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毎月1日・10日・20日発行

主 な 内 容

４　面　えどがわエコセンターの催し　

えどちゃん音頭&マーチ歌詞募集の

結果発表Y

地域包括支援センター職員募集

犯罪撲滅に向けた地域のみなさんの地道な安全・安心パトロ
ール活動が実を結び、17年の区内の犯罪件数は、過去最多だっ
た12年と比較すると約5,000件もの減となりました。
しかし最近は、子どもへの犯罪が多発し、安全が脅かされて

います。地域を挙げての安全・安心まちづくり運動に、一層取
り組んでいきましょう。 ■問 環境推進課1（5662）1991

�区では、昨年12月19日から災害時対
策用に導入している移動式無線（MCA
無線）を活用し、不審者情報の配信を
始めました。学校や警察などから伝え
られた情報を、公用車74台と各事務
所・清掃事務所・健康サポートセンタ
ーなどの区施設16か所に設置している

無線機に配信しています。情報を受けた職員は、通常業務の中で見
回りを強化するなど、子どもの安全確保に努めています。

�４月から携帯電話（パソコンも可）に不審者情報や犯罪情報など
をメールで配信するサービスを開始します。子どもたちの安全確保
や侵入窃盗・ひったくりなどの犯罪防止に、ぜひご活用ください。

登録受け付け開始e ３月１日D

配信を希望する方は、電子メール
のアドレスを登録してください。
配信開始e ４月１日G

情報料は無料です。学校や警察な
どからの情報提供にあわせて、随時
配信します。

※登録方法など詳しくは、「広報えどがわ」３月１日号でお知らせします。

防犯メール
 ニュース・・・・・・・・・・・・

■自分たちのまちは自分たちで守るY（17年12月10日、�西安全・安心まちづくり総決起集会）

防犯情報や各地区の取り組み
などを紹介Y ぜひご覧ください。

小松川警察署1（3674）0110
小岩警察署1（5664）0110
�西警察署1（3687）0110

安全・安心まちづくり情報
■HP http://www.city.edogawa.
tokyo.jp/sec_anzen/

16年の犯罪件数

空き巣

侵入窃盗

◎16年と17年の件数を比較。

ひったくり

犯罪についてのご連絡・ご相談は

区では「安全・安心マップ」
の見直しを行い、警察や地域の
方々との連携をさらに深め、各
学校では防犯パトロールを実施
するなど、子どもの安全を守る
ための活動をこれまで以上に強
化しています。■全校一斉パトロール（17年12月14日、平井西小）

※順位は、犯罪件数が多い順。

速 報
！

23区中 1位 23区中 3位

17年の犯罪件数

自転車盗・車上狙いが多発しています。自転車には二重ロ
ックをY�車には必ず鍵

かぎ

と盗難防止装置をY�車内にバッグ
などの貴重品や音楽CDなどを置かないようにしましょう。

10年前の犯罪件数13,610件を下まわるY
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イベントカレンダー 内容・定員・持ち物・申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

・３日f（２回）�■場江戸川保健所ほか�
■内講義・現場学習ほか�■人20人（先着順）�
■申■問２月13日b９時から電話で、精神保健
係1（5661)2465

�■日２月27日b14時～15時30分�■場タワー
ホール船堀307会議室�■内言語聴覚士を中
心としたグループ指導�■人区内在住の概

おおむ

ね
40歳以上で、脳卒中後遺症などによる言語
障害をお持ちの方とその家族20人（先着順）
■申■問２月13日b９時から電話で、鹿骨健康
サポートセンター1（3678)8711

�口の中に発生する様々な癌を総称して
「口腔

くう

がん」と言います。口腔がんがどう
してできるのか、また早期発見や予防には
どのような方法があるのかを学びます。■日

２月18日g14時開演�■場●直タワーホール船
堀４階研修室�■師江戸川区歯科医師会学術
委員・川本強�■問江戸川区歯科医師会1（3
672)1456

�■日４月５日～９月20日の水曜18時30分～
21時（13回）�※19時までは自習。■場篠崎
コミュニティホール�■人区内在住の中学生
以上の方24人（先着順）�■費１万1900円（高
校生以下8900円）�※テキスト代を含む。
費用は初回納入。オカリナをお持ちでない
方は１個6700円で販売。■師杉山雅彦�■後区
教育委員会�■申２月14日cから電話で、生
涯学習課推進係1（5662)1628�■主■問江戸
川区音楽協議会・田中1080（5086)9181

�■日３月21日-13時30分～16時�■場タワー
ホール船堀303会議室�■人50人（抽選）�
■費1000円�■師写真家・芳賀健二�■主ニッコ
ールクラブ江戸川支部�■後江戸川区�■申■問
往復ハガキに住所・氏名・電話を記入し、
３月５日aまでに郵送（必着）、〒132－0025
松江４～18～６�山本宏1（3652)7953

�出版界で数々のヒット作を生み出してい
る編集者が、その視点から本の世界と今を
語ります。■日３月12日a14時～16時�■人
100人（抽選）�■師牧野出版代表取締役・
佐久間憲一�■場■申■問往復ハガキに講演名・
住所・氏名・年齢・電話を記入し、２月25
日gまでに郵送（消印有効）、〒132－0021
中央３～１～３�中央図書館1（3656)621

中央図書館講演会
「出版界から見た本の世界と今」

写真教室
「デジタルカメラを楽しもう」

オカリナ講習会

歯科健康講座
「口のなかにも癌はできるの?」

がん

言語リハビリ体験教室

1�※申し込みは一人１枚。重複申し込み
は無効。

小岩図書館1（3672）0251
映画会�■日２月18日g13時30分から（上映
時間１時間25分）�■内「一本刀土俵入」（■出
勝新太郎ほか）

小松川図書館1（3684）6381
おはなし会スペシャル�■日２月18日g14時
から�■内人形劇「手ぶくろをかいに」ほか
■人幼児～小学生�■出おはなしこばこ
松江図書館1（3654）7251

大人のための折り紙教室�■日２月18日g14
時から（２時間程度）�■内和紙で折るおひ
なさま�■人区内在住または在勤・在学の16
歳以上の方20人（先着順）�■持鉛筆・はさ
み・定規�■申２月11日-10時から電話で

�壊れた幼児向けのおもちゃを修理します。
■日２月18日g13時～15時�■費無料�※部品
代がかかる場合あり。■場■問●直共育プラザ一
之江1（3652)5911

�■日２月19日a10時30分～13時�■内劇「あ
かずきんちゃん」、ふれあいどうぶつコー
ナー、のびのびあそびコーナーほか�■場■問
●直共育プラザ葛西1（3688)8611�※当日
活動できる中学・高校生ボランティアも募
集しています。

�共育プラザで活動している中学・高校生
のロックバンドの発表会です。■日２月19日
a11時～15時30分�■場■問●直共育プラザ南篠
崎1（3678)8241

�■日２月28日c10時～11時30分�■内イライ
ラしないで子育てをするために�■人40人（先
着順）�※一時保育あり（30人・要予約）。
■師癒

いや

しの子育てネットワーク代表・阿部秀
雄�■場■申■問２月13日b９時から電話で、東
部健康サポートセンター1（3678)6441

《まもなく発売》
第85回江戸川落語会�
■日４月17日b18時30分
開演�■場小ホール�■費
3500円�■出三遊亭圓歌
ほか�■申２月19日a９
時からe総合文化センター窓口で／10時か
らeチケットぴあ1（0570)029988�※完
売とならなかった場合、２月20日b10時か

総合文化センターチケット情報

   子育て講演会
 「見えてますか？ 子どもの心」

ウ ィ ン タ ー    フ ェ ス タ    ラ イ ブ
   共育プラザ南篠崎
                 Winter Festa Live

   共育プラザ葛西
                     子育てフェア

   共育プラザ一之江
                  おもちゃの病院

　図書館へ行こう

ら総合文化センターの電話でも受け付け。
■問総合文化センター1（3652)1111

《好評発売中》
人形浄瑠璃文楽�人間の
情愛を表現する人形、魂
が震えるような感動と美
をお楽しみください。■日

３月17日f14時開演・18
時30分開演�■費4000円
羽田健太郎ピアノコンサート�初心者から

本格的クラシックファン
の方まで、すべての方に
好評のトークとピアノ演
奏をぜひご堪

たん

能
のう

くださ
い。■日４月28日f19時開
演�■費4000円

《■場》５階大ホール�《■申■問》タワーホール
船堀1（5676)2211

�■日２月25日g13時30分～16時�■場●直総合
文化センター小ホール�■内■師１部「健康日
本21プロジェクトと健康度チェック」e首
都大学東京教授・星旦二、２部「生きがい
について考える」e高齢社会を良くする女
性の会代表・樋口恵子�■人500人（先着順）
■共江戸川区ほか�■主■問NPO法人生活・福祉
環境づくり211（3283)7946

■日２月26日a10時～15時　■場新田２号公
園　■人70店（抽選） ■費1000円（車で搬入
する場合は2000円） ■持敷物�■共えどがわ
エコセンター　■主■申■問２月19日aまでに電
話・ファクシミリまたは往復ハガキを郵送
（必着）、〒134－0015 西瑞江５～15～182
リサイクルネットワーク・久保1・FAX
(3689)7446

�区内の職人さんの作品・実演をご覧くだ
さい。■日２月14日c～19日a10時～19時（19
日は17時まで）�※実演の日程は区ホーム
ページ内「伝統工芸ワールド」に掲載して
います。■場●直タワーホール船堀１階展示ホ
ール�■後江戸川区ほか�■主■問江戸川伝統工
芸保存会・深野1（3651)3465

�■日３月12日a13時30分開演�■場総合文化
センター大ホール�■内「ある晴れた日に」
（プッチーニ）ほか�■費1000円�■後江戸川
区ほか�■申チケットは２月15日dから総合
文化センター窓口で販売、または生涯学習
課推進係に電話で予約し当日代金と引き換
え�■問生涯学習課推進係1（5662)1628�

江戸川フィルハーモニーオーケストラ
           第7回スプリングコンサート

第23回伝統工芸展

チャリティー・フリーマーケット
                        出店者募集

リレー講演会「健康で、生きがいを
持って楽しい人生にしませんかZ」

タワーホール船堀チケット情報

�飛行機がどうして安全に空を飛べるのか
を、本物の飛行機部品やビデオ、クイズで
楽しく学びます。■日３月４日g14時～16時
■場グリーンパレス芙蓉�■人区内在住の小学
４年生以上のお子さんと保護者50人（抽選）
※２人以上であれば友達同士での参加も
可。■師1日本航空ジャパン・近藤光正�■申
■問２月22日dまでに電話・ファクシミリま
たは電子申請で、消費者センター1（566
2)7635・FAX（5607)1616

①カーリング教室�■日３月５日a・19日a
・26日a（３回）�■人小学生以上の方30人
（先着順）�■費1500円�■持室内用運動靴�■申
２月11日-14時から電話で
②中級スケート教室�■日３月７日～16日の
毎週火・木曜（４回）�■人直進滑走ができ
る小学生以上の方60人（抽選）�■費高校生
以上3200円・中学生以下1600円（貸し靴料
込み）�■申往復ハガキに教室名・住所・氏
名（フリガナ）・年齢・学年・電話を記入し、
２月17日fまでに郵送（必着）
《■時》18時30分～20時�《■場・申込先》〒133
－0063�東篠崎１～８～１�スポーツラン
ド1（3677)1711�※小・中学生は保護者
同伴。

�区内在住のぜん息の小学生を対象に、ぜ
ん息児の水泳指導に実績のある竹宇治聰子
さんを講師として行います。■日■場■人４月18
日～19年３月13日の火曜（36回）e小岩ア
ーバンプラザ・70人（先着順）／４月20日
～19年３月15日の木曜（36回）eスポーツ
センター・130人（先着順）�※ロッカー
代10円と保護者の送迎が毎回必要。■申■問２
月13日b９時から電話で、公害補償係1（5
662)1414

�区内の精神障害者施設でボランティアを
したい方のための講座です。■日３月２日e

ボランティア講座

　風の子水泳教室

　スポーツランドの教室
トリノ冬季オリンピック競技をあなたもY

　春の親子教室
「親子で学ぼうY　飛行機のヒ・ミ・ツ」

※一時保育あり（要予約）。

江戸川農産物直売会と商店街が提携して、
小松菜などの区内産の新鮮な野菜・きれい
な花を販売します。■日２月19日a11時～14
時�■場●直フラワーぽけっとハウス（南小岩
７～18～３小岩フラワーロード内） ■後江
戸川区　■問農産係1（5662)0539

�「江戸川区住宅等整備事業における基準
等に関する条例」を４月１日gから施行し
ます。この条例と規則の内容は、区まちづ
くりホームページ（■HPhttp://www.machi
dukuri.city.edogawa.tokyo.jp/）でご覧に
なれます。なお、条例施行と同時にこれま
での「江戸川区住宅等整備指導要綱」は廃
止となります。■問開発指導係1（5662)1101

�■日４月～19年３月の週５日（月～金曜）
■時８時30分～17時15分のうちの６時間�■場
希望の家ほか�■内利用者の日常の健康管理
・投薬管理ほか�■人正・准看護師の方（取
得見込みを含む）若干名�給与（月額）＝
17万1900円～21万6200円（職務経験による）
※社会保険あり。賞与なし。交通費の支給
は１万3000円まで。■申■問履歴書（写真貼
付）・資格証明書（写しも可）を郵送また
は持参、〒134－0013�江戸川５～32～６
希望の家1（3680)1532�※後日面接日を

区立障害者施設非常勤看護師募集

「江戸川区住宅等整備事業における
 基準等に関する条例」を施行します

江戸川産新鮮野菜・花の販売

通知します。

�子育てを地域で助け合う事業の説明会で
す。■日２月17日f14時30分～15時30分�■場
●直グリーンパレス芙蓉�■問ファミリー・サ
ポート・センター1（3877)2560

�「戦没者等の妻に対する特別給付金」第
二十二回い号の請求受け付けが、３月31日
fで終了します。請求がお済みでない方は
手続きしてください。■人第十七回い号を受
給していた方など�■申■問生活支援係1（56
62)2486

�電話で申し込みできます。空き室状況な
どは、区ホームページ・各コミュニティ施
設でご覧になれます。■申■問区民施設公社庶
務課1（5662)7051

�17年度第４期分の特別区民税・都民税（普
通徴収）の納期限が過ぎました。まだ納め
ていない方は、すでに送付した納付書によ
り銀行・信用金庫などで２月28日cまで納
められます。納付書をなくされた方は、区
役所または各事務所で納めてください。ま

特別区民税・都民税などの
　納め忘れはありませんか？

塩沢江戸川荘・穂高荘2月～5月分
 空き室利用申し込み受け付け中Y

戦没者等の妻のみなさんへ

　ファミリーサポート入会説明会

た、思わぬ事故や病気などで納付が困難に
なった場合は、ご相談ください。■問納税係
1（5662)1013

固定資産税・都市計画税第４期分の納期�
２月28日cまでにお近くの金融機関・都税
事務所で納めてください。納付には６月に
お送りした納付書をご利用ください。
納税には安心・便利な口座振替のご利用を
今申し込むと18年度第１期分からご利用で
きます。
《■問》江戸川都税事務所1（3654)2151

�税理士または税理士法人でない者が納税
者の依頼による税務代理・税務書類の作
成・税務相談を行うことは、法律で禁止さ
れています。税理士は税理士証票を携帯し、
税理士バッジを着用しています。依頼する
際はご注意ください。■問東京税理士会1

（3356)4461

�■日２月15日d13時30分～15時�■人６人
（先着順）�■場■申■問９時から電話で、江戸川
区医師会1（3652)3166

�薬に関する様々な不安や質問に薬剤師が
お答えします。■日２月16日e13時～16時�
■場●直グリーンパレス�■問江戸川区薬剤師会
1（5607)1535＝月～金曜13時～16時

�■日■場●直２月21日ce小松川区民館／２月

国民年金保険料納付窓口開設

薬の相談会

医療相談「閉経後の出血」

にせ税理士および
    にせ税理士法人にご注意Y

都税事務所からのお知らせ

22日de小岩区民館�■時10時30分～15時30
分�■持年金手帳など基礎年金番号のわかる
もの�■問江戸川社会保険事務所1（3652)5
106�※納付が困難な方の免除申請なども
受け付けます。

�小学生の相撲大会を一緒に盛り上げてみ
ませんか。■日５月14日a９時～16時�■場総
合体育館�■人区内在住の中学生以上の方�
■後江戸川区ほか�■申■問6東京青年会議所・
田島武雄1（3678)0075�※事前に３回程
度説明会を行います。

�２月20日b・21日cは、設備点検・館内
消毒のため休館します。
u会場受け付け・映画館・テナント・証明
書自動交付機なども利用できません。■問タ
ワーホール船堀1（5676)2211
u医師会医療検査センターの胃・肺・乳・
大腸・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、
節目健診、および予約業務も休みます。■問
医師会医療検査センター1（5676)8811

☆清新町コミュニティ会館・コミュニティ
図書館1（3878)1981e２月16日e＝貯水
槽清掃・設備点検のため�※証明書自動交
付機も利用できません。
☆北葛西コミュニティ会館1（5658)7311
e２月17日f＝館内消毒・設備点検のため
☆東部区民館・コミュニティ図書館1（36
79)1926e２月18日g＝館内消毒・設備点
検のため�※証明書自動交付機も利用でき
ません。

休館のお知らせ

タワーホール船堀  休館のお知らせ

　わんぱく相撲江戸川区大会
　　　　　ボランティア募集

催　　し 日　時 会　場 費用 問い合わせ

介護者交流教室「風邪症
候群とインフルエンザ」

2月14日c13時30
分～15時 きく なし

■申きく1（3677)3141
介
護
予
防
教
室

「食を通して（低栄養
防止）」

2月20日b13時30
分～15時

鹿骨四丁目会館（鹿
骨4～8～19） なし

「予防体操」 2月23日e13時～
14時

貞明児童会館（松江
7～12～20） なし ■申清心苑1（3655)6117

催　　し 日　時 会　場 費用 問い合わせ

健康相談と保健指導 2月17日f13時～
14時

●直くつろぎの
家 なし くつろぎの家

1（3670)6324

　江戸川子ども劇場定
期鑑賞例会「注文の多
い料理店」（■出オペラシ
アターこんにゃく座）

3月18日g17時開
演

総合文化セン
ター小ホール

2900円
 （会員は
無料）

■主■申江戸川子ども
劇場事務局・大谷
1（5676)3007

2月17日Fまで受け付け中Y 土木部保全課1（5662）1930
（利用期間＝4月1日g～19年3月31日g／利用料金＝月2万円）

申問

《社会福祉事業に》
Q本の会3000円＝福祉の一助に
Q匿名１万463円＝同上
Q匿名15万円＝同上
Q匿名100万円＝同上
Q興宮交友会５万円＝同上
Q渡辺幸信５万円＝同上
Q㈱大野新総研ASA松江店５万円＝同上
QASA松江店伊藤功司5000円＝同上
Qおはなしこばこ２万円＝同上
Q江戸川明るい社会づくりの会葛西第一
地区３万円＝勤福まつり（もちつき）収
益の一部
Q東榮信用金庫江戸川支店３万2305円＝
中央・一之江ふるさとまつり収益
Q㈲ゆいまーる味噌一一之江店１万円＝
店の売り上げの一部
Q葛西第一地区民生・児童委員協議会２
万5000円＝歳末たすけあい募金
Q葛西第二地区民生・児童委員協議会３
万6010円＝同上
Q葛西第三地区民生・児童委員協議会２
万1803円＝同上
Q第一製薬労働組合江戸川支部12万424
円＝同上
Q江戸川区柔道接骨師会14万4000円＝同
上
Q匿名10万円＝同上
Q匿名2000円＝同上
Q匿名３万円＝同上
Q秋元コウ５万円＝同上
Q㈱ライクス エネスタ江戸川東７万3870

円＝バザー売り上げ
Q岩倉病院１万円＝うぶ声献金（11月分)
Q江戸川中央商店会５万円＝第１回江戸
川区中央商店会まつり収益の一部
Qくすのき扇子田長寿会8580円＝アルミ
缶回収の報奨金
Qくすのき上一色南部親交会１万3380円
＝同上
Q葛西地区ママさんバレーボール愛好会
２万円＝葛西まつり模擬店売り上げの一
部
Q秋山涼子18万5902円＝歌謡ショーでの
チャリティー
Q石塚俊仲50万円＝結婚式のお祝いの一
部
Q第64回㈱伊勢崎組チャリティーゴルフ
会９万3000円＝ゴルフコンペの協賛金
Qリサイクルクラブぶーちゃんず１万円
＝フリーマーケット出店料の一部
Q江戸川金属工業協同組合１万5381円＝
産業ときめきフェアでの浄財
Qコスモス会６万1000円＝会の発表会チ
ャリティー募金
Qファミリーソーイングクラブ5000円＝
第18回一之江コミュニティ会館まつり売
り上げの一部
Q静和の会2000円＝同上
Qピンクッション’91 5000円＝同上
Q一之江サークル連絡会３万4107円＝笑
顔いっぱい長寿の集いバザーおよび第18
回一之江コミュニティ会館まつり売り上
げの一部

Q金井兼吉１万8000円＝講演の謝礼
Q三角自治会女性部３万円＝資源ごみ回
収の収益
Q鶴岡地区物産協同組合１万円＝物産展
売り上げの一部
Q小岩アーバンプラザサークル連絡会ダ
ンスサークルグループ２万1381円＝チャ
リティーダンスパーティーの浄財
Q江戸川区製パン・洋菓子親交会５万円
＝江戸川「食」文化の祭典での売り上げ
の一部
Q関東第一高等学校父母の会10万円＝学
園祭（霜月祭）での売り上げの一部
Q関東第一高等学校生徒会３万4598円＝
同上
Q関東第一高等学校インターアクトクラ
ブ３万8000円＝同上
Q第29回東部地域祭実行委員会21万9541
円＝バザー収益・リサイクル広場チャリ
ティー募金
Q江戸川材友会３万円＝第29回東部地域
祭ＰＲコーナー売り上げの一部
Qパンフラワーひかり１万100円＝同上
Qあみものホビーサークル１万円＝同上
Qすずらん会5000円＝同上
Q江戸川明るい社会づくりの会瑞江地区
10万4876円＝会のバザーおよび第29回東
部地域祭の売り上げ
Q匿名50万円＝障害者福祉の一助に
Q葛西社交ダンス連盟４万8438円＝チャ
リティーダンスパーティー収益の一部
Qめんめんの会２万円＝作品展売り上げ

の一部
Q瑞江第二中学校1971年卒業生１万1139
円＝同窓会の残金
Q韓国民団江戸川支部５万円＝区民まつ
りの収益から
Q(故)高福子代理石川逸子・銀林美恵子
200万円＝故人の遺志
Q三田村宏子１万2100円＝第３回「きる
とすたーす」パッチワーク作品展でのチ
ャリティー募金
Q第23回氷上フェスティバル実行委員会
６万円＝フリーマーケット出店料・模擬
店などの売り上げの一部
Q菱幸運輸㈱社員一同10万円＝１年間無
事に業務できたことに感謝して
Q㈱菱幸整備社員一同５万円＝同上
Q第24回スポーツセンターまつり実行委
員会３万9000円＝模擬店・バザー売り上
げの一部
《文化振興事業に》
Qz橋充子10万円＝ハワイアンダンス指
導料の一部
Q小岩区民館サークルまつり実行委員会
矢作八重子５万円＝作品即売などの売り
上げ
Q寺岡棠舟10万円＝日展特選受賞を記念
して

◇　　　　　◇
敬称略・順不同、有効に使わせていた

だきます。
u秘書室1（3652）1151 内線2021
u区社会福祉協議会1（5662）5557

カセットボンベ・スプレー缶は、ごみ収集車火災の原因になります。必ず使い切ってから
不燃ごみに出してください。穴を開ける必要はありません。 �清掃事業係1（5662）8434問

t
三
遊
亭
圓
歌

寄 付
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診療時間e９時～17時（急病のみ受け付け。往診は不可）。
外科は救急指定病院（「平成16・17年度くらしの便利帳」
154ページ参照）をご利用ください。
当番医（変更になる場合もあります）、救急指定病院の案
内は下記のところで行っています。聴覚に障害のある方
はファクシミリをご利用ください。
・テレホンセンター1（3651）5270

＝9時～17時ＦＡＸ（3654）4902
・東京消防庁テレホンサービス1（3212）2323＝24時間
・東京都保健医療情報センター1（5272）0303

＝24時間ＦＡＸ（5285）8080

休日急病当番医

｝

｝
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ê江戸川区歯科 
   医師会館内 

施術時間e９時～17時

安心堂接骨院 平井5－20－13 1（3612）6017
中�西接骨院 中�西5－4－4 1（3675）3701

小林接骨院 北小岩3－7－12 1（3673）2002
みずえ接骨院 江戸川1－44－6 1（3676）8558

やなぎうち接骨院 中�西7－3－10 1（3680）0358
南條接骨院 北小岩4－36－11 1（3673）7047

２月11・12・19日

休日歯科応急診療

休日応急当番接（整）骨院

２月
11日

２月
12日

２月
19日

小──星田小児クリニック 中�西2－3－10 1（3680）2028
田島クリニック 西�西6－13－7 1（3687）1161
生生医院 西小岩5－10－22 1（3657）6151
深田医院 東小岩6－19－5 1（3657）6051
一盛病院 小松川3－10－1 1（3637）0050
谷口内科 東瑞江1－27－6 1（3676）5757
遠藤内科医院 南小岩6－30－8 1（3650）7041
北篠崎クリニック 北篠崎2－4－5 1（3698）7225

眼──日根野眼科医院 南小岩7－5－16 1（3659）1147
耳鼻─南耳鼻咽喉科医院 中�西3－34－6 1（3688）0937

小──ぬまのクリニック 平井1－9－7 1（5609）6616
�西内科クリニック 東�西5－1－4 1（3687）5755
矢野医院 北小岩7－5－3 1（3650）1331
江戸川中央医院 南小岩7－10－13 1（3657）3669
とおるクリニック 瑞江2－3－1 1（5664）8020
申孝園診療所 一之江6－19－18 1（3652）9860
片倉クリニック 東小岩5－19－12 1（3658）0221
渡辺内科クリニック 篠崎町7－3－1 1（5243）1871

眼──篠田眼科クリニック 西小岩1－18－12 1（3650）5324
耳鼻─耳鼻咽喉科鈴木医院 篠崎町4－3－5 1（3676）1150

２月11日

内
・
小
児
科

内

内

２月12日

２月19日

内
・
小
児
科

面�積　49.09‡
総人口　660,910人 （前月比 14増）

（男性　336,369人　女性　324,541人）
うち外国人登録者数

20,204人 （前月比 6減）
世�帯　290,810世帯（前月比　19減）

いま、江戸川区は

2月14日C・15日D9時～16時　　　総合文化センター
生きがい係1（5662）0039

日 場 直
問

えどがわエコセンター
〒132-0031 松島1～38～1
グリーンパレス５階
1（5662）1651／FAX（5662）1658

①旬
しゅん

感クッキング
■日 ２月26日a10時～12時30分
■場 グリーンパレス料理講習室
■人 小学生30人（先着順）
■費 300円（保険料含む）
■持 エプロン、三角きん、布きん、タオル、飲み物
■申■問 ２月11日-９時から電話またはファクシミリ
で、内山1・FAX（3671）9646

②自然の素材で遊ぼう 葦
あし

苗やヨシズ作り

■日 ３月４日g10時～12時　■場 �西臨海公園鳥類園
■人 30人（先着順、親子連れ歓迎）
■費 100円（保険料含む）
■持 弁当、飲み物、作業のできる手袋
■申■問 ２月11日-～22日dにファクシミリで、飯田1
・FAX（3680）2346

③壊れたオモチャの修理教室
■日 ３月４日g13時～15時30分
■場 えどがわエコセンター
■人 小学５～６年生15人（先着順、保護者同伴可）
■持 壊れたオモチャ（なくても可）
■申■問 ２月11日-～20日bに電話で、荒巻1（3687）7892

■日 ２月25日g10時～16時
■場●直 タワーホール船堀３階応接会議室
■内 省エネ自家発電、エコ診断などの体験
■問 えどがわエコセンター

■日 ３月９日e10時30分～13時30分　■場 �西区民館
■人 25人（抽選） ■費 800円
■師 社団法人栄養改善普及会・稲川貴美子
■持 エプロン、三角きん、筆記具
■申■問 往復ハガキを２月21日cまでに郵送、〒132

－0031 松島１～38～１グリーンパレス５階
えどがわエコセンター

■日 ３月12日a13時～15時30分　■場 グリーンパレス402集会室
■人 体験教室や講座講習の指導者・ボランティアなど30人（抽選）
■持 日本手ぬぐい、筆記用具
■申■問 ３月４日gまでに電話・ファクシミリ・電子メールで、えど
がわエコセンター（電子メール＝edogawa-ecocenter@bz01.plala.or.jp）

江戸川区の都市農業を応援する歌「えどち
ゃん音頭」「えどちゃんマーチ」の歌詞が、次
の方々の作品に決まりました。
えどちゃん音頭　最優秀賞（採用作品）

江戸川区立新堀小学校４年１組
えどちゃんマーチ　最優秀賞（採用作品）

南　英市さん（滋賀県近江八幡市）
今後、曲と振り付けを付けて、イベントなどで活

用させていただきます。
■問 農産係1（5662）0539

18年度から区が社会福祉法人などへ委託して、地域における熟年者
の総合相談・支援や介護予防マネジメントを行う施設「地域包括支援
センター」の職員を募集します。
募集職種・人数　保健師または地域ケア経験のある看護師e10人程度
◎常勤職員です。給与などは施設によって異なります。
業務内容 虚弱高齢者に対する介護予防プランの作成／介護予防教室
開催などの介護予防啓発事業／高齢者に関する相談業務全般／保健
福祉に関するケアマネジャーへの助言

■申■問 履歴書（写真貼
ちょう

付）を２月20日bまでに郵送（必着）または持参、
〒132－8501（住所不要） 介護保険課事業者調整係（区役所２階３
番）1（5662）0892

久田医院 平井1－27－7 1（3681）0081
杉山医院 松島2－28－6 1（3653）2022
清新北診療所 清新町1－4－1 1（3878）3001
大原診療所 西小岩1－13－19 1（3657）6241
玉置医院 南小岩3－8－1 1（3657）0266
岩井整形外科内科病院 南小岩8－17－2 1（5694）6211
中村医院 一之江7－29－8 1（3651）1515
江戸川共済病院 南篠崎町1－2－16 1（3679）5211

眼──市原眼科 中央2－17－24 1（3653）1064
耳鼻─しのざき耳鼻咽喉科クリニック 篠崎町2－407－2 1（5243）8177

内

内
・
小
児
科

▲えどちゃん

えどちゃん音頭＆えどちゃんマーチ
歌詞募集の結果発表

地域包括支援センター職員募集（保健師など）

100通を超える応募
ありがとうY

診療時間e９時～17時

休日専用電話〔1（3672）

8215〕に予約のうえ、

16時30分までにお越し

ください。

18年2月1日現在

▲エコちゃん
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