
お早めにご相談ください
食品表示法経過措置期間の
終了

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、食
品の表示に新基準が導入されました。現在、旧基
準から移行するための経過措置期間が設けられ
ていますが、令和2年3月31日でこの期間が終了
します。栄養表示を含む加工食品と添加物の表示
については、期間終了までに新基準に対応した食
品表示を行ってください。
旧基準と新基準が混在する表示は、原則として
認められません。区では、食品表示の新基準につ
いての相談受け付けや講習会を実施しています
ので、お早めにお問い合わせください。
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

毎月1日号の8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集！
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida. lg . jp へ 

＊詳細は、問い合わせるか、区ホー
ムページを参照（右のコードを読
み取ることでも接続可）

ご注意ください
光化学スモッグ

日ざしが強い・風が弱い・気温が高いなどの
気象条件がそろうと、光化学スモッグが発生しや
すくなります。光化学スモッグは、喉の痛み、吐
き気、目のかゆみ、手足のしびれ、呼吸困難、意
識障害等の症状を引き起こす恐れがあります。光
化学スモッグ注意報等が発令されたら、窓を閉め、
外出や屋外での運動を控えましょう。このような
症状が出た場合は、うがいをしたり、水道水で目
を洗ったりしてください。症状が治まらない場合
は、医療機関や保健センターへご相談ください。 
[問合せ] ▼ 環境保全課指導調査担当☎5608－
6210 ▼向島保健センター☎3611－6135　 ▼本
所保健センター☎3622－9137

この機会に考えてみましょう
男女共同参画週間

国では、男女共同参画基本法の目的や基本理念
の理解を深めることをめざし、
毎年6月23日～29日を、「男
女共同参画週間」と定めてい
ます。誰もが個性と能力を発
揮するためには、職場で、学
校で、地域で、家庭で、どの
ようなことができるか、考え
てみましょう。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参
画担当☎5608－6512

区の世帯と人口（6月1日現在）

世帯 15万2850（＋212）
人口 27万3832（＋385）
男 13万5584（＋190） ＊住民基本台帳による

女 13万8248（＋195） ＊（　）内は前月比コード

地域の魅力をPRしませんか
「すみだ子どもPR大使」募集！
地域の魅力を広く発信する「すみだ子ど

もPR大使」を募集します。夏休み期間中に
ワークショップを行い、コミュニケーショ
ン力や表現力を身に付けた後、スポーツや
防災、お祭りなどのイベントで活動します。
[任期]8月3日(土)～令和2年7月31日（金）
[ワークショップ・任命式の日時／場所]8月
3日(土)午後0時半～4時／co-lab墨田亀
沢:re-printing（亀沢4－21－3ケイエスビル3
階）[対象]区内在住の小学校3年生～5年生
[定員]10人程度(抽選)[費用]無料　＊交通
費は自己負担 [申込み]7月5日までに、すみ
だの魅力発信サイト「SUKI SUMI」から申込
み（右下のコードを読み取ることでも接続可）
[問合せ]広報広聴担当☎5608－6220

コード

広告  4Ｋ放送はじめる？それなら、Ｊ：ＣＯＭ！大迫力の4Ｋ画質をアンテナ不要で楽しめます。 詳しくは☎0120－989－989（9：00～18：00）
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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

WENｰDO ココロもまもる護身
術

7月20日（土）午後1時15分～
4時15分

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

内危険から逃れるための自己防衛プログラムを体験し、自分を守る技
術を身に付ける　対小学校4年生以上の女性　定先着20人　費無料　
申事前に電話で、すみだ女性センター☎5608－1771へ　＊事前申込
みによる1歳以上の未就学児の一時保育（定員制）あり

健
康
・
福
祉

認知症サポーター養成講座 7月1日（月）午後2時～3時半 梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

内認知症サポーターとして必要な知識を学ぶ　対区内在住在勤の方　
定 ▼ 7月17日＝先着30人　 ▼その他＝各日先着20人　費無料　申事
前に電話で ▼ 7月1日＝うめわか高齢者みまもり相談室☎5630－
6511へ　 ▼7月17日＝同愛高齢者みまもり相談室☎3625－6421へ　

▼7月25日＝なりひら高齢者みまもり相談室☎5809－7400へ　 ▼7
月29日＝こうめ高齢者みまもり相談室☎5619－6511へ

7月17日(水)午後3時～4時半 本所地域プラザ(本所
1－13－4)

7月25日（木）午後2時～3時半 立志舎高等学校1号館
（太平2－9－6）

7月29日（月）午後2時～3時半 すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

ふくの会（なりひら認知症家族会）7月6日（土）午後1時半～3
時半

なりひらホーム（業平5－
6－2）

内参加者同士の悩みの共有・情報交換　対区内在住で認知症の家族
を介護している方　定先着10人　費無料　申事前に、なりひら高齢
者支援総合センター（なりひらホーム内）☎5819－0541へ

高齢者ハワイアンキルト教室「か
わいいポーチをつくりましょう！」
（全3回）

7月16日～30日の毎週火曜
日午後1時半～3時半

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で全日程参加できる方　定16人（抽選）　＊初参加
者を優先　費2000円(材料費）　持針(パッチワーク用）、はさみ　申6月25
日までに梅若ゆうゆう館☎5630－8630へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

認知症予防トレーニング講座 7月17日(水)午後1時半～
3時半

すみだ女性センター（押
上2－12－7－111）

対おおむね55歳以上の方　定先着60人　費無料　申事前に電話で、てー
ねん・どすこい倶楽部事務局☎5631－2577へ　＊受け付けは月曜日～金
曜日の午前10時～午後4時　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168

視覚障害者向け「プレクストー
ク講習会」

7月24日（水）午後1時半～3
時半

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住の視覚に障害のある方で、プレクストークの基本的な使い
方を知りたい方　定 5人（抽選）　費無料　申講座名・住所・氏名・
ファクス番号を、直接または電話、ファクスで7月7日までに、すみだ
福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720へ

子
育
て
・
教
育

子育て世帯定住促進事業および
フラット35の個別相談会

7月6日(土)午前10時～午
後4時半　＊受け付けは午
後3時半まで

本所吾妻橋ハウジング
ギャラリー（吾妻橋3－
8－6）

内住宅取得費の一部を助成する「墨田区三世代同居・近居住宅取得支
援制度」についての相談会　対親世帯と同居または近居するため新た
に住宅を取得する予定の子育て世帯　＊フラット35の個別相談は住宅
取得を検討している方　費無料　申事前に電話で住宅金融支援機構地
域業務第一部☎5800－9319へ　問住宅課計画担当☎5608－6215

夏のおたのしみ会 7月6日（土）午前11時～正
午　＊午前10時半から整理
券を配布

ひきふね図書館（京島1－
36－5）

内工作、絵本の読み聞かせ、パネルシアター等　対3歳～小学生　＊未
就学児は保護者の同伴が必要　定先着30人　費無料　申当日直接会
場へ　問ひきふね図書館☎5655－2350

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

広告 4Ｋ放送はじめる？それなら、Ｊ：ＣＯＭ！大迫力の4Ｋ画質をアンテナ不要で楽しめます。 詳しくは☎0120－989－989（9：00～18：00）
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☎ ＝電話　 ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

楽しい理科実験教室「親子で実
験〝DNAを取り出そう〞」

7月13日（土）午前10時～正
午

本所地域プラザ（本所1－
13－4）

内果物からDNAを取り出す　対小学校3年生～中学生とその保護者
定先着8組16人　費無料　申 6月22日から本所地域プラザ☎6658－
4601へ　＊受け付けは7月12日までの午前9時～午後8時

吾嬬の里　子ども陶芸教室「自
分だけの陶器を作ってみよう」（全
３回）

7月21日、8月4日・18日い
ずれも日曜日午前9時半～
午後0時半

八広地域プラザ（八広4－
35－17）

対小学生　定先着12人　費 5000円　持エプロン　＊汚れても構わ
ない服装で参加　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受
け付けは7月10日までの午前9時～午後8時

もちもちマーケット 7月21日、8月18日、9月15日い
ずれも日曜日午前10時～正午

子育て支援総合センター
（京島1－35－9－103）

内妊婦・子ども用の使わなくなった衣類や、おもちゃ等の交換会　費無
料　申当日直接会場へ　問子育て支援総合センター☎5630－6351

食育学習見学会「親子で楽しむ
バスハイク」

8月7日（水）午前8時50分～
午後4時　＊区役所1階正面
玄関前に午前8時50分に集合

雪印メグミルク株式会
社野田工場（千葉県野
田市上三ヶ尾字平井
256－1)、キッコーマ
ンもの知りしょうゆ館
（千葉県野田市野田110)

内食品の加工や流通について学ぶ　対区内在住在学の小・中学生と
その保護者　定 24人（抽選）　費無料　持昼食、飲物、帽子、レジャー
シート　＊動きやすい服装で参加（サンダル不可）　申催し名、保護者
の氏名・電話番号、子どもの氏名・年齢・学校名を、往復はがきで7
月11日（必着）までに、〒130－8640学務課給食保健・就学相談担当
☎5608－6305へ　＊返信はがきに返信先住所と氏名を明記　＊7月
12日（金）午前10時から教育委員会室（区役所11階）で公開抽選を実施

子ども科学教室「 6足歩行ロボッ
ト〝ボクサー〞を作ろう！」（全2回）

8月8日(木)・9日（金）午前
10時～午後5時　＊受け付
けは午前9時半～　＊両日
の参加が必要

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール（区役所に併設）

対区内在住在学の小学校4年生～6年生　＊保護者の見学可　定 40人
(抽選）　＊受講決定者には後日郵送で通知　費 7000円（キット代）　
持筆記用具、工作道具、飾り付け用材料、ロボットを持ち帰るための袋、
飲物、弁当　＊詳細は受講者に別途通知　申 7月8日午後5時までに芝
浦工業大学公開講座のホームページ（ロボットセミナーで検索）から申
込み　＊申込受け付けメールが申込後1週間経過しても届かない場合は、
問合せ先へ　問経営支援課経営支援担当☎5608－6184

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

両国屋内プール コース型教室
「成人水泳教室初級・中級・上級」
（各級全10回）

7月1日～9月30日の ▼初
級・中級＝月曜日　 ▼上級
＝木曜日　＊7月15日（祝）、
8月12日（振休）、9月16日
（祝）・23日（祝）を除く

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　定各級先着10人　費各級1万800円　申事前に両
国屋内プール☎5610－0050へ　＊各級の日程等の詳細は、申込先へ

パネル展示「牛頭山弘福寺の絵
画」

7月6日(土)～17日(水)の
午前9時～午後9時　＊7月
7日 (日 )・14日 (日 )・15
日(祝)は午後5時まで　

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内弘福寺の所蔵する江戸時代の絵画に関するパネル展示　＊7月12日
(金)午後2時～3時に展示解説あり　費無料　申期間中、直接会場へ
問地域教育支援課文化財担当☎5608－6310

劇団区民劇場第121回公演「あ
した天気になぁれ」

▼ 7月6日（土）午後6時～

▼7月7日（日）午後2時～

▼7月8日(月)午後6時半～
＊開場はいずれも30分前

曳舟文化センター（京
島1－38－11）

費各日1500円　＊全席自由　申事前に電話で劇団区民劇場　長
谷川☎090－4436－5095へ　問文化芸術振興課文化芸術・国際
担当☎5608－6212

日曜水泳教室「平泳ぎマスター
教室」（全3回）

7月7日～28日の日曜日　
午前11時 ～11時50分　
＊7月14日を除く

両国屋内プール（横網1－
8－1）

対クロールで泳げる16歳以上の方　定先着10人　費 3240円　申事
前に両国屋内プール☎5610－0050へ

ソフトテニスオープン夏季錬成
大会

7月21日（日）午前8時～午
後6時　＊雨天の場合は７
月28日（日）に延期

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）

種 ▼一般A・B（初心者、初級者、中学生・高校生）　＊男女別　 ▼壮年
A（50歳～64歳）・B（65歳以上）　対区内在住在勤在学の方、または墨
田区ソフトテニス連盟に加盟している方　費１組3000円　＊中学生・
高校生は１組2000円　申種別、ペアの住所・氏名・年齢・電話番号、
代表者名を、電話またははがき、ファクスで7月13日（必着）までに墨田
区ソフトテニス連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041八広2－12－
11）☎080－5415－5461・℻  3617－4123へ

墨田区交響楽団 第67回定期演
奏会（歌劇「魔笛」序曲／モーツァ
ルト、交響曲 第7番「未完成」／
シューベルト、交響曲 第5番「運
命」／ベートーヴェン）

7月21日（日）午後2時～
＊開場は午後1時半

すみだトリフォニーホー
ル（錦糸1－2－3）

【出演】櫻屋敷 滋人（指揮）、墨田区交響楽団（管弦楽）　費 1500円（全
席自由）　＊中学生以下は500円　申事前にトリフォニーホールチケッ
トセンター（すみだトリフォニーホール内）☎5608－1212へ　＊電
話受け付けは午前10時～午後6時、窓口販売は午前11時～午後6時　
問 ▼墨田区交響楽団　粟井雅俊☎3626－4187　 ▼文化芸術振興課
文化芸術・国際担当☎5608－6212

史跡めぐり「すみだ伝説の地を
めぐる〝寺島地域の歴史を探る〞」

7月26日(金)午前9時半～
正午　＊区役所1階アトリ
ウムに午前9時20分に集合

法泉寺、蓮花寺、飛木
稲荷神社など　＊バス
で移動　【解散場所】す
みだ郷土文化資料館
（向島2－3－5）

対都内在住在勤の方　定20人(抽選)　費50円(保険料)　申催し名、
代表者の住所、参加希望者全員の氏名・年齢・電話番号を、往復はが
きで7月5日(必着)までに、〒130－8640地域教育支援課文化財担
当「史跡めぐり」係☎5608－6310へ　＊1通につき2人まで申込可（重
複申込不可）　＊歩きやすい服装で参加　

区民体育祭「庭球大会」 9月22日～11月10日の毎
週日曜日

錦糸公園テニスコート
（錦糸4－15－1）ほか

種シングルス、ダブルス、エキスパートダブルス（50歳以上）、グラン
ドシニアダブルス（60歳以上）、グランドマスタダブルス（男性70歳
以上、女性65歳以上）　＊いずれも男女別　対区内在住在勤在学の
方　費 ▼シングルス＝2000円　 ▼ダブルス＝1組2500円　申費用
を持って直接または現金書留で7月29日（必着）までに墨田区庭球協
会事務局　相沢宗良（〒130－0013錦糸1－4－13）☎3622－7454
へ＊キャプテン会議を9月14日(土)午後7時から、すみだ産業会館（江
東橋3－9－10）で開催（受け付けは午後6時半～）

イ
ベ
ン
ト

手話言語及び障害者の意思疎通
に関する条例啓発イベント「人
つながるコミュニケーション展」

▼講演会＝7月3日（水）午前
10時～正午　 ▼映画の上映
会＝7月4日（木）午前10時～、
午後3時～　＊上映時間103
分 ▼手話・手遊び＝7月5
日（金）午前10時～10時半　

▼手話ダンス＝7月5日（金）
午後0時半～1時

▼講演会・映画の上映
会＝すみだリバーサイ
ドホール（区役所に併
設）　＊詳細は区ホー
ムページを参照 ▼そ
の他＝区役所1階アト
リウム

内パネル展示（7月3日午前9時～7月5日午後3時）、ステージ発表、早
瀬久美氏（薬剤師・デフリンピックメダリスト）による講演会、聴覚障
害者の様々な喜びと悩みを当事者目線で描く映画「ゆずり葉」の上映　
定 ▼講演会＝先着300人　費無料　申 ▼講演会＝事前に氏名・手話
通訳希望の有無・要約筆記希望の有無を、直接または電話、ファクス、
Eメールで障害者福祉課庶務係(区役所３階)☎5608－6217・
℻  5608－6423・ SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jpへ　＊受
け付けは6月28日まで　 ▼その他＝期間中、直接会場へ

お知らせ 食中毒予防　焼肉で「はし」と「トング」は使い分けましょう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

とんこま　かっぱ縁日 7月6日(土)午後1時～4時 東駒形コミュニティ会
館(東駒形4－14－1)

内子どもから大人まで楽しめる、ゲーム・模擬店・古本市・フード
ドライブ等　費／申 ▼飲食券＝1枚100円／事前に直接問合せ先へ　
＊なくなり次第終了(当日券も若干数あり)　 ▼その他＝無料／当日
直接会場へ　問東駒形コミュニティ会館☎3623－1141　＊詳細は
問合せ先等で配布するチラシ、または問合せ先のホームページを参照

かぶと虫とほたる観賞の夕べ「わ
んぱく天国へみんな集まれ」

7月6日（土）・7日（日）午後
7時～9時　＊入場は午後8
時半頃まで（当日の混雑状
況やほたるの状態により変
更する可能性あり）

わんぱく天国（押上１－
47－8）　＊駐車場・自
転車駐車場の設置なし

内 ▼オープニングセレモニー（和太鼓演奏の予定）＝7月6日（土）午後6
時～　 ▼クイズ大会（子ども対象）＝7月7日（日）午後3時～　＊クイズ
大会での成績上位者にかぶと虫を進呈　費無料　申当日直接会場へ　
問わんぱく天国☎3612－1456

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

すみだふれあいセンターピア緑
(高齢者向け集合住宅)における
生活援助員(管理人)の募集　

内高齢者の自立した生活を支援するため、高齢者と同じ
住棟に家族とともに入居し、安否確認や緊急時の対応等の
業務を行う　＊報酬10万円／月　＊家賃免除(2DK)　【業
務委託期間】委託開始日～令和2年3月31日　＊期間終了
後、原則１年ごとに更新　対区内在住で次の全ての要件
を満たす20歳～65歳の方 ▼住宅外で拘束時間のある仕事
をしていない　 ▼世帯全員が健康で、高齢者福祉に理解が
ある　 ▼生活援助員を辞めるときは住宅を明け渡すこと
ができる　＊他にも要件あり

【募集数】１人（1世帯）　選面接　＊面接日は申込者に後日通知　
【申込書の配布期間／配布場所】7月5日(金)まで／住宅課（区
役所9階）、区民情報コーナー(区役所１階)、各出張所　＊土・
日曜日は区民情報コーナーのみ　申申込書を直接または郵送
で7月5日(消印有効)までに、〒130－8640住宅課居住支援
担当(区役所9階)☎5608－6214へ

墨田区社会福祉事業団の非常
勤・臨時職員の募集

【採用数】若干名　選書類選考および面接 申事前に電話連絡の上、履歴書を直接または郵送で墨田区社会
福祉事業団（〒131－0033向島3－36－7）☎5608－3719へ　
＊応募する職種を明記　＊詳細は問い合わせるか、墨田区社会
福祉事業団のホームページを参照▼看護師（非常勤職員） 内通所介護・機能訓練事業における看護・介護業務、機

能訓練補助、送迎バス添乗等　対正看護師または准看護
師の免許を有する方

▼介助員（非常勤職員） 内高齢者デイサービス施設における入浴・送迎介助業務　
対ヘルパー2級以上の資格を有するか、介護職員初任者研
修を修了した方

▼生活支援員（非常勤職員） 内重度障害者に対する生活支援・送迎バス添乗　対ヘルパー
2級以上の資格を有するか、介護職員初任者研修を修了した方

▼療法士（非常勤職員） 内重度障害者に対する身体機能・運動機能の維持向上支
援　対理学療法士または作業療法士の免許を有する方

▼給食調理補助（臨時職員） 内複合福祉施設における給食調理の補助業務　＊調理師
免許を有する方や給食調理経験がある方を優先

▼学習指導員（臨時職員） 内母子生活支援施設における小・中学生、高校生への学
習指導、行事補助　対学習指導に意欲がある方

特別区職員の募集 【第1次試験日】 ▼経験者＝9月1日（日）　 ▼Ⅲ類・Ⅲ類（障害者）
＝9月8日（日）　【試験案内の配布場所】各区役所、特別区人事委
員会事務局（千代田区飯田橋3－5－1・東京区政会館内）　＊墨
田区では、職員課（区役所8階）、区民情報コーナー（区役所1階）、
各出張所・図書館・コミュニティ会館等で配布　【申込書の配
布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊インターネッ
トでの申込みが困難な方にのみ配布（墨田区では職員課でのみ
配布）　＊Ⅲ類（障害者）の申込書は試験案内の配布場所で配布　
申 7月25日午後5時（受信有効）までに特別区人事委員会事務局
のホームページから申込み　＊郵送での申込みは、7月23日（消
印有効）までに特別区人事委員会事務局任用課へ　問 ▼職員課
人事担当☎5608－6244　 ▼特別区人事委員会事務局任用課
採用係☎5210－9787　＊5月5日に第1次試験を実施したⅠ
類採用試験（【一般方式】および【土木・建築新方式】）への申込者
は試験区分や受験有無に関わらず、経験者採用試験への申込み
は不可 ＊受験資格・採用予定数等の詳細は、採用試験・選考
案内または特別区人事委員会事務局のホームページを参照

▼経験者（1級職） 【区分／対象】民間企業等における業務従事歴が直近10年
のうち4年以上ある方で ▼事務・土木造園（土木）・建築・
機械・電気／日本国籍を有し、昭和35年4月2日以降に生
まれた方　 ▼福祉／昭和35年4月2日以降に生まれた方　

▼児童福祉・児童指導・児童心理／昭和35年4月2日以降
に生まれた方で児童相談所等での業務従事歴が2年以上あ
る方　＊他にも要件あり

▼経験者（2級職・主任） 【区分／対象】民間企業等における業務従事歴が直近14年
のうち8年以上ある方で ▼事務・土木造園（土木）・建築
／日本国籍を有し、昭和35年4月2日以降に生まれた方　

▼福祉／昭和35年4月2日以降に生まれた方　 ▼児童福
祉・児童指導・児童心理／昭和35年4月2日以降に生ま
れた方で児童相談所等での業務従事歴が4年以上ある方　
＊他にも要件あり

▼経験者（3級職・係長級） 【区分／対象】児童福祉・児童指導・児童心理／昭和35年
4月2日以降に生まれた方で、民間企業等における業務従
事歴（児童心理は施設を問わず心理に関連する業務の従事
歴）が直近18年のうち12年以上ある方　＊児童相談所等
での業務従事歴が6年以上あること　＊他にも要件あり

▼Ⅲ類 【区分／対象】事務／日本国籍を有し、平成10年4月2日～
平成14年4月1日に生まれた方

▼Ⅲ類（障害者） 【区分／対象】事務／日本国籍を有し、昭和63年4月2日～平
成14年4月1日に生まれた方で次の全ての要件を満たす方

▼身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の
いずれかの交付を受けている、または児童相談所等により
知的障害者であると判定された　 ▼通常の勤務時間に対応
できる　 ▼活字印刷文または点字による出題に対応できる

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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