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区報に掲載する講座・催し物、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。

特別区職員Ⅰ類（事務等）
（一般方式）募集
特別区（東京23区）では、平成30年

4/1以降に採用する大学卒業程度の
能力を有する職員（Ⅰ類）を募集して
います。募集する試験区分、採用予
定人数、受験資格等の詳細は、採用
試験案内（申込書）をご覧ください
［第1次試験日］5/7（日）［採用試験案
内配布場所］職員課人事係（区役所4
階4番）、各出張所・図書館 問 区職
員課人事係�3647-5481、FAX3647-
9480または特別区人事委員会事務局
任用課採用係�5210-9787 HP 特別
区人事委員会事務局 http：//www.
tokyo23city.or.jp/saiyou―siken.
htm
（仮称）西大島地域核まちづくり
協議会の会員募集
地域の皆さんを中心とした協議組

織でまちの将来像を検討する「（仮
称）西大島地域核まちづくり協議会」
の会員を募集します 人 大島1～4丁
目に在住・在勤で、地域のまちづく
りに興味がある方20人程度（選考）
内 会議やワークショップを開催
し、まちの課題を共有したうえで、
西大島駅周辺地域におけるまちの将
来像を検討［期間］6月～平成30年3月
［会議開催予定］6回程度（平日の夜間
および土・日曜、祝日の日中）締4
/21（金）消印有効 申 地域整備課（区
役所5階22番）窓口にある申込書（区
ホームページからも入手可）に必要
事項・応募動機を記入し、〒135-8383
区役所地域整備課再開発担当へ郵
送、ファクスまたは窓口で�3647-

8408、FAX3647-9009
行政書士による無料相談会
時 ①4/13（木）13：30～16：00②4/17
（月）13：30～16：00③4/20（木）13：00
～16：00場 ①豊洲文化センター第4
研修室（豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階）②総合区民センター7階
第7会議室（大島4-5-1）③区役所2階
区民ホール 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、FAX3647-9635
建築・測量登記の無料相談
時4/12（水）13：00～15：00場 区役
所2階区民ホール 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、FAX3647-
9009
ファミリー・サポート利用
会員登録説明会（要予約）
ファミリー・サポート事業は、地

域で育児の手助けができる方（協力
会員）が育児の手助けが必要な方（利
用会員）を援助する活動です［活動内
容］協力会員の自宅を利用しての一
時預かり、保育園・幼稚園への送迎、
その後の預かりなど［活動時間］7：00
～22：00 時 4/12（水）・5/10（水）
14：00～、4/25（火）・5/25（木）10：00～
（毎月2回開催）※いずれか1日に参加

場 高齢者総合福祉センター3階研
修室（東陽6-2-17）人 区内在住で、
生後57日～小学3年生のお子さんの
保護者 申 電話でファミリー・サポ
ート・センター事務局（江東区社会福
祉協議会内）�5683-1573、FAX5683-
1570
ふれあいサービス「ちょこっと
サービス」を開始
ふれあいサービスでは、日常生活

でのちょっとした困りごとに有償ボ
ランティア（協力会員）が訪問してお
手伝いする「ちょこっとサービス」を
新たに実施します［対象者］おおむね
60歳以上の高齢者、障害のある方だ
けの世帯［内容］○電池や電球等の交
換○買い物代行（体調不良時）○ゴミ
出し（定期的でない）○季節的な器具
・道具の入れ替え※サービスの利用
は、1回30分以内、年4回まで［謝礼金］
30分500円（部品代など自己負担）
問 江東区社会福祉協議会福祉サー
ビス課�5683-1571、FAX5683-1570

児童会館 親子体操・天体観
望会・ベビーマッサージ
1．親子体操（第1期）
時 水曜クラス5/10～7/12、木曜ク
ラス5/11～7/13、金曜クラス5/12～
7/14［いちご組］10：00～10：45［みか
ん組］11：00～11：45（各クラス全10
回）人 区内在住の2歳以上（5/1現
在）の幼児とその保護者各組40組（抽
選、結果は4/18（火）発送予定）内
［いちご組］2歳～3歳未満のお子さん
をメインとしたふれあい運動［みか
ん組］3歳以上のお子さんをメインと
したチャレンジ運動※2歳以上であ
ればどちらの組でも希望できます
締 4/11（火）必着 申 往復はがき
（重複申込無効、兄弟・双子は1枚に
2人分記入）に、①行事名（親子体操）
②希望クラス（第2希望まで）③希望
組④お子さんの氏名（ふりがな）・生
年月日・年齢（5/1現在）・性別⑤住所
・電話番号⑥保護者名を記入し、〒
135-0002住吉1-9-8児童会館へ
2．天体観望会「木星」
時4/22（土）19：30～ 人 どなたで

も60人（抽選、結果は当選者にのみ4
/12（水）連絡）※小学生以下は保護者
の申込と当日の付き添いが必要 師
有賀真由美、山内康晃 締4/11（火）
申 児童会館に電話または窓口で※
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4/23（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4/13（木）連
絡）［持ち物］バスタオル・飲み物
師 土手浩恵 締4/11（火）申 児童
会館に電話または窓口で
※いずれも 費 無料 問 児童会館�
3633-6911、FAX3633-6936
中川船番所資料館
水辺のワークショップ
昔なつかしい、ろうそくの火で走

る「ポンポン船」を作ります。シンプ
ルな材料で作るため、微妙な調整で
動きが変わります。親子でチャレン
ジしましょう 時4/22（土）10：30～
12：00場 中川船番所資料館（大島9-
1-15）人 こども15人（申込順、小学
3年生以下は保護者同伴）費 教材費
500円 申4/5（水）9：00から中川船番
所資料館に電話または窓口で�3636
-9091、FAX3636-9094
中川船番所資料館 ゴールデン
ウィークイベント
1．水辺のスケッチ
資料館3階の中川番所のジオラマ

や現代の旧中川・川の駅を題材に、
水彩色鉛筆スケッチに挑戦してみま
せんか 時5/3（水・祝）9：00～12：00
人15人（申込順）費 教材費500円、
観覧料（大人200円、小・中学生50円）
申4/8（土）から電話または窓口で
2．江戸和竿師の出前展示
江戸和竿製作工程の一部をご覧い

ただきます。現在では珍しい江戸和
竿に関する質問などもお受けします
時5/3（水・祝）13：00～16：00人
どなたでも 費 観覧料（大人200円、
小・中学生50円）申 当日直接資料館
へ
※いずれも場 問中川船番所資料館
（大島9-1-15）�3636-9091、FAX3636-
9094

5月の乳幼児食事教室
（申込順・4/6（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）

会場・問い合わせ先
離乳食教室
※2回食人6～7か月
児と保護者各回20組

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

城東保健相談所（大島3―1―3）
�3637―6521 FAX3637―6651

11（木）
①13：00～ ②14：30～

25（木）
13：30～

深川保健相談所（白河3―4―3―301）
�3641―1181 FAX3641―5557

9（火）
①13：00～ ②14：30～

30（火）
13：30～

深川南部保健相談所（枝川1―8―15―102）
�5632―2291 FAX5632―2295

18（木）
①13：30～ ②15：00～

11（木）
14：00～

城東南部保健相談所（南砂4―3―10）
�5606―5001 FAX5606―5006

11（木）
13：30～

18（木）
13：30～

江東区スポーツネット
6月のスポーツ施設（野球場・運動場・
テニス場）の利用申込み

抽選受付期間 4/２０（木）～30（日）
抽選後の空き施設の申込 5/9（火）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。
種目 施設・面番号 日（6月分） 時間

野球
・

ソフトボール
夢の島

1・2面 4・10・11・17・18・24・258～18
20・22 12～18

5・6面 4・11・18・25 8～18
3・4・9・10面4・11・18・25 8～16
7面 10 8～18

11・12面 3・10・17・24 8～18
4・11・25 12～18

東少年 平日・日曜・祝日 全日
潮見 全面 4・11・18・25 8～18

テニス
豊住 全面 3・4・11・18 9～18

10・25 8～18A・B・C・D面
荒川砂町 全面 25 9～18

屋外スポーツ施設休場日 12・26 全日
※新砂運動場（テニス・ソフトボール・サッカー場）
は改修工事のため、平成29年8月中旬まで、利用を
中止します。
問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522―0846、FAX3522―0855

江東スポーツデー（区民無料公開日）
第2土曜（4/8）

※屋内プール・サウナ室は有料です。

スポーツ施設名
問い合わせ先

午前
9：00～12：00

午後
13：00～17：00

夜間
18：00～21：30

トレーニングは9：00～21：50

スポーツ会館
北砂1―2―9
�3649―1701
FAX3649―3123

バスケットボ
ール
バドミントン

バレーボール
バドミントン

卓球・各種武道・トレーニング

深川スポーツ
センター
越中島1―2―18
�3820―5881
FAX3820―5884

バドミントン
ミニバスケッ
トボール

バドミントン
バドミントン
バスケットボ
ール

トレーニング・卓球・各種武道
クライミングウォ
ール（こども・親子）

クライミングウ
ォール（大人）

亀戸スポーツ
センター
亀戸8―22―1
�5609―9571
FAX5609―9574

ソフトテニス
ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

バレーボール
バドミントン

卓球・トレーニング

有明スポーツ
センター
有明2―3―5
�3528―0191
FAX3528―0192

ミニバス・サ
ッカー教室
※申込は締め
切りました

バドミントン ソフトテニス
バレーボール

卓球・トレーニング

東砂スポーツ
センター
東砂4―24―1
�5606―3171
FAX5606―3176

バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バドミントン
卓球

バレーボール
ビーチボール

トレーニング

深川北スポー
ツセンター
平野3―2―20
�3820―8730
FAX3820―8731

卓球 バドミントン バドミントン

トレーニング

こどもスポーツデー
第2土曜（4／8）、第4土曜（4/22）の午前中は、

小中学生の無料公開日

午前
9：00～12：00

第2土曜 第4土曜

卓球
各種武道
水泳

バドミントン
ミニバスケットボ

ール
卓球

各種武道

小学生深川スポー
ツ塾
※申込は締め切り
ました

ソフトテニス
卓球

小学生亀戸わくわ
くスポーツ塾※申
込は要問い合わせ

水泳

卓球・水泳

バスケットボール
ミニバスケットボ

ール

小学生砂町スポー
ツ塾
※申込は締め切り
ました

水泳

卓球
小学生深川北スポ
ーツ塾 in 体育室
※申込は締め切り
ました

水泳

みんなでスポーツデー
第4土曜（4/22）

［利用料］1人400円、シニア・中学生以下100円

午前
9：00～12：00

午後
13：00～17：00

夜間
18：00～21：30

小学生スポ館ス
ポーツ塾
※申込は締め切
りました

バスケットボール バドミントン

卓球・各種武道

小学生深川スポ
ーツ塾※申込は
締め切りました

バドミントン
中学生スポーツ支
援事業

バドミントン
バドミントン
タイム

卓球
クライミングウォ
ール（こども・親子）

クライミングウ
ォール（大人）

小学生亀戸わく
わくスポーツ塾
※申込は要問い
合わせ

カヌー一般公開
※事前にカヌー安
全講習会を終了し
た方が対象（別料
金）

ミニバス・サッ
カー教室※申込
は締め切りまし
た

有明フットサルリ
ーグ
※事前登録制
1チーム6，000円

卓球

小学生砂町スポ
ーツ塾
※申込は締め切
りました

ビーチボール

小学生深川北ス
ポーツ塾 in 体
育室
※申込は締め切
りました

卓球 バドミントン

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。


