
5 令和�年(2021年)�月21日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

凡

例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

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。

都営住宅入居者募集
[抽選方式による募集]①単身者向②
単身者用車いす使用者向③シルバー
ピア(高齢者集合住宅)④事故住宅
[ポイント方式による募集]⑤家族向
⑥車いす使用者世帯向[申込用紙配
布期間]2／1(月)〜9(火)(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、都庁、東京都住宅供給公社都
営住宅募集センター(渋谷区神宮前5
-53-67コスモス青山3階)、東京都住
宅供給公社亀戸窓口センター(亀戸1
-42-20住友不動産亀戸ビル10階)※
申込書は募集期間中のみ公社ホーム
ページ(▢HP https://www.to-kou
sya.or. jp/)からも入手できます

▢申 郵送で2／15(月)までに渋谷郵便
局に届いたものに限り有効(ポイン
ト方式は同日18：00までに公社都営
住宅募集センターに必着)▢問 東京
都住宅供給公社都営住宅募集センタ
ー☎3498-8894、区住宅課住宅管理
係☎3647-9464、℻3647-9268
ことばときこえの教室
ことばやきこえに心配のある児童
が、生き生きと学校生活を送ること
ができるように指導・支援する通級
指導学級です。入級に関する相談を
ご希望の方は、在籍校と話し合いの
うえ、在籍校を通してお申し込みく
ださい※来年度就学予定のお子さん
についても、相談を受け付けていま
す[相談日時]毎週水曜11：00〜 ▢問
教育支援課特別支援教育係☎3647-
9175、℻6458-6087、南陽小学校こと
ばときこえの教室☎3649-3464
令和2年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期納期限2／1(月)
令和2年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期分の納期限は2／1
(月)です。納付方法の詳細は、区ホ
ームページでご確認ください▢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
が困難な方は納期限までにご相談く
ださい▢問 納税課徴収第一・第二係
☎3647-4153、℻3647-8646

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

老齢年金を受給されている方に
源泉徴収票が送付されます
老齢基礎年金や老齢厚生年金など
は、所得税法上｢雑所得｣として課税
の対象となります。そのため、老齢
基礎年金や老齢厚生年金などを受け
ている方を対象に、令和2年の年金
支払総額や介護保険料額、源泉徴収
税額などを記載した｢公的年金等の
源泉徴収票｣が今月、日本年金機構
から送付されます。確定申告や住民
税の申告をする際に必要となります
ので、大切に保管してください。お

手元に届かない場合や紛失された場
合はお問い合せください。障害年金
や遺族年金は非課税のため、源泉徴
収票は送付されません▢問 ねんきん
ダイヤル☎0570-05-1165、江東年金
事務所☎3683-1231、℻3681-6549
分譲マンション無料相談会

▢時 2／10(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 2／5(金) ▢申 1／25(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

豊洲西小学校体育館
定期利用の抽選申込
豊洲西小学校体育館定期利用の抽
選申込を受け付けます[利用期間]4
月〜令和4年3月[利用内容]火・水・
金曜の18：00〜21：00および土・日曜
の9：00〜21：00のうち、週1回(3時間)
の定期利用※半面利用(バレーボー
ルコート1面相当)※フットサルの利
用不可※1回の利用ごとに、設備使
用料および学校施設使用料あり※学
校使用や臨時使用等で使用できない
場合があります※オリンピック開催
期間前後(7月中旬〜8月中旬)は使用
できません※使用に際しては｢学校
施設使用上の遵守事項｣を守り、｢学
校施設使用にかかる承諾書｣を提出
してください▢締 2／8(月)必着 ▢申
豊洲西小学校体育館棟窓口にある申
込書(ホームページ(▢HP https://w
ww.fep0294.co.jp/toyosunishi/)
からも入手可)に必要事項を記入し、
〒135-0061豊洲5-1-35豊洲西小学校
体育館棟へ郵送または持参☎5144-
1311、℻3536-7757

人権啓発パネル展
｢暮らしの中にある人権課題｣をテ
ーマにしたパネル展を開催します。
イラストを中心としたパネル展です
ので、お気軽にお立ち寄りください

▢時 1／30(土)〜2／1(月)9：00〜20：
00※初日は12：00から、最終日は19：
00まで▢場 江東区文化センター2階
展示ロビー(東陽4-11-3)▢申 当日直
接会場へ▢問 人権推進課人権推進担
当☎3647-1164、℻3647-9556
江東区マンション交流会

▢時 2／13(土)13：00〜16：40▢場 カメ
リアプラザ(亀戸2-19-1) ▢人 50人
(申込順)▢費 1,000円※会員は500円

▢内 [第1部]講演会｢大規模修繕工事
におけるコンサルタントの選定｣
(▢師 柴田幸夫((一社)クリーンコン
サルタント連合会会長))[第2部]分
科会①大規模修繕②管理運営[主催]
江東・マンションふぉーらむ21▢締
2／5(金)※定員になりしだい終了

▢申 1／26(火)から電話、窓口または
ファクスにマンション名・住所・氏
名・電話番号・参加希望の分科会番
号(①または②)・解決したい問題等

を記入し、住宅課住宅指導係(区役
所5階1番)へ☎3647-9473、℻3647-
9268
活き粋体操だよ！全員集合！
(2・3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。体操の動画は、区
のホームページで公開しています。
また、お近くの長寿サポートセンタ
ーでは、体操のDVDの貸し出しや、
体操のやり方を紹介したチラシを配
布しています▢時 ▢場 下表のとおり

▢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

小名木川児童館 陶芸教室
｢型抜きを使って小鉢を作ろう｣

▢時 2／13(土)①14：00〜14：50②15：
10〜16：00▢場 小名木川児童館(北砂
5-20-5-101)▢人 区内在住で今年度
参加されていない①4歳以上の幼児5
人②小・中学生および高校生5人(抽
選、結果は当選者にのみ2／2(火)連
絡)※小学2年生以下は保護者同伴

▢費 無料[持ち物]エプロン・手拭き
タオル ▢師 蒲田里奈 ▢締 1／30(土)

▢申 小名木川児童館に電話または窓
口で☎・℻3640-1941
深川東京モダン館
おきがる講座
区の歴史を学ぶ講座です[渋沢栄

一ゆかりの人々 伊達宗城] ▢時 1／
29(金)14：00〜15：30[明治江東人物
伝鈴木藤三郎と製糖業]▢時 2／2(火)
14：00〜15：30
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15) ▢人 20人(申込
順)▢費 300円▢申 1／26(火)から電話
で深川東京モダン館☎5639-1776、
℻5620-1632 ▢HP https://fukaga
watokyo.com

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
2／13(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

2／2(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

・金融機関のペイジー対応ATM
(コンビニ内のATMは不可)

・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

ATM

パソコン・
スマートフ
ォン

窓口

納付方法

・インターネットバンキング
・クレジットカード
・モバイルレジ
・LINE Pay請求書支払い

20人

20人

定員

2／27(土)、
3／27(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

20人
2／5(金)、
3／5(金)
10：30〜

東砂福祉会館和室大
(東砂7-15-3)
☎3646-0461

各回
�人
程度

江東区文化センター
2階談話ロビー
(東陽4-11-3)
☎3647-4398

2／10(水)・24(水)、
3／10(水)・24(水)
①9：30〜10：00(練
習なし)②10：15〜
10：50(練習あり・
初心者向け)
※事前にご連絡く
ださい。

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

10人
2／18(木)、
3／18(木)
13：00〜

千田福祉会館洋室
(千田21-18)
☎3647-0108

20人
2／25(木)14：00〜、
3／17(水)15：00〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人
2／24(水)、
3／24(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

10人

2／6(土)、
3／6(土)
13：30〜

2／15(月)、
3／15(月)
14：00〜

日時

20人
2／13(土)・27(土)、
3／13(土)・27(土)
10：00〜

（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

※現在、土曜・休日急病診療は予約制となっています。事前に電話で予約のうえ、受診して
ください。新型コロナウイルス、インフルエンザ、溶連菌等の検査は行っていません。

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

3644-3674北砂4-39-8

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

笠原歯科医院

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

八ツ繁歯科医院

北砂7-4-2 渡辺ビル1階まつだ歯科

3641-4949富岡1-12-1 福照ビル2階福嶋歯科医院
2／21(日)

3644-9209北砂5-18-6進藤歯科医院

5683-0234北砂3-36-18 鈴木ビル1階砂町北歯科

2／11(木・祝)

医療機関名期 日
当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

3641-0588富岡1-9-6 銅突ビル2階

2／14(日)

3649-8117

かすが歯科医院

3648-4881北砂5-14-13 神崎ビル1階

北砂5-20-7-104あべ歯科医院

3630-6480

3641-1601富岡1-22-25安藤歯科医院
2／7(日)

富岡1-11-1

3641-5679古石場3-11-11西村歯科医院

たむら歯科

2／28(日)

3641-1585富岡1-23-15 高砂ビル2階山守歯科医院
2／23(火・祝)

5632-1482




