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学びスタンダード強化講師
(会計年度任用職員)募集
[雇用期間]4月中旬〜令和3年3／25
(木)まで(夏季休業等の長期休業期
間を除く)[勤務場所]区立小・中学校、
義務教育学校▢人 教員免許状保有者
(養護教諭・栄養教諭を除く※令和2
年3月末免許取得見込み者を含む)20
人程度[報酬]時給2,730円▢内 教科
指導(小学校：国語・算数・英語・体
育、中学校：国語・数学・英語※教員
免許状の種類によって、指導できる
校種や教科が異なります)※採用は、
学校長による面接のうえ決定※勤務
時間・曜日等は勤務校により異なり
ます▢申 指導室窓口(区役所6階4番)
にある江東区会計年度任用職員申込
書(区ホームページからも入手可)に
必要事項を記入し、〒135-8383区役
所指導室事務係へ郵送または持参※
申込書は返却しません☎3647-9178、
℻3647-6505
小1支援員(会計年度任用職員)
募集
[雇用期間]原則として4月第1週から
学校の夏休みの前日[勤務場所]区立
小学校、義務教育学校▢人 20人程度
[報酬]時給1,050円▢内 小学校1年生
の学級における生活習慣の定着のた
めの支援※採用は、学校長による面
接のうえ決定※勤務時間・曜日等は
勤務校により異なります▢申 指導室
窓口(区役所6階4番)にある江東区会
計年度任用職員申込書(区ホームペ
ージからも入手可)に必要事項を記
入し、〒135-8383区役所指導室事務
係へ郵送または持参※申込書は返却
しません☎3647-9178、℻3647-6505
点字版資源回収・ごみ収集日
一覧の送付希望者募集
視覚障害者の方で希望される方に
令和2年度版資源回収・ごみ収集日
一覧の点字版を送付します。発送は
3月下旬の予定です。申し込まれた
方には来年度以降も継続して送付し
ます▢締 1／31(金)▢申 電話またはフ
ァクスに郵便番号・住所・氏名・電
話番号を記入し、清掃事務所へ☎

3644-6216、℻3699-9520
地域密着型サービス運営委員会
傍聴できます

▢時 1／28(火)13：30〜▢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)▢内 第2回江東区地
域密着型サービス運営委員会▢申 当
日13：00までに直接会場へ▢問 福祉
課事業者指定係☎ 3647 - 4961、℻

3647-9186
江東区文化コミュニティ財団
常勤・非常勤職員募集
江東区文化コミュニティ財団では、
4／1以降に採用する職員を募集しま
す。受験資格、採用予定人数等詳細
については、採用試験案内(申込書)
をご覧ください[第一次試験日]2／2
(日)[採用試験案内配付場所]文化コ
ミュニティ財団各施設[申込期間]1／
11(土)〜21(火)▢問 文化コミュニテ
ィ財団管理課管理係☎3644-8119、
℻3646-8369▢HP https://www.kcf.
or.jp
ふれあいサービス
協力会員募集

高齢の方や障害のある方、産前産
後の世帯など援助が必要な方を対象
に、家事や介護のお手伝いをしてく
れる協力会員(有償ボランティア)を
募集しています。協力会員としてご

登録いただき、地域の助け合いにご
協力をお願いします[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 2／25(火)14：00〜16：30▢場 豊洲
文化センター8階第2研修室(豊洲2-2
-18豊洲シビックセンター内)▢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 1／17(金)から電話で社会福祉協
議会福祉サービス課へ☎5683-1571、
℻5683-1570

小学校特別支援学級
連合展覧会

▢時 1／17(金)〜21(火)9：00〜16：30
(最終日は12：45まで) ▢場 江東区文
化センター2階展示ロビー(東陽4-11
-3)▢費 無料 ▢内 区内小学校特別支
援学級・特別支援学校に在籍する児
童の楽しく力のこもった絵画や立体
作品などを多数展示します。ぜひご
来場のうえご鑑賞ください ▢問 教育
支援課特別支援教育係☎3647-9175、
℻6458-6087
塩浜福祉会館
長寿サポート交流会

▢時 1／23(木)13：30〜15：00▢人 60歳
以上の区民の方40人(先着順)▢費 無
料 ▢内 介護予防手帳の説明と配布

▢師 東陽・塩浜・枝川・豊洲長寿サ
ポートセンター▢申 当日直接会場へ
(福祉会館未登録の方は身分証明書
を持参)▢場 ▢問 塩浜福祉会館(塩浜2
-5-20塩浜福祉プラザ2階)☎3647-
3901、℻3647-1941
江東区マンション交流会

▢時 2／1(土)13：00〜16：30 ▢場 カメ
リアプラザ(亀戸2-19-1)▢人 100人
(申込順)▢費 1,000円※会員は500円

▢内 [第1部]講演会｢マンション・大
規模修繕か建替えか｣(▢師 中野谷昌
司((一社)マンション計画修繕施工
協会常務理事))[第2部]分科会①管
理運営②大規模修繕[主催]江東・マ
ンションふぉーらむ21▢締 1／24(金)
※定員になりしだい終了 ▢申 1／15
(水)から電話、窓口またはファクス
にマンション名・住所・氏名・電話
番号・参加希望の分科会番号(①ま
たは②)・解決したい問題等を記入し、
住宅課住宅指導係(区役所5階1番)へ
☎3647-9473、℻3647-9268
深川東京モダン館
秋保×深川交流、講談、寄席
1．仙台・秋保×深川

▢時 1／17 (金) 16：00〜 19：00、1／18
(土)10：00〜19：00、1／19(日)10：00
〜16：00 ▢費 入場無料 ▢内 仙台・秋
保温泉郷の魅力を味わう交流イベン
ト。秋保ワイナリー、深川ワイナリ
ー、フジマル醸造所の飲み比べ(100
円)ほか▢申 当日直接会場へ
2．モダン講談会

▢時 1／25(土)14：30〜(開場14：00)

▢人 60人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 お目出度いおはな
し、楽しいおはなし[出演]神田陽子、
神田紫ほか▢申 1／15(水)から電話で
深川東京モダン館

3．江東モダン亭

▢時 1／26(日)14：30〜(開場14：00)

▢人 50人(申込順) ▢費 1,500円 ▢内
区内在住の若手落語家らによる寄席
[出演]柳家小志ん、柳家ほたる改め
権之助 ▢申 1／15(水)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/
障害者作品展
区内在住の障害者の絵画・写真・

造形・書道・手芸等、400点余の力作
が揃います▢時 2／5(水)〜7(金)9：00
〜21：00(2／7は15：00まで) ▢場 江東
区文化センター2階展示ロビー(東陽
4-11-3)▢問 社会福祉協議会福祉サ
ービス課☎3647-1898、℻5683-1570
社会福祉協議会 社協カフェ
｢みんなの居場所｣

▢時 ▢場 下表のとおり ▢内 ①社協カ
フェ｢みんなの居場所｣(10：00〜13：
00)②福祉・ボランティア相談(10：
00〜12：00)③イベント｢カルタでち
ょっと考えてみよう 私にできるケ
アとサポート｣(10：30〜11：30) ▢人
どなたでも▢費 無料 ▢申 当日直接会
場へ▢問 社会福祉協議会地域福祉推
進課☎3640-1200、℻5683-1570

硬式・ソフトテニス教室
[硬式テニス教室]▢時 A：2／5〜26の
水曜B：3／4〜25の水曜C：2／6〜27の
木曜D：3／5〜26の木曜(全4回) ▢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：1／22(水)B：2／12(水)
C：1／23(木)D：2／13(木)必着[ソフ
トテニス教室] ▢時 E：2／6〜27の木
曜F：3／5〜26の木曜(全4回) ▢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：1／23 (木) F：2／13 (木) 必 着

▢費 4,800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1-1-2夢の島競技場内屋
外スポーツ施設事務所へ☎3522-
0846、℻3522-0855

ビーチボールファミリー講習会

▢時 2／1(土)9：30〜11：30▢場 スポー
ツ会館(北砂1-2-9)▢人 小学生以上
のこどもと保護者50人(抽選)※最少
催行人数20人※保護者1人につきこ
ども3人まで ▢費 無料 ▢締 1／27(月)

▢申 スポーツ会館窓口で※スポーツ
会館ホームページ(▢HP https://ko
to-hsc.or.jp/sports_center1/)か
らも申込可☎3649-1701、℻3649-
3123

少年少女サッカー教室

▢時 2／9(日)①10：00〜12：00(小学2
年生)②13：30〜15：30(小学3年生)

▢場 夢の島競技場(夢の島1-1-2)

▢人 区内在住の小学生各250人(抽
選)▢費 無料[主管]江東区サッカー
連盟 [指導協力]FC東京 ▢締 1／25
(土)必着▢申 往復はがき(1人1枚)に
①講座名②住所③氏名(ふりがな)④
性別⑤年齢⑥電話番号⑦学校名⑧学
年⑨保護者氏名⑩参加希望回の番号
を記入し、〒135-0023平野3-2-20深
川北スポーツセンターへ※健康スポ
ーツ公社ホームページ(▢HP https:
//www.koto-hsc.or.jp)からも申
込できます☎3820-8730、℻3820-
8731
ポスチュアウォーキングで
姿勢美人を目指せ！

▢時 2／9(日)10：00〜12：00 ▢場 深川
スポーツセンター1階第二武道場

▢人 中学生を除く15歳以上の女性50
人(区内在住・在学・在勤の方を優先
し、抽選)※最少催行人数37人 ▢費
1,000円[持ち物]運動できる服装、
タオル(日本てぬぐいのサイズ)▢締
1／22(水)必着▢申 往復はがきに①ポ
スチュアウォーキング②氏名(ふり
がな)③年齢④住所⑤電話番号⑥区
外在住で区内在勤・在学の方は勤務
先(学校)および住所を記入し、〒
135-0044越中島1-2-18深川スポーツ
センターへ※健康スポーツ公社ホー
ムページ(▢HP https://www5.re
vn.jp/koto-hsc2/)からも申込可☎

3820-5881、℻3820-5884
有明スポーツセンター
田中光監修 HikaruX体操大会

▢時 2／11(火・祝)①9：00〜10：15②
10：15〜11：30③11：30〜12：45(受付
は各クラス開始30分前から)▢場 有
明スポーツセンター7階大体育室(有
明2-3-5)▢人 ①初級(5歳〜小学1年
生)②中級(小学2〜4年生)③上級(小
学1年生以上で上級の規定演技に挑
戦したい方)各32人(抽選)▢費 1,500
円▢内 クラス別に鉄棒やマット、と
び箱の規定演技を行い、100点満点
で採点します※詳細は有明スポーツ
センターホームページを参照 ▢締 1／
31(金)▢申 往復はがきに①イベント
名②参加クラス③氏名(ふりがな)④
年齢・学年⑤性別⑥住所⑦電話番号
⑧保護者氏名を記入し、〒135-0063
有明2-3-5有明スポーツセンターへ
※有明スポーツセンターホームペー
ジ(▢HP https://www.koto-hsc.
or.jp/sports_center4/)からも申
込可☎3528-0191、℻3528-0192
深川江戸資料館
伝統芸能公開
1．新春能楽初め

▢時 1／18(土)14：00〜15：00[出演]桑
田貴志(観世流能楽師)
2．情緒を満喫｢長屋の江戸小歌｣

▢時 1／19(日)14：00〜15：00[出演]江
戸小歌市太郎一門
※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
江戸庶民の年中行事再現
｢初午飾り｣

▢時 1／17(金)〜2／16(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
の方は保護者同伴 ▢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

城東
北部

地区

1／22
(水)

1／15
(水)

日程

千石地区集会所1階洋室
(千石1-13-13)

総合区民センター7階第5会
議室(大島4-5-1)

場所

深川
北部

16歳以上の
テニス経験者20人

16歳以上の女性20人

対象・定員(抽選)

各16歳以上20人
12：45〜14：15

A〜D

14：30〜16：00

教室

16：00〜17：00

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

小学1〜6年生20人

16歳以上12人

16歳以上の女性12人

対象・定員(抽選)

16歳以上の
テニス経験者12人

13：20〜14：50
E、F

教室

16：00〜17：00

11：00〜12：30

9：15〜10：45

時間

小学1〜3年生12人




