
7 平成31年(2019年)�月�日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

凡

例

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

婦人相談員(非常勤職員)募集
[雇用期間]4／1から1年間(更新あり)
[募集人員]1人[応募資格]大学を卒
業していること。または社会福祉に
関する経験3年以上で、大学卒業と
同等以上の学識を有すること[勤務
場所]区役所保護第一課[勤務条件]
平日の月12日、9：00〜17：00(有給休
暇あり)[報酬]217,500円(通勤手当、
社会保険あり)[選考方法]書類選考
および面接※面接日2／20(水)詳細は
後日連絡▢締 2／12(火)必着▢申 ①履
歴書(写真貼付)②資格証明書等の写
し③応募動機(400〜800字程度※様
式自由、手書き)を記入し、〒135-
8383区役所保護第一課相談係へ郵送
または持参※応募書類は返却しませ
ん☎3645-3102、℻3647-4917
豊洲図書館｢おはなしのへや
キッズ｣運営ボランティア募集

▢人 区内在住・在勤・在学でこども
の読書活動支援等に関心と熱意のあ
る方若干名▢内 こどもの読書活動支
援、ミニイベント等の企画から実施
までを図書館と協働して行う運営ボ
ランティア▢締 2／22(金)必着▢申 豊
洲図書館窓口にある申込用紙に必要
事項を記入し、〒135-0061豊洲2-2-
18へ郵送、ファクスまたは窓口で※
申込用紙は図書館ホームページから
も入手できます☎ 3536 - 5931、℻

3532-5075▢HP https://www.koto-
lib.tokyo.jp
江東区環境審議会 傍聴できます

▢時 2／8(金)10：00〜▢場 江東区文化
センター6階第1・2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
江東エコライフ協議会
傍聴できます

▢時 2／12(火)10：00〜▢場 区役所7階
第71・72会議室▢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
豊洲西小学校体育館利用調整
会議(定期利用希望者向け)

▢時 2／25(月)19：00〜 ▢場 豊洲西小
学校体育館棟(豊洲5-1-35)▢人 定期
利用希望者[利用期間]4月〜平成32
年3月[利用内容]火・水・金曜の18：
00〜21：00および土・日曜の9：00〜
21：00のうち、週1回(3時間)の定期
利用※半面利用(バレーボールコー
ト1面相当)※フットサルの利用不可
※1回の利用ごとに、設備使用料お
よび学校施設使用料あり※学校使用
や臨時使用等で使用できない場合が
あり▢締 2／15(金)必着▢申 豊洲西小
学校体育館棟窓口にある申込書に必
要事項を記入し、〒135-0061豊洲5-
1-35豊洲西小学校体育館棟へ郵送ま
たは持参で※申込書はホームページ
(▢HP https://www. fep0294.co.
jp/toyosunishi/)から入手できま
す☎5144-1311、℻3536-7757
行政書士による無料相談会

▢時 ①2／14(木)13：30〜16：30②2／18
(月)13：30〜16：30③2／21(木)13：00
〜16：00▢場 ①豊洲文化センター第6
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2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
ファミリー・サポート利用会員
登録説明会(要予約)
ファミリー・サポート事業は、地
域で育児の手助けができる方(協力
会員)が育児の手助けが必要な方(利
用会員)を援助する活動です。利用
には、事前に登録が必要です。[活
動内容]協力会員の自宅を利用して
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[謝礼金]活動時間・
曜日により1時間800円または1,000
円▢時 2／28(木)・3／7(木)14：00〜15：
30、3／23(土)10：00〜11：30▢場 高齢
者総合福祉センター3階研修室(東陽
6-2-17)▢人 区内にお住まいで、生
後57日〜小学3年生のお子さんの保
護者60人(申込順) ▢申 2／6(水)から
電話でファミリー・サポート・セン
ター事務局(江東区社会福祉協議会
内)☎5683-1573、℻5683-1570

江東区立中学校特別支援学級
合同展覧会

▢時 2／9(土)〜13(水)9：00〜16：00
(最終日は14：00まで) ▢場 総合区民
センター2階展示ホール(大島4-5-1)

▢費 無料▢内 中学校特別支援学級・
都立特別支援学校の生徒が制作した
絵画、木工、陶芸、手工芸作品を展
示▢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
児童会館 天体観望会・
ベビーマッサージ
1．天体観望会｢オリオン大星雲｣

▢時 2／23(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2／13(水)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

2．ベビーマッサージ

▢時 2／24(日)①10：00〜10：40②11：
00〜11：40▢人 区内在住で歩き始め
る前の0歳のお子さんと保護者各12
組(抽選、結果は当選者のみ2／14(木)
連絡)※父親の参加も歓迎[持ち物]
バスタオル・飲み物▢師 土手浩恵
※いずれも▢場 児童会館(住吉1-9-
8)▢費 無料▢締 2／10(日)▢申 児童会
館に電話または窓口で☎3633-6911、
℻3633-6936
図書館冬の工作会
｢ヨーヨーとブンブンごま｣

▢時 2／16(土)14：00〜16：00▢場 深川
図書館3階ホール(清澄3-3-39)▢人
幼児〜小学生60人程度(先着順)▢費
無料▢内 身近な材料で簡単に作れる
昔懐かしのおもちゃを作ろう▢申 当
日直接会場へ▢問 深川図書館☎3641
-0062、℻3643-0067
児童の発達支援セミナー
｢子どもの発達障害について｣

▢時 3／2(土)14：00〜16：00 ▢場 障害
者福祉センター3階会議室(扇橋3-7-
2)▢人 区内在住の発達に支援を必要
とする児童の保護者および発達障害
に関心のある方30人(申込順)▢費 無
料▢師 渡辺里絵(臨床心理士)▢締 2／
28(木) ▢申 2／5(火)から電話、窓口
またはファクスに住所・氏名・電話
番号を記入し、障害者福祉センター
へ℻3647-4918、☎3699-0316
深川東京モダン館
コドモアソビ、落語会
1．コドモアソビ

▢時 2／9(土)14：00〜16：00 ▢費 無料

▢内 おりがみ折ろう、ベーゴマまわ
そう▢申 当日直接会場へ
2．落語会

▢時 2／23(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 圓朝不朽の名作怪
談｢牡丹燈籠｣発端・湯島天神の場[出
演]三遊亭圓橘▢申 2／5(火)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/
芭蕉記念館俳句会

▢時 3／20(水)13：30〜 ▢場 芭蕉記念
館2階研修室(常盤1-6-3)▢集 13：15

▢人 20人(申込順)▢費 無料。句報希
望の方は82円切手貼付・宛名明記の
封筒を持参▢内 春季雑詠3句▢申 2／
10(日)から芭蕉記念館に電話または
窓口で☎3631-1448、℻3634-0986
中川船番所資料館イベント
1．水辺のワークショップ｢水引アー

トで楽しむひなまつり｣

▢時 3／3(日)10：00〜12：00▢人 5歳〜
大人まで15人(申込順)※小学3年生
以下は保護者同伴▢費 1,000円(材料
費込)▢内 ひな祭りの日に水引でヘ
アピンまたはストラップ作り▢師 あ
そびのわとわ
2．昭和の暮らし展＆中川船番所周

辺散策ツアー

▢時 3／21(木・祝)13：30〜15：00※雨
天中止▢人 小学生以上15人(申込順)
※小学3年生以下は保護者同伴▢費
大人200円、小中学生80円▢内 観光
ガイドの解説を聞きながら企画展示
観覧と旧中川周辺を散策
※いずれも ▢場 中川船番所資料館
(大島9-1-15)▢申 2／10(日)9：00から
電話または窓口で☎3636-9091、℻

3636-9094

江東区スポーツネット
4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 2／20(水)〜28(木)
抽選後の空き施設の申込 3／9(土)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。

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

卓球

午前
9：00〜12：00(水泳は9：30〜12：00)

卓球

こどもスポーツデー
第2土曜(2／9)、第4土曜(2／23)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(2／9)

※屋内プール・サウナ室は有料です。

バドミントン
バスケットボ
ール

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

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

7・14・21・28・29

テニス

野球
・

ソフトボール

7・13・14・20・21・
27

▢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

11・12面

8〜187・14・21・27・28・
29サッカー

東少年

日(4月分)

※荒川・砂町庭球場の利用再開については2／11号で
お知らせします。

時間施設・面番号

7・14・21・28全面新砂

潮見

5・6面

全日

1・2面

多目的広場

3面

全日平日(祝日を除く)

29

夢の島

全面
豊住

8〜16

7・13・20・27・28

屋外スポーツ施設休場日

A〜D面

9〜1828

13〜16

8〜186・7・13・14・20・
21・27・28・29・30

6・13・20・27

8〜1629

8〜16

全面

8〜187・14・21・28・29・
30

9〜18

9〜18

第二全面

種目

8〜18

8〜167・14・21・28・294・9・10面

7・14・21

6

全日8・22

全日
全日7・13・14・21・28第一全面

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

全日13・29

3月の乳幼児食事教室
(申込順・2／5(火)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)

26(火)
13：30〜

5(火)
①13：00〜 ②14：30〜

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

28(木)
13：30〜

7(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

14(木)
13：30〜

7(木)
13：30〜

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

7(木)・28(木)
14：00〜

14(木)
①13：30〜 ②15：00〜




