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青少年交流プラザ
指定管理者募集
区では、令和4年4月から青少年交

流プラザ(亀戸7-41-16)の管理運営

を行う指定管理者を募集します。募

集要項等の詳細は、区ホームページ

をご覧ください▢締 6／30(水)▢問 青
少年課青少年係☎ 3647 - 9813、℻

3647-8474

介護保険要介護認定調査業務
委託事業者募集
区では、区内の認定調査業務の一

部を民間事業者に委託しています。

認定結果を早く出すためには認定申

請から短期間の内に実施する認定調

査体制の構築が必要不可欠です。そ

こで、新たに認定調査の実施事業者

を募集します。調査業務を実施希望

の事業者の方は下記までお問い合わ

せください[委託先]区内で認定調査

が可能な居宅介護支援事業者(事業

所が区外でも可)▢申 介護保険課調

査係に事前に電話のうえ、所定の申

込書に記入し、〒135-8383区役所介

護保険課調査係へ郵送☎3647-9497、

℻3647-9466

行政書士による無料相談会(6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

住宅の改善をお考えの方に
リフォーム業者を紹介
住まいのリフォームをしたいとき、

どこへ頼めばよいか困ることはあり

ませんか。区では、区内建設業者で

構成する｢江東区住宅リフォーム協

議会｣を通じ、施工業者を紹介して

います。軽微な修繕から増改築・マ

ンションの専有部分のリフォーム工

事など、区内の工務店・大工さん等

が誠意をもって施工します。お気軽

にご相談ください[工事内容]①修繕

(屋根・塗装・建具・土台等工事)②

改装(タイル・吹きつけ・外装・クロ

スやフローリングの張り替え等工

事)③増改築(和室、洋室、キッチン

等)④付帯設備(門扉、塀、雨どい､物

置、駐車場)⑤その他 ▢問 住宅課住

宅指導係☎3647-9473、℻3647-9268

リバーハウス東砂
グループホーム入居者募集
障害者が、主に夜間や休日に日常

生活上の援助を受けながら共同生活

をする施設です▢場 リバーハウス東
砂(東砂3-30-6)▢人 知的障害者また
は身体障害者1人(利用者の決定は申

込順ではなく、入居の必要性等を総

合的に判断して決定します)▢費 家

賃(月30,000円)、光熱水費、食費な

ど費用負担あり[利用期間]原則3年

間[申請書等の請求]リバーハウス東

砂へ電話またはファクスで▢締 6／25
(金)消印有効▢申 必要書類を〒136-
0074東砂3-30-6リバーハウス東砂へ

郵送または持参☎3646-6623(8：30〜

17：00)、℻3615-1377

ケアマネジャー実務研修
受講試験の受験要項配布
受験資格等詳細は受験要項をご覧

ください[配布期間]6／30(水)まで

[試験日]10／10(日)[受験要項配布場

所]地域ケア推進課(区役所3階7番)、

各出張所、豊洲特別出張所、都庁1・

2階案内窓口(新宿区西新宿2-8-1)、

東京都福祉保健財団※受験要項(願

書)を郵送希望される方は、令和3年

度受験要項送付希望と記入のうえ、

返信用に角2号封筒(250円切手を貼

り、返送先を記入)を同封し、〒163

-0719新宿区西新宿2-7-1小田急第一

生命ビル19階(公財)東京都福祉保健

財団人材養成部介護人材養成室ケア

マネ試験担当へ▢問 (公財)東京都福
祉保健財団ケアマネ担当(試験)☎

3344-8512、地域ケア推進課包括推

進係☎3647-9606、℻3647-3165

古着の巡回回収 6／13(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※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

あんしん江東 弁護士による
専門相談会(予約制)

▢時 6／26(土)14：00〜16：00(1人1回

30分)▢場 高齢者総合福祉センター2
階(東陽6-2-17) ▢人 6人(申込順)

▢費 無料▢内 福祉サービスに関する
トラブルや疑問、遺言や遺産相続手

続き、成年後見制度等※毎週火曜14：

00〜16：00には、通常の専門相談(弁

護士・司法書士)を開催(予約制)

▢申 6／7(月)から電話またはファク

スであんしん江東☎3647-1710、℻

5683-1570

ファミリー・サポート
協力会員募集
育児の手助けが必要な方(生後57

日〜小学校3年生までの児童の保護

者)の援助を行う協力会員を募集し

ています[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]原則7：00〜22：00(協力

可能な時間内で実施)[登録要件]区

内在住で、20歳以上の心身ともに健

康な方。資格・経験・性別は問いま

せん[謝礼金]活動時間・曜日により

1時間800円または1,000円[協力会員

登録養成講座(要予約)]▢時 7／5(月)
10：00〜16：20、6(火)10：00〜15：30、

15(木)13：30〜15：40※登録には3日

間全てに参加していただく必要があ

ります▢場 総合区民センター(大島4
-5-1)▢人 30人▢申 6／7(月)から電話
でファミリー・サポート・センター

事務局へ(江東区社会福祉協議会内)

☎5683-1573、℻5683-1570

人権啓発パネル展
｢暮らしの中にある人権課題｣をテ

ーマにしたパネル展を開催します

▢時 6／7(月)12：00〜6／10(木)19：00

まで▢場 豊洲文化センターギャラリ
ー(豊洲2-2-18豊洲シビックセンタ

ー1階)▢申 当日直接会場へ▢問 人権
推進課人権推進担当☎3647-1164、

℻3647-9556

学校の教科書見本を展示

▢時 6／1(火)〜30(水)9：00〜17：00

(土・日曜を除く)▢場 教科書センタ
ー(東陽2-3-6教育センター2階)▢人
どなたでも▢内 来年度以降に小・中
学校、高等学校で使用する教科書見

本の展示 ▢問 指導室☎3647-9178、

℻3647-6505

高齢者家族介護教室
参加者募集
高齢者を介護しているご家族の方

などを対象に、介護技術や知識を習

得するための教室を開催します。今

後のテーマは、区ホームページや区

報でお知らせします▢時 ▢場 下表の
とおり▢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

関心のある方各回30人(申込順)▢費
無料▢申 6／7(月)から電話で(株)ツ

クイスタッフ☎4563-0893(月〜金曜

9：00〜18：00※祝日を除く)▢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 6／21(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

す茶話会です。情報提供のあと、ご

家族同士で話す時間があります。話

したくなければ聞くだけでも大丈夫

です。茶話会終了後、個別での相談

も可能です▢時 6／21(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10人
(申込順) ▢費 無料 ▢申 6／8(火)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

クライミング｢ロープクライミン
グ安全講習会(7月)｣受講者募集
高さ5.7mの壁にチャレンジ！安

全にロープクライミングを楽しむた

めの講習会です。講習を修了した方

は、深川スポーツセンターのオート

ビレイ機、ロープクライミングをご

利用いただけます ▢時 7／3(土)9：30

〜11：30▢場 深川スポーツセンター1
階(越中島1-2-18)▢人 中学生以上か
つ区内在住・在勤・在学の方6人(申

込順)※5人に満たない場合は開催を

中止▢費 3,080円▢申 6／5(土)9：00か
ら電話またはファクスに①イベント

名②住所③氏名(ふりがな)④年齢⑤

電話番号⑥在勤・在学の方は会社名

・学校名を記入し深川スポーツセン

ターへ☎3820-5881、℻3820-5884

7月の乳幼児食事教室(個別講座に変更)
(申込順・6／7(月)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)

20(火)6(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

15(木)1(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

8(木)1(木)
城東南部保健相談所 南砂4-3-10
☎5606-5001 ℻5606-5006

8(木)15(木)

江東区スポーツネット
8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 6／20(日)〜30(水)

抽選後の空き施設の申込 7／9(金)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

総合区民センター7階
第3会議室(大島4-5-1)

6／10(木)
13：30〜16：30

6／21(月)
13：30〜16：30

区役所2階エレベーター前
6／17(木)
13：00〜16：00

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)

東雲小学校西側校門

(ひばり幼稚園側)(東雲2-4-11)

場所

まなびの森保育園白河

(白河4-9-2)

南砂三丁目公園丸八通り沿い

応急給水施設付近(南砂3-14-21)6／13(日)

13：00〜

14：30

6／13(日)

10：30〜

12：00 総合区民センター第二駐車場

(東側駐車場)(大島4-5-1)

日時

6〜18

テニス

野球
・

ソフトボール

3・4・5・6

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

1・7・8・9・14・15・
22

28・29

8〜16

新砂
ソフトボール
・

サッカー等
29

日(8月分)

多目的広場

時間施設・面番号

22D面

6〜183・4・5・6

潮見

全日

1面

第二全面

8〜18

8〜181・8・9・15・21・22

12

夢の島

全面
豊住

全日

屋外スポーツ施設休場日

全日27・29・30・31

全日22・28・29第一全面

6面

8〜16

1・2・3・4A〜D面

種目

8〜18

全日10・23

1・8・9・15・21・22
・29

全日14
サッカー

全日平日(祝日を除く)

全日28・29

全日平日の月・水・金

5面

東少年

10〜18

全日27・28・30・31

2面

8〜181・8・1511・12面

8〜18
1・7・8・9・14・15・
22・29

8〜161・8・223・4面

8〜161・8・22・299・10面

6〜183・4・5・67面

｢これで安心！薬の
種類や保管のしかた
・飲み忘れのない管
理方法について｣

内容

7／6(火)
14：00〜
15：30

7／24(土)
14：00〜
15：30

日時

江東区文化セ
ンター6階第1
〜3会議室
(東陽4-11-3)

会場

｢猛暑に備える！脱
水症対策｣




