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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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特別区民税・都民税(普通徴収)
第1期分の納付はお済みですか
令和3年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第1期分の納期限は6／30
でした。納付の確認がとれない方に、
督促状を7／28に発送しました。同封
の納付書で払込指定期限の8／10(火)
までに納めてください。納付方法は
下表のとおりです。詳しくは督促状
に同封のチラシまたは区ホームペー
ジをご確認ください▢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

地区計画案の縦覧および
意見書の提出等
1．住民説明会

地区計画(新砂二・三丁目地区の
決定および新砂地区の変更)の案が
まとまりましたので、住民の皆さん
にお知らせします。なお、密集環境
を避けるため、パネル掲示による説
明や図書の縦覧等を行います▢時 8／
28(土)18：00〜19：45、9／2(木)18：00
〜19：45 ▢場 南砂区民館4階ホール
(南砂6-8-3)▢申 当日直接会場へ
2．計画案の縦覧・意見書の提出

地区計画の案を縦覧します。計画
案に意見のある方は意見書を提出で
きます[縦覧期間]9／1(水)〜15(水)
[縦覧場所]都市計画課(区役所5階21
番)[提出期限]9／15(水)必着[提出
先]〒135-8383区役所都市計画課都
市計画担当へ郵送または持参☎3647
-9454、℻3647-9009
行政書士による無料相談会(8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

古着の巡回回収 8／14(土)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるもの(洗濯済みのも
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※袋に入れ
てお持ちください※指定時間外は回
収できません▢時 ▢場 別表のとおり
(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

｢あんしん江東｣弁護士による
専門相談会(予約制)
成年後見制度、遺言や遺産相続、
福祉サービスに関するトラブル等の
相談にお答えします※毎週火曜14：
00〜16：00には、通常の専門相談(弁
護士・司法書士)を開催しています
(予約制)▢時 8／28(土)14：00〜16：00
(1人1回30分)▢場 高齢者総合福祉セ
ンター2階(東陽6-2-17)▢人 6人(申
込順) ▢費 無料 ▢申 8／10(火)から電
話またはファクスであんしん江東☎

3647-1710、℻5683-1570
介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
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)(業
務委託契約、年度更新あり) ▢人 介
護支援専門員の資格を有するおおむ
ね65歳未満の方、若干名(選考によ
り決定)[業務委託料]1件4,000円(研
修期間あり)▢内 区内での訪問調査
および調査票の作成[選考]書類およ
び面接[面接日]8／19(木) ▢締 8／16
(月)必着▢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高
齢者総合福祉センター2階社会福祉
協議会総務課認定調査係へ郵送また
は持参☎3647-5831、℻3647-5833

介護予防ウォーキング教室〜防災ウ
ォークで仲間と一緒に介護も予防〜
ウォーキングの効果と方法や介護
予防のための知識を学びながら、実
際の災害時避難経路を歩き、防災の
心得も一緒に学びます。教室プログ
ラム終了後に、知り合った仲間とウ
ォーキングを継続できるよう方法を
お伝えします▢時 9／2〜10／28の木曜
9：30〜11：00(9／23を除く全8回)▢場
スポーツクラブルネサンス北砂(北
砂2-16-1)▢人 65歳以上の区民の方
で介護保険認定を受けてない方15人
(申込順)▢費 無料▢締 8／23(月)▢申
8／10(火)から電話でスポーツクラブ
ルネサンス北砂(11：00〜17：00※木
・土・日曜、祝日を除く)☎5635-9880、
℻5635-9881▢問 地域ケア推進課地
域ケア係☎3647-4398、℻3647-3165
高齢者家族介護教室
参加者募集
高齢者を介護しているご家族の方
などを対象に、介護技術や知識を習
得するための教室を開催します▢時

▢場 下表のとおり▢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各30人(申
込順)▢費 無料▢申 8／6(金)から電話

で(株)ツクイスタッフ☎3548-0221
(月〜金曜9：00〜18：00※祝日を除
く)▢問 地域ケア推進課包括推進係
☎3647-9606、℻3647-3165
大島第二児童館
こども星空教室｢土星｣

▢時 8／28(土)・9／11(土)19：30〜20：
30(希望日を選択)▢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0〜18歳の児童とそ
の保護者各回30人(抽選)※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
えた順に解散※雨天・曇天・警報レ
ベルの強風の場合は、館内で1時間
程度星空解説▢師 有賀真由美、山内
康晃▢締 8／10(火)▢申 区ホームペー
ジに掲載の電子申請、または電話・
窓口で(9：00〜17：00※日・月曜、祝
日を除く)※結果は8／12(木)に連絡
(電話・窓口申請は当選者のみ)☎・
℻3637-2595

消費者講座｢知って得するクレジッ
トカードの仕組みと賢い使い方｣
さまざまなキャッシュレス決済サ
ービスについて解説をします▢時 9／
17(金)14：00〜15：30▢場 パルシティ
江東3階研修室(扇橋3-22-2)▢人 区
内在住・在勤・在学の方20人(抽選)

▢費 無料▢師 (株)ジェーシービー北
口勝也(クレカウンセラー)▢締 8／30
(月)消印有効▢申 往復はがき(1人1
枚)に①講座名②郵便番号・住所③
氏名(ふりがな)④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☎5683-0321、
℻5683-0318
点字(点訳)講習会
最近、さまざまなところで見かけ
るようになった点字。その点字の読
み・書きの規則を学んでみませんか

▢時 9／2〜11／18の木曜18：30〜20：30
(9／23、11／11を除く全10回) ▢場 高
齢者総合福祉センター(東陽6-2-17)

▢人 点訳ボランティア活動に参加意
思のある方で、パソコンの操作・メ
ール送受信ができる方15人(申込順)

▢費 5,000円▢内 点字の基本講習・
点字器による手打ち・パソコン入力
※筆記用具持参▢師 点訳ボランティ
ア点訳｢しんせい｣▢締 8／18(水)▢申
8／5(木)から電話で点訳｢しんせい｣
(山本)☎090-7945-9912 ▢問 江東ボ
ランティア・センター☎3645-4087、
℻3699-6266
社協カフェ｢みんなの居場所｣
8月は社会福祉協議会職員による
相談のみ行います▢時 ▢場 別表のと
おり▢内 福祉総合相談▢人 どなたで

も▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問
社会福祉協議会地域福祉推進課☎

3640-1200、℻5683-1570

芭蕉ゆかりのまちあるき
参加者募集
芭蕉記念館を中心に、松尾芭蕉が
14年間暮らした深川の芭蕉ゆかりの
史跡を文化観光ガイドとあるきます

▢時 9／18(土)、10／16(土)10：00〜12：
00▢人 各10人(申込順)▢費 500円(入
館料、保険代、資料代)▢師 江東区文
化観光ガイド▢申 8／11(水)9：00から
電話で芭蕉記念館☎3631-1448、℻

3634-0986
芭蕉記念館俳句会参加者募集

▢時 9／22(水)13：30〜※13：15集合

▢場 芭蕉記念館2階研修室(常盤1-6-
3)▢人 18人(申込順)▢費 無料。句報
希望の方は84円切手貼付・宛名明記
の封筒を持参▢内 秋季雑詠3句▢申 8
／11(水)9：00から電話で芭蕉記念館
☎3631-1448、℻3634-0986

9月の乳幼児食事教室(個別講座に変更)
(申込順・8／5(木)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)

28(火)7(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

30(木)2(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

9(木)2(木)城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

9(木)16(木)

江東区スポーツネット
10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 8／20(金)〜31(火)
抽選後の空き施設の申込 9／9(木)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し込みます。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。

辰巳小学校駐車場
(辰巳1-11-1)

場所

旧清掃事務所亀戸庁舎前
(亀戸9-6-29)

明治小学校南側校門
(深川2-17-26)8／14(土)

13：00〜
14：30

8／14(土)
10：30〜
12：00 総合区民センター第二駐車場

(東側駐車場)(大島4-5-1)

日時

金融機関、郵便局

コンビニエンスストア

インターネットバンキング

パソコン・
スマートフ
ォン

クレジットカード
(別途決済手数料がかかります)

モバイルレジ

窓口

LINE Pay 請求書支払い

納付方法
-ご自身に合った方法をお選びください-

納税課(5階7番)

豊洲特別出張所・各出張所

金融機関のペイジー対応ATM
(コンビニ内のATMは不可)ATM

PayPay請求書払い

会場

総合区民センター7階
第3会議室(大島4-5-1)

8／16(月)
13：30〜16：30

区役所2階エレベーター前
8／19(木)
13：00〜16：00

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)

8／12(木)
13：30〜16：30

日時

健康は｢食｣から！必
要な栄養素と調理・
メニューを考える

内容

9／14(火)
14：00〜
15：30

楽しく簡単に！1日1
分から、自宅ででき
るリハビリテーショ
ン

区役所7階
第71〜73会議
室

9／29(水)
14：00〜
15：30

日時

区役所7階
第71〜73会議
室

会場

全面

テニス

野球
・

ソフトボール

荒川

▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

2・3・16・17・23・
24新砂

ソフトボール
・

サッカー等

日(10月分)

多目的広場

時間施設・面番号

3・10・17・24・313・4・9・10面

9〜12

1・2・5・6面

第二全面

全日10

3・10・17・24・31

夢の島

A〜D面豊住

全日

屋外スポーツ施設休場日

8〜16

8〜163・10・17・24・31

全日

全日
2・3・10・17・24・
31

10

第一全面

全面亀戸

全面深川

種目

全日11・25

8〜16
2・3・10・16・24・
30・31

サッカー

全日平日の月・水・金

14〜172

8〜16
2・3・10・16・23・
24・31

11・12面

▲江東区観光キャラクター
コトミちゃん

城東
南部

地区

8／25(水)
10：00〜
12：00

8／18(水)
10：00〜
12：00

日時

豊洲文化センター7階
サブ・レクホール
(豊洲2-2-18豊洲シビッ
クセンター内)

砂町文化センター2階
第3・4会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
南部




