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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。

都営シルバーピア(高齢者向け)
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[申込用
紙配布期間]3／1(月)〜8(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 3／11(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郵送☎3647-
9464、℻3647-9268

令和3年度分区民交通傷害保険
申込は3／31(水)までに
令和3年度分(保険期間：令和3年4／
1(木)0：00〜令和4年3／31(木)24：00)
の加入受付を行っています。申込締
切後のご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(株)東京公務開発部営業開発課
☎3349-9666 ▢締 3／31(水) ▢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)※新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、
できるだけお近くの区内金融機関等
をご利用ください▢問 地域振興課地
域振興係☎3647-4962、℻3647-8441
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 3／1(月)・2(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
建築・測量登記の無料相談

▢時 3／10(水)13：00〜15：00▢場 区役

所2階エレベーター前▢内 新築・増
改築・耐震等に関するプラン、資金、
日照問題、登記、土地測量等建築一
般に関する相談。設計図面や資料の
ある方はご持参ください[相談員]
(一社)東京都建築士事務所協会江東
支部会員・東京土地家屋調査士会江
東支部会員▢申 当日直接会場へ▢問
建築調整課建築防災係☎3647-9764、
℻3647-9009
分譲マンション無料相談会

▢時 3／10(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所7階第73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 3／5(金) ▢申 2／25(木)
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

介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)募集
平日日中の空いた時間で無理なく
働けます[契約期間]令和4年3／31
(木)まで(業務委託契約、年度更新
あり)▢人 ①②をいずれも満たす方
若干名(選考)①介護支援専門員の資
格を有するおおむね65歳未満の方②
認定調査員新規研修を修了した方

▢内 区内での訪問調査および調査票
の作成[業務委託料]1件4,000円(研
修期間あり)[選考]書類および面接
(随時)▢申 ①履歴書(写真添付)②介
護支援専門員証の写し③応募の動機
を200字程度に記入したもの(様式自
由)を、〒135-0016東陽6-2-17江東
区社会福祉協議会総務課認定調査係

へ郵送または持参☎3647-5831、℻

3647-5833
｢ふれあいサービス｣
協力会員募集
ふれあいサービスは、高齢の方や
障害のある方、産前産後の世帯など
援助が必要な方を対象に、家事や介
護のお手伝いをしてくれる協力会員
(有償ボランティア)を募集していま
す。ぜひ協力会員としてご登録いた
だき、地域の助け合いにご協力をお
願いします[活動内容および謝礼金]
○家事援助サービス(食事の支度・
洗濯・掃除・買物代行など)1時間700
円または840円○介護サービス(車い
す・外出等の介助、乳幼児介助など)
1時間840円または1,050円○ちょこ
っとサービス(電池や電球の交換・
体調不良時の買物代行等)1回500円
(30分以内)[登録説明会] ▢時 3／15
(月)13：30〜16：00▢場 高齢者総合福
祉センター3階第1研修室(東陽6-2-
17)▢人 18歳以上の心身ともに健康
な方18人(申込順)※資格・経験・性
別・居住地は不問▢内 事業説明と登
録手続き▢申 2／25(木)から電話で江
東区社会福祉協議会福祉サービス課
☎5683-1571、℻5683-1570
区民が豊洲の魅力を取材・発信
ミニコミ誌｢ぶらり豊洲｣発行
豊洲文化センターでは、豊洲の魅
力を紹介するミニコミ誌を作成しま
した。これは区民協働事業｢みんな
でつくるミニコミ誌｣の中で受講生
が実際に街を取材し、記事にしたも
のです。ぜひご覧ください[配布場
所]区内各文化センター、図書館な
ど※ホームページでもダウンロード
できます▢費 無料▢問 豊洲文化セン
ター☎3536-5061、℻5560-0505▢HP
https://www.kcf.or.jp/toyosu

えこっくる江東
｢ごみ戦争展示コーナー｣を案内
ごみ戦争宣言から今年で50年。ご
みと密接に関わってきた江東区の歴
史を映像やクイズで紹介します。そ
して、私たちが抱えるごみの問題や
削減への取り組みを知ります▢時 3／
7(日)①10：00〜10：30②11：00〜11：
30▢人 区内在住の小学生親子各回4
組(先着順、開始15分前から受付)

▢費 無料 ▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 えこっくる江東(潮見1-29-7)☎
3644-7130、℻3644-7135
えこっくる江東
｢探そう！春の自然｣
1．わくわく生きものたんけん隊(親

子向け)

クイズやお話を通して春の自然を
知り、ビオトープで自然を観察しま
す▢時 3／6(土)①10：30〜11：45②13：
00〜14：15▢人 区内在住の小学生と
保護者各回4組8人(申込順)※参加者
以外の同伴不可
2．江東区の春の動植物〜その魅力

と地球環境による変化〜(大人向け)

ミニ講演会のほか、ビオトープで
自然を観察します ▢時 3／10(水)①
10：30〜11：45②13：00〜14：15▢人 区
内在住・在勤・在学で16歳以上の方
各回8人(申込順)※参加者以外の同
伴不可
※いずれも▢場 えこっくる江東(潮
見1-29-7)▢費 無料▢師 佐々木洋(プ
ロ・ナチュラリスト) ▢申 2／25(木)
からえこっくる江東に電話または窓
口で☎3644-7130、℻3644-7135

こどもの本の交換会｢リユース
を楽しもう！みんなの本棚｣
読み終えた絵本や児童書など、こ
ども向けの本を持ち寄って交換しま
す。江東区立図書館から提供された
リサイクル本もあります ▢時 3／6
(土)10：30〜15：00(最終受付14：30)

▢人 どなたでも(中学生以下は要保
護者同伴)▢費 無料[注意事項]①持
ち込み、持ち帰りともに5冊まで②
書き込みや汚れのある本・辞書・参
考書・教科書・付録冊子・雑誌は持
ち込み不可③持ち帰り用の袋持参

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 えこっ
くる江東(潮見1-29-7)☎3644-7130、
℻3644-7135
天体観望会｢オリオン大星雲｣

▢時 3／13(土)19：30〜20：30(集合時
間を指定します)▢場 大島第二児童
館(大島4-5-1総合区民センター5階)

▢人 区内在住の方30人(抽選、結果
は当選者にのみ3／3(水)午前に連絡)
※小学生以下は保護者の申込と当日
の付添が必要▢費 無料▢内 講師によ
る解説後、屋上に移動して望遠鏡で
観測。見終えた順に流れ解散※雨天
中止。集合後、気象状況により観測
できなくなった場合はプログラム変
更あり ▢師 有賀真由美・山内康晃

▢締 3／2(火)▢申 大島第二児童館に
電話または窓口で☎・℻3637-2595
(日・月曜、祝日を除く)

江東図書館 資料展示
〜語り継ぐ戦争の記憶〜
戦争を知らない世代が増えていく
中、平和の尊さと戦争の悲惨さを後
世に伝えるため、図書館が所蔵する
東京大空襲・学童集団疎開に関する
本・資料の展示の他、区内で空襲や
疎開を経験された方の体験談を収録
したVTRを常時上映します※江東
図書館3階には常設で｢学童集団疎開
資料室｣があります ▢時 2／20〜3／18
(木)▢場 江東図書館3階展示コーナ
ー(南砂6-7-52)▢費 無料▢申 当日直
接会場へ ▢問 江東図書館☎3640-
3151、℻3615-6668
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▢時 3／2

(火)14：00〜15：30▢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▢内 明治江東人物伝
米穀問屋・奥三郎兵衛▢申 2／25(木)
から電話で深川東京モダン館☎5639
-1776、℻5620-1632▢HP https://fu
kagawatokyo.com
カメリアホールステージライブ
＆体験教室
亀戸を中心に活動するグループに
よる舞台発表や体験教室など各種催
しを行います※催事により事前申込
みが必要です。また、当日カメリア
ホール入場時に名前と連絡先をご記
入いただきます。詳細はお問い合わ
せください▢時 3／14(日)10：00〜16：
00▢費 無料(物販・体験教室の材料
は実費)▢場 ▢問 亀戸文化センター
(亀戸2-19-1)☎5626-2121、℻5626-
2120▢HP https://www.kcf.or.jp/
kameido/

（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。なお、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
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リ
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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

5677-4182東砂3-29-5 アミーパレス山内1階

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

けい歯科医院

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

杉山歯科医院
5690-3957木場6-11-9 柳沢ビル2階刈屋歯科医院

3／21(日)
3644-8991東砂6-14-3 星和東砂ハイツ102釜我歯科医院

5690-5881東砂2-3-5 ウィスタリアガーデン1階笠井デンタルクリニック

3／14(日)

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。

3642-5965木場2-21-2 木場スカイハイム2階

3／20(土・祝)

おくわき歯科医院

3644-4847東砂5-12-21

東砂7-1-1 ライオンズマンション南砂町1-102おかむら歯科医院

5245-6110

3643-0418木場2-19-8 プレスタ木場1階阪本歯科医院
3／7(日)

木場5-11-19 大坂屋ビル2階須藤歯科医院

3641-5235白河3-1-2河口歯科医院
3／28(日)

3648-0418




