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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。

江東区職員（福祉）募集
［募集人員］18人程度［受験資格］昭和
60年4／2から平成15年4／1までに生ま
れた方で、保育士の資格を有し都道
府県知事の登録を受けている方、ま
たは令和5年3／31までに保育士の資
格を取得し都道府県知事の登録を受
ける見込みの方※日本国籍の有無お
よび性別は問いません。なお、受験
資格等の詳細は、選考実施要綱をご
覧ください［採用日］令和5年4／1以降

［第一次選考日］12／11（日）［選考方
法］択一試験（一般教養・専門知識）・
作文［選考実施要綱配布場所］職員課
人事係（区役所4階4番）、豊洲特別出
張所、各出張所、各図書館 締▢ 11／25

（金）消印有効 申▢ 東京電子自治体共
同運営サービスまたは所定の申込書
等に必要事項を記入し、簡易書留で
〒135-8383区役所職員課人事係へ※
11／28（月）8：30～17：00に限り持参申
込可※江東区育児休業代替任期付職
員採用選考と併願はできません 問▢
職員課人事係☎3647-5481、℻3647-
9480 https://www.e-tokyo.lg. 
jp
江東区育児休業代替任期付 
職員［福祉（保育士）］募集

［募集人員］5人程度［受験資格］平成
15年4／1までに生まれた方で、保育
士の資格を有し都道府県知事の登録
を受けている方または、令和5年3／
31までに保育士の資格を取得し都道
府県知事の登録を受ける見込みの方
※日本国籍の有無および性別は問い
ません［採用日］令和5年4／1以降［第
一次選考日］12／18（日）［選考方法］作
文［選考実施要綱配布場所］職員課人
事係（区役所4階4番）、豊洲特別出張
所、各出張所、各図書館※区ホーム
ページからダウンロードできます
締▢ 11／25（金）消印有効 申▢ 東京電

子自治体共同運営サービスまたは所
定の申込書等に必要事項を記入し、
簡易書留で〒135-8383区役所職員課
人事係へ※11／28（月）8：30～17：00に
限り持参申込可※江東区職員採用選
考（福祉）と併願はできません 問▢ 職
員 課 人 事 係 ☎3647-5481、℻3647-
9480 https://www.e-tokyo.lg. 
jp
江東区育児休業代替任期付 
職員（事務）募集

［募集人員］5人程度［受験資格］日本
国籍を有し、平成17年4／1までに生
まれた者［採用日］令和5年4／1以降

［第一次選考日］12／18（日）［選考方
法］作文［選考実施要綱配布場所］職
員課人事係（区役所4階4番）、豊洲特
別出張所、各出張所、各図書館※区
ホームページからダウンロードでき
ます 締▢ 11／25（金）消印有効 申▢ 東
京電子自治体共同運営サービスまた
は所定の申込書等に必要事項を記入
し、簡易書留で〒135-8383区役所職
員課人事係へ※11／28（月）8：30～17：
00に限り持参申込可 問▢ 職員課人事
係 ☎3647-5481、 ℻3647-9480
https://www.e-tokyo.lg.jp
ことばときこえの教室
　ことば（発音や吃

きつ

音）やきこえに心
配のある児童が、生き生きと学校生
活を送ることができるように指導・
支援する通級指導教室です。入級に
関する相談をご希望の方は、在籍校
と話し合いのうえ、在籍校を通して
お申し込みください※来年度就学予
定のお子さんについても、相談を受

け付けています。在籍園を通して、
お申し込みください［相談日時］毎週
月曜10：45～ 問▢ 教育支援課特別支
援教育係☎3647-9175、℻6458-6087、
南陽小学校ことばときこえの教室☎
3649-3464
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

区民葬儀券を発行しています
　区民葬儀は、一定の仕様で標準的
な葬儀を区民葬儀取扱指定店が行う
ものです。祭壇料金・霊柩

きゅう

車・遺骨
収納容器・火葬料金の4項目につい
て23区統一の協定料金で行います。
なお、区民葬儀に含まれない経費が
ありますので取扱指定店にご相談く
ださい。区では、利用を希望される
方に区民葬儀券を発行しています。
協定料金や取扱指定店の連絡先など
の詳細は区民課戸籍係（区役所2階1
番）、豊洲特別出張所、各出張所にあ
る区民葬儀のパンフレットをご覧く
ださい（区ホームページからも入手
可）［利用方法］取扱指定店へ直接申
し込み後、区民課戸籍係へ死亡診断
書（死亡届）を提示して区民葬儀券の
交付を受け、取扱指定店へ渡してく
ださい 問▢ 区民課戸籍係☎3647-
3163、℻3647-9244
古着の巡回回収　11／12（土）
　家庭で不用になった衣類・布製品
で再利用できるもの（洗濯済みのも
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。
回収した古着は区指定業者に引き渡
し、主に海外で再利用されています
※袋に入れてお持ちください※下記
指定時間外は回収できません 時▢  
場▢ 下表のとおり（雨天決行。荒天

その他事情により中止となる場合が
あります。事前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

カナルこうとう　会員募集　
勤労者・事業主の福利厚生に
　カナルこうとうは、区内の中小企
業で働く方とその家族のために、福
利厚生事業を実施しています。現在、
約2,950人（約640事業所）の方が利用
しています 人▢ ①区内の中小企業に
勤務する方および事業主の方（パー
ト、契約社員、家族従業員を含む）②
区内の事業所に勤務されている方

（在職証明が必要）③区民で、区外の
事業所に勤務する方、事業主の方
費▢ 入会金1人200円、月会費1人500

円（③の方は700円）内▢ 福祉事業（各
種給付金の支給、映画券の補助、レ
ジャー施設の割引など）、健康維持
管理の支援（人間ドック・脳ドック

の利用補助、日帰り温泉施設の割引
利用など）、会報誌の発行など※事
業主が負担する会費・入会金は、税
法上の損金または必要経費の対象と
なります 問▢ カナルこうとう事務局
☎3699-5101（月～金 曜）、℻3699-
0781

高齢者家族介護教室
　高齢者を介護しているご家族の方、
介護に関心のある方を対象に、介護
技術や知識を習得するための教室で
す 時▢  場▢ 下表のとおり 人▢ 区内在
住・在勤・在学の方各回70人（申込
順）費▢ 無料 申▢ 11／7（月）9：00から

（株）パソナライフケアホームページ
または電話で☎6832-7381（月～金曜
9：00～17：00※祝日を除く）、℻6832
-7387 https://lp.pasona-lc.
co.jp/koto-kazokukaigo 問▢ 地域
ケア推進課包括推進係☎3647-9606、
℻3647-3165

はじめての体操教室
　「まずは負荷の軽い運動から始め
たい」「身近な所で運動を継続したい
が、どうしたらよいか？」という方
におすすめの教室です 時▢  場▢ 下表
のとおり 人▢ 65歳以上で運動習慣が
なく本プログラムに初めて参加され
る区民の方（抽選※要支援・要介護
認定者を除く）費▢ 無料 締▢ 11／14

（月）必着 申▢ 往復はがきに①イベン
ト名②希望実施場所③氏名（ふりが
な）④住所⑤電話番号⑥性別⑦年齢
を記入し、〒114-0032北区中十条3-
33-9-403MKMハ ー ト フ ル（株）へ
問▢ 地域ケア推進課地域ケア係☎

3647-4398、℻3647-3165

深川東京モダン館　 
おきがる講座
　コーヒーやお茶を飲みながら区の
歴史を学ぶ講座です 時▢ 11／25（金）
・26（土）①13：00～14：30②15：00～
16：30 場▢ 深川東京モダン館（門前仲
町1-19-15）人▢ 各回20人（申込順）
費▢ 500円 内▢ ①渋沢栄一ゆかりの

事業「製糖業」②渋沢栄一ゆかりの
人 「々古河市兵衛」申▢ 11／8（火）10：

00から電話で深川東京モダン館☎
5639-1776、℻5620-1632 https: 
//www.fukagawatokyo.com
ｅ▢ info@fukagawatokyo.com

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・ボランティア相談（10：00～12：
00）、特殊詐欺防犯講座（10：30～11：
30）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

資料殺虫・燻
くんじょう

蒸サービス
　皆さんがお持ちの古文書や絵画、
彫刻などの資料を殺虫・燻蒸します。
資料の材質・破損などにより、お預
かりできない場合があります。必ず
事前にお問い合わせください［受入
期間・場所］12／6（火）～10（土）※中
川船番所資料館（大島9-1-15）へ直接
持参［返却期間］12／16（金）～25（日）

（12／19（月）は休館）※受入・返却は
開館時間内（9：30～16：30）費▢ 無料
締▢ 12／4（日）17：00 申▢ 11／10（木）か

ら電話で中川船番所資料館☎3636-
9091、℻3636-9094
芭蕉ゆかりのまちあるき 
北コース
時▢ 12／17（土）9：30～12：00 場▢ 長慶

寺、要津寺など 集▢ 都営新宿線森下
駅A3出口改札前 人▢ 10人（申込順）
費▢ 500円（保険代、資料代）師▢ 江

東区文化観光ガイド 申▢ 11／10（木）
9：00から芭蕉記念館（常盤1-6-3）に
電話または窓口で☎3631-1448、℻ 
3634-0986

会場・問い合わせ先
離乳食教室
※2回食（ 人▢ 6～7か月児
と保護者）

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）

城東保健相談所　大島3-1-3　
☎3637-6521　℻3637-6651 1（木） 22（木）

深川保健相談所　白河3-4-3-301　
☎3641-1181　℻3641-5557 6（火） 27（火）

深川南部保健相談所　枝川1-8-15-102　
☎5632-2291　℻5632-2295 15（木） 8（木）

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

※所要時間30分・希望時間は予約時にご相談ください

12月の乳幼児食事教室（個別講座）
（申込順・11／7（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）

抽選受付期間　11／20（日）～30（水）
抽選後の空き施設の申込　12／9（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。

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

種目 施設・面番号 日（1月分） 時間

野球
・

ソフトボール

夢の島

1・2面 8・9・15・22・29 全日
5・6面 8・9・15・22・29 全日

11・12面 7・8・9・14・21・22
・28・29 全日

東少年 全日程 全日

亀戸 A面 全日程 全日
B面 平日 全日

テニス 豊住 全面 14・15・22 全日
A・B・C・D面 29 8～14

ソフトボール
・

サッカー等
新砂

第一全面 7・8・14・21・28 全日
第二全面 7・8・14・21・22・28 全日
サッカー 15・22 全日

多目的広場 平日の月・水・金 全日

屋外スポーツ施設休場日
10・23・年末年始
休場日（12／29～
1／3※ 庭 球 場 は
12／31～1／3）

全日

※ 亀戸野球場A面は利用を中止します。B面は土・日
曜、祝日を一般開放する予定です。
問▢ 夢の島競技場内屋外スポーツ施設 

事務所☎3522-0846、℻3522-0855

日時
※予約不要 会場

11／10（木）
13：30～16：30

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）

11／17（木）
13：00～16：00 区役所2階エレベーター前

11／21（月）
13：30～16：30

総合区民センター7階
第6会議室（大島4-5-1）

日時 場所
11／12（土）
10：30～
12：00

区役所四ツ目通り沿い
香取小学校北側校門

（亀戸4-26-22）

11／12（土）
13：00～
14：30

深川小学校北東側校門
（高橋14-10）
第四砂町中学校校門

（北砂5-20-17）

日時 会場 内容
12／3（土）
14：00～
15：30

オンライン（Zoom）
※終了後、区公式
YouTubeチャンネ
ルで配信

仕事と介護の
両立支援

12／22（木）
14：00～
15：30

福祉用具

実施場所
実施日時

（祝日・休館日を
除く）

定員

スポーツ会館
（北砂1-2-9）

12／7～毎週水曜
（全16回）
9：00～10：30

20人

深川スポーツセンタ
ー（越中島1-2-18）

12／6～毎週火曜
（全14回）
15：00～16：30

20人

東砂スポーツセンタ
ー（東砂4-24-1）

12／2～毎週金曜
（全16回）
13：30～15：00

15人

深川北スポーツセン
ター（平野3-2-20）

12／1～毎週木曜
（全16回）
13：30～15：00

10人

※ スポーツ会館のみ、教室終了後に参加者の皆さ
んで継続的な運動の取り組みを目指します

日程 場所 地区
11／16（水）
10：00～
12：00

総合区民センター7階
第5会議室（大島4-5-1）

城東
北部

11／30（水）
10：00～
12：00

千石地区集会所1階洋室
（千石1-13-13）

深川
北部


