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区報に掲載する講座・催しもの、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。
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特別区立幼稚園教員
採用候補者の募集
[職種]教員(幼稚園)[勤務地]特別区
の区立幼稚園(大田区・足立区を除
く)[資格]幼稚園教諭普通免許状を
有する方または平成31年4／1までに
取得見込みで昭和59年4／2以降に出
生した方[選考案内(申込書)の配布
場所]指導室(区役所6階4番)および
東京区政会館17階[第1次選考(筆記
試験)]6／24(日) ▢締 5／2(水)消印有
効▢申 申込書を〒102-0072千代田区
飯田橋3-5-1東京区政会館17階特別
区人事・厚生事務組合教育委員会事
務局人事企画課採用選考担当へ郵送
※5／7(月)・8(火)のみ持参可☎5210
-9751▢HP http://www.tokyo23ci
ty.or.jp/
特別区立幼稚園臨時的任用教員
(産育休補助教員登録者)の募集
[職種]妊娠出産休暇・育児休業中の
教員に対する臨時的任用教員(幼稚
園)[勤務地]特別区の区立幼稚園(大
田区・足立区を除く)[資格]幼稚園
教諭普通免許状を現に有し、国公私
立幼稚園の正規任用教員として1年
以上、国公私立幼保連携型認定こど
も園において満3歳以上を担当する
正規任用保育教諭として1年以上、
または特別区の区立幼稚園の臨時的
任用教員もしくは学級を専任する非
常勤講師として通算12か月以上の勤
務実績があり、昭和33年4／2以降に
生まれた方[選考]書類選考および面
接[募集案内配布場所]指導室(区役
所6階4番)および東京区政会館▢申
本人が6／4(月)・5(火)に所定の書類
(募集案内参照)を東京区政会館17階
特別区人事・厚生事務組合教育委員
会事務局人事企画課採用選考担当
(千代田区飯田橋3-5-1)へ持参☎

5210-9857▢HP http://www.tokyo
23city.or.jp/
分譲マンション無料相談会

▢時 5／9(水)13：00〜16：00(1件1時間
以内)▢場 区役所5階51会議室▢人 区
内分譲マンションの管理組合役員お
よび区分所有者▢費 無料▢内 分譲マ

ンションの維持管理に関するさまざ
まな問題に対応するための無料相談
会(要予約)[相談員]マンション管理
士 ▢締 5／2(水) ▢申 4／16(月)から住
宅課住宅指導係(区役所5階1番)に電
話、ファクスまたは窓口で☎3647-
9473、℻3647-9268

中・高生おすすめ本POP展示
職場体験等に従事した中・高生の
作品を展示します▢時 4／18(水)〜25
(水)▢場 古石場文化センター1階ロ
ビー(古石場2-13-2)▢費 無料▢申 当
日直接会場へ ▢問 古石場図書館☎

5245-3101、℻5245-3104

草木染めワークショップ
｢初夏のよもぎストール｣
えこっくる江東の敷地内に自生す
るよもぎを採集し、ストールを黄色
に染めます ▢時 5／9(水)10：00〜12：
00▢場 えこっくる江東▢人 16歳以上
の方24人(区内在住、在勤、在学の方
を優先して抽選、当選者のみに4／26
(木)ごろ郵送で通知) ▢費 2,100円

▢締 4／22(日)必着▢申 窓口またはは
がき・ファクスに①草木染め②郵便
番号、住所(在勤、在学の方は勤務・
通学先名と住所を併記)③氏名④ふ
りがな⑤年齢⑥電話番号を記入し、
〒135-0052潮見1-29-7えこっくる江
東へ※区ホームページでも申込でき
ます☎3644-7130、℻3644-7135
消費者講座｢シニア向け
スマートフォン教室(Android)｣
スマホを持っていない方・これか
ら購入を検討される方に分りやすく
基本から使い方を教えます▢時 5／23
(水)14：00〜16：00▢場 パルシティ江
東3階研修室▢人 20人(抽選)▢費 無
料▢師 KDDI(株)環境推進室▢締 5／
6(日)消印有効▢申 往復はがき(1人1
枚)に①希望する講座名と日時②参
加希望者の郵便番号・住所・氏名(ふ

りがな)・電話番号を記入し、〒135
-0011扇橋3-22-2パルシティ江東2階
消費者センターへ☎5683-0321、℻

5683-0318

認知症予防にもなる
｢脳いきいきiPad講座｣
iPadを使い、脳トレや写真・動画

撮影などを行います。初回と最終回
に脳の健康度チェックを実施します
※iPadは会場で用意 ▢時 下表のと
おり(全16回・8コース)▢場 ①〜④
城東ふれあいセンター(北砂4-20-
12)、⑤〜⑧亀戸ふれあいセンター
(亀戸9-33-2-101)▢人 区内在住で60
歳以上の方各コース10人(抽選。結
果は当選者にのみ4／26(木)以降連
絡) ▢費 無料 ▢締 4／23(月) ▢申 各会
場に電話または窓口(未登録の方は
登録が必要。保険証を持参)で ▢問
城東ふれあいセンター☎3640-8651
・℻3369-6744、亀戸ふれあいセンタ
ー☎5609-8822・℻5609-8821

朗読ボランティア養成講習会

▢時 5／23〜8／8の水曜(全12回)10：00
〜12：00▢場 高齢者総合福祉センタ
ー(東陽6-2-17)▢人 区内在住で、修
了後ボランティア活動のできる方20
人(抽選) ▢費 受講料2,000円 ▢内 発
声・発音・アクセント・朗読実習等
[受講希望者説明会]受講希望の方は
必ず事前説明会にご参加ください

▢時 5／9(水)10：00〜▢場 高齢者総合
福祉センター3階研修室[持ち物]は
がき1枚▢締 5／7(月)▢申 電話で江東
ボランティア・センター☎3645-4087、
℻3699-6266
特別展｢目で見る落語の世界｣
江戸時代から続く伝統芸能｢落語｣
をさまざまな角度から紹介します。
沖山潤氏の｢落語の漫画｣を中心に、
深川ゆかりの噺や落語家や寄席など、
盛りだくさんの内容です。ぜひお越
しください ▢時 4／21(土)〜5／6(日)
9：30〜17：00(最終入館16：30※4／23
(月)は休館▢場 深川江戸資料館レク
ホール(白河1-3-28)▢費 大人400円、

小中学生50円(観覧料)※中学生以下
は保護者同伴▢問 深川江戸資料館☎

3630-8625、℻3820-4379
江戸庶民の年中行事再現
｢端午の節句｣
端午の節句は、こどもの成長を願
う年中行事として庶民に親しまれて
きました。当時の資料をもとに｢端
午の節句｣飾りを再現します▢時 4／
24(火)〜5／13(日)9：30〜17：00(最終
入館16：30) ▢費 大人400円、小中学
生50円(観覧料)※中学生以下は保護
者同伴▢場 ▢問 深川江戸資料館(白河
1-3-28)☎3630-8625、℻3820-4379
真夏のレクイエムこうとう
2018合唱団員追加募集
8／19(日)にティアラこうとう大ホ
ールで開催する｢真夏のレクイエム｣。
今回はドイツ・レクイエムを演奏し
ます。練習の日程、募集人員等詳細
はお問い合わせください▢場 ティア
ラこうとう大会議室(住吉2-28-36)
ほか▢人 全パート(ソプラノ、アルト、
テノール、バス)(申込順) ▢費 月額
6,000円※楽譜は別途自費購入。詳
細はお問い合わせください▢申 4／15
(日)から電話でティアラこうとう☎

3635-5500、℻3635-5547
こどもサイエンス教室(前期)
理科の授業が苦手なお子さんや学
校で勉強した理科のことについても
っと知りたいお子さん向けの教室で
す。全5回参加したお子さんには｢理
科博士認定証｣を差し上げます。理
科の実験や授業に興味がある方はぜ
ひご参加ください▢時 ▢内 下表のと
おり(土曜全5回)9：30〜12：00▢場 亀
高小学校(北砂5-20-16)▢人 区内在
住の小学4〜6年生24人(抽選)▢費 無
料▢締 4／20(金)消印有効▢申 往復は
がきに①こどもサイエンス教室(前
期)参加希望②住所③氏名(ふりが
な)④性別⑤電話番号⑥学校名⑦学
年⑧保護者名を記入し、〒135-8383
区役所学校支援課学校支援係へ☎

3647-9307、℻3647-9053

11：00〜12：00
9：30〜10：30
時間

5／21〜9／3の月曜
(全16回)

⑤

②

11：00〜12：00

⑧

⑥
13：30〜14：30

①

⑦

13：30〜14：305／10〜8／30の木曜
(8／16を除く全16回)

③
15：00〜16：00④
9：30〜10：30

5／9〜8／29の水曜
(8／15を除く全16回)

日程

15：00〜16：00

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

5／19(土)
13：30
〜15：00

高齢者家族介護教室(無料・申込順・4／16(月)から各施設に電話・受付時間月〜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・在勤でご家族の介護を行っている方20人▢費無料

［補聴器の種類と選び方について］補聴器の種類
と選び方について、福祉用具専門相談員が説明
します。また、デモ器を使った体験もできます。

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

5／26(土)
13：30
〜15：00

［脱水予防と水分補給について］高齢者がな
りやすい脱水症状や水分補給のポイントに
ついて、管理栄養士が説明します。また、高
齢者向けの食事の試食会も行います。

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

5／26(土)
14：00
〜15：30

［熱中症・脱水予防］今年の夏も安全にすごせ
るよう、熱中症や脱水症状の予防方法につい
て、製薬会社の専門スタッフが説明します。

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

5／10(木)
14：00
〜15：30

内 容施設名(会場)日時

［介護保険制度改正について］介護保険制度
改正によって、普段よく使うサービスがど
のように変わったのか、介護支援専門員が
わかりやすく説明します。

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

5／26(土)
14：00
〜15：30

［はじめての介護保険］サービスの利用方法
などについて、長寿サポートセンターの職
員がわかりやすく説明します。
［自宅でできる健康体操］椅子に座ったまま
行える体操などを行います。動きやすい服
装でお越しください！

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

5／24(木)
14：00
〜15：30

東砂長寿サポート
センター
☎5857-8243
℻5857-8240

認知症の理解を深める講話と、認知症の
方への具体的な対応方法、日ごろ困って
いる事などをお話しできる交流会を開催
します。

特別養護老人ホー
ムあじさい
(東砂4-20-15)

5／12(土)
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 4／17(火)から電話で各長寿サポートセンター

｢認知症予防〜食事編〜｣東京城東病院の
栄養士による講話をランチしながら聞い
てみませんか(ランチ代500円)。

東京城東病院2階
会議室
(亀戸9-13-1)

5／23(水)
11：00
〜12：30

内容施設名(会場)日時

亀戸東長寿サポー
トセンター
☎5875-3451
℻5875-3452

申込・問合先

地域福祉の向上・充実を図ること
を目的に活動を行っている区内の福
祉団体に対し、運営費を助成します。
申請後、要綱に基づき審査を経て、
予算の範囲内で交付を決定します。
[申請書の配布・受付期間]4／16(月)
〜5／15(火)
[助成限度額]145,000円(会員数に応
じて変動があります)

▢申 社会福祉協議会福祉サービス課
(東陽6-2-17高齢者総合福祉センタ
ー2階)窓口で☎3647-1898、℻5683-
1570

江東ボランティア・センター

登録団体に助成金

登録団体のボランティア活動を援
助するために助成金を交付します。
申請後、要綱に基づく審査を経て、
予算の範囲内で交付額を決定します。
[募集期間]4／16(月)〜5／15(火)の平
日
[申請資格]江東ボランティア・セン
ターに団体登録している団体のみ
[助成限度額]15万円

▢問 江東ボランティア・センター(東
陽6-2-17高齢者総合福祉センター2
階)☎3645-4087、℻3699-6266

身の周りの野菜や花を使って水溶
液を調べよう

世界にひとつだけの万華鏡づくり

内容

5／19
(土)

7／7
(土)

葉脈を使ったおしゃれなアクセサ
リーづくり

6／9
(土)

5／12
(土)

野菜を使ってロケットを飛ばそう6／30
(土)

日時

ロボットプログラミングに挑戦




