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特別区立幼稚園臨時的任用教員
(産育休補助教員登録者)の募集
[職種]妊娠出産休暇・育児休業中の
教員に対する臨時的任用教員[勤務
地]特別区の区立幼稚園(大田区・足
立区を除く)[資格]幼稚園教諭普通
免許状を現に有し、国公私立幼稚園
の正規任用教員として1年以上、ま
たは国公私立幼保連携型認定こども
園において満3歳以上を担当する正
規任用保育教諭として1年以上、も
しくは特別区の区立幼稚園の臨時的
任用教員または学級を専任する非常
勤講師として通算12か月以上の勤務
実績があり、昭和32年4／2以降に出
生した方[選考]書類選考および面接
[募集案内配布場所]指導室(区役所6
階4番)および東京区政会館▢申 本人
が12／4(月)・5(火)に所定の書類(募
集案内参照)を千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館17階特別区人事・厚生
事務組合教育委員会事務局人事企画
課採用選考担当へ持参☎5210-9857

▢HP http://www.tokyo23city.or.
jp/
障害者支援相談員(非常勤)の募集
[期間]①平成30年1月〜3月(更新あ
り)②平成30年4月〜平成31年3月(更
新あり)[勤務条件]平日の月16日、
原則8：30〜17：15(有給休暇あり)[勤
務場所]障害者支援課[報酬]月額
230,900円※通勤手当(上限あり)、
健康保険、厚生年金、雇用保険あり

▢人 保健師・看護師・精神保健福祉
士・介護支援専門員いずれかの資格
のある方若干名(選考)[勤務内容]障
害のある方を対象とした訪問調査や
相談等[選考方法]書類選考および面
接[面接日]12／5(火) ▢締 11／22(水)
必着▢申 障害者支援課(区役所隣防
災センター2階11番)にある所定の申
込書(区ホームページからも入手可)
に記入し、〒135-8383区役所障害者
支援課在宅生活相談係へ郵送または
持参☎3647-4308、℻3647-4910
都市計画審議会 傍聴できます
第142回江東区都市計画審議会を

開催します。付議予定案件名等、詳
細は、都市計画課(区役所5階21番)
窓口または区ホームページをご覧く
ださい▢時 11／17(金)14：00〜▢場 区
役所3階区議会全員協議会室▢人 10
人(抽選) ▢申 当日13：30までに都市
計画課窓口へ☎3647-9439、℻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 11／9(木)13：30〜 ▢場 江東区文
化センター展示室(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
交通事故等の治療で健康保険を
使用するときは届け出を
交通事故等で第三者から受けたけ
がなどの医療費は、加害者(相手方)
が過失割合に応じて負担しますが、
届出により国保または後期高齢者医
療で保険診療を受けることができま
す。診療を受ける際には、医療機関
に事故による受診であることを申し
出てください。また、事故(自損事
故含む)にあったら、医療保険課保
険給付係に必ず届け出てください。
必要な書類についてはお問い合わせ
いただき、事故日から30日以内に提

出してください※交通事故の場合、
事故証明書が必要となりますので、
必ず警察に届け出てください▢問 医
療保険課保険給付係☎3647-3168、
℻3647-8443
後期高齢者医療制度の
医療費等通知書を送付
通知書には、診療年月、医療機関
等の名称、医療費の総額(自己負担
分＋保険者負担分)等を記載してい
ます。診療日数等の受診内容に誤り
がないかご確認ください▢人 後期高
齢者医療制度の加入者で、平成28年
7月〜平成29年6月に①医療費の総額
(自己負担分＋保険者負担分)が5万
円を超える月がある方②柔道整復、
はり・きゅう、あんま・マッサージ、
治療用装具等のいずれかの施術や支
給がある方[送付時期]11月中旬▢問
医療保険課医療保健係☎3647-8516、
℻3647-8443、東京都後期高齢者医
療広域連合点検係☎3222-4424
古着の巡回回収(第8回)
11／12(日)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します※
くつやぬいぐるみなど回収できない
ものもあります▢時 ▢場 下表のとお
り(雨天決行)▢問 清掃リサイクル課
☎3647-9181、℻5617-5737

行政書士による無料相談会

▢時 ①11／9(木)13：30〜16：30②11／
16(木)13：00〜16：00③11／20(月)13：
30〜16：30▢場 ①豊洲文化センター
第8研修室(豊洲2-2-18豊洲シビック
センター8階)②区役所2階区民ホー
ル③総合区民センター7階第7会議室
(大島4-5-1)▢内 遺言・相続・遺産分
割、株式会社・NPO等の法人設立、
飲食店・古物商・産廃・建設業他各
種営業許認可関係、融資、契約書関
係▢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
建築・測量登記の無料相談

▢時 11／8(水)13：00〜15：00▢場 区役
所2階エレベーターホール前▢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
北砂3〜5丁目地区不燃化特区
専門家による個別相談会

▢時 11／7(火)・25(土)13：00〜16：50

▢場 不燃化相談ステーション(北砂4
-24-3 2階)▢人 不燃化特区内で建物
の建替え、移転、除却を検討してい
る方▢費 無料▢申 電話で不燃化相談
ステーション☎6666-0580、℻6666-
0521▢問 地域整備課不燃化推進係☎

3647-9491、℻3647-9009
シルバー人材センター
会員募集中・入会個別相談会
シルバー人材センターでは、働く
ことを通じて生きがい、健康づくり、
社会参加をしたいという高齢者の方
に希望と経験や能力に応じて仕事を
提供しています。現在の会員数は約
2,800人です▢人 区内在住で健康で
働く意欲のある60歳以上の方[職種]
屋内外軽作業・清掃・施設管理・家
事援助サービス・自転車整理・カー
ト整理・児童通学案内等業務など[入
会個別相談会]センターのしくみや
働き方等の質問に職員がお答えしま
す▢時 ①11／13(月)9：30〜11：30②11

／16(木)14：00〜16：00 ▢場 ①豊洲シ
ビックセンター11階区民広場(豊洲2
-2-18)②南砂区民館3階第二洋室(南
砂6-8-3)▢申 当日直接会場へ▢問 シ
ルバー人材センター☎3649-3533

▢ｅ koto@sjc.ne.jp
ことばときこえの教室
ことばやきこえに苦手さのある児
童が、いきいきと学校生活を送るこ
とができるように支援する教室です。
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。なお、
平成30年度就学予定のお子さんは、
11月から相談の申込を受け付けます。
また、その他相談もお気軽にお電話
ください▢問 学校支援課特別支援教
育係☎3647-9175、℻3647-9053、南
陽小学校ことばときこえの教室(東
陽2-1-20)☎・℻3649-3464
お祭りコトミちゃん
ちびマスコット販売中

▢費 700円[販売場所]江東区観光協
会(東陽4-5-18産業会館内)、区内各
文化センター、総合区民センター、
ティアラこうとう、深川江戸資料館、
芭蕉記念館、中川船番所資料館、深
川東京モダン館▢問 江東区観光協会
☎6458-7400、℻6458-7420

12月の乳幼児食事教室
(申込順・11／6(月)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)

26(火)
13：30〜

5(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

21(木)
13：30〜

7(木)
①13：00〜 ②14：30〜

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
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

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

14(木)
13：30〜

7(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

14(木)
14：00〜

21(木)
①13：30〜 ②15：00〜

スポーツデーにお越しの方へ ☆上履きをお持ちください。☆夜間の中学生以下の
利用は、必ず保護者が同伴してください。

バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バスケットボ
ール
バドミントン

深川スポーツ
センター
越中島1-2-18
☎3820-5881
℻3820-5884

スポーツ会館
北砂1-2-9
☎3649-1701
℻3649-3123

スポーツ施設名
問い合わせ先

卓球・トレーニング

卓球・各種武道・トレーニング

午前
9：00〜12：00

卓球・トレーニング

ミニバス・サ
ッカー教室
※申込は締め
切りました

トレーニング

江東スポーツデー(区民無料公開日)
第2土曜(11／11)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

卓球・弓道・
トレーニング

深川北スポー
ツセンター
平野3-2-20
☎3820-8730
℻3820-8731

夜間
18：00〜21：30

東砂スポーツ
センター
東砂4-24-1
☎5606-3171
℻5606-3176

バドミントン

トレーニングは9：00〜21：50
小学生スポ館
スポーツ塾※
申込は締め切
りました

バドミントン
バドミントン
ミニバスケッ
トボール

ソフトテニス
バレーボール

ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

ソフトテニス

有明スポーツ
センター
有明2-3-5
☎3528-0191
℻3528-0192

亀戸スポーツ
センター
亀戸8-22-1
☎5609-9571
℻5609-9574

バドミントン
卓球

午後
13：00〜17：00

トレーニング
バドミントン
バスケットボ
ール

バレーボール
ビーチボール

クライミングウ
ォール(一般)

バレーボール
バドミントン

クライミングウォ
ール(こども・親子)

卓球・各種武道・トレーニング

水泳

水泳

第4土曜第2土曜

卓球

バスケットボール
ミニバスケットボ
ール

水泳

ソフトテニス
卓球

午前
9：00〜12：00

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(11／11)、第4土曜(11／25)の
午前中は、小中学生の無料公開日

バドミントン
ミニバスケットボ
ール・卓球

卓球
各種武道

水泳

改修工事のため平成30年3月31日(予定)まで休館

江東区スポーツネット
1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 11／20(月)〜30(木)
抽選後の空き施設の申込 12／9(土)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込ます。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。

東少年

野球
・

ソフトボール

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

全日13・20・21・27第二全面

8〜127

日(1月分) 時間施設・面番号

7

全日7・13・14・20・21・
27

B面

1・2・5・6面

亀戸

サッカー

3・4・7・
8・9・10面

全日

夢の島

平日・日曜・祝日

屋外スポーツ施設休場日

全日14・21・28

※夢の島野球場の11・12面は整備のため、平成30年5
月上旬まで利用を中止します。
※潮見野球場は改修工事のため、平成30年2月下旬ま
で利用を中止します。
※豊住庭球場は改修工事のため、A・B面は平成30年
3月下旬まで、C・D面は平成30年2月下旬まで利用
を中止します。なお、クラブハウスも改修工事の
ため、シャワーや更衣室の利用はできません。

全日平日の月・水・金多目的広場

全日4〜31(グランド
凍結のため)

8〜12

種目

全日

9・22・年末年始
休場日(12／29〜
1／3※庭球場は
12／31〜1／3)

全日13・20第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

総合区民センター東側外部駐
車場(大島4-5-1)

深川第八中学校校門前
(塩浜2-21-14)

場所

11／12(日)
10：30〜
12：00

東川小学校 ひまわり学級建
物前(新大橋通り沿い)
(住吉1-12-2)

11／12(日)
13：00〜
14：30

日時

東砂小学校校門(番所橋通り
沿い)(東砂2-12-14)

▲コトミちゃん




