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特別区立幼稚園臨時的任用教員
採用登録者の募集
[職種]臨時的任用教員[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
を現に有する方[選考]書類選考およ
び面接[募集案内配布場所]指導室
(区役所6階4番)および東京区政会館

▢締 11／20(金)消印有効 ▢申 所定の
書類(募集案内参照)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://ww
w.tokyo23city.or.jp/
区内建築物のアスベスト分析
調査費用を助成
区では区内建築物についてのアス
ベスト分析調査費用の一部を助成し
ています。申請方法等詳細は区ホー
ムページをご覧いただくか、お問い
合わせください※必ず分析調査前に
申請してください▢人 区内に建築物
を有する個人、会社等[対象建築物]
アスベストを含有している可能性の
ある吹付け材または保温材等が使用
されている区内建築物[助成金額]専
門調査機関によるアスベスト分析調
査に要する費用の2分の1以内(千円
未満切捨て)で、助成限度額5万円。
建築物1棟につき1回限り▢問 環境保
全課指導係☎3647-6147、℻5617-
5737
男女共同参画審議会
傍聴できます

▢時 11／16(月)10：00〜▢場 男女共同
参画推進センター第1・2研修室(扇
橋3-22-2パルシティ江東) ▢人 5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 男女共同参
画推進センター男女共同参画担当☎

3647-1163、℻5683-0340
建築・測量登記の無料相談

▢時 11／11(水)13：00〜15：00 ▢場 区
役所2階エレベーター前▢内 新築・
増改築・耐震等に関するプラン、資
金、日照問題、登記、土地測量等建
築一般に関する相談。設計図面や資
料のある方はご持参ください[相談
員](一社)東京都建築士事務所協会
江東支部会員・東京土地家屋調査士
会江東支部会員▢申 当日直接会場へ

▢問 建築調整課建築防災係☎3647-
9764、℻3647-9009
行政書士による無料相談会(11月)

▢時 ▢場 下表のとおり▢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

古着の巡回回収 11／15(日)
家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるものを回収します。
靴やぬいぐるみなど回収できないも
のもあります。区民の皆さんから回
収した古着は区が指定した業者に引
き渡し、主に海外で再利用されてい
ます。現在、新型コロナウイルス感

染症の影響により、再利用品の流通
が滞り、古着の受け入れ先がひっ迫
しているため、ご家庭内で保管でき
る古着は保管していただいたり、リ
ユース(再使用)するなど、できる範
囲で排出抑制にご協力をお願いしま
す※下記指定時間外は回収できませ
ん▢時 ▢場 下表のとおり(小雨決行。
荒天その他事情により中止となる場
合があります。前日までに区ホーム
ページ等でご確認ください)▢問 清
掃リサイクル課☎ 3647-9181、℻

5617-5737

中川船番所資料館 インターネッ
トによる会議室利用・抽選会開始
令和3年4／1(木)以降のご利用分か
らインターネットによる抽選申込を
始めます(事前登録が必要)。事前登
録、施設利用詳細についてはホーム
ページ(▢HP https://www.kcf.or.
jp/nakagawa/)をご覧ください

▢人 事前登録済みの団体▢締 令和3
年1／4(月)▢申 12／20(日)からホーム
ページで ▢問 中川船番所資料館☎

3636-9091、℻3636-9094
江東区観光キャラクター
コトミちゃんグッズ販売中
江東区観光キャラクターコトミち
ゃんのタオルハンカチ(薄紅梅・か
らし・紺)とステンレスボトル(ホワ
イト・ピンク・グリーン)が数量限定
で販売中。なくなりしだい販売を終
了します。お早めにお買い求めくだ
さい。その他コトミちゃんグッズも
絶賛販売中です ▢費 タオルハンカ
チ：1枚600円、ステンレスボトル：1
個700円[販売場所]江東区観光協会
(東陽4-5-18産業会館内)、区内各文
化センター、区内各スポーツセンタ
ー、深川江戸資料館、芭蕉記念館、
中川船番所資料館、深川東京モダン
館※商品によって扱っていない販売
場所もありますので、詳細はお問い
合わせください▢問 江東区観光協会
☎ 6458 - 7400、℻ 6458 - 7420 ▢HP
https://koto-kanko.jp/

認知症予防プログラム 12〜1月
参加者募集〜遊んで動いて脳活〜
認知症ではないが、もの忘れや意
欲低下が気になることはありません
か。｢軽度認知障害：MCI｣は認知症
の一歩手前の状態ですが、社会参加
や運動など生活を見直すことで、症
状の進行を遅らせることも可能と言
われています。今の症状を放置せず
に脳活を始めて認知症予防してみま
せんか▢時 12／3〜令和3年1／28の木
曜(12／31を除く全8回)10：00〜11：00

▢場 スポーツクラブルネサンス北砂

(北砂2-16-1)▢人 65歳以上の区民の
方で、介護保険認定を受けてなく、
プログラムを利用したことがない方
15人(抽選) ▢費 無料 ▢締 11／15(日)

▢申 11／6(金)から電話でスポーツク
ラブルネサンス北砂(10：00〜17：
00※木曜休館)☎5635-9880、℻5635
-9881▢問 地域ケア推進課地域ケア
係☎3647-4398、℻3647-3165
高齢者家族介護教室
高齢者を介護しているご家族の方
を対象に、介護技術や知識を習得す
るための教室を開催します。さまざ
まなテーマで資格を持つ講師がわか
りやすく講義をします。今回は、認
知症ケアについて、介護支援専門員
が講義を行います。今後のテーマは、
区ホームページやこうとう区報(1日
号)でご案内します。現在介護をし
ている方だけでなく、介護をする立
場になる前に知っておきたい方もお
気軽にご参加ください▢時 12／5(土)
14：00〜16：00▢場 亀戸文化センター
5階第1・2研修室(亀戸2-19-1)▢人
区内在住・在勤で高齢者を介護して
いるご家族の方、介護に関心のある
方50人(申込順) ▢費 無料 ▢申 11／9
(月)から電話で長寿社会文化協会
(月〜金曜(祝日を除く)10：00〜17：
00)☎5405-1501▢問 地域ケア推進課
包括推進係☎3647-9606、℻3647-
3165
こうとうゆーすてっぷ
(青少年相談)豊洲講座
ひきこもり等当事者のご家族の方
が、少しでも楽な気持ちで安心して
生活できることを目指す講座です。
当日はご家族の方からもお話を伺い
ます。講座終了後、個別相談も可能
です※オンラインでの参加を希望の
方はご相談ください ▢時 11／16(月)
13：30〜15：30▢場 豊洲文化センター
8階第6研修室(豊洲2-2-18)▢人 どな
たでも20人(申込順)▢費 無料▢締 11
／12(木) ▢申 11／5(木)から電話でこ
うとうゆーすてっぷ専用ダイヤル
(平日9：00〜19：00)☎080-9434-6949、
℻3647-8474
青少年交流プラザ
ヨガレッスン
リラックス効果のあるポーズや呼
吸法を学び、楽しくヨガを体験しま
す。心も体も癒されて、素敵な1日
の始まりを過ごしましょう。初心者
大歓迎です ▢時 11／14(土)10：00〜
11：30▢場 青少年交流プラザ多目的
ルームB(亀戸7-41-16) ▢人 区内在
住・在勤・在学の16歳〜39歳の方8人
(抽選) ▢費 無料 ▢締 11／10(火) ▢申
電話、窓口またはファクスに①事業
名②氏名③住所④電話番号⑤年齢を
記入し、青少年交流プラザへ☎3681
-7334、℻3681-8732▢HP https://w
ww.mommy-seishonen-k.com/
深川東京モダン館
噺×話、圓橘の会
1．噺×話

▢時 11／25(水)14：00〜(開場13：30)

▢人 20人(申込順)▢費 1,500円(ドリ

ンク代込)▢内 おきがる講座と落語
会モダン亭のコラボ[出演]雷門音助、
龍澤潤
2．圓橘の会

▢時 11／29(日)15：00〜(開場14：30)

▢人 50人(申込順)▢費 予約2,500円、
当日2,800円▢内 圓朝作｢業平文治漂
流奇談｣その3[出演]三遊亭圓橘、萬
丸
※いずれも ▢場 深川東京モダン館
(門前仲町1-19-15)▢申 11／5(木)か
ら電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632▢HP http://ww
w.fukagawatokyo.com/
東大島図書館 大人の学び体験
｢現代俳句講座｣
俳句の表現形式の基本を踏まえつ
つ、自由で多彩な表現や内容を俳句
にして楽しむ現代俳句に関する講座
に参加しませんか▢時 12／6(日)14：
00〜16：00▢場 東大島図書館おはな
し室(大島9-4-2)▢人 10人(申込順)

▢費 無料 ▢締 11／29 (日) ▢申 11／7
(土)から東大島図書館に電話または
窓口で※自作の2句を11／29(日)まで
に窓口へご提出ください(形式自由)
☎3681-4646、℻3681-4810
東陽図書館 ビジネス支援講座
｢シナリオの技術で磨く自己PR術｣
映画やドラマなどの設計図である
シナリオの技術を用い、就職や転職
時に役立つ自己PR方法を学べる講
座を行います▢時 11／27(金)19：00〜
20：30 ▢場 教育センター第3研修室
(東陽2-3-6)▢人 20歳以上20人(申込
順)▢費 無料▢締 11／26(木)▢申 11／6
(金)から東陽図書館に電話または窓
口で☎3644-6121、℻3615-6669

江東区スポーツネット
1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 11／20(金)〜30(月)
抽選後の空き施設の申込 12／9(水)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し込みます。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。

12月の乳幼児食事教室(個別講座に変更)
(申込順・11／5(木)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)

22(火)1(火)深川保健相談所 白河3-4-3-301
☎3641-1181 ℻3641-5557

※所要時間30分・希望時間は予約時にご相談ください

24(木)3(木)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）

離乳食教室
※2回食（▢人 6〜7か月児
と保護者）

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

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

10(木)17(木)

豊洲文化センター第3研修室
(豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター8階)

会場

11／16(月)
13：30〜16：30

11／12(木)
13：30〜16：30

区役所2階エレベーター前
11／19(木)
13：00〜16：00

日時

総合区民センター7階
第3研修室(大島4-5-1)

第四砂町中学校校門
(北砂5-20-17)

江東区役所
四ツ目通り沿い

場所

11／15(日)
10：30〜
12：00

旧清掃事務所亀戸庁舎前
(亀戸9-6-29)11／15(日)

13：00〜
14：30

日時

東砂小学校東側校門
(番所橋通り沿い)
(東砂2-12-14)

※潮見野球場は改修工事のため、令和3年1／4(月)〜
16(土)まで利用を中止します。

※潮見庭球場は照明改修工事のため、令和3年1／4
(月)〜2月末日まで利用を中止します。

※亀戸野球場A面は改修工事のため、令和3年1／4(月)
〜16(土)まで利用を中止します。
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・
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▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

多目的広場

亀戸

8〜14

新砂
ソフトボール
・

サッカー等

31

日(1月分)

A・B・C・D面

時間施設・面番号

全日

1・2・5・6面

サッカー

全日平日の月・水・金

16・17・24

夢の島

全面
豊住

屋外スポーツ施設休場日

全日10・11・17・24・31

全日9・10・16第一全面

全日
4〜31(グランド
凍結のため)

全日

種目

9・10・11・16・17・
23・24・30・31

11・12面

全日

12・25・年末年始
休場日(12／29〜
1／3※庭球場は
12／31〜1／3)

全日9・10・16・23・30第二全面

平日(祝日を除く)東少年

全日
10・17・23・24・30
・31

全日

▲タオルハンカチ ▲ステンレス
ボトル




