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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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区民課英語対応相談員
(非常勤)募集
[雇用期間]6／1(土)〜令和2年3／31
(火)[勤務条件]8：30〜17：15(水曜は
19：45)、月16日勤務(月1回程度日曜
勤務あり)※有給休暇制度あり[報
酬]月額23万円程度※交通費の支給
あり(限度額あり)、社会保険あり

▢人 次のすべてに該当する方1人(選
考)①英語を母国語とするお客様と
円滑にコミュニケーションができる
語学力を有している(専門用語によ
る説明あり)②窓口や電話応対で親
切・丁寧・誠実な接遇を行うことが
できる③パソコン(エクセル・ワー
ド等)の基本的な操作能力を有し、
迅速かつ正確に業務を遂行すること
ができる④健康状態が良好であり、
職場ルールを遵守し、職務に意欲的
に取り組み、窓口の混雑緩和に貢献
できる▢内 区役所窓口での住所異動
等の申請受付や日本語および英語で
の相談対応・電話対応、端末入力等
関連事務[選考]一次：作文、二次：一
次選考合格者を対象に日本語および
英語による面接(5／21(火)) ▢締 5／9
(木)17：00必着 ▢申 作文(テーマ｢混
雑時における接客時の注意点｣につ
いて、区職員の視点に立ち作成する
こと。原稿用紙に手書き、日本語で
800字以内)と履歴書を〒135-8383区
役所区民課住民記録係へ郵送または
持参※応募書類は返却しません▢問
区民課区民係☎3647-8406、℻3647-
9206
青少年育成指導員
(非常勤)募集
[雇用期間]7月〜令和2年3月(勤務実
績等により更新あり)[勤務条件]月
15日、1日7時間45分(基本8：30〜17：
15)、土・日曜、祝日勤務あり、夜間
の変則勤務あり[勤務場所]江東区役
所[報酬]月額220,200円、通勤手当
(上限あり)▢人 教員、社会教育主事
等の資格を有する方、社会教育等に
関係する職の1年以上の実務経験を
有する方等若干名(選考)▢内 青少年
指導者講習会等の企画・立案・運営、
青少年課の事業に関すること[選考]
1次：課題式記述・書類審査、2次：口
述試験※詳細は区ホームページまた
は青少年課地域連携係(4階24番)で
配付する募集要項を参照 ▢締 5／17
(金)必着▢申 応募書類を〒135-8383
区役所青少年課地域連携係に郵送ま
たは持参☎3647-9629、℻3647-8474
江東区立図書館
雑誌スポンサー募集
館内に置く雑誌を購入していただ
くことで、最新号のカバーに企業広
告を掲載できます▢人 区内に本社・
事業所を持つ企業等▢申 区・図書館
ホームページ(▢HP https://www.
koto-lib.tokyo.jp)および各図書館
窓口にある所定の申込書に必要事項
を記入し、広告案を添えて〒136-
0076南砂6-7-52江東図書館へ郵送ま
たは持参☎3640-3154、℻3615-6668
都営住宅の入居者募集
[抽選方式による募集]①家族向・単
身者向②若年夫婦・子育て世帯向(定
期使用住宅)③事故住宅[申込用紙配
布期間]5／7(火)〜15(水)(土・日曜
を除く)[申込用紙配布場所]住宅課
(区役所5階2番)、豊洲特別出張所・
各出張所、都庁、東京都住宅供給公
社都営住宅募集センター(渋谷区神
宮前5-53-67コスモス青山3階)、東

京都住宅供給公社亀戸窓口センター
(亀戸1-42-20住友不動産亀戸ビル10
階)※申込書は募集期間中のみ公社
ホームページ(▢HP https://www.
to-kousya.or.jp/)からも入手でき
ます▢申 郵送で5／20(月)までに渋谷
郵便局に届いたものに限り有効▢問
東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター☎3498-8894、区住宅課住宅
管理係☎3647-9464、℻3647-9268
特定建築物は定期報告を
不特定多数の人が利用する建築物
(特定建築物等)は、地震や火災など
が発生した場合、大きな災害につな
がることがあるため、専門技術者の
調査と結果報告が義務付けられてい
ます。今年度の特定建築物定期報告
対象物件(病院、ホテル、学校、スポ
ーツ練習場、店舗併用共同住宅ほか)
の所有者・管理者の方には4月下旬に、
調査書等を送付しますので、調査結
果を報告してください。また、防火
設備定期報告も行ってください。対
象となる建築物や規模(面積・階数
等)、報告時期はお問い合わせいた
だくか、区ホームページをご覧くだ
さい▢問 建築課監察係☎3647-9754、
℻3647-9260
社会保険労務士による年金相談
区役所では毎月社会保険労務士に
よる年金相談(予約不要)を実施して
います。個別の受給資格等に関わる
ご相談は、年金事務所や街角の年金
相談センターをご利用ください(予
約必要)※本人確認のため年金手帳
や年金証書などをお持ちください

▢問 区民課年金係☎3647-1131、℻

3647-9415

司法書士による法律相談会(5月)

▢時 5／15(水)14：00〜16：00(混雑状
況により開始時間前に受付を終了す
る場合があります)▢場 区役所2階区
民ホール▢人 20人程度(先着順)▢費
無料▢内 相続、遺言、贈与、成年後
見、不動産登記、株式会社等の設立
・役員変更等、金銭問題、その他法
律問題▢申 当日直接会場へ▢問 東京
司法書士会墨田・江東支部☎3635-
1900または区広報広聴課広聴相談係
☎3647-2364、℻3647-9635
ふれあいサービス協力会員募集
[活動内容および謝礼金]〇家事援助
サービス(食事の支度・洗濯・掃除・
買物代行など)1時間700円または840
円○介護サービス(車いす・外出等
の介助、乳幼児介助など)1時間840
円または1,050円○ちょこっとサー
ビス(電池や電球の交換・体調不良
時の買物代行等)1回500円(30分以
内)[登録説明会]▢時 5／24(金)13：30
〜16：00▢場 高齢者総合福祉センタ
ー3階研修室(東陽6-2-17)▢人 18歳
以上の心身ともに健康な方50人(申
込順)※資格・経験・性別・居住地は
不問▢内 事業説明と登録手続き▢申
4／25(木)から電話で江東区社会福祉
協議会福祉サービス課☎5683-1571、
℻5683-1570

読み聞かせボランティア
養成講習会
こどもに読み聞かせをしている方、
興味のある方、平日の講座に全日程
出席し、図書館に登録後、読み聞か
せボランティアとして活動できる方
の受講をお待ちしています▢時 5／24
(金)13：30〜16：00※講座は5／31、6／
28、9／13、10／11、11／8(金曜全5回)
14：00〜15：30(6／28と10／11は13：30
〜15：30)▢場 深川図書館3階ホール
(6／28、10／11は教育センター) ▢人
区内在住で平日活動できるおおむね
70歳代までの方30人程度(抽選)▢費
無料 ▢内 講習会およびガイダンス

▢師 熊谷裕紀子(読み聞かせインス
トラクター)他▢締 5／7(火)必着▢申
往復はがきに①講習会名②住所③氏
名(ふりがな)④生年月日⑤電話番号
⑥人前での読み聞かせ経験の有無⑦
応募の動機を記入し、〒135-0024清
澄3-3-39深川図書館へ☎3641-0062、
℻3643-0067
旧大石家住宅の五月飾り
鯉のぼりと五月人形を飾ります

▢時 4／27(土)〜5／6(月・休)10：00〜
16：00▢場 旧大石家住宅(南砂5-24地
先仙台堀川公園内)▢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
硬式テニス・ソフトテニス教室
1．硬式テニス教室

▢時 A：6／5〜26の水曜、B：7／3〜31
の水曜、C：6／6〜27の木曜、D：7／4
〜8／1の木曜(A・Cは全4回、B・Dは
全5回)※時間は下表のとおり▢場 新
砂運動場(新砂3-9-1)※巡回バス(無
料)あり▢師 日本テニス協会公認指
導員▢締 A：5／15(水)、B：6／12(水)、
C：5／16(木)、D：6／13(木)必着
2．ソフトテニス教室

▢時 E：6／6〜27の木曜(全4回)、F：7／
4〜8／1の木曜(全5回)※時間は下表
のとおり▢場 荒川・砂町庭球場(東
砂3-28-13)▢師 日本ソフトテニス連
盟公認指導員▢締 E：5／16(木)、F：6／
13(木)必着
※いずれも▢人 下表のとおり▢費 A
・C・E：4,800円、B・D・F：6,000円

▢申 往復はがき(1教室1人1枚)に①
希望教室(A〜F)②時間③氏名(ふり
がな)④年齢(小学生は学年)⑤電話
番号⑥住所⑦テニス歴⑧無料レンタ
ルラケットの要不要を記入し、〒
136-0081夢の島1-1-1夢の島野球場
クラブハウス内屋外スポーツ施設事
務所へ☎3522-0846、℻3522-0855

深川江戸資料館
特別展・端午の節句・落語
1．特別展｢深川モダン〜文化で見る

近代のKOTO〜｣

版画・美術・漫画・文学など盛り
だくさんの内容です▢時 5／6(月・休)
まで。9：30〜17：00(最終入館16：30)
2．江戸庶民の年中行事再現｢端午の

節句｣

▢時 4／23(火)〜5／15(水)9：30〜17：
00(最終入館16：30)
3．伝統芸能公開｢落語｣

▢時 4／27(土)14：00〜14：30[出演]昔
昔亭桃之助
※いずれも▢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 ▢申 当日直接会場へ▢場 ▢問
深川江戸資料館(白河1-3-28)☎3630
-8625、℻3820-4379
中川船番所資料館 収蔵資料展
・ミュージアムトーク
1．収蔵資料展｢深川にあった肥料問

屋の歴史｣

希少な大正から昭和初期の資料を
紹介します▢時 4／24(水)〜7／21(日)
9：30〜17：00(最終入館16：30)※月曜
休館(祝日の場合は翌日) ▢費 大人
200円、小中学生50円(観覧料)
2．ミュージアムトーク

収蔵資料展について詳しく解説し
ます▢時 4／27(土)13：00〜14：00▢費
大人150円、小中学生無料
※いずれも▢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
芭蕉記念館 前期企画展
｢芭蕉の肖像・俳人の肖像｣
芭蕉像をとおしてみる｢芭蕉｣に迫
ります ▢時 4／25(木)〜10／27(日)9：
30〜17：00(最終入館16：30)※第2・4
月曜は休館(祝日の場合は翌日)▢費
大人200(150)円、小・中学生50(30)
円※( )内は20人以上の団体料金。
障害者手帳をお持ちの方とその介助
者1人は半額 ▢申 当日直接会場へ

▢場 ▢問 芭蕉記念館(常盤1-6-3)☎
3631-1448、℻3634-0986

がんの夜間相談窓口(5月分)
｢がんの疑いがある｣｢診断を受け
た｣｢治療を始めた｣など、患者や家
族の方の不安や疑問に思うことを相
談できます▢時 5／10(金)18：00〜20：
00 ▢場 マギーズ東京(豊洲6-4-18)

▢費 無料▢申 当日直接会場へ▢問 保
健所健康推進課がん対策・地域医療
連携係☎3647-5889、℻3615-7171
休日版両親学級(6月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 区内在住
で初めて赤ちゃんを迎えるご夫婦50
組(抽選)▢費 無料▢内 先輩パパ・マ
マ体験談、講演、参加者との交流ほ
か▢申 往復はがきに①江東区休日版
両親学級希望②参加希望日(第2希望
まで記入可※第2希望は第1希望より
遅い日程※出産予定月により、7月
の日程を第2希望にできます。詳細
は下記ウェブサイトを参照)③夫婦
の名前・ふりがな④住所⑤電話番号
⑥出産予定日を記入し、〒102-0083
千代田区麹町4-3-29VORT紀尾井坂
6階ナーチャーウィズ(株)｢江東区休
日版両親学級｣担当へ郵送またはウ
ェブ(▢HP https://nurture-wiz.co
m/kotoku-ryoshin-gakkyu)で

▢問 ナーチャーウィズ(株)(委託事
業者)☎5275-2525、℻5275-0005、城
東保健相談所☎3637-6521、℻3637-
6651、深川保健相談所☎3641-1181、
℻3641-5557、深川南部保健相談所☎

5632-2291、℻5632-2295、城東南部保
健相談所☎5606-5001、℻5606-5006

16歳以上の経験者20人
16歳以上の女性20人
対象・定員(抽選)

11：00〜12：30
16歳以上の経験者12人13：20〜14：50
小学1〜3年生12人

硬式
テニス
(A〜D)

16：00〜17：00

教室

小学1〜6年生各20人
16：00〜17：00
17：00〜18：00

16歳以上の女性12人9：15〜10：45

ソフト
テニス
(E・F)

16歳以上12人

17：00〜18：00

11：00〜12：30
9：15〜10：45
時間

小学4〜6年生12人

16歳以上各20人
12：45〜14：15
14：30〜16：00

5／5(日・祝)
〜12(日)

申込期間※

※郵送の場合は必着

10〜11月
出産予定
の方

総合区民セン
ター
(大島4-5-1)

6／8(土)
13：30〜
16：00

江東区文化セ
ンター
(東陽4-11-3)

6／16(日)
13：30〜
16：00

�〜10月
出産予定
の方

砂町文化セン
ター
(北砂5-1-7)

6／2(日)
13：30〜
16：00

対象者会場開催日

5／19(日)〜
26(日)

5／11(土)〜
18(土)

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
5／11(土) 9：30〜16：00
※その他窓口の時間延長や
相談予約等は江東年金事務
所へお問い合わせください

江東年金事務所
(亀戸5-16-9)
☎3683-1231
℻3681-6549

［予約受付時間］
平日 9：00〜16：00
※事前に電話予約が必要で
すので街角の年金相談セン
ター江東(オフィス)へお問
い合わせください

5／7(火)13：00〜16：00
(面談による相談のみ)

区役所2階
区民ホール

街角の年金相談
センター江東
(オフィス)
(亀戸 2 - 22 - 17
日本生命亀戸ビ
ル5階)
☎5628-3681

日程・内容場所




