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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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特別区立幼稚園教員
採用候補者の募集
[職種]教員(幼稚園)[勤務地]特別区
の区立幼稚園(大田区・足立区を除
く)[資格]幼稚園教諭普通免許状を
有する方または令和3年4／1までに取
得見込みで昭和61年4／2以降に出生
した方[選考案内(申込書)の配布場
所]指導室(区役所6階4番)および東
京区政会館17階[第1次選考(筆記試
験)]6／21(日) ▢締 5／7(木)消印有効

▢申 申込書を〒102-0072千代田区飯
田橋3-5-1東京区政会館17階特別区
人事・厚生事務組合教育委員会事務
局人事企画課採用選考担当へ郵送
※5／7(木)・8(金)のみ持参可☎5210
-9751▢HP http://www.tokyo23ci
ty.or.jp/
特別区立幼稚園臨時的任用教員
採用候補者の募集
[職種]臨時的任用教員(幼稚園)[勤
務地]特別区の区立幼稚園(大田区・
足立区を除く)[資格]幼稚園教諭普
通免許状を現に有する者[選考]書類
選考および面接[選考案内(申込書)
の配布場所]指導室(区役所6階4番)
および東京区政会館17階 ▢締 5／22
(金)消印有効▢申 4／24(金)から所定
の書類(選考案内参照)を〒102-0072
千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館
17階特別区人事・厚生事務組合教育
委員会事務局人事企画課採用選考担
当へ郵送☎5210-9857▢HP http://w
ww.tokyo23city.or.jp/
物品販売店、飲食店、事務所など
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
分譲マンション無料相談会

▢時 5／13(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所5階第51会議室

▢人 区内分譲マンションの管理組合
役員および区分所有者▢費 無料▢内
分譲マンションの維持管理に関する
さまざまな問題に対応するための無
料相談会(要予約)[相談員]マンショ
ン管理士▢締 4／30(木)▢申 4／15(水)
から住宅課住宅指導係(区役所5階1
番)に電話、ファクスまたは窓口で
☎3647-9473、℻3647-9268

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 ①5／13(水)14：00〜15：30、②5／
26(火)10：15〜11：45▢場 ①高齢者総
合福祉センター3階研修室(東陽6-2-
17)②南砂子ども家庭支援センター
(南砂3-14-1)▢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①60人②15人(申込順)▢申 4／
16(木)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

中川船番所資料館 収蔵資料展
｢江戸のパワースポット 亀戸｣
亀戸は明暦の大火後、本所開発と
ともに江戸の近郊農村、行楽地とし
て目覚ましい発展を遂げました。江
戸からの日帰り観光と信仰のスポッ
ト｢亀戸｣の誕生とにぎわいを紐解き
ます▢時 4／22(水)〜7／19(日)9：30〜
17：00(最終入館は16：30) ▢費 大人
200円、小中学生50円(観覧料)[ミュ
ージアムトーク開催]▢時 4／29(水・
祝)、5／24(日)、6／27(土)、7／18(土)
13：00〜13：30
※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

加藤正夫杯
江東区こども囲碁大会
初心者から上級者まで誰もが楽し
める大会です。入賞者にはプロ棋士
との対局をプレゼント。参加賞もあ
ります▢時 7／5(日)12：30〜▢場 江東
区文化センター(東陽4-11-3)▢人 5
歳(4／1現在)〜中学生130人(申込順)

▢費 参加費500円▢内 上級クラスA・
B(各16人)：おおむね9級以上、スイ
ス方式で4回対局・持ち時間20分・ハ
ンデ戦、経験者(19路盤)クラス・初
心者(13路盤・9路盤)クラス：10級以

下、時間内規定対局数による勝率で
決定[クラスの決定方法]申込の際に
経験年数と盤面、棋力を聞き、クラ
ス分け(クラスは郵送でお知らせ)

▢申 4／15(水)9：00から江東区文化セ
ンターに電話または窓口で[無料こ
ども囲碁教室開催] ▢時 5／23〜6／27
の土曜(全6回)10：30〜12：00 ▢場 江
東区文化センター▢人 なるべく全回
参加できる5歳(4／1現在)〜中学生30
人(申込順)▢費 無料▢師 江東区こど
も囲碁指導者の会▢申 4／15(水)9：00
から江東区文化センターに電話また
は窓口で☎3644-8111、℻3646-8369

朗読ボランティア入門講習会
受講者募集

▢時 6／3〜8／19の水曜(全12回)10：00
〜12：00▢場 高齢者総合福祉センタ
ー(東陽6-2-17)▢人 区内在住で、修
了後ボランティア活動のできる方20
人(抽選) ▢費 2,000円(受講料) ▢内
発声・発音・アクセント・朗読実習
等[受講希望者説明会]受講希望の方
は必ず事前説明を受けてください

▢時 5／20(水)10：00〜 ▢場 高齢者総
合福祉センター3階研修室[持ち物]
はがき1枚▢締 5／15(金)▢申 電話で
江東ボランティア・センター☎3645
-4087、℻3699-6266
障害者福祉センター
コーラス教室

▢時 5／28、6／25、8／27、9／24、10／29
の木曜(全5回)10：00〜11：30 ▢場 障
害者福祉センター3階会議室▢人 区
内在住の障害者・難病の方(詳細に
ついてはお問い合わせください)30
人(4／24(金)10：30抽選) ▢費 地域活
動支援センター事業利用者負担金(1
回につき240円※住民税非課税の方
などは免除)▢内 季節の歌の合唱な
ど▢締 4／23(木)必着▢申 往復はがき
に教室名・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枚持参)で☎3699-
0316、℻3647-4918

30代のための健診
(生活習慣病予防健診5月分)

▢時 ▢場 下表のとおり ▢人 健診日現
在30歳〜39歳の区民の方各会場25人
(抽選)※最近1年以内に受診された
方はご遠慮ください▢費 無料▢内 血
液・尿検査・腹囲測定等▢締 4／20(月)
必着▢申 はがきに①健診名②住所・
郵便番号③氏名(ふりがな)④年齢⑤
生年月日⑥性別⑦電話番号を記入し、
城東保健相談所へ郵送または窓口で
(重複申し込み不可)※電子申請も可
(パソコンのみ) ▢HP https://shin
sei.elg-front.jp/tokyo2/▢問 城東
保健相談所管理係

中川船番所資料館
4／21(火)を臨時休館。展示替えの
ため▢問 中川船番所資料館☎3636-
9091、℻3636-9094
深川スポーツセンター
5／4(月・祝)午前(ソフトテニス)、
午後(バドミントン)の一般公開を中
止。大会開催のため▢問 深川スポー
ツセンター☎3820-5881、℻3820-
5884

江東区合気道連盟
｢合気道教室｣

▢時 5／13〜7／1の水曜(全8回)19：00
〜20：30▢場 スポーツ会館柔道場(北
砂1-2-9)▢人 小学生以上40人(申込
順)▢費 大人4,000円、小中学生2,000
円▢申 4／15(水)から電話で江東区合
気道連盟(田中)☎3681-1071

5／12(火)
9：00〜

城東保健相談所
〒136-0072大島3-1-3

☎3637-6521
℻3637-6651

※深川・深川南部・城東南部保健相談所は
6月に実施予定

健診会場

5／29(金)
13：30〜

結果日時検査日時

地域福祉の向上・充実を図ること
を目的に活動を行っている区内の福
祉団体に対し、運営費を助成します。
申請後、要綱に基づき審査を経て、
予算の範囲内で交付を決定します。
[申請書の配布・受付期間]4／13(月)
〜5／15(金)
[助成限度額]145,000円(会員数に応
じて変動があります)

▢申 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)窓口で☎3647-1898、
℻5683-1570

江東ボランティア・センター

登録団体に助成金

登録団体のボランティア活動を支
援するために助成金を交付します。
申請後、要綱に基づく審査を経て、
予算の範囲内で交付額を決定します。
[申請書の配布・受付期間]4／13(月)
〜5／15(金)の平日
[申請資格]江東ボランティア・セン
ターに団体登録している団体のみ
[助成限度額]150,000円

▢問 江東ボランティア・センター(東
陽6-2-17高齢者総合福祉センター2
階)☎3645-4087、℻3699-6266

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のためご自宅で過ごす時間が多く
なり、運動不足になりがちではない
でしょうか。運動不足による筋力低
下を防ぐため、自宅で簡単に取り組
める、江東区オリジナルの介護予防
体操｢KOTO活
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体操｣をやって
みませんか。体操の動画は、区ホー
ムページで公開しています(右記二

▲｢東京名所真景之内 睦月
亀井戸臥龍梅｣

次元コードからも入れます)。また、
お近くの長寿サポートセンターでは、
体操のDVDの貸し出しや、体操の
やり方をご紹介したチラシを配布し
ています。自宅でも体を動かして、
健康を維持しましょう

▢問 地域ケア推進課地域
ケア係☎3647-4398、℻

3647-3165

自宅でもできる｢KOTO活
い

き
き

粋
いき

体操｣をやってみよう




