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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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江東区会計年度任用職員募集
　区では、さまざまな職場で会計年
度任用職員の募集を行っています。
詳細は、区ホームページの「職員採
用」または、区役所2階こうとう情報
ステーション内の情報公開コーナー
で公開しています 問▢ 職員課人事係
☎3647-5481、℻3647-9480
点字版資源回収・ごみ収集日 
一覧の送付希望者募集
　視覚障害者の方で希望される方に
令和4年度版資源回収・ごみ収集日
一覧の点字版を送付します。発送は
3月下旬の予定です。申し込まれた
方には来年度以降も継続して送付し
ます 締▢ 1／28（金）申▢ 電話またはフ
ァクスに郵便番号・住所・氏名・電
話番号を記入し、清掃事務所へ☎
3644-6216、℻3699-9520
国民健康保険の届出　 
加入・喪失の手続きを忘れずに
　就職や扶養認定で職場の健康保険
に加入したときは、国民健康保険を
やめる届出が必要です。原則、お勤
め先の会社が届出を代行することは
ありません。また、退職などで会社
の健康保険をやめた方や、次に該当
する方は国民健康保険の加入対象と
なります。お手続きが済んでいない
方は、早急に届出をしてください。
○現在無職で、他の健康保険の被扶
養者や任意継続に該当しない方○パ
ートタイマー・アルバイト契約をし
ている方のうち、収入の増加等で他
の健康保険の被扶養者に該当しなく
なった方○個人経営の事業主とそこ
にお勤めの方で、他の健康保険に加
入していない方 問▢ 医療保険課資格
賦課係☎3647-3167、℻3647-8443
後期高齢者医療保険料の 
納付書を発送
　後期高齢者医療保険料の1月期～3
月期分の納付書を、1月中旬に送付
します。なお、口座振替を登録して
いる方や特別徴収（年金からのお支
払い）に該当している方には送付し
ません。保険料の納付期限は各月末
日です。納め忘れのないようお願い
します 問▢ 医療保険課資格賦課係☎
3647-8520、℻3647-8443
高齢者地域包括ケア計画 
推進会議　傍聴できます
時▢ 1／28（金）13：30～ 場▢ 江東区文

化センター2階展示室（東陽4-11-3）
人▢ 5人（区民の方を優先し、抽選）
申▢ 当日13：00までに直接会場へ
問▢ 地域ケア推進課包括推進係☎

3647-9606、℻3647-3165、介護保険
課庶務係☎3647-9481、℻3647-9466
用途地域等の一括変更に関する
意見募集
　東京都では、用途地域等について、
道路整備の進展などによる境界の基
準となる道路の位置・形状の変化や、
指定状況と実際の土地利用に不整合
がみられる場所などを整理するため、
都内の用途地域等を一括して変更す
ることとしました。このたび、区に
おいて調査・精査を進め、用途地域
等の変更（素案）を取りまとめました
ので、皆さんからの意見を募集しま
す。変更箇所は別表のとおりです。
詳細は区ホームページに掲載してい
ます［掲載期間］1／21（金）～2／4（金）

［掲載場所］区ホームページおよび都
市計画課（区役所5階21番）締▢ 2／4

（金）［提出方法］〒135-8383区役所都
市計画課へ郵送、持参またはメール

で 問▢ 都市計画課都市計画担当☎
3647-9454、℻3647-9009 ｅ▢ tokei 
@city.koto.lg.jp

司法書士による法律（登記等）
相談（2月）
時▢ 2／2（水）・16（水）※いずれも14：

00～16：00（1人20分、開始時間の15
分前に入室）場▢ 区役所7階第74会議
室 人▢ 20人（申込順）※予約状況によ
り当日受付可 費▢ 無料 内▢ 相続・遺
言（登記等）、贈与、成年後見、不動
産登記、株式会社等の設立・役員変
更、金銭問題等 申▢ 1／17（月）8：30か
ら広報広聴課広聴相談係（区役所2階
22番）に電話または窓口で☎3647-
4700、℻3647-9635
シルバー人材センター 
会員募集・入会説明会
時▢ 1／27（木）18：00～19：00 場▢ 高齢

者総合福祉センター3階研修室（東陽
6-2-17）人▢ 健康で働く意欲のある
60歳以上の区内在住者30人（抽選、
結果は全員に連絡）内▢ センターの
仕組みや働き方等を説明します。個
別相談もできます 締▢ 1／21（金）必着
申▢ はがきまたはメールに①入会説

明会②氏名（ふりがな）③住所④電話
番号を記入し、〒135-0016東陽6-2-
17高齢者総合福祉センター内シルバ
ー人材センターへ☎3649-3533 ｅ  ▢
koto@sjc.ne.jp

無形民俗文化財パネル展
　江戸時代から受け継がれてきた民
俗芸能を紹介します。民俗芸能とは、
仕事の余技、村の娯楽、祭礼など、
人々の生活のなかから生まれ、伝え
られたものです。現在は保存会・睦
会によって受け継がれています。今
回は「新春民俗芸能の集い」中止に伴
い、パネル展示を実施します 時▢ 1／
13（木）～19（水）場▢ 区役所2階区民
ホール 費▢ 無料 内▢「木場の角乗」

「木場の木
き
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ばや
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し

」「富岡八幡
の手古舞」「深川の力持」の紹介 申▢
当日直接会場へ 問▢ 文化観光課文化
財係☎3647-9819、℻3647-8470
江東区マンション交流会
時▢ 2／5（土）13：00～16：30 場▢ カメ

リアプラザ（亀戸2-19-1）人▢ 50人
（申込順）費▢ 1,000円※江東・マン
ションふぉーらむ21の会員は500円
内▢［第1部］講演会「電気自動車充電

設備導入のノウハウ」師▢ 仲野谷昌
司（マンション計画修繕施工協会常
務理事）［第2部］分科会①大規模修繕
②管理運営［主催］江東・マンション
ふぉーらむ21 締▢ 1／28（金）申▢ 1／17

（月）から電話、窓口またはファクス
にマンション名・住所・氏名・電話
番号・参加希望の分科会番号（①ま
たは②）・解決したい問題等を記入し、
住宅課住宅指導係（区役所5階1番）へ
☎3647-9473、℻3647-9268
障害者福祉センター　イベント
1．障害者地域生活支援セミナー

時▢ 2／28（月）13：30～14：30 人▢ 区内
在住の障害者・難病の方（詳細はお
問い合わせください）20人（抽選）
内▢ 新型コロナウイルス感染症の特

徴と効果的な感染対策についての講
演 師▢ 佐久間佳規（岩井橋クリニッ
ク院長）
2．iPad教室
時▢ 2／14（月）～17（木）（全4回）①10：

00～12：00②13：30～15：30 人▢ 区内
在住の障害者の方各10人（抽選）内▢
①入門コース「iPadを使いこなそ
う！」iPadを使用したタッチパネル
の操作方法等②応用コース「Zoom
を使ってみよう！」オンライン会議
について、Zoomの使い方等
※いずれも 場▢ 障害者福祉センター
3階会議室 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）※生活保護受給者・住民税非課
税の方などは免除 締▢ 1／24（月）必着
申▢ 往復はがき（1事業につき1枚）に

事業名・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
する物を持参）で☎3699-0316、℻ 
3647-4918
社協カフェ「みんなの居場所」
　地域の誰もが参加できる仲間作り
の場です 時▢  場▢ 下表のとおり 人▢
どなたでも 費▢ 無料 内▢ 福祉総合相
談（10：00～12：00）、イベント「はじ
めの一歩！もしもに備える防災講
座」（10：30～11：10）申▢ 当日直接会
場へ 問▢ 社会福祉協議会地域福祉推
進課☎3640-1200、℻5683-1570

冬の貴婦人クリスマスローズ
を育てよう
　冬に咲く花の定番クリスマスロー
ズ。その魅力を原産地の様子を交え
て紹介します。基本的な育て方と年
間管理の仕方のほか、オンリーワン
を作る育種についてなど、貴重な知
識も学べる講座です。初心者にもわ
かりやすく説明します。クリスマス
ローズの苗をお持ち帰りいただけま
す 時▢ 1／30（日）13：30～15：00 場▢ 豊
洲公園内豊洲ぐるりパークセンター
教室（豊洲2-3-6）人▢ 10人（抽選。結
果は1／23（日）に当選者にのみ連絡）
費▢ 3,500円 師▢ 野口文弘（クリスマ

スローズ育種家・日本クリスマスロ
ーズ協会理事）締▢ 1／22（土）17：00
申▢ 電話またはメールに①氏名②電

話番号を記入し、豊洲ぐるりパーク
センターへ☎3520-8819 https: 
//toyosugururi.jp ｅ▢ event@to 
yosugururi.jp
消費者講座　 
豊かな老後の生活設計
　豊かな老後を過ごすためには、老
後資金はいくら必要なのでしょうか。
今からできる生活設計についてアド
バイスします 時▢ 2／10（木）14：00～
15：30 場▢ パルシティ江東3階研修室
人▢ 区内在住・在勤・在学の方20人

（抽選）費▢ 無料 師▢ 東京都金融広報
委員会 締▢ 1／27（木）消印有効 申▢ 往
復はがき（1人1枚）に①講座名②参加
希望者の郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号を記入し、〒
135-0011扇橋3-22-2パルシティ江東
2階消費者センターへ☎5683-0321、
℻5683-0318

江東少年少女合唱団　 
新団員募集＆無料体験レッスン
　夏と冬のコンサートのほか、多く
のイベントに出演しています。4月
からの新学期に向けて団員を募集し
ます。一緒に楽しく歌いましょう！
新学期は4／9（土）開始予定です（原則
毎週土曜午後、5クラス制）時▢ 2／12

（土）・3／26（土）［幼児クラス］13：30
～14：10（4月から5～6歳児）［J1クラ
ス］14：30～15：30（小学生、新小学生
含む）※どちらか1日 場▢ 江東区文化
センター3階レクホール（東陽4-11-
3）人▢ 各10人程度（申込順）費▢ 無料
締▢ 各レッスン日の前日 申▢ 1／15

（土）9：00から江東区文化センターへ
電話または窓口で☎3644-8111、℻ 
3646-8369
深川東京モダン館　イベント
1．仙台・秋保×深川2022
時▢ 1／15（土）10：00～18：00、16（日）

10：00～15：00 費▢ 無料 内▢ 仙台・秋
保温泉郷の魅力を紹介するパネル展、
工芸品やおはぎ等の販売
2．噺＋話
時▢ 1／25（火）14：00～（開 場13：30）
人▢ 20人（申込順）費▢ 1,500円 内▢

おきがる講座と落語会モダン亭のコ
ラボ「居残り佐平次」［出演］柳家小志
ん、龍澤潤
3．おきがる講座
時▢ 1／28（金）13：00～14：30、15：00

～16：30 人▢ 各20人（申込順）費▢ 500
円 内▢ 渋沢栄一ゆかりの人々⑫渋沢
敬三
4．モダン講談会
時▢ 1／29（土）14：30～（開 場14：00）
人▢ 50人（申込順）費▢ 3,000円、小

学生～高校生1,500円 内▢ 新春おめ
でた講談特集‼［出演］神田陽子、神
田紫、神田桜子ほか
※いずれも 場▢ 深川東京モダン館

（門前仲町1-19-15）申▢ 1は当日直接
会場へ。2～4は1／15（土）10：00から
電話で深川東京モダン館☎5639-
1776、℻5620-1632 https://ww 
w.fukagawatokyo.com
少年少女サッカー教室
時▢ 2／13（日）①10：00～12：00（小学2

年生）②13：30～15：30（小学3年生）
場▢ 夢の島競技場（夢の島1-1-2）
人▢ 区内在住の小学生各200人（抽

選）費▢ 無料［主管］江東区サッカー
連 盟［指 導 協 力］FC東 京 締▢ 1／23

（日）必着 申▢ 往復はがき（1人1枚）に
①講座名②住所③氏名（ふりがな）④
性別⑤年齢⑥電話番号⑦学校名⑧学
年⑨保護者氏名を記入し承諾印⑩参
加希望の番号を記入して、〒135-
0016東 陽2-1-1健 康 セ ン タ ーへ ☎
3647-5402、℻3647-5048 https: 
//www.koto-hsc.or.jp※延期・中
止の場合は健康スポーツ公社ホーム
ページでお知らせします
親子でパラスポーツ　 
ゴールボール体験　参加者募集
時▢ 2／12（土）10：00～12：00 場▢ 有明

スポーツセンター3階レクリエーシ
ョンホール（有明2-3-5）人▢ 親子15
組（申込順）※1組3人まで、お子さん
は小学1～6年生 費▢ 2人1組800円、3
人1組1,000円 内▢ 東京パラリンピッ
ク女子ゴールボールで日本代表が銅
メダルを獲得しました。そのゴール
ボールを親子で体験できます。音だ
けでボールの場所をつかみ、身体全
体でゴールを守ります 申▢ 1／16（日）
9：00から有明スポーツセンターホー
ム ペ ー ジ で ☎3528-0191、℻3528-
0192 https://koto-hsc3.revn.
jp/

日程 場所 地区

1／19
（水）

総合区民センター7階第5会議室
（大島4-5-1）

城東
北部

1／26
（水）

千石地区集会所1階洋室
（千石1-13-13）

深川
北部

変更箇所一覧（住所）
（1）都市計画の変更

①

若洲3-1、3-2
区立若洲公園および都立若洲海浜公園の
一部を現況の土地利用に合わせた用途地
域に変更

②
東雲1-9地先、2-7地先（防潮堤内）
防潮堤内を、周囲に合わせた用途地域等
へ変更

（2）日影規制の変更

③
東陽5（横十間川・大横川河川内）
河川区域内の一部に存在する規制を整理


