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障害者計画等推進協議会の
区民委員を募集
区では、障害者の地域生活を支援
するため｢障害者計画・障害福祉計
画・障害児福祉計画｣を策定し、事業
を進めています。計画の進行管理等
に各分野からの幅広い意見を反映さ
せるため、区民委員を募集します

▢人 区内在住・在勤で障害者福祉に
関心のある方2人程度(選考)▢内 障
害者計画等推進協議会(年3回程度)
で、障害者計画等の進ちょく状況評
価、新たな計画の策定に係る協議・
提言[任期]3年間(令和6年3月まで)
[謝礼]1回7,000円[選考]一次審査
(作文)・二次審査(面接)※一次審査
通過者には、6月初旬にご連絡します。
審査結果は6月下旬に応募者全員に
お知らせします ▢締 5／21(金)必着

▢申 障害者施策課施策推進係(区役
所隣防災センター2階17番)にある申
込書(区ホームページからも入手可)
に必要事項を記入し、作文(｢地域に
おける障害者福祉について｣をテー
マに800字程度)を添えて、〒135-
8383区役所障害者施策課施策推進係
へ郵送または持参☎3647-4749、℻

3699-0329
地価公示価格の閲覧
令和3年1／1現在の都内の地価公示

価格は、都市計画課(区役所5階21番)、
豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シ
ビックセンター3階)、各出張所、図
書館で閲覧できます。また、国土交
通省のホームページ(▢HP https://
www.mlit.go.jp/totikensangyo/
index.html)でもご覧になれます

▢問 都市計画課庶務担当☎3647-
9439、℻3647-9009
古着の巡回回収 5／8(土)
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※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

5月は赤十字運動月間
日本赤十字社の災害救護・献血・
国際救護等、奉仕と福祉のための多
岐にわたる事業は皆さんからの善意
で寄せられた活動資金(社資)によっ
て行われています(災害等の義援金
はすべて被災者へ送られるもので、
活動資金とは異なります)。活動資
金は、5月を中心に町会・自治会によ
る集金、ホテルやコンビニエンスス
トア等に設置するチャリティーボッ
クス、口座自動引き落としやインタ
ーネット(クレジットカード)でのご
協力、区役所窓口等で受け付けてい
ます。皆さんのご協力を心からお願
いします▢問 日本赤十字社東京都支
部江東区地区(区役所地域振興課地

域振興係)☎ 3647 - 4962、℻ 3647 -
8441
行政書士による無料相談会(5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

建築・測量登記の無料相談

▢時 5／12(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

介護保険認定調査員
(社会福祉協議会)を募集
日中の空いた時間で無理なく働け
ます[契約期間]令和4年3／31(木)(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するおおむ
ね65歳未満の方若干名(選考により
決定)[業務委託料]1件4,000円(研修
期間あり)▢内 区内での訪問調査お
よび調査票の作成[選考]書類および
面接[面接日]5／19(水)▢締 5／17(月)
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

こうとうゆーすてっぷ(青少年
相談)豊洲講座 5／17(月)
不登校・ひきこもり当事者のご家
族の方が、少しでも気持ちが楽にな
り、安心して生活できることを目指
す講座です。｢家族だからできるこ
と｣を考えます。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
5／17(月)13：30〜15：30▢場 豊洲文化
センター第6研修室(豊洲2-2-18豊洲
シビックセンター8階)▢人 どなたで
も10人(申込順) ▢費 無料 ▢申 5／6
(木)から電話でこうとうゆーすてっ
ぷ専用ダイヤル☎080-9434-6949(火
〜金曜13：00〜17：00) ▢問 青少年課
青少年係☎3647-9813、℻3647-8474
東陽図書館 講演会
｢新聞記者がとらえた五輪｣
アスリートの素顔や過去の大会の
舞台裏など、オリンピック・パラリ

ンピックをテーマにした講演会です

▢時 5／22(土)14：00〜16：00▢場 教育
センター大研修室(東陽2-3-6)▢人
50人(申込順)▢費 無料▢師 読売新聞
記者 ▢締 5／21(金) ▢申 5／6(木)から
東陽図書館に電話または窓口で☎

3644-6121、℻3615-6669
東陽図書館 俳句入門講座
俳句の基本的な技法と事前に提出
いただいた句の講評を行います※参
加希望の方は申し込み後、5／22(土)
までに自作の俳句を2句作成し、東
陽図書館窓口まで提出(様式自由)

▢時 5／29(土)14：00〜16：00▢場 教育
センター第3研修室(東陽2-3-6)▢人
大人15人(申込順)▢費 無料▢師 現代
俳句協会 ▢締 5／22(土) ▢申 5／6(木)
から東陽図書館に電話または窓口で
☎3644-6121、℻3615-6669
芭蕉記念館
企画展、文学講習会
1．開館40周年企画展｢芭蕉を愛した

男 真鍋儀十コレクション展｣

大正・昭和に活躍された元国会議
員の真鍋儀十が長年収集した芭蕉に
関する資料約1,200点の寄贈を受け、
芭蕉記念館は昭和56年に開館しまし
た。開館40周年を記念して、開館ま
でのあゆみと、儀十の経歴と寄贈コ
レクションを公開します ▢時 4／29
(木・祝)〜9／12(日)9：30〜17：00(入
館は16：30まで)※第2・4月曜は休館
(祝日の場合は翌日が休館)。GW中
の休館日はありません▢場 芭蕉記念
館▢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
2．文学講習会｢はじめての俳句作

り｣

▢時 6／11(金)・18(金)・25(金)18：30
〜20：10、7／3(土)外出講義｢吟行｣15：
00〜17：00｢句会｣18：00〜20：00(全5
回)▢場 芭蕉記念館1階会議室※7／3
(土)の吟行は清澄庭園(清澄3-3-9)

▢人 36人(抽選)▢費 3,400円(教材費
含)▢内 俳句の作り方の基本、季語
や定型、歳時記について実際に俳句
を作りながら楽しく学びます。吟行
や句会体験もあります▢師 藺草慶子
(俳人、俳人協会幹事、｢秀｣｢星の木｣
所属) ▢締 5／25(火)必着 ▢申 電話、

窓口またはファクスに、①講座名②
氏名・ふりがな③郵便番号・住所④
電話・ファクス番号⑤生まれ年(西
暦)・性別を記入し、芭蕉記念館へ
※いずれも▢問 芭蕉記念館(常盤1-6
-3)☎3631-1448、℻3634-0986

区では、今年の夏期も省エネ・節
電対策として、5／1(土)〜10／31(日)
の間、室内温度を原則28℃、職員は
ノーネクタイ・ノー上着の軽装で執
務を行いますので、ご理解をお願い
いたします。
省エネ・節電対策は、電気の使い

過ぎを防ぎ、二酸化炭素の排出を抑
え、地球温暖化防止へとつながりま
す。
ご家庭や職場でも、無理のない範
囲でご協力をお願いします。

▢問 温暖化対策課環境調整係☎3647
-6124、℻5617-5737

6月の乳幼児食事教室(個別講座)
(申込順・5／6(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)

29(火)8(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)・24(木)17(木)

江東区スポーツネット
7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 5／20(木)〜31(月)
抽選後の空き施設の申込 6／9(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。

会場

区役所2階エレベーター前

5／13(木)
13：30〜16：30

5／20(木)
13：00〜16：00

総合区民センター7階
第4会議室(大島4-5-1)

5／17(月)
13：30〜16：30

日時

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)

江東区役所
四ツ目通り沿い

場所

第四砂町中学校校門
(北砂5-20-17)

深川小学校北東側校門
(校庭入口)(高橋14-10)5／8(土)

13：00〜
14：30

5／8(土)
10：30〜
12：00 香取小学校北側校門

(亀戸4-26-22)

日時

8〜18

テニス

野球
・

ソフトボール

4・11・18・22・23

▢問 夢の島競技場内屋外スポーツ施設
事務所☎3522-0846、℻3522-0855

25

8〜16
新砂

ソフトボール
・

サッカー等 3・11

日(7月分)

サッカー

時間施設・面番号

8〜18

全日

1面

23・25

8〜164・18

4・11

夢の島

全面豊住

8〜16

屋外スポーツ施設休場日

4・11全面

全日

全日25

平日(祝日は除く)

全日4・11・18

亀戸

第一全面

東少年

6面

3

8〜163・10・17・23

全面荒川
砂町

種目

8〜1823

全日

6〜18

全日12・26

4・11・18・22

全日17
第二全面

8〜1811・18

全日24・25・27・28・29
・30・31

8〜183・23・24

5面

11・12面

6〜184・11・18・22

9〜16

8〜164・11・18・22・25

全日24・27・28・29・30
・31

2面

8〜164・11・18・22・2510面

8〜184・11・18・22・23・
25

8〜164・11・18・22

全日24・25・317面

全日24・31
9面

全日24・25・27・28・29
・30・313・4面

▲江東区観光キャラクター
コトミちゃん




