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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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自転車保管場所・自転車コール
センター委託事業者募集
区では、平成30年度から自転車保
管場所2か所と自転車コールセンタ
ーの管理運営を一括受託する事業者
を募集します。詳細は、区ホームペ
ージまたは下記窓口でご確認くださ
い。なお、募集要項の配布は窓口の
みで行います[配布期間]9／11(月)〜
21(木)(土・日曜、祝日を除く)▢問
交通対策課自転車対策係(区役所隣
防災センター2階19番)☎3647-4789、
℻3647-9287
江東区シルバー人材センター
職員(非常勤)募集
[期間]11／1(水)〜平成30年3／31(土)
(更新あり)▢人 高校卒業以上の学歴
があり、普通自動車免許を有し、現
在運転のできる方(エクセル、ワー
ドのできる方)若干名[勤務場所]高
齢者総合福祉センター2階(東陽6-2-
17)[勤務条件]8：30〜17：15の7時間
45分、月18日勤務(土・日曜、祝日休。
年次有給休暇等あり)[報酬]月額
203,400円(交通費別途支給、社会保
険あり)▢内 受注に関する電話応対、
会員に対する仕事のコーディネート、
業務システムデータ入力等[選考]書
類選考・面接※詳細はホームページ
にある募集要領を参照▢締 9／28(木)
必着▢申 ①履歴書(写真添付)②職務
経歴書(職務経験がある場合)③志望
動機および抱負(直筆、原稿用紙800
字以内)を〒135-0016東陽6-2-17シ
ルバー人材センター総務担当へ郵送
または持参☎ 3649 - 3533 ▢ｅ ko
to@sjc.ne.jp ▢HP http://www.
koto-sj.jp
地区計画(豊洲地区)の変更に
関する住民説明会等
1．住民説明会

地区計画等を変更する都市計画案
がまとまりましたので、住民の皆さ
んにお知らせします ▢時 9／20(水)
19：00〜20：30▢場 豊洲西小学校体育
館(豊洲5-1-35)▢申 当日直接会場へ
2．計画案の縦覧・意見書の提出

計画案(①豊洲地区地区計画の変
更②高度地区の変更③防火地域およ
び準防火地域の変更)に意見のある

方は意見書を提出できます[縦覧期
間]9／20(水)〜10／4(水)[縦覧場所]
①都市計画課(区役所5階21番)およ
び東京都都市整備局都市計画課(都
庁第二庁舎21階)②③都市計画課(区
役所5階21番)[意見書の提出期限]10
／4(水)必着[意見書の提出先]①〒
163-8001新宿区西新宿2-8-1東京都
都市整備局都市計画課へ郵送または
持参☎5388-3225②③〒135-8383区
役所都市計画課へ郵送または持参

▢問 都市計画課都市計画担当☎3647
-9454、℻3647-9009
高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画推進会議 傍聴できます

▢時 9／20(水)13：30〜 ▢場 江東区文
化センター6階第1〜3会議室(東陽4-
11-3)▢人 10人(区民を優先し抽選)

▢申 当日13：00までに直接会場へ

▢問 地域ケア推進課包括推進係☎

3647-9606、℻3647-3165、介護保険
課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
国民健康保険料の減免
災害により重大な損害を受けたと
きや事業の休廃止により収入が著し
く減少したときなど、特別な事情に
より世帯全員の収入および資産(預
貯金等)・能力を活用しても保険料
の支払いが困難となった場合、申請
により一定期間、保険料が減免にな
る場合があります。申請には、預金
通帳や特別な事情が確認できる書類
などの提出が必要となります。詳細
はお問い合わせください▢問 医療保
険課資格賦課係☎ 3647-8520、℻

3647-8443
区民葬儀券を発行しています
区民葬儀は、一定の仕様で標準的
な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行う
ものです。祭壇料金・霊柩車・遺骨
収納容器・火葬料金の4項目につい
て23区統一の協定料金で行います。
なお、区民葬儀に含まれない経費が
ありますので取扱指定店にご相談く
ださい。区では、ご利用を希望され
る方に区民葬儀券を発行しています。
協定料金や取扱指定店の連絡先など
の詳細は区民課戸籍係(区役所2階1
番)・各出張所・豊洲特別出張所にあ
る区民葬儀のパンフレットをご覧く
ださい(区ホームページからも入手
可)[利用方法]取扱指定店へ直接申
し込んだのち、区民課戸籍係へ死亡

診断書(死亡届)を提示して区民葬儀
券の交付を受け、取扱指定店へ渡し
てください▢問 区民課戸籍係☎3647
-3163、℻3647-9244
｢障害者作品展｣出展作品募集
平成30年2／7(水)〜9(金)に江東区

文化センター(東陽4-11-3)で開催さ
れる｢障害者作品展｣の個人出展作品
を募集します▢人 区内在住で障害者
手帳をお持ちの方[募集要項配布]社
会福祉協議会窓口またはホームペー
ジ(▢HP https://koto-shakyo.or.
jp/)で▢締 11／17(金)▢申 募集要項
にある参加申込書に必要事項を記入
し、〒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
福祉サービス課福祉サービス係へ郵
送、ファクスまたは窓口で℻5683-
1570、☎3647-1898
成年後見相談会(予約制)
認知症、知的障害、精神障害など
により判断能力が不十分な方の権利
を守る成年後見制度、福祉サービス
に関するトラブルや疑問、遺言や相
続手続きなどの相談に応じます▢時
10／7(土)10：00〜16：00▢場 高齢者総
合福祉センター(東陽6-2-17)▢人 20
人(申込順)▢費 無料[相談員]成年後
見センター・リーガルサポート東京
(司法書士)[後援]江東区 ▢申 9／15
(金)から｢あんしん江東｣に電話また
は窓口で☎3647-1710、℻5683-1570

こどもサイエンス教室(後期)

▢時 10／21・28、11／11・25、12／2(土
曜全5回)9：30〜12：00 ▢場 亀高小学
校(北砂5-20-16)▢人 区内在住の小
学4〜6年生24人(抽選)▢費 無料▢内
｢割れにくいシャボン玉を作ろう｣
｢カルメ焼きを作ろう｣｢静電気の不
思議体験をしよう｣ほか ▢締 9／25
(月)消印有効▢申 往復はがきに①こ
どもサイエンス教室(後期)参加希望
②住所③氏名(ふりがな)④性別⑤電
話番号⑥学校名⑦学年⑧保護者名を
記入し、〒135-8383区役所学校支援
課学校支援係へ☎ 3647-9307、℻

3647-9053
深川東京モダン館
カフェ・講談・演芸
1．ふかにこカフェ

｢食、絵、歌｣のプロが集結し｢見て、
触って、歌って、感じて、味わう｣新
しいタイプの体験型紙芝居▢時 10／1
(日)①11：00〜②13：30〜 ▢人 0歳〜
小学生各20人(申込順)※要保護者同
伴。大人1ドリンク、こどもおかし
進呈▢費 大人1,000円、こども500円
2．モダン講談会

▢時 10／7(土)14：30〜(開場14：00)

▢人 60人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 ｢講談聴くと元気に
なる！｣[出演]神田桜子、神田京子、
神田陽子、神田ひとみ、宝井琴調他
3．江東モダン亭

▢時 10／8(日)14：30〜(開場14：00)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,000円、
当日2,500円▢内 区内在住の若手落
語家らによる演芸会[出演]桂夏丸、
歌扇他
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 9／15(金)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
児童会館 スポーツチャンバラ
・天体観望会・べビーマッサージ
1．親子でスポーツチャンバラ

▢時 9／30(土)10：00〜11：00▢人 区内
在住で3歳以上の幼児親子15組(抽選、
結果は当選者にのみ9／22(金)連絡)
[持ち物]汗ふきタオル・飲み物▢師
植草庄治(護心館不動塾)
2．天体観望会｢月｣

▢時 10／7(土)▢集 19：30に2階ホール

▢人 どなたでも60人(抽選、結果は
当選者にのみ9／24(日)連絡)※小学
生以下は保護者の申込と当日の付添
が必要▢師 有賀真由美・山内康晃※
雨天・曇天の場合は、2階ホールで1
時間程度星空解説
3．ベビーマッサージ

▢時 10／8(日)①10：00〜10：40②11：
00〜11：40▢人 区内在住で歩き始め
る前の0歳児と保護者各回12組(抽選、
結果は当選者にのみ9／26(火)連絡)
※お父さんの参加も歓迎です[持ち
物]バスタオル・飲み物▢師 土手浩
恵
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 9／21(木)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
硬式テニス・ソフトテニス教室
1．硬式テニス教室

▢場 新砂運動場(新砂3-9-1)※無料
巡回バスあり▢師 日本テニス協会公
認指導員
2．ソフトテニス教室

▢場 荒川・砂町庭球場(東砂3-28-13)

▢師 日本ソフトテニス連盟公認指導
員
※いずれも▢時 ▢内 下表のとおり(抽
選) ▢締 9／29(金)必着 ▢申 往復はが
き(1人1枚)に①教室名②時間③氏名
(ふりがな)④年齢⑤電話番号⑥住所
⑦テニス経験の有無⑧レンタルラケ
ットの要不要を記入し、〒136-0081
夢の島1-1-2夢の島競技場内屋外ス
ポーツ施設事務所へ☎3522-0846、
℻3522-0855

深川スポーツセンター
カヌー安全講習会(10月分)

▢時 10／14(土)9：00〜12：00▢集 深川
スポーツセンター▢人 区内在住・在
勤・在学の15歳以上の方5人(抽選)

▢費 3,850円(保険代含む、10／9(月・
祝)までに支払い)[持ち物]運動でき
る服装、着替え一式、飲物、帽子

▢内 カヌーに乗るために必要な技術
を身につける。1時間の講義と大横
川での実地講習▢師 (株)オーエンス

▢締 9／26(火)必着▢申 往復はがきに
①カヌー安全講習会②氏名(ふりが
な)③住所※区外在住で区内在勤・
在学の場合、勤務先(学校)と住所④
生年月日⑤電話番号を記入し、〒
135-0044越中島1-2-18深川スポーツ
センターへ☎3820-5881、℻3820-
5884

高齢者家族介護教室(無料・申込順・9／15(金)から各施設に電話)

介護に役立つ知識や技術を学びます▢人 区内在住・在勤で介護を行っている方20人▢費 無料

［車椅子体験］基本的な操作や介助するコツ
について、実際に車いすを使いながら介護
福祉士が説明します。

寿園高齢者在宅サービスセン
ター(北砂2-1-16)
☎3615-4850、℻3615-4855

10／28(土)
14：00
〜15：30

［食事について］簡単に作れる食事メニューを例に
挙げながら、バランスの良い食事を摂取する工夫
について、介護福祉士が説明します。また、食事
介助の際の姿勢や食事形態についても説明します。

枝川高齢者在宅サービスセン
ター(枝川1-8-15-101)
☎5632-2277、℻5632-2276

10／14(土)
14：00
〜15：30

内 容施設名(会場)日時

［薬について］薬についての基礎知識や薬局
で受けられるサービス等について、薬剤師
が説明します。

白河高齢者在宅サービスセン
ター(白河3-4-3-201)
☎3630-6591、℻3630-6598

10／14(土)
14：30
〜16：00

［エンディングについて］最近の葬祭事情や
エンディングノートの書き方について、民
間の葬祭業者スタッフが説明します。

あじさい高齢者在宅サービス
センター(東砂4-20-15)
☎5857-8231、℻5857-8235

10／21(土)
14：00
〜15：30

［自宅内の環境整備］自宅での生活をより安
全で快適にするための福祉用具や住宅改修
について、福祉用具専門員が説明します。
また、実際に福祉用具の体験も行います。

亀戸高齢者在宅サービスセン
ター(亀戸4-21-13)
☎5626-0130、℻5626-0133

10／14(土)
14：00
〜15：30

大島東長寿サポー
トセンター
☎5836-5301
℻3638-3585

管理栄養士が食事が楽しくなる工夫など
をお伝えします。脳の活性化メソッド
｢シナプソロジー｣の体験もあります。

コスモス老人福祉
施設
(大島9-6-16)

10／11(水)
14：00
〜15：30

認知症家族介護者教室・交流会
認知症についての講話と、家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください▢時 ▢場 下

表のとおり▢人 20人(申込順)▢費 無料▢申 9／19(火)から電話で各長寿サポートセンター

認知症についての理解を深め、地域で支
える場所づくりについて話し合ってみま
せんか？

豊洲文化センター
第2研修室(豊洲2-
2-18豊洲シビック
センター8階)

10／18(水)
13：30
〜16：00

内容施設名(会場)日時

豊洲長寿サポート
センター
☎5859-0566
℻5547-5400

申込・問合先

受講料

水曜硬式テニス教室

11：00〜12：30

14：30〜16：00

12：45〜14：15

9：15〜10：4511／1〜
12／20の
水曜(全
7回と予
備日)

時間開催日

16歳以上各20人

16歳以上の女性
20人

対象・定員

7,700
円

受講料

木曜硬式テニス教室

11：00〜12：30

14：30〜16：00

9：15〜10：45

12：45〜14：15

11／2〜
12／21の
木曜(11
／23を除
く全6回
と予備
日)

時間開催日

16歳以上各20人

16歳以上の女性
20人

対象・定員

6,600
円

受講料

ソフトテニス教室

13：20〜14：50

16歳以上12人

9：15〜10：45

11：00〜12：30

11／2〜
12／21の
木曜(11
／23を除
く全6回
と予備
日)

時間開催日

16歳以上のテニ
ス経験者12人

16歳以上の女性
12人

対象・定員

6,600
円




