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下町4区合同職員採用説明会
(Ⅲ類・経験者)
特別区職員採用試験(Ⅲ類・経験
者)受験予定者を対象に、4区(江東区、
墨田区、足立区、=飾区)合同で採用
説明会を開催します。区ごとにブー
スを設け、1回45分の説明を行います。
各区の魅力を感じとり、希望区決定
の参考にしてください。クールビズ
でお越しください。詳細は区ホーム
ページをご覧ください▢時 6／24(日)
[Ⅲ類]10：00〜12：25(1回45分、計3
回)[経験者]13：45〜16：10(1回45分、
計3回)[人事委員会説明]12：30〜13：
35▢場 足立区生涯学習センター5階
フロア(足立区千住5-13-5学びピア
21内)▢人 特別区職員採用試験(Ⅲ類
・経験者)を受験希望の方▢申 当日
直接会場へ▢問 職員課人事係☎3647
-5481、℻3647-9480
カナルこうとう 会員募集
カナルこうとうは、区内の中小企
業の皆さんを対象に｢福利厚生サー
ビス｣を提供しています。従業員の
福利厚生の向上にお役立てください

▢人 ①江東区内中小企業に勤務する
方、事業主の方②江東区民で江東区
外中小企業に勤務の方、事業主の方

▢費 ①入会金1人200円、会費1人月
500円②入会金1人200円、会費1人月
700円▢内 旅行・宿泊補助、遊園地・
映画などのチケット割引、その他各
種給付金等※事業主が負担する会費
・入会金は、税法上の損金または必
要経費の対象となります▢問 カナル
こうとう事務局☎ 3699 - 5101、℻

3699-0781(火〜土曜)
ファミリー・サポート協力会員
募集 支え合おう地域の子育て
育児の手助けが必要な方(生後57
日〜小学校3年生までの児童の保護
者)の援助を行う協力会員を募集し
ています[活動内容]協力会員の自宅
での一時預かり、保育園・幼稚園へ

の送迎、その後の預かりなど[活動
時間]7：00〜22：00(協力可能な時間
内で実施)[登録要件]区内在住で20
歳以上の心身ともに健康な方。資格
・経験・性別は問いません[謝礼金]
活動時間・曜日により1時間800円ま
たは1,000円[協力会員登録養成講座
(要予約)]▢時 7／2(月)10：00〜16：20、
7／3(火)13：10〜16：20、7／12(木)10：
10〜15：30(全3回)※全日程に参加す
る必要があります▢場 総合区民セン
ター7階第5会議室(大島4-5-1)等

▢人 45人(申込順)▢申 6／18(月)から
電話でファミリー・サポート・セン
ター事務局へ(江東区社会福祉協議
会内)☎5683-1573、℻5683-1570

小学生自由研究に役立つ！
夏休み親子消費者講座

▢時 ①7／27(金)14：00〜16：00②8／3
(金)14：00〜16：00▢場 パルシティ江
東3階研修室▢人 区内在住・在学の
小学生と保護者各15組(抽選・保護
者は1人)▢費 無料▢内 ①｢親子で学
ぼうお金の教室｣〜クイズと貯金箱
工作〜②｢親子で学ぶ計量はかり教
室｣〜手ばかり工作と計量〜▢師 ①
東京都金融広報委員会②東京都計量
検定所▢締 ①7／9(月)消印有効②7／
16(月・祝)消印有効▢申 往復はがき
(1組1枚)に①講座名②参加希望の親
子の郵便番号・住所・氏名(ふりがな)
・学年・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
深川東京モダン館
おきがる講座、落語会
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 6／29(金)
14：00〜15：30▢人 30人(先着順)▢費
500円(ドリンク代込)▢内 明治150年
江東人物伝④米穀問屋・奥三郎兵衛

▢申 当日直接会場へ
2．落語会

▢時 6／30(土)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 塩原多助一代記｢ク
ライマックス 青の別れ｣[出演]三遊
亭圓橘▢申 6／15(金)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/
障害者福祉センター 料理教室

▢時 7／19、9／20、10／18、11／15、12
／20(木曜全5回)10：00〜13：00▢場 障
害者福祉センター2階調理実習室

▢人 区内在住の障害者、難病の方10
人(6／21 (木) 10：30から公開抽選)

▢費 材料費2,500円(全5回分)、地域
活動支援センター事業利用者負担金
(1回につき240円※生活保護受給者
・住民税非課税の方などは免除)

▢内 バランスのとれた献立の提案と
料理演習▢締 6／20(水)必着▢申 往復
はがきに教室名・住所・氏名・年齢
・電話(ファクス)番号・障害名(病名)
・障害の等級を記入し、〒135-0011
扇橋3-7-2障害者福祉センターへ郵
送または窓口(はがき1枚持参)で☎

3699-0316、℻3647-4918
夏体験ボランティア2018
in KOTO
｢ボランティア活動をしたいけれ

どきっかけがない｣、｢なかなか時間
がとれない｣という方や、今年の夏
は感動的な体験をしたいと思ってい
る方を対象に参加者を募集します

▢時 7／23(月)〜8／31(金)の期間中、
3〜5日間程度▢人 区内在住・在学・
在勤の中学生以上の方約200人▢費
無料▢内 区内の児童・高齢者・障害
者施設等でのボランティア活動[参
加者説明会]▢時 ①6／29(金)18：00〜
20：00②6／30(土)14：00〜16：00③7／6
(金)18：00〜20：00④7／7(土)14：00〜
16：00▢場 高齢者総合福祉センター
(東陽6-2-17)※活動先を決定します
ので、いずれかの説明会に必ず出席
してください ▢締 各説明会の前日

▢申 電話で江東ボランティア・セン
ター☎3645-4087、℻3699-6266
芭蕉記念館 夏季文学講習会
｢芭蕉が学んだ杜甫の詩｣

▢時 7／13〜8／10の金曜(全5回)18：30
〜20：00 ▢場 芭蕉記念館1階会議室
(常盤1-6-3)▢人 38人(抽選。当選者
には手続き書類を郵送)▢費 3,300円
(教材費含む)▢師 塚越義幸(國學院
大學栃木短期大学教授) ▢締 6／24
(日)必着▢申 電話、窓口またはファ
クスに①講座名②氏名・ふりがな③
郵便番号・住所④電話・ファクス番
号を記入し芭蕉記念館へ☎3631-
1448、℻3634-0986
芭蕉記念館ミュージアムトーク
芭蕉記念館では10／21(日)まで、

前期企画展｢江戸の名所と俳諧｣を開
催中です。この展示を何倍も楽しん
でいただくために、詳しく解説する
ミュージアムトークを開催します

▢時 7／14(土)14：00〜 ▢場 芭蕉記念
館(常盤1-6-3) ▢人 20人(申込順)

▢費 大人200円、小中学生50円(観覧
料)※障害者手帳をお持ちの方とそ
の介助者1人は半額▢申 6／15(金)9：
00から芭蕉記念館へ電話または窓口
で☎3631-1448、℻3634-0986
地域福祉サポーター養成講座
地域福祉サポーターは、地域で支
え合いの活動を進めるボランティア
です。社会福祉協議会職員と地域の

困りごとや課題を一緒に考え、共に
解決に向けた取り組みを行います。
講座前期は地域福祉について学び、
後期は前期を終了した希望者が体操
指導ボランティア講座を受けること
ができます ▢時 [前期]7／26(木)10：
00〜15：00[後期]9／6〜10／4の木曜
(全5回)13：30〜15：00 ▢場 [前期]高
齢者総合福祉センター3階第1研修室
(東陽6-2-17)[後期]総合区民センタ
ー6階サブレクホール(大島4-5-1)

▢人 30人(申込順)▢費 無料▢申 6／15
(金)から電話またはファクスに地域
福祉サポーター養成講座申込・氏名
・住所・電話番号を記入し、江東区
社会福祉協議会地域福祉推進課へ☎

3640-1200、℻5683-1570
古石場文化センター
古石場こども夏まつり
こどもが主役の夏まつりを開催し
ます。屋内ですので、雨でもたっぷ
り楽しめます ▢時 7／8(日)▢場 古石
場文化センター(古石場2-13-2)▢内
映画｢シング｣の上映や、地域の団体
・高校・企業による体験教室・工作
教室等※内容等の詳細は各文化セン
ターにあるイベントパンフレットを
ご覧になるか、お問い合わせくださ
い ▢申 映画上映会は6／15(金)10：00
から古石場文化センターに電話また
は窓口で(チケットは要事前引取)。
他は当日直接会場へ※一部事前申込
が必要なものがあります☎5620-
0224、℻5620-0258
江東まちのマイスター展
更紗の美｢美弥好｣
江東区大島にある更紗｢美弥好｣

の作品をご紹介します▢時 7／22(日)
まで。9：30〜17：00▢費 大人200円、
小中学生50円(観覧料)▢申 当日直接
会場へ▢場 ▢問 中川船番所資料館
(大島9-1-15)☎3636-9091、℻3636-
9094
健康センター 短期健康づくり
講座｢スポーツ吹き矢｣

▢時 7／7〜8／4の土曜(7／21を除く全4
回)14：30〜16：00、8／18〜9／15の土
曜(9／8を除く全4回)14：30〜16：00

▢場 健康センター(東陽2-1-1)▢人
区内在住・在勤・在学で中学生を除
く15歳以上の方各20人(申込順)▢費
2,440円▢内 スポーツ吹き矢で健康
づくりを行います▢申 6／15(金)9：00
から健康センターに電話または窓口
で☎3647-5402、℻3647-5048
東砂スポーツセンター
みんなde学ぼう着衣泳

▢時 7／8(日)15：00〜17：00 ▢場 東砂
スポーツセンター地下1階プール(東
砂4-24-1)▢人 おおむね5歳以上の方
50人(区内在住・在勤・在学の方を優
先し、申込順)※小学3年生以下の方
は保護者(18歳以上)同伴必須(保護
者1人につき子3人まで参加可)、4〜
6年生は2人以上で参加の場合保護者
同伴不要▢費 無料▢内 身近な物を使
った着衣泳を行い、溺れた時の対処
法や救助法を体験[持ち物]水着、水
泳帽、バスタオル、長そで、長ズボ
ン(洗濯してあるもの)、くつ(汚れ
ていないもの)、空の2ℓペットボト
ル▢申 6／15(金)9：00から東砂スポー
ツセンターに電話または窓口で☎

5606-3171、℻5606-3176

枝川高齢者在宅サービスセン
ター(枝川1-8-15-101)
☎5632-2277、℻5632-2276

高齢者家族介護教室(無料・申込順・6／15(金)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びます▢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

［ロコモーショントレーニング］ロコモチェック
で身体機能をチェックし、身体機能の低下を予
防する自宅でできる軽い運動を紹介します。また、
適度な運動で刺激を与え、適切な栄養を摂ること
の重要性について薬局のスタッフが説明します。

亀戸高齢者在宅サービスセン
ター(亀戸4-21-13)
☎5626-0130、℻5626-01337／21(土)

14：00
〜15：30 ［高齢者の食事について］高齢者にとって大

切な栄養や簡単な調理方法について、管理
栄養士が説明します。実際に施設で提供し
ている食事の試食もできます。

寿園高齢者在宅サービスセン
ター(北砂2-1-16)
☎3615-4850、℻3615-4855

［新型栄養失調・メタボ・ロコモ］新型栄養失調、メ
タボリックシンドローム、ロコモティブシンドロ
ームについて、薬剤師と管理栄養士が説明します。

白河高齢者在宅サービスセン
ター(白河3-4-3-201)
☎3630-6591、℻3630-6598

7／14(土)
14：00
〜15：30

内 容施設名(会場)日時

［介護用品〜あったら生活しやすくなるかも〜］
介助者にとっても介護される側にとっても、福
祉用具や介護用品を利用することで今よりも安
心で楽な介護方法につながるかもしれません。
福祉用具の専門家がアドバイスをします。
［上手く使おう介護保険］高齢者の生活を支えるし
くみ｢介護保険｣について、長寿サポートセンター
の主任介護支援専門員がわかりやすく説明します。

あじさい高齢者在宅サービス
センター(東砂4-20-15)
☎5857-8231、℻5857-8235

亀戸東長寿サポー
トセンター
☎5875-3451
℻5875-3452

塩浜長寿サポート
センター
☎5617-6213
℻5617-6050

日常生活の中で認知症の人が起こしやす
いトラブルについての司法書士による講
演と家族介護者の交流会。

認知症予防〜健康診断編 介護者のから
だは大丈夫？〜
江東区の健康診査(無料)の対象の方が申
し込みできます。介護者も認知症のリス
クを調べてみましょう。

東京城東病院2階
会議室
(亀戸9-13-1)

7／18(水)
11：00
〜12：30

特別養護老人ホー
ムらん花園
(塩浜2-7-2)

7／11(水)
14：30
〜16：00

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 6／18(月)から電話で各長寿サポートセンター

リハビリ専門職が認知症の人とその介護
者が楽しく実践できるリハビリについて
講義・実演します。一緒に取り組んでみ
ましょう。

オレンジカフェ
えんむすび
(北砂5-17-36)

7／21(土)
15：00
〜16：30

内容施設名(会場)日時

北砂西長寿サポー
トセンター
☎3615-4860
℻3615-4855

申込・問合先




