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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。

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

保健相談所保健指導業務
補助職員(アルバイト)募集

▢人 保健師または助産師の資格を有
する方・若干名▢内 面接、パソコン
入力事務等[勤務場所]深川保健相談
所(白河3-4-3-301)[勤務時間]週1〜
3日程度、10：00〜17：00[勤務開始時
期]平成31年1月から[日給]11,640円
(交通費上限500円)[選考方法]面接

▢締 12／14(金) ▢申 電話で深川保健
相談所☎3641-1181、℻3641-5557
男女共同参画推進センター
平成31年度 登録保育者募集
男女共同参画推進センターでは、
区の主催講座に参加する方や、当セ
ンターでグループ活動等をしている
方のお子さんを一時保育しています。
保育職員と一緒に一時保育に従事す
る登録保育者を募集します※更新あ
り(最長6年)[勤務時間]原則として1
日3時間(年1・2回程度夜間保育あり)、
月4〜6回程度[報酬]時給1,000円(交
通費なし)▢人 10人程度[要件]①保
育士、教諭等の資格を有している、
または幼児の養育に豊富な経験があ
る方②20歳以上(平成31年4／1現在)
③研修(2／14(木)・16(土)9：30〜12：
00)に参加できる方▢締 12／25(火)必
着▢申 男女共同参画推進センター窓
口にある所定の申込書(区ホームペ
ージからも入手可)に記入し、〒135
-0011扇橋3-22-2男女共同参画推進
センターへ郵送または持参※詳細は
センターまでお問い合わせください
☎5683-0341、℻5683-0340
介護保険要介護認定調査業務の
委託先事業者を募集
区では、介護保険の要介護(要支
援)認定調査業務の一部を委託する
民間事業者を募集します[資格]区内
に事業を展開する居宅介護支援事業
者[応募条件]月3件以上の調査を継
続して行えること等▢申 介護保険課
調査係に事前に電話のうえ、所定の
申込書に記入し、〒135-8383区役所
介護保険課調査係へ郵送または持参
☎3647-9497、℻3647-9466
特別区民税・都民税(普通徴収)
第3期分の納付はお済みですか
平成30年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期分の納期限は10／31
でした。納付の確認がとれない方に
は、督促状を11／28(水)に発送しま
した。同封されている納付書で払込
指定期限12／10(月)までにコンビニ
エンスストア、金融機関、郵便局、
納税課(区役所5階7番)、各出張所・
豊洲特別出張所で納めてください。
金融機関のペイジー対応のATM(コ
ンビニエンスストア設置のATMは
ご利用になれません)やインターネ
ットバンキング、ヤフージャパン公
金支払いサイトからのクレジットカ
ード、モバイルレジからも納付でき
ます。詳細は、督促状に同封のチラ
シまたは区ホームページでご確認く
ださい[区役所職員を名乗る還付金
詐欺にご注意を]区役所から税金の
還付について、電話で連絡したり、
ATMの操作をお願いすることはあ
りません ▢問 納税課収納推進係☎

3647-2063、℻3647-8646[納付の相
談を]納付の相談は随時行っていま
すので、お早めにご連絡ください

▢問 納税課徴収第一・第二係☎3647
-4153、℻3647-8646
行政書士による無料相談会

▢時 ①12／13(木)13：30〜16：30②12／

17(月)13：30〜16：30③12／20(木)13：
00〜16：00▢場 ①豊洲文化センター
第8研修室(豊洲2-2-18豊洲シビック
センター8階)②総合区民センター7
階第7会議室(大島4-5-1)③区役所2
階エレベーターホール前▢内 遺言・
相続、成年後見等、株式会社等の法
人設立、産廃・建設業ほか各種営業
許認可関係、契約書、自動車の名義
変更、車庫証明等▢申 当日直接会場
へ▢問 東京都行政書士会江東支部☎

4500-2995または区広報広聴課広聴
相談係☎3647-2364、℻3647-9635
建築・測量登記の無料相談

▢時 12／12(水)13：00〜15：00 ▢場 区
役所2階エレベーターホール前▢内
新築・増改築・耐震等に関するプラ
ン、資金、日照問題、登記、土地測
量等建築一般に関する相談。設計図
面や資料のある方はご持参ください
[相談員](一社)東京都建築士事務所
協会江東支部会員・東京土地家屋調
査士会江東支部会員▢申 当日直接会
場へ ▢問 建築調整課建築防災係☎

3647-9764、℻3647-9009
古着の巡回回収(第9回)12／8(土)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します。
※靴やぬいぐるみなど回収できない
ものもあります▢時 ▢場 下表のとお
り(雨天決行)▢問 清掃リサイクル課
☎3647-9181、℻5617-5737

住宅の改善をお考えの方に
リフォーム業者を紹介
住まいのリフォームをしたいとき、
どこへ頼めばよいか困ることはあり
ませんか。区では、区内建設業者で
構成する｢江東区住宅リフォーム協
議会｣を通じ、施工業者を紹介して
います。軽微な修繕から増改築・マ
ンションの専有部分のリフォーム工
事など、区内の工務店・大工さん等
が誠意をもって施工します[工事内
容]①修繕(屋根・塗装・建具・土台

等工事)②改装(タイル・吹きつけ・
外装・クロスやフローリングの張替
え等工事)③増改築(和室、洋室、キ
ッチン等)④付帯設備(門扉、塀、雨
どい、物置、駐車場)⑤その他▢問 住
宅課住宅指導係☎3647-9473、℻

3647-9268
｢あんしん江東｣専門相談
法律相談(予約制)

▢時 火曜14：00〜16：00▢場 高齢者総
合福祉センター(東陽6-2-17)▢内 福
祉サービスに関するトラブルや疑問、
遺言や遺産相続手続き、成年後見制
度等の個別相談▢費 無料▢申 電話ま
たはファクスで｢あんしん江東｣☎
3647-1710、℻5683-1570
シルバー人材センター
会員募集・入会個別相談会
シルバー人材センターは、働くこ
とを通じて生きがい、健康づくり、
社会参加をしたいという高齢者の方
に、希望と経験や能力に応じて仕事
を提供しています▢人 健康で働く意
欲のある60歳以上の区内在住者[職
種]屋内外軽作業・清掃・施設管理・
家事援助サービス・自転車整理・カ
ート整理・植木剪定・児童通学案内
等業務など[入会個別相談会]仕組み
や働き方等の質問に職員が個別にお
答えします ▢時 12／7(金)9：30〜11：
30▢場 高齢者総合福祉センター3階
第2研修室(東陽6-2-17)▢申 当日直
接会場へ※入会をご希望の方は①区
内在住が証明できる物(免許証や保
険証等)②ゆうちょ銀行の通帳③認
印④年度会費2,000円をお持ちくだ
さい ▢問 シルバー人材センター☎

3649-3533▢ｅ koto@sjc.ne.jp

歳末たすけあい・地域福祉活動
募金 12／1(土)〜31(月)
地域で暮らす皆さんのさまざまな
福祉活動やボランティア活動を支え
るために、歳末たすけあい・地域福
祉活動募金を実施します。皆さんの
ご協力をお願いします[主催]東京都
共同募金会[主唱]東京都社会福祉協
議会[実施]江東区社会福祉協議会
[協力]町会・自治会、民生・児童委
員協議会、江東区▢問 江東区社会福
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)☎
3647-1898、℻5683-1570
ミニコミ誌｢ぶらり豊洲｣発行
12／9(日)から配布
豊洲文化センターでは、豊洲・湾
岸地域の魅力と情報を紹介するミニ
コミ誌を作成しました。区民協働事
業｢みんなでつくるミニコミ誌｣の中
で受講生が実際に街や人を取材し、
記事にしたものです。ぜひご覧くだ
さい[配布開始日]12／9(日)[配付場
所]区内各文化センター、図書館ほ
か※ホームページからもダウンロー
ド可▢費 無料▢問 豊洲文化センター
☎ 3536 - 5061、℻ 5560 - 0505 ▢HP
https://www.kcf.or.jp/toyosu/

1月の乳幼児食事教室
(申込順・12／5(水)からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で)

29(火)
13：30〜

15(火)
①13：00〜 ②14：30〜

深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

24(木)
13：30〜

10(木)
①13：00〜 ②14：30〜

城東保健相談所 大島3-1-3
☎3637-6521 ℻3637-6651

1歳児食事教室
※離乳食完了〜幼児食へ
（▢人 1歳〜1歳6か月児と
保護者各15組）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者各回20組）

会場・問い合わせ先

深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102
☎5632-2291 ℻5632-2295

17(木)
13：30〜

10(木)
13：30〜

城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

10(木)・31(木)
14：00〜

17(木)
①13：30〜 ②15：00〜

江東区スポーツネット
2月のスポーツ施設（野球場・運動場・
テニス場）の利用申込

抽選受付期間 12／20(木)〜31(月)
抽選後の空き施設の申込 1／9(水)から受付
申込方法 利用者登録後、携帯電話、インター
ネット、または各スポーツセンターおよび区役
所1階にある利用者端末機で申込みます。なお、
下記の日程は施設の整備・区民体育大会等の開
催により利用申込はできませんのでご注意くだ
さい。

平日(祝日を除く)

テニス

野球
・

ソフトボール

1〜28(グランド
凍結のため)

▢問 夢の島野球場管理事務所内屋外
スポーツ施設事務所☎3522-0846、
℻3522-0855

B面

全日3・17・24
サッカー

東少年

亀戸

日(2月分)

※荒川砂町庭球場は改修工事のため、平成31年3月ま
で利用を中止します。

時間施設・面番号

全日平日の月・水・金

10〜1616

3・4面

8〜14

1・2・5・6面

多目的広場

11・12面

10〜1616

3

夢の島

A・B・C・D面豊住

全日

9・10・24

屋外スポーツ施設休場日

全日10・11・17・24

全日

10〜16

8〜1417

16

第二全面

種目

全日

全日17全面潮見

2・9・10・11・16・
23・24

全日12・25

全日

全日10第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等
全日10

スポーツデーにお越しの方へ ☆上履きをお持ちください。☆夜間の中学生以下の
利用は、必ず保護者が同伴してください。

水泳

水泳

第4土曜第2土曜

卓球

バスケットボール
ミニバスケットボ
ール

水泳

ソフトテニス
卓球

午前
9：00〜12：00(水泳は9：30〜12：00)

クライミングウォ
ール(こども・親
子)

こどもスポーツデー
第2土曜(12／8)、第4土曜(12／22)の
午前中は、小中学生の無料公開日

バドミントン
ミニバスケットボ
ール・卓球

卓球
各種武道

水泳

水泳

卓球

バスケットボ
ール
ミニバスケッ
トボール

バスケットボ
ール
バドミントン

深川スポーツ
センター
越中島1-2-18
☎3820-5881
℻3820-5884

スポーツ会館
北砂1-2-9
☎3649-1701
℻3649-3123

スポーツ施設名
問い合わせ先

バドミントン

卓球・トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球

卓球・各種武道・トレーニング

午前
9：00〜12：00

卓球・トレーニング

ミニバス・サ
ッカー教室
※申込は締め
切りました

トレーニング

江東スポーツデー(区民無料公開日)
第2土曜(12／8)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

深川北スポー
ツセンター
平野3-2-20
☎3820-8730
℻3820-8731

夜間
18：00〜21：30

東砂スポーツ
センター
東砂4-24-1
☎5606-3171
℻5606-3176

バドミントン

トレーニングは9：00〜21：50
小学生スポ館
スポーツ塾
※申込は締め
切りました

卓球・弓道・
トレーニング

バドミントン
ミニバスケッ
トボール

ソフトテニス
バレーボール

ミニバスケッ
トボール
バスケットボ
ール

ソフトテニス

有明スポーツ
センター
有明2-3-5
☎3528-0191
℻3528-0192

亀戸スポーツ
センター
亀戸8-22-1
☎5609-9571
℻5609-9574

バドミントン
卓球

午後
13：00〜17：00

クライミングウォ
ール(こども・親子)

バドミントン

クライミングウ
ォール(一般)

バレーボール
ビーチボール

トレーニング

バレーボール
バドミントン

卓球・各種武道・トレーニング

バドミントン

総合区民センター
東側外部駐車場(大島4-5-1)

深川第五中学校南門前
(校舎裏)(豊洲4-11-18)

場所

12／8(土)
10：30〜
12：00

東雲小学校西側
(ひばり幼稚園側)(東雲2-4-11)12／8(土)

13：00〜
14：30

日時

東川小学校ひまわり学級建物前
(新大橋通り沿い)(住吉1-12-2)
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