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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※詳細はホームページをご覧
ください▢時 3／25(日)12：30〜16：00

▢場 テレコムセンタービル西棟8階
(青海2-5-10)▢人 平成30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、℻5210-9708 ▢HP http:
//www. tokyo23city.or. jp/sai
you-siken.htm
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31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30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)
2．学習支援員

[雇用期間]4月〜7月(勤務状況によ
り平成31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・ASD・LD等児
童・生徒への学習・生活支援
3．介助員

[雇用期間]4月〜7月(勤務状況によ
り平成31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
1,010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▢申 応募する業務名(1〜
3)を記入し、履歴書(1は教員免許の
種類を記載)を〒135-8383区役所学
校支援課(1は学校支援係(6階3番)、
2・3は特別支援教育係(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※採用は学校長に

よる面接のうえ決定(2・3は、教育委
員会による一次面接を行う場合あ
り)※勤務時間・曜日等は勤務校に
より異なります▢問 1：学校支援課学
校支援係☎3647-9307、2・3：学校支
援課特別支援教育係☎3647-9175、
℻3647-9053
都市計画案(豊洲地区地区計画の
変更等)に関する住民説明会等
1．住民説明会

都市計画案がまとまりましたので
お知らせします ▢時 2／21(水)19：00
〜20：30▢場 豊洲西小学校体育館(豊
洲5-1-35)▢申 当日直接会場へ
2．計画案の縦覧・意見書の提出

計画案(①豊洲地区地区計画の変
更②防火地域および準防火地域の変
更③地域冷暖房施設の変更)に意見
のある方は意見書を提出できます
[縦覧期間]2／21(水)〜3／7(水)[縦覧
場所]①都市計画課(区役所5階21番)
・東京都都市整備局都市計画課(都
庁第二庁舎12階)②③都市計画課[提
出期限]3／7(水)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
または持参②③〒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
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 2／20(火)13：30〜 ▢場 江東区文
化センター6階第1〜3会議室(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
江東区環境審議会 傍聴できます

▢時 2／14(水)10：00〜 ▢場 江東区文
化センター4階第2・3会議室(東陽4-
11-3)▢人 10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 温暖化対策課環境調整係☎

3647-6124、℻5617-5737
国民健康保険医療費通知を送付
国民健康保険を使って診療を受け
た医療費の額や受診日数、医療機関
の名称などをお知らせします。ご自
身の健康管理や受診歴の確認などに
お役立てください。なお、医療費通

知を受けたことによる窓口等でのお
手続きはありません。今後医療費通
知が不要な方はご連絡ください※税
制改正により1月から確定申告等(医
療費控除)に医療費の明細書として
使用できる場合があります[送付日]
2／13(火)▢人 平成29年1月〜10月受
診分の自己負担相当額が合計8万1千
円以上の世帯※すべての被保険者の
皆さんにお送りするものではありま
せん ▢問 医療保険課医療保健係☎

3647-8516、℻3647-8443
後期高齢者医療保険料は
口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を特別徴収
(年金からの引き落とし)されている
方や納付書で納めている方は、お申
込みにより口座振替に変更できます
※特別徴収から口座振替への変更手
続きができるのは、区役所のみです
※届出日により、直近の特別徴収が
中止とならない場合があります[振
替依頼書による手続きに必要なも

の]保険証、預(貯)金通帳、通帳にご
使用の印鑑、被保険者の印鑑[キャッ
シュカードによる手続きに必要なも

の]保険証、キャッシュカード(みず
ほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住
友銀行・ゆうちょ銀行・東京ベイ信
用金庫・東京東信用金庫のいずれか
のもの。暗証番号が必要)[郵送によ
る手続き]お電話いただければ、｢口
座振替依頼書｣と｢返信用封筒｣をお
送りします▢申 医療保険課保険料係
(区役所2階8番)窓口で☎3647-3169、
℻3647-8443
弁護士による高齢者・障害者の
ための無料法律相談会

▢時 3／3(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)▢費 無
料▢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]江
東区社会福祉協議会[後援]江東区

▢申 2／15(木)から｢あんしん江東｣に
電話または窓口で☎3647-1710、℻

5683-1570

旧大石家住宅の雛飾り
仙台堀川公園内にある旧大石家住
宅では、桃の節句にちなみ雛人形

ひなにんぎょう

を
飾ります。今年もにぎやかにお雛様
が登場します※2／26(月)からの1週
間は平日も一般公開します▢時 2／24
(土)〜3／4(日)。土・日曜10：00〜16：
00、月〜金曜11：00〜14：00▢場 旧大
石家住宅(南砂5-24地先) ▢費 無料

▢申 当日直接会場へ▢問 文化観光課
文化財係☎3647-9819、℻3647-8470
手前味噌ワークショップ
日本の伝統食である味噌を国産有
機大豆とこだわりの塩で仕込みます。
仕込んだ味噌(約800g)はお持ち帰
りいただけます▢時 3／9(金)13：00〜
15：30、3／10(土)10：00〜12：30 ▢場
えこっくる江東▢人 16歳以上の方、
各20人(区内在住、在勤、在学の方を
優先し、抽選。当選者のみ2／28(水)
ごろ通知)※乳幼児の同伴不可▢費
1,300円(材料費込) ▢師 中安敬子
(NPO法人マザーツリー自然学校)

▢締 2／21(水)必着▢申 窓口またはは
がきに①みそ②希望日(どちらでも
良い場合は｢両日｣と記載)③郵便番
号・住所(在勤(在学)の方は勤務先
(学校)住所も記入)④参加者名⑤ふ
りがな⑥年齢⑦電話番号を記入し、

〒135-0052潮見1-29-7えこっくる江
東へ※区ホームページからも申込で
きます☎3644-7130、℻3644-7135
深川東京モダン館 おきがる講座
コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学びます ▢時 2／23(金)14：00
〜15：30▢人 30人(先着順)▢費 500円
(飲み物代込) ▢内 松平定信と海荘

はまやしき

▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問 深川東
京モダン館(門前仲町1-19-15)☎
5639-1776、℻5620-1632 ▢HP http:
//www.fukagawatokyo.com/
児童会館
鉄棒・陶芸教室・天体観望会
1．大作戦｢鉄棒に挑戦！｣

▢時 3／4(日)①10：00〜10：45②11：00
〜11：45▢人 区内在住の4歳以上の幼
児各回20人(抽選、結果は当選者に
のみ2／21(水)連絡)▢内 前回りの完
成を目指します[持ち物]運動着、室
内シューズ、水筒、タオル▢師 加藤
正樹
2．陶芸教室｢たたら作りに挑戦！ワ

ンプレートを作ろう｣

▢時 3／10(土)14：00〜16：00▢人 区内
在住の小中学生12人※小学2年生以
下は保護者同伴(抽選、結果は当選
者にのみ2／22(木)連絡)[持ち物]エ
プロン・手ふきタオル▢師 蒲田里奈
3．天体観望会｢オリオン大星雲｣

▢時 3／10(土)▢集 19：00に2階ホール

▢人 どなたでも60人(抽選、結果は
当選者にのみ2／23(金)連絡)※小学
生以下は保護者の申込と当日の付添
が必要▢師 有賀真由美・山内康晃※
雨天・曇天の場合は、2階ホールで1
時間程度星空解説
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 2／20(火)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
きらめきコミュニティ
地域の誰もが参加できる仲間作り
の場です▢時 ▢場 下表のとおり ▢人
該当地区にお住まいの方 ▢費 無料

▢内 ①きらめきコミュニティカフェ
(10：00〜13：00)②福祉・ボランティ
ア相談(10：00〜12：00)③イベント
｢Letʼs！楽＊レク＊交流会｣・｢頑張
らないうんどう｣ (10：30〜11：30)

▢申 当日直接会場へ▢問 社会福祉協
議会地域福祉推進課☎3640-1200、
℻5683-1570

にこにこノルディックウォーキ
ング教室(障害のある方対象)

▢時 3／6・13(火曜全2回)10：00〜12：
00※雨天中止▢場 夢の島競技場周辺

▢人 高校生以上の自力歩行が可能な
障害の方、車いす使用の障害の方15
人(抽選)※リュックサックなど両手
が空くかばんで参加▢費 無料※ボラ
ンティアの方同時募集(障がい者ス
ポーツ指導員の活動実績となりま
す) ▢締 2／25(日)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どのような障害があるか⑧付添い
有無⑨無料レンタルストックの要不
要(ボランティア希望の方は｢ボラン
ティア｣と記載のうえ①〜⑥と障が
い者スポーツ指導員資格の有無)を
記入し、〒136-0081夢の島1-1-2夢
の島競技場内屋外スポーツ施設事務
所へ☎3522-0846、℻3522-0855

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、℻5621-3545

3／10(土)
14：00
〜15：30

高齢者家族介護教室(無料・申込順・2／16(金)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びます▢人 区内在住・在勤で介護を行っている方20人▢費 無料

［施設見学会］特別養護老人ホーム、ショートステイ、
デイサービスの利用方法やサービスの内容等につ
いて、見学を交えながら施設職員が説明します。

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、℻3647-5407

3／22(木)
15：00
〜16：30

［デイサービスについて］デイサービスの内
容について、実際に体験を交えながら施設
職員が説明します。

南砂高齢者在宅サービスセン
ター(南砂2-3-5-102)
☎3615-1081、℻5633-7355

3／24(土)
13：30
〜15：00

［消費生活トラブル］高齢者を狙う悪質商法の手
口、被害発見のポイント、対処法、制度等につい
て消費者センターの消費者相談員が説明します。

大島高齢者在宅サービスセン
ター(大島6-14-4-103)
☎3638-4511、℻3638-4515

3／3(土)
13：45
〜15：20

内 容施設名(会場)日時

［ハンドケアを学ぼう］自宅でもできるハン
ドマッサージやネイルケアについて、専門
のスタッフが説明します。

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、℻5653-3212

3／24(土)
10：00
〜11：30

［排泄介助について］オムツやパットの種類
や当て方、介助方法などについて実技・体験
を中心に介護福祉士が説明します。
［健康体操］自宅でできる体操について、機
能訓練士が説明します。動きやすい服装と
靴でお越しください。

芳香苑高齢者在宅サービスセ
ンター(東雲2-2-29)
☎3527-7166、℻3527-7168

3／17(土)
13：30
〜15：00

新砂長寿サポート
センター
☎5653-1735
℻5632-3212

認知症の初期症状や対応について中嶋義
文医師(三井記念病院認知症疾患医療セ
ンター長)による講話と交流会。

三井陽光苑高齢者
在宅サービスセン
ター
(新砂3-3-37)

3／3(土)
10：00
〜11：30

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 2／19(月)から電話で各長寿サポートセンター

認知症の方が起こしやすい金銭トラブル
について、法律的な対応方法など司法書
士を招いてお話ししていただきます。

亀戸高齢者在宅サ
ービスセンター
(亀戸4-21-13)

3／23(金)
16：00
〜17：30

内容施設名(会場)日時

亀戸北長寿サポー
トセンター
☎5626-0671
℻5626-0133

申込・問合先

深川
南部

城東
南部

地区

2／28
(水)

3／28
(水)

城東
北部

2／21
(水)

総合区民センター7階第2・3
会議室(大島4-5-1)

3／14
(水)

日程

森下文化センター3階第1・2
研修室(森下3-12-17)

豊洲文化センター8階第1・3
研修室(豊洲2-2-18)

砂町文化センター2階第3・4
会議室(北砂5-1-7)

場所

深川
北部




