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介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]令和3年3／31(水)ま
で(業務委託契約、年度更新あり)

▢人 介護支援専門員の資格を有し、
介護保険法に基づく事業所等に勤務
していない方(おおむね65歳未満)若
干名(選考により決定)▢内 区内での
訪問調査および調査票の作成[業務
委託料]1件4,000円(研修期間あり)
[選考]書類および面接[面接日]3／5
(木)▢締 2／26(水)必着▢申 ①履歴書
(写真添付)②介護支援専門員証の写
し③応募の動機を200字程度に記入
したもの(様式自由)を、〒135-0016
東陽6-2-17社会福祉協議会総務課認
定調査係へ郵送または持参☎3647-
5831、℻3647-5833
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 3
／2(月)14：00〜15：30、3／14(土)10：
00〜11：30、3／23(月)14：00〜15：30

▢場 高齢者総合福祉センター3階研
修室(東陽6-2-17)▢人 区内在住で、
生後57日〜小学3年生のお子さんの
保護者60人(申込順)▢申 2／17(月)9：
00から電話でファミリー・サポート
・センター事務局(社会福祉協議会
内)☎5683-1573、℻5683-1570

こどものための音楽会
新日本フィルハーモニー交響楽団
が、児童館でこども向けのコンサー
トを開催します。プロの演奏をぜひ
お楽しみください▢時 ①3／7(土)②3
／14(土)14：00〜15：00 ▢場 ①辰巳児
童館(辰巳1-1-36)②大島第二児童館
(大島4-5-1)▢人 乳幼児と保護者、
小学生、中高生世代①150人②120人
(申込順)▢費 無料[主催]新日本フィ
ルハーモニー交響楽団、(株)三井住
友銀行、江東区▢申 ①2／22(土)から
辰巳児童館窓口でチケット配布②2／
15(土)から大島第二児童館窓口でチ
ケット配布▢問 ①辰巳児童館☎3521
-3261、℻3521-3262②大島第二児童
館☎3637-2591、℻3637-2660

手前味噌ワークショップ
日本の伝統食である味噌を国産大
豆と天然塩で仕込み、昔ながらの知
恵を生かした心地よい暮らしを体験
します。仕込んだ味噌(約800g)は
お持ち帰りできます ▢時 3／13(金)
13：00〜15：30、3／14(土)10：00〜12：
30▢場 えこっくる江東▢人 16歳以上
の方、各20人(区内在住、在勤、在学、

前年度の受講者以外の方を優先し、
抽選。当選者のみ3／4(水)ごろ通知)
※乳幼児の同伴不可▢費 1,400円(材
料費込) ▢師 中安敬子(NPO法人マ
ザーツリー自然学校)▢締 2／23(日・
祝)必着▢申 窓口またははがきに①
みそ②希望日(どちらでも良い場合
は両日記載)③郵便番号・住所(在勤
・在学の方は勤務・通学先名と住所を
併記)④氏名⑤ふりがな⑥年齢⑦電
話番号を記入し、〒135-0052潮見1-
29-7えこっくる江東へ※区ホームペ
ージからも申込できます▢問 えこっ
くる江東☎3644-7130、℻3644-7135
産業会館｢ものづくりフェア｣

▢時 3／8(日)10：00〜16：00 ▢場 産業
会館(東陽4-5-18)▢人 区内在住・在
勤の方(申込順) ▢費 200〜3,000円
(材料費)▢締 2／29(土)※定員になり
しだい終了 ▢申 2／15(土)10：00から
産業会館に電話または窓口で☎5634
-0522、℻3699-6017※詳細は産業会
館ホームページをご覧ください▢HP
http://koto-sangyokaikan.jp

旧大石家住宅の雛飾り
桃の節句にちなみ雛人形を飾りま
す。今年も賑やかにお雛様が登場し
ます※2／26(水)からの1週間は平日
も一般公開します。休日と平日で開
館時間が異なるためご注意ください

▢時 2／26(水)〜3／3(火)。土・日曜
10：00〜16：00、月〜金曜11：00〜14：
00▢場 旧大石家住宅(南砂5-24地先)

▢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
アイルランドの暮らしと音楽2
in豊洲スタイルマーケット
音楽を中心にアイルランドの暮ら
しを紹介します▢時 2／22(土)・23(日
・祝)11：00〜16：00 ▢場 豊洲公園花
木とモニュメント広場(豊洲2-3)

▢費 無料▢問 豊洲ぐるりパークセン
ター☎3520-8819 ▢HP http://toyo
sugururi.jp▢ｅ event@toyosugu
ruri.jp
硬式・ソフトテニス教室
[硬式テニス教室]A：4／1〜22の水曜
B：5／13〜27の水曜C：4／2〜23の木曜
D：5／7〜28の木曜(全4回※Bのみ全3
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：3／18(水)B：4／
22(水)C：3／19(木)D：4／23(木)必着
[ソフトテニス教室]▢時 E：4／2〜23
の木曜F：5／7〜28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：3／19(木)F：4／23(木)必着
※いずれも ▢人 ▢内 別表のとおり

▢費 A・C・D・E・F：4,800円B：
3,600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

わくわくノルディックウォー
キング｢亀戸七福神めぐり｣

▢時 3／3(火)10：00〜13：00※雨天中
止▢場 亀戸地域周辺▢人 高校生以上
の健康な方10人(抽選) ▢費 500円

▢内 亀戸地域周辺にてノルディック
ウォーキングによる七福神めぐり

▢締 2／23(日・祝)必着▢申 往復はが
き(1人1枚)に①わくわくノルディッ
クウォーキング亀戸七福神めぐり②
住所③氏名(ふりがな)④性別⑤年齢
⑥電話番号⑦経験の有無⑧現在運動
の有無⑨レンタルストック(無料)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
深川北スポーツセンター杯
ビーチボール大会

▢時 3／8(日)9：00〜18：00▢場 深川北
スポーツセンター▢人 区内在住・在
勤・在学の小学生以上の方で40チー
ム(抽選)※1チーム4〜5人※最少催
行数30チーム ▢費 1チーム1,500円
(申込時)▢内 ①一般混合の部(中学
生以上、コート内男性2人以内)②フ
ァミリーの部(コート内小学生1人以
上)。各部別で予選リーグ後、決勝
トーナメント▢締 2／22(土)必着▢申
往復はがきに①イベント名②郵便番
号・住所③チーム名(ふりがな)④年
齢⑤電話番号⑥代表者名⑦ゼッケン
貸出⑧参加部別⑨区内在勤・在学の
方は会社名・学校名・年齢を記入し、
〒135-0023平野3-2-20深川北スポー
ツセンターへ※深川北スポーツセン
ターホームページ(▢HP https://w
ww.koto-hsc.or.jp/sports_cen
ter6/)からも申込可☎3820-8730、
℻3820-8731
東大島文化センター スプリン
グサンデー・おひなさま展
1．スプリングサンデー

▢時 2／23(日・祝)10：00〜▢内 手工芸、
書道、茶道などの体験教室、軽食販
売など※事前申込が必要な催しがあ
ります。詳細は各文化センターにあ
るチラシでご確認ください[成果発
表会]▢時 2／22(土)13：20〜、23(日・
祝)12：00〜▢費 無料▢内 文化センタ
ーの講座、自主グループ・サークル
の歌・楽器、ダンス等の発表
2．東大島おひなさま展｢春を寿ぐち

りめん細工｣

▢時 2／16(日)〜3／3(火)9：00〜18：00

▢費 無料
※いずれも▢申 当日直接会場へ▢場

▢問 東大島文化センター(大島8-33-

9)☎3681-6331、℻3636-5825
森下フェスティバル

▢時 2／23(日・祝)10：00〜15：00▢費
無料(教材費等実費)▢内 のらくろ＆
サザエさんといっしょに写真を撮ろ
う、お絵かき教室、わくわくスタン
プラリー、体験教室、区内作業所に
よるバザー｢まごころ市｣等※事前申
込が必要な教室があります。詳細は
お問い合わせください▢場 ▢問 森下
文化センター(森下3-12-17)☎5600-
8666、℻5600-8677
講演会
｢障害者と家族のための防災｣

▢時 3／10(火)13：30〜15：30▢場 障害
者福祉センター3階会議室(扇橋3-7-
2)▢人 防災に関心のある方30人(申
込順) ▢費 無料 ▢師 橋本笙子(NPO
法人アドラ・ジャパン)▢締 3／7(土)

▢申 2／15(土)から電話、窓口または
ファクスに講座名・住所・氏名・年
齢・電話(ファクス)番号を記入し、
障害者福祉センターへ☎3699-0316、
℻3647-4918
障害者地域生活支援セミナー

▢時 3／16(月)13：30〜15：00▢場 障害
者福祉センター3階会議室▢人 区内
在住の障害(難病)者の方20人(2／26
(水)抽選)▢費 地域活動支援センタ
ー事業利用者負担金(1回240円)※生
活保護受給者・住民税非課税の方な
どは免除▢内 オリンピックの概要、
パラリンピックの注目競技などをわ
かりやすくご紹介▢締 2／25(火)必着

▢申 往復はがきに講座名・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
と障害・難病を証明するものを持参)
で☎3699-0316、℻3647-4918
｢あんしん江東｣講習会
公証人による遺言・任意後見制度

▢時 3／7(土)10：00〜12：00 ▢場 高齢
者総合福祉センター3階研修室(東陽
6-2-17)▢人 50人(申込順)▢費 無料

▢内 任意後見制度や遺言について詳
しく説明します▢師 武田典文(錦糸
町公証役場)▢申 2／17(月)から電話
またはファクスに氏名・電話番号を
記入し、｢あんしん江東｣へ☎3647-
1710、℻5683-1570
手話講習会上級者向け
｢養成コース｣受講生募集

▢時 4／14〜令和3年3／9(火曜全33回)
10：00〜12：00※詳細はお問い合わせ
ください▢場 高齢者総合福祉センタ
ー(東陽6-2-17)※4／14(開講式)は総
合区民センター(大島4-5-1)※18：30
開始▢人 区内在住・在勤・在学の19
歳以上の健聴者で、江東区手話講習
会手話通訳Ⅱコース修了者、または
同等の手話技術(手話学習3年以上)
を有し、江東区手話通訳者登録試験
(全国手話通訳者統一試験)を受験す
るとともに、平日、土・日曜に区内
行事で手話を使ったボランティア活
動に2回以上参加できる方30人(選
考)▢費 無料(テキスト代自己負担)
[選考試験]▢時 3／17(火)10：00〜(受
付9：30)※再受講生は人数調整を行
う場合があります▢場 高齢者総合福
祉センター(東陽6-2-17) ▢費 無料

▢内 面接・筆記・読み取り(手話通訳
Ⅱコース修了レベル)[持ち物]選考
結果通知用の返信封筒(長3)、84円
切手▢締 3／9(月)19：00▢申 江東ボラ
ンティア・センター(高齢者総合福
祉センター内)窓口で☎3645-4087、
℻3699-6266
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30人生花で作る小さな花畑

ほうずき木彫

50人サンキャッチャー

似顔絵製作販売

20人手作り癒しのLED行灯

組子コースター

20人願いをかなえるミサンガ

内容

手びねり陶芸
30人ハーバリウム
20人包装紙で作るようじ入れ
16人樹脂粘土のミニフルーツ
20人パステル和アート
50人アイシングクッキー
30人多肉植物アレンジ
30人生糸とり・手紡ぎ体験

販売

12人新聞ちぎり絵
12人ファスナー付きポーチ
12人古布で作る布ぞうり
32人

16歳以上の
テニス経験者12人

16歳以上の女性12人
対象・定員(抽選)

14：30〜16：00

各新小学1〜6年生
12人

各16歳以上12人A〜D

16：00〜17：00

12：45〜14：15

日時

17：00〜18：00

11：00〜12：30

9：15〜10：45
時間

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

新小学4〜6年生12人

E〜F

17：00〜18：00

日時

16：00〜17：00

11：00〜12：30
9：15〜10：45
時間

新小学1〜3年生12人




