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保育補助職員(非常勤)募集

▢人 保育士、幼稚園教諭、教員、看
護師のいずれかの資格を有する方・
若干名▢内 保育の補助業務[勤務場
所]区立保育園(全31園)のいずれか
(希望等を考慮のうえ、決定します)
[勤務時間]週6日(月〜土)または週5
日(月〜金)、16：15(または15：45)〜
19：45[期間]平成30年3／31(土)まで
(更新あり)[給与]月額86,800円〜
100,400円※このほか、週5〜6日の
朝夕の勤務もあります。詳細はお問
い合わせください▢問 保育課保育管
理係☎3647-9094、℻3647-8447
文化コミュニティ財団・
健康スポーツ公社職員募集
江東区文化コミュニティ財団およ
び江東区健康スポーツ公社では、平
成30年4／1以降に採用する職員を募
集します。受験資格、採用予定人数
等詳細については、採用試験案内(申
込書)をご覧ください[第一次試験
日]11／5(日)[採用試験案内配付場
所]文化コミュニティ財団・健康ス
ポーツ公社各施設[申込期間]10／11
(水)〜20(金)▢問 文化コミュニティ
財団管理課管理係☎3644-8119、℻

3646-8369 ▢HP https://www.kcf.
or.jp/、健康スポーツ公社事務局管
理係☎3647-5402、℻3647-5048▢HP
http://www.koto-hsc.or.jp/
国民健康保険証(10月更新分)
の記載内容のご確認を
9月中旬に新しい保険証をお送り
しました。記載事項に誤りや不明な
点がありましたら、医療保険課(区
役所2階7番)または出張所までお申
し出ください。また、新しい保険証
が届いていない場合は医療保険課ま
でお問い合わせください。古い保険
証は裁断するなどして廃棄していた
だくか、医療保険課またはお近くの
出張所へお返しください(郵送可)。
なお、視覚障害がある方には、｢健康
保険証｣と点字で印字してあるシー
ルをお配りしています。ご希望の方
は、医療保険課または出張所にご連
絡ください▢問 医療保険課資格賦課
係☎3647-3167、℻3647-8443
後期高齢者医療保険料の
納付書を発送
後期高齢者医療保険料の10月期〜
12月期分の納付書を、10月中旬に送
付します。なお、口座振替を登録し
ている方や特別徴収(年金からのお
支払い)に該当する方には送付しま
せん※1月期以降の納付書は、1月中
旬に発送します。ご不明な点はお問
い合わせください▢問 医療保険課資
格賦課係☎3647-8520、℻3647-8443
事業系有料ごみ処理券
経過措置10／31(火)まで
廃棄物処理手数料の改定に伴い、
10／1(日)から事業系有料ごみ処理券
の料金が変わり、新しい券に切り替
わります。事業系有料ごみ処理券は
セット売りのため、改定前の券は経
過措置期間として、10／31(火)まで
使用できます。11／1(水)以降は使用
できませんのでご注意ください。ま
た、改定前の券は、新料金との差額
分を納入することで、同じ券種の新
しい券と交換できます[交換場所]清
掃リサイクル課(区役所隣防災セン
ター6階※12月まで同4階に移転中)、
清掃事務所(潮見1-29-7)、各出張所、
文化センター(東大島文化センター
を除く)、スポーツセンター、健康セ

ンターで ▢問 清掃リサイクル課☎

3647-9181、℻5617-5737、清掃事務
所☎3644-6216、℻3699-9520
地区計画(有明北地区)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 10／12(木)
19：00〜20：30▢場 有明スポーツセン
ター会議室(有明2-3-5)▢申 当日直
接会場へ
2．計画案の縦覧・意見書の提出

計画案に意見のある方は意見書を
提出できます[計画案]①有明北地区
地区計画の変更②防火地域および準
防火地域の変更[縦覧期間]10／10
(火)〜24(火)[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)②都市計画課(区役所5階21番)
[意見書の提出期限]10／24(火)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-
3225②〒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
建築・測量登記の無料相談

▢時 10／11(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
行政書士による無料相談会

▢時 ①10／12(木)13：30〜16：30②10／
16(月)13：30〜16：30③10／19(木)10：
00〜16：00▢場 ①江東区文化センタ
ー第3会議室(東陽4-11-3)②総合区
民センター6階第1和室(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
・建設業ほか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
住まいのリフォーム何でも相談

▢時 10／28(土)・29(日)10：00〜16：
00▢場 都立木場公園・都民ギャラリ
ー▢内 江東区民まつり会場で｢住ま
いのリフォーム何でも相談｣を行い
ます。一戸建や分譲マンションの専
有部分のリフォームやバリアフリー
改修など、軽微な修繕から大きな工
事まで、区内建築業者団体で構成す
る｢江東区住宅リフォーム協議会｣が
承ります。お気軽にご相談ください

▢問 住宅課住宅指導係☎3647-9473、
℻3647-9268
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 10／12(木)・27(金)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
病気やけがで重い障害が残った
ときは障害基礎年金の相談を
国民年金に加入中または65歳まで
の間に初診日がある病気やけがで、
日常生活に著しい制約を受ける状態
になったときは、請求により障害基
礎年金を受け取れる場合があります
ので、ご相談ください。初診日が20
歳以降の場合、初診日前日の時点で、
一定期間以上の国民年金保険料納付
済期間、または免除等承認期間があ
ることが必要です▢問 区民課年金係

☎3647-1131、℻3647-9415
平成30年度から区立小学校で
使用する教科書が決定
江東区立小学校で来年度から使用
する教科書(特別の教科・道徳)を、
区教育委員会で採択しました。平成
30年度から2年間、下記の出版社が
発行した教科書を使用します▢問 教
育委員会指導室☎3647-9179、℻3647
-6505

小学校・義務教育学校新1年生
の就学時健康診断を忘れずに
平成30年4月に小学校または義務
教育学校新1年生になるお子さんの
健康診断を実施します。9／20(水)に
学校ガイドとともに郵送した就学時
健康診断通知書に指定されている日
時、場所で忘れずに受診してくださ
い ▢問 学務課給食保健係☎3647-
9177、℻3647-9053

荒川クリーンエイド
河川一斉清掃
荒川の自然を守り、育てていくた
めの一歩として河川一斉清掃を行い
ます▢時 10／21(土)9：30〜11：30※雨
天中止▢集 9：30に荒川・砂町水辺公
園(東西線鉄橋下)▢内 ゴミの選別収
集※ゴミ袋・軍手(大人用)は用意し
てありますので、帽子・動きやすい
服装でご参加ください▢申 当日直接
会場へ▢問 施設保全課庶務係☎3642
-5099、℻3642-4748

日本文教出版

発行者

特別の教科 道徳

教科

11月の乳幼児食事教室
(申込順・10／6(金)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)
13：30〜

7(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

30(木)
13：30〜

2(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

9(木)
13：30〜

2(木)
13：30〜

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

1(水)・9(木)
14：00〜

16(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

バレーボール
バドミントン

卓球・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(10／14)

※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
ハンドボール
教室※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

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

卓球・各種武道・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

卓球

午前
9：00〜12：00

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(10／14)、第4土曜(10／28)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

水泳

改修工事のため平成30年3月末(予定)まで休館

江東区スポーツネット
12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 10／20(金)〜31(火)
抽選後の空き施設の申込 11／9(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

17

野球
・

ソフトボール
全日

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

3全面
潮見

D面

全日3・10・17・23

日(12月分)

3・4面

時間施設・面番号

23

2

全日3・9・10・16・17

B面

全日

1・2・5・6面

亀戸

サッカー

7・8面

全日

全日
夢の島

10・179・10面

平日・日曜・祝日

A・B面

屋外スポーツ施設休場日

全日3
A・B面亀戸

全日3・10・17・23・24

改修工事に伴う利用中止 [夢の島野球場]11・12面
(12／18(月)〜平成30年5月上旬)、[豊住庭球場]E・F
面(12／17(日)まで)、A・B面(12／18(月)〜平成30年3
月下旬)、C・D面(12／18(月)〜平成30年2／28(水))、
[潮見野球場](12／18(月)〜平成30年2月下旬)

全日平日の月・水・金多目的広場

12〜16

全日1〜28(グランド
凍結のため)

全日

種目

全日
13〜162

30

全日

11・25・年末年始
休場日(12／29〜
1／3※庭球場は
12／31〜1／3)

E・F面

全日3第一全面
新砂

ソフトボール
・

サッカー等

全日3A・B・C・D面
豊住

テニス

全日2・3・9・10・16・1711・12面




