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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。

特別区職員技術職採用フォーラム
土木造園、建築、機械および電気

の各職種の仕事内容・魅力をお伝え
します 時3/26（日）12：30～15：50
場 明治学院大学白金キャンパス
（港区白金台1-2-37）人 平成29年度
以降の特別区職員採用試験受験者
で、技術職での受験を希望している
方500人程度 申 当日直接会場へ
問 特別区人事委員会事務局任用課
採用係�5210-9787※詳細はホーム
ページをご覧ください HP http : //
www.tokyo23city.or.jp/saiyou-
siken.htm
マイナンバーカード交付受付員
等（非常勤）募集
［雇用期間］4/1または5/1～平成30年
3/31※更新制度あり［応募職種］①マ
イナンバーカード交付受付員②受付
相談員③外国人住民相談員（英語）※
希望する職種の番号を履歴書に記載
すること（複数職種の併願希望の場
合は希望順位もあわせて記入）人
パソコン（ワード・エクセルなど）の
基本的な操作ができる方若干名（選
考）※③は英語を母国語とする相手
と流ちょうにコミュニケーションを
とりながら、申請受付や相談対応が
可能な方［勤務条件］8：30～17：15（水
曜は19：45）、月16日勤務（月1回程度
日曜勤務あり）※有給休暇制度あり
［報酬］①②月額21万円程度③月額22
万円程度※交通費の支給あり（限度
額あり）、社会保険あり 内 ①区役所
ほか区内施設に設置するマイナンバ
ーカード交付窓口での応対、端末入
力等関連事務②③区役所窓口での住
所異動等の申請受付や相談対応、電
話対応、端末入力等関連事務［一次選
考］作文（選考結果は3月上旬までに
全応募者あて文書で通知予定）［二次
選考］一次選考合格者を対象とした
面接（3月中旬予定）※最終選考結果
は3月下旬予定 締 2/21（火）必着
申 作文（テーマ「マイナンバーを含
む個人情報の取扱いおよび接客時の
注意点」について、区職員の視点に立
ち作成すること。原稿用紙に手書き、

日本語で800字以内）と履歴書を〒
135-8383区役所区民課住民記録係へ
郵送または持参※応募書類は返却し
ません 問 区民課区民係�3647-
8406、FAX3647-9206
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健康
な方若干名 内 保育士の補助業務
［勤務場所］区立保育園［勤務時間］月
～土曜の週6日間または月～金曜の
週5日間、16：15または15：45～19：45
まで［期間］4月～平成30年3月（更新
あり）［給与］月額96，560円～97，700
円（交通費あり）※この他、さまざま
な勤務形態があります。詳細はお問
い合わせください 問 保育課保育管
理係�3647-9094、FAX3647-8447
区立小・中学校臨時講師等の募集
1．学びスタンダード強化講師
［雇用期間］5月から6か月（勤務状況
により平成30年3月まで更新の場合
あり）［勤務場所］区立小・中学校
人 教員免許の保有者（養護教諭お
よび栄養教諭を除く※平成29年3月
末免許取得見込み者を含む）20人程
度［賃金］時給2，730円 内 教科指導
（少人数指導等を行う臨時講師）
2．学習支援員
［雇用期間］4～7月（勤務状況により
平成30年3月まで雇用の場合あり）
［勤務場所］区立小・中学校 人15人
程度（高校卒業以上の方）［賃金］時給
1，310円 内 ADHD・LD等児童・生
徒への学習・生活支援
3．介助員
［雇用期間］4～7月（勤務状況により
平成30年3月まで雇用の場合あり）
［勤務場所］区立小・中学校 人10人
程度（高校卒業以上の方）［賃金］時給
1，000円 内 通常学級に在籍し、肢体
不自由等のため支援が必要な児童・
生徒への生活支援または特別支援学
級での児童・生徒への生活支援
※いずれも［採用］学校長による面接
のうえ決定※勤務時間・曜日等は勤
務校により異なります 申 応募する
業務名1～3を記入し、履歴書（1のみ
教員免許の種類を記載）を〒135-
8383区役所学校支援課（1は学校支援
係（区役所6階3番）、2・3は特別支援

教育担当（区役所6階3番））へ郵送ま
たは持参※履歴書は返却しません※
勤務地等を考慮し面接対象者にのみ
連絡します 問1：学校支援課学校支
援係�3647-9307、2・3：学校支援課特
別支援教育担当�3647-9175、FAX3647
-9053
地区計画（臨海副都心有明南地区）
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2/20（月）15：
00～16：00場 テレコムセンタービ
ル20階東棟会議室2（青海2-5-10）
申 当日直接会場へ
2．計画案の縦覧・意見書の提出
この計画案に意見のある方は意見

書を提出できます［縦覧期間］2/22
（水）～3/8（水）［縦覧場所］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）［意見書の提出期限］3/8（水）必
着［意見書の提出先］〒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―
3225問 都市計画課都市計画担当�
3647-9454、FAX3647-9009
4月期分から国民健康保険料が
特別徴収になる方へ通知を送付
以下の条件にすべて当てはまる方

は、国民健康保険料の納付方法が年
金からのお支払い（特別徴収）となり
ます。4月期分から特別徴収に変更と
なる方へは4月初旬までに別途通知
をお送りします［条件］○世帯主が国
保に加入○世帯の国保加入者全員が
65～74歳○世帯主の年金が年額18万
以上○世帯主の介護保険料が年金か
らの特別徴収○国民健康保険料と介
護保険料の1回の支払額の合計が1回
の年金額の2分の1以下※4・6・8月期
は前年度の保険料額を参考に仮の算
定をします（前年度から継続して特
別徴収の方は、4・6・8月期の金額が
前年度の2月期と同額）。10・12・2月
期は、決定した年間保険料額から仮
徴収額を差し引いた残りの金額を均
等に割り振って、年金から納めてい
ただきます※申込により口座振替
（年間保険料を6～10月期に分けて引
き落とし）に切り替えることもでき
ます。変更手続きができるのは区役
所のみです。手続き後、切り替わる
まで約2～4か月かかります 問 医療
保険課保険料係�3647-3169、FAX3647
-8443
弁護士による高齢者・障害者の
ための無料法律相談会
弁護士が個別に相談に応じます
時3/4（土）10：00～16：00（1人1回45
分）場 高齢者総合福祉センター（東
陽6-2-17）人18人（申込順）内 借
金、遺言、相続、財産管理、成年後
見等［主催］東京弁護士会、第一弁護
士会、第二弁護士会［共催］社会福祉
協議会［後援］江東区 申2/15（水）か
ら「あんしん江東」に電話または窓口
で�3647-1710、FAX5683-1570

深川東京モダン館
おきがる講座、米講座
1．おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の

歴史を学ぶ講座です 時 2/24（金）
14：00～15：30人30人（先着順）費
500円（ドリンク代込）内 成田山新
勝寺と深川 申 当日直接会場へ

2．米講座「江戸※深川」
深川と米にまつわる講義と江戸時

代の米レシピ「名飯部類」で紹介され
ているメニューをご賞味できます
時3/11（土）①11：00～②13：30～
人 各25人（申込順）費 1，500円

すし ま る すし

内 鮓・完魚鮓之部 申2/15（水）か
ら電話で深川東京モダン館
※いずれも場 問深川東京モダン館
（門前仲町1-19-15）�5639-1776、FAX
5620-1632 HP http：//www.fukag
awatokyo.com/
健康センター 定期測定会・
スポーツ吹矢体験会
1．定期測定会
時2/26（日）9：30～・10：00～・10：30
～・11：00～・11：30～ 人 区内在住・
在勤で中学生を除く15歳以上の方各
15人（申込順）内 体組成、血管年齢
等の各種測定
2．スポーツ吹矢体験会
時2/26（日）14：00～16：00人 区内
在住・在勤で中学生を除く15歳以上
の方30人（申込順）※未経験者優先
※いずれも 場 健康センター（東陽2
-1-1）費 無料 申2/15（水）9：00か
ら健康センターに電話または窓口で
�3647-5402、FAX3647-5048
健康センター トレーニングル
ーム利用会員募集（3月期）
利用前に運動負荷心電図検査を含

む健康度測定を実施し、健康状態に
あった適切な運動処方を作成します
時3/4（土）・10（金）・11（土）・17（金）
・25（土）の午前中（1人約2時間）場
健康センター（東陽2-1-1）人1日12
人（申込順）費7，000円（3か月以内
の血液検査結果をお持ちの方は
5，000円）内 血圧測定、血液検査（14
項目）、安静時および運動負荷心電図
検査、問診、骨密度測定、運動カウ
ンセリング 申2/16（木）10：00から
健康センターに電話または窓口で�
3647-5402、FAX3647-5048
深川北スポーツセンター杯
ビーチボール大会
時3/12（日）9：00～18：00場 深川
北スポーツセンター（平野3-2-20）
人 区内在住・在勤・在学の小学生
以上の方で60チーム（申込順）費1
チーム1，500円（大会当日徴収）内
①一般混合の部（中学生以上、コート
内男性2人以内）②ファミリーの部
（コート内に小学生1人以上）。各競
技部門で予選リーグ後に決勝トーナ
メントを行う［持ち物］動きやすい服
装、室内用運動靴※更衣室をご利用
の場合ロッカー代20円（10円返却式）
が必要 締2/26（日）申2/16（木）9：
00から区内スポーツセンターにある
参加申込書に必要事項を記入し、深
川北スポーツセンター窓口へ�3820
-8730、FAX3820-8731
深川江戸資料館 雛節句・落語
1．江戸庶民の年中行事再現「雛節句」
長屋や船宿に立ち雛、土雛、古今

雛などのさまざまな雛人形ととも
に、菱餅や蛤などの供物（レプリカ）
を飾ります 時2/16（木）～3/12（日）
9：30～17：00（入館は16：30まで）
2．伝統芸能公開「落語」
江戸の町並みの中で、江東区ゆか

りの落語家の出演により落語をお楽
しみいただきます 時2/26（日）14：
00～14：30［出演］昔昔亭桃之助
※いずれも 費 大人400円、小中学生
50円（観覧料）※小中学生は保護者同
伴 申 当日直接会場へ場 問深川江
戸資料館（白河1-3-28）�3630-8625、
FAX3820-4379

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2/17（金）から電話で各長寿サポートセンター

日時 施設名（会場） 内容 申込・問合先

3/4（土）
14：00
～15：30

深川愛の園特別養
護老人ホーム
（冬木16‒7）

困っていることや不安なことを薬
剤師や保健師に相談できる家族介
護者の交流会を開催します。

冬木長寿サポートセンター
�5639‒9121
FAX3641‒1522

3/11（土）
14：00
～15：30

特別養護老人ホー
ムあじさい
（東砂4‒20‒15）

認知症の症状・接し方などに関す
る講話と、認知症介護者、地域の
方々との交流会を開催します。

東砂長寿サポートセンター
�5857‒8243
FAX5857‒8240

高齢者家族介護教室（無料・申込順・2/16（木）から各施設に電話）
介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます 人 区内在住・在勤で介護を行っている方20人 費 無料
日時 施設名（会場） 内 容

3/4（土）
14：00
～15：30

古石場高齢者在宅サービスセ
ンター（古石場2‒14‒1‒101）
�3641‒2671、FAX5621‒3545

［施設見学会］実際に施設を見学しながら、デ
イサービス（通所介護・認知症対応型通所介
護）のそれぞれの役割・利用方法について、職
員が説明します。

3/10（金）
14：00
～15：30

芳香苑高齢者在宅サービスセ
ンター（東雲2‒2‒29）
�3527‒7166、FAX3527‒7168

［福祉用具と住宅改修の活用方法］生活の中で
上手に福祉用具・住宅改修を活用する方法を、
福祉用具専門相談員が説明します。

3/11（土）
10：00
～11：30

三井陽光苑高齢者在宅サービ
スセンター（新砂3‒3‒37）
�5653―1732、FAX5653―3212

［介護予防体操・コグニサイズ］理学療法士が
説明し、実際に体操を行います。楽しみなが
ら身体と脳を鍛えてみませんか。

3/11（土）
14：00
～15：30

大島高齢者在宅サービスセン
ター（大島6―14―4―103）
�3638‒4511、FAX3638‒4515

［口腔ケア］口腔ケアの必要性や効果・口腔体
操について、歯科衛生士が説明します。

3/18（土）
15：00
～16：30

江東ホーム高齢者在宅サービ
スセンター（東陽2―1―2）
�3647‒5081、FAX3647‒5407

［車椅子について］安全な車椅子の操作方法に
ついて、生活相談員が説明します。

3/25（土）
13：30
～15：00

南砂高齢者在宅サービスセン
ター（南砂2―3―5―102）
�3615―1081、FAX5633―7355

［施設見学会］実際に施設を見学しながら、デ
イサービスの役割や手続き方法について、介
護福祉士が説明します。


