢申 往復はがき(1人1枚)に①講座名
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郵送☎5683-
0321、℻5683-0318

江東区スポーツネット
2月のスポーツ施設(野球場・運動場・
テニス場)の利用申込

抽選受付期間 12／20(日)〜31(木)
抽選後の空き施設の申込 1／9(土)から受付
申込方法 利用者登録後、携帯電話、インター
ネット、または各スポーツセンターおよび区役
所1階にある利用者端末機で申込みます。なお、
下記の日程は施設の整備・区民体育大会等の開
催により利用申込はできませんのでご注意くだ
さい。

※潮見庭球場は改修工事のため、1／4(月)〜2月末日
まで利用を中止します。

※新砂運動場は改修工事のため、2／1(月)〜12(金)ま
で休場します。
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▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855
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日(2月分) 時間施設・面番号

11C・D面新砂

全日

8〜14

1・2・5・6面

平日(祝日を除く)

全日平日の月・水・金

7

夢の島

A・B・C・D面豊住

東少年

屋外スポーツ施設休場日

全日7・11・14・21・23・
28

全日13第二全面

9〜17

全日1〜28(グランド
凍結のため)

全日

種目

213・4面

全日8・22

全日14・21
サッカー

6・7・11・13・14・
20・23・27・2811・12面

10〜1620

全日

総合区民センター第二駐車場
(東側駐車場)(大島4-5-1)

東雲小学校西側校門
(ひばり幼稚園側)
(東雲2-4-11)

場所

12／6(日)
10：30〜
12：00

まなびの森保育園白河
(白河4-9-2)12／6(日)

13：00〜
14：30

日時

香取小学校北側校門
(亀戸4-26-22)

豊洲文化センター第3研修室
(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)

会場

12／17(木)
13：00〜16：00

12／10(木)
13：30〜16：30

総合区民センター7階
第3研修室(大島4-5-1)

12／21(月)
13：30〜16：30

日時

区役所2階エレベーター前

1月の乳幼児食事教室(個別講座に変更)
(申込順・12／7(月)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)

26(火)5(火)深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

※所要時間30分・希望時間は予約時にご相談ください

28(木)7(木)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）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者）

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

14(木)7(木)城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

7(木)・28(木)21(木)




