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23区合同職員採用説明会
平成30年度以降の特別区職員採用
試験受験希望者を対象に、23区合同
で採用説明会を開催します。詳細は
ホームページをご覧ください▢時 3／
3(土)10：00〜16：00 ▢場 明治学院大
学(港区白金台1-2-37)▢人 特別区職
員採用試験を受験希望の方5,000人
程度▢締 2／5(月)▢申 特別区人事委
員会事務局ホームページで※郵送不
可▢問 特別区人事委員会事務局任用
課採用係☎5210-9787、℻5210-9708

▢HP http://www.tokyo23city.or.
jp/saiyou-siken.htm
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]東雲保育園、大島保育園、東砂第
二保育園、南砂第五保育園[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]4／1〜平成31年3／31(更新あり)
[給与]月額86,800円〜100,400円※
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
小1支援員(臨時職員)募集
[雇用期間]原則として4月から学校
の夏休みの前日[勤務場所]区立小学
校▢人 20人程度[賃金]時給1,010円

▢内 小学校1年生の学級における生
活習慣の定着のための支援※採用の
可否は、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 小1支援員の応募
と記入のうえ、履歴書を〒135-8383
区役所学校支援課学校支援係小1支
援員担当(区役所6階3番)へ郵送また
は持参☎3647-9307、℻3647-9053※
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
男女共同参画審議会
傍聴できます

▢時 1／29(月)10：00〜 ▢場 男女共同
参画推進センター第1・2研修室(扇
橋3-22-2パルシティ江東) ▢人 5人
(区民の方を優先し抽選)▢申 当日9：
45までに直接会場へ▢問 男女共同参

画推進センター男女共同参画担当☎

3647-1163、℻5683-0340
障害者計画・障害福祉計画
推進協議会 傍聴できます

▢時 1／24(水)13：30〜▢場 区役所7階
第71〜73会議室▢人 10人(区民の方
を優先し、抽選)▢申 当日13：00まで
に直接会場へ▢問 障害者支援課施策
推進係☎3647-4749、℻3699-0329
地域自立支援協議会
傍聴できます

▢時 2／1(木)13：30〜 ▢場 区役所7階
第71〜73会議室▢人 10人(区民の方
を優先し、抽選)▢申 当日13：00まで
に直接会場へ▢問 障害者支援課施策
推進係☎3647-4749、℻3699-0329
点字版資源回収・ごみ収集日
一覧の送付希望者募集
視覚障害者の方で希望される方に
平成30年度版資源回収・ごみ収集日
一覧の点字版を送付します。発送は
3月下旬の予定です。申し込まれた
方には来年度以降も継続して送付し
ます▢締 1／31(水)▢申 電話またはフ
ァクスに郵便番号・住所・氏名・電
話番号を記入し、清掃事務所へ☎

3644-6216、℻3699-9520
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1月期〜3
月期分の納付書を、1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)に該当している方には送付し
ません。保険料の納付期限は各月末
日です。納め忘れのないようお願い
します▢問 医療保険課資格賦課係☎

3647-8520、℻3647-8443
事業主の方へ 個人住民税の
特別徴収を徹底
特別徴収は事業主(給与支払者)が
従業員(納税義務者)に代わり、毎月
給与から個人住民税を差し引き納税
する制度で、法律により義務付けら
れています。特別徴収は税額の計算
や年末調整の手間がないこと、従業
員にとっても納め忘れや年12回、毎
月の納期で1回あたりの負担が少な
くてすむ利点があります。また、従
業員が常時10人未満の場合は、従業
員のお住まいの市区町村に承認を受
けることで、年12回の納期を年2回

にすることができる納期の特例の制
度があります。事業主の皆さんのご
理解・ご協力をお願いします▢問 [特
別徴収に関すること]課税課課税計
画係☎ 3647-8001、課税第一係☎

3647-8002、課税第二係☎3647-8004、
℻3647-4822[納期の特例に関するこ
と]納税課納税管理係☎3647-4163、
℻3647-8646
区税徴収嘱託員は
休日・夜間も訪問
区税徴収嘱託員は、納付期限の過
ぎた住民税の収納と納期内の自主納
付を推奨するため、平日に加え土・
日曜や祝日、夜間も戸別訪問を行っ
ています。嘱託員は、名札着用のほ
か｢江東区区税徴収嘱託員証｣を常に
携帯しています。不審に思われた際
は、身分証明書の提示をお求めくだ
さい。なお、納付から収納を確認で
きるまで2週間程かかるため行き違
いで訪問することがあります▢問 納
税課収納推進係☎ 3647-2063、℻

3647-8646
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 1／27(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

江東区マンション交流会

▢時 2／3(土)13：00〜16：30 ▢場 カメ
リアプラザ(亀戸2-19-1)▢人 100人
(申込順)▢費 1,000円※会員は500円

▢内 [第1部]講演会｢江東区の防災対
策について｣(▢師 区防災課長)[第2
部]分科会①管理運営②大規模修繕
[主催]江東・マンションふぉーらむ
21▢締 1／30(火)※定員になりしだい
終了▢申 1／15(月)から電話、窓口ま
たはファクスにマンション名・住所
・氏名・電話番号・参加希望の分科
会番号(①または②)・解決したい問
題等を記入し、住宅課住宅指導係(区
役所5階1番)へ☎3647-9473、℻3647
-9268
プレママ・プレパパおはなし会
これから赤ちゃんを迎えるママと
パパを対象におはなし会を開催しま
す。お腹にいる赤ちゃんと一緒に絵
本やわらべうたを楽しみましょう。
終了後は、絵本を読んだり、参加者
同士でお話ができる自由時間を設け
ます ▢時 1／21(日)13：30〜14：00(受
付13：00〜)※14：00〜15：00自由時間

▢場 江東図書館1階鑑賞室(南砂6-7-
52)▢人 現在妊娠中の方とその家族
30人程度(先着順)※第2子以降の妊
娠の場合、こどもの参加も可▢申 当
日直接会場へ▢問 江東図書館☎3640
-3151、℻3615-6668▢HP http://ww
w.koto-lib.tokyo.jp/
深川東京モダン館
秋保×深川交流、講談、演芸
1．仙台・秋保×深川

▢時 1／19 (金) 16：00〜 19：00、1／20
(土)10：00〜19：00、1／21(日)10：00
〜16：00 ▢費 入場無料 ▢内 仙台・秋
保温泉郷の魅力を味わう交流イベン
ト。秋保ワイナリーと深川ワイナリ
ーの飲み比べ(100円)他▢申 当日直
接会場へ
2．モダン講談会

▢時 1／27(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 華やかにおめでた
い講談[出演]神田桜子、神田ひとみ、
神田紫、神田陽子、一龍斉貞橘▢申 1／
15(月)から電話で深川東京モダン館
3．江東モダン亭

▢時 1／28(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、
三遊亭歌扇、林家あんこ ▢申 1／15
(月)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、
℻5620-1632▢HP http://www.fuka
gawatokyo.com/
児童会館
スポーツチャンバラ・七宝教室
1．親子でスポーツチャンバラ

▢時 2／3(土)10：00〜11：00 ▢人 区内
在住の3歳以上の幼児親子15組(抽選、
結果は当選者にのみ1／23(火)連絡)
[持ち物]汗拭きタオル・飲み物▢師
植草庄治(護心館不動塾)
2．七宝教室｢銀箔を使ったブローチ

作り｣

▢時 2／3(土)14：00〜16：00 ▢人 区内
在住の小・中学生12人(抽選、結果は
当選者にのみ1／24(水)連絡) ▢師 瑞
穂つくし
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 1／20(土)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
少年少女サッカー教室

▢時 2／11(日・祝)①10：00〜12：00(小
学2年生)②13：30〜15：30(小学3年
生)▢場 夢の島競技場(夢の島1-1-2)

▢人 区内在住の小学生男女各250人
(抽選)▢費 無料[主管]江東区サッカ
ー連盟[指導協力]FC東京 ▢締 1／26
(金)必着▢申 往復はがき(1人1枚)に
①講座名②住所③氏名(ふりがな)④
性別⑤年齢⑥電話番号⑦学校名⑧学
年⑨保護者氏名(承諾印を押印)⑩参
加希望の番号を記入し、〒136-0073
北砂1-2-9スポーツ会館へ☎3649-
1701、℻3649-3123
小学校特別支援学級連合展覧会
区内小学校特別支援学級・特別支
援学校に在籍する児童の楽しく力の
こもった絵画や立体作品などを多数
展示します。ぜひご来場のうえご鑑
賞ください▢時 1／19(金)〜23(火)9：
00〜16：30(最終日は12：45まで)※1／
22(月)は休館日▢場 江東区文化セン
ター2階展示ロビー(東陽4-11-3)

▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 学
校支援課特別支援教育係☎3647-
9175、℻3647-9053
障害児(者)の親のための講座

▢時 ①1／26(金)②2／2(金)③2／7(水)
④2／20(火)⑤3／2(金)10：00〜12：00

▢場 教育センター(東陽2-3-6)ほか

▢人 区内在住・在勤・在学の障害児
(者)をもつ親または障害児(者)教育
に関心のある方各回約40人(申込順)
※1／26の施設見学は約20人、2／2は
約100人▢費 無料▢内 ①区内施設見
学②発達障害のある児童生徒の理解
と対応③家庭で家族にできること④
発達障害者への就労支援について⑤
親亡き後の安心した生活へ向けて

▢師 上野一彦(東京学芸大学名誉教
授)ほか ▢申 1／15(月)から電話また
はファクスに住所・氏名・電話番号
またはファクス番号を記入し、障害
者支援課施策推進係へ☎3647-4749、
℻3699-0329

東陽高齢者在宅サービスセン
ター(東陽6-2-17)
☎5606-8861、℻5606-8863

2／14(水)
14：00
〜15：30

高齢者家族介護教室(無料・申込順・1／17(水)から各施設に電話(月〜金曜 9：00〜17：00))

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

［口腔ケア］訪問歯科や口腔ケア、口腔体操
について歯科医師が説明、指導します。

北砂ホーム高齢者在宅サービ
スセンター(北砂6-20-30)
☎5606-1731、℻5683-2440

2／21(水)
14：00
〜15：30

［高齢者疑似体験］道具を使用して高齢者の
疑似体験をし、デイサービスを見学します。

らん花園高齢者在宅サービス
センター(塩浜2-7-2)
☎5617-6060、℻5617-6050

2／24(土)
14：00
〜15：30

［在宅での看取り］在宅での看取りについて、
看護師が説明します。

深川愛の園高齢者在宅サービ
スセンター(冬木16-7)
☎3641-1962、℻3641-1964

2／14(水)
13：30
〜15：00

内 容施設名(会場)日時

［デイサービスについて］在宅介護の要とも言え
るデイサービスの内容・種類・料金などについて、
施設職員が説明します。実際に見学も行います。

あそか園高齢者在宅サービス
センター(住吉1-17-11)
☎3632-3615、℻3632-3617

2／24(土)
14：00
〜15：30

［高齢者の栄養について］高齢者に必要な栄
養素や食形態、調理方法について試食を交
えながら管理栄養士が説明します。

［褥瘡
じょくそう

について］褥瘡の原因や予防方法につ
いて、看護師が説明します。

コスモス高齢者在宅サービス
センター(大島9-6-16)
☎5836-1555、℻3638-3585

2／17(土)
13：30
〜15：00

東陽長寿サポート
センター
☎5665-4547
℻5606-8863

高齢者おかえりネットワーク事業と認知
症の帰宅困難事例の紹介。認知症の方の
見守りについて一緒に考えましょう。

高齢者総合福祉セ
ンター3階研修室
(東陽6-2-17)

2／15(木)
13：30
〜15：00

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 1／17(水)から電話で各長寿サポートセンター

認知症の方の、お口の健康を維持するこ
との重要性と、予防の必要性について一
緒に勉強しましょう。

総合区民センター
第2和室
(大島4-5-1)

2／22(木)
14：00
〜15：30

内容施設名(会場)日時

大島西長寿サポー
トセンター
☎3636-9857
℻5628-5125

申込・問合先




