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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

令和元年度第7回エコライフ講
座「省エネでエコ・クッキング
〝ひなまつりメニュー ひし餅風
お寿

す
司
し
とおひな様蒸しパン等を

作って楽しもう〞」

2月18日（火）午前9時40分～
午後2時半　＊区役所１階ア
トリウムに10分前に集合

がすてなーに ガスの
科学館（江東区豊洲6－
1）　＊往復バスで移動

対区内在住在勤在学の方　定 16人（抽選）　費 1000円（材料費）　
持エプロン、三角巾、タオル　申講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・
ファクス番号・Ｅメールアドレスを、ファクスまたはEメールで2月3
日までに環境保全課環境管理担当☎5608－6207・℻  5608－1452・
KANKYOU@city.sumida.lg.jpへ

中高年男性のためのアンガーマ
ネジメント講座（全2回）「怒りと
の付き合い方、教えます！」

2月18日（火）・25日（火）午
前10時～正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内怒りの感情をコントロールする方法を学ぶ　対区内在住在勤で50
歳以上の男性　定先着20人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号を、直接または電話、Ｅメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへ

将来わたしが還暦を迎えたら〝ひ
とりでスタートするお金の話〞
【講師】中島智美氏（NPO法人し
んぐるまざあず・ふぉーらむ理
事）

2月19日（水）
午前10時 ～
正午

対55歳以下の女性 定先着20人　費無料　申事前に講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号を、直接または電話、ファクス、Eメールで、すみだ女
性センター☎5608－1771・℻  5608－1770・ SUZUKAKEKOUZA@
city.sumida.lg.jpへ　＊1歳以上の未就学児の一時保育（定員制）を希
望する場合は、2月5日までに申込みが必要

すみだと世界をつなぐ水の大切
な話　第7回水の授業「すみだと
世界の水循環について考える授
業を体験しよう」　【講師】橋本
淳司氏（水ジャーナリスト）　

2月24日（振休）午後1時～3
時半　＊開
場は午後0
時45分

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）

対区内在住在勤在学の方　定50人（抽選）　費無料　持筆記用具　申講
座名・住所・氏名・年齢・電話番号を、はがきまたはファクス、Eメール
で１月31日（必着）までにNPO法人ウォーターエイドジャパン（〒130－
0014亀沢2－12－11PAX21 3階）℻  050－3488－2040・ info-
japan@wateraid.orgへ　問環境保全課環境管理担当☎5608－6207

健
康
・
福
祉

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

2月1日（土）午後１時半～３
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内悩みの共有・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

高齢者の「絵手紙教室」〝絵手紙で
楽しんでみませんか？〞（全3回）

2月3日～17日の毎週月曜
日午後1時半～3時

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住で60歳以上の方　定16人（抽選）　費300円　申1月26日ま
でに立花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

男性介護者教室 ケアMENすみ
だ「多剤服用と残薬について〝あ
なたは何錠お薬を飲んでいます
か〞」

2月6日（木）午後1時半～3
時半

八広はなみずき高齢者
支援総合センター（八
広5－18－23）

内講話、意見交換・座談会　対区内在住の男性　費無料　申事前に
教室名・住所・氏名・年齢を、電話またはファクスで同愛高齢者支援
総合センター☎3624－6541・℻  3624－6501へ　問高齢者福祉課
相談係☎5608－6174・℻  5608－6404

高齢者のパソコン教室「ワード・
基礎から始めましょう！」（全4
コース・各コース全6回）

2月7日～3月24日の月・
火・金曜日　＊時間等の詳
細は問合せ先へ

立花ゆうゆう館(立花
6－8－1－102)

対区内在住で60歳以上のパソコン初心者　定16人（抽選）　費1300
円　申1月26日までに立花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付
けは午前9時～午後5時

身体障害者向け「バレンタイン
フラワーアレンジメント教室」

2月10日（月）午前10時～正
午

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で身体に障害のある方　定15人（抽選）　費2000円　申教
室名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで
1月27日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－
3720へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

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

追加募集します
令和2年4月の区立幼稚園
入園児

[対象]4歳児(平成27年4月2日～28年4月1日
生まれ)・5歳児(平成26年4月2日～27年4月1
日生まれ)で、保護者と一緒に区内に住んでい
る幼児、または令和2年4月1日までに保護者と
一緒に区内へ転入することが決まっている幼児
[募集数]下表のとおり [申込書の配布場所]各
区立幼稚園、子ども施設課(区役所4階)、学務
課(区役所11階)　＊区ホームページからも出
力可(右下のコードを読み取ることでも接続可)　
[申込み]申込書を直接、入園を希望す
る区立幼稚園へ [問合せ] ▼ 各区立幼稚
園　 ▼学務課事務担当☎5608－6303
■区立幼稚園入園児の追加募集数（1月8日現在）
幼稚園名・所在地・電話番号 4歳児 5歳児
緑幼稚園（緑2－11－5）
☎3635－1395

4人 3人

柳島幼稚園（横川5－2－30）
☎3625－1344

21人 13人

菊川幼稚園（立川4－12－15）
☎3633－5300

21人 16人

第三寺島幼稚園（東向島6－8－1）
☎3614－6867

11人 20人

曳舟幼稚園（京島1－28－2）
☎3618－0636

16人 18人

八広幼稚園（八広5－12－15）
☎3614－8440

20人 20人

立花幼稚園（立花1－25－9）
☎3618－4419

16人 17人

新たに認定しました
すみだマイスター

区では、区内産業をPRする「すみだ３M運動」
を展開しています。この運動の一環として、付
加価値の高い製品を創る技術を持ち、次代の育
成に努めている「すみだマイスター」を新たに3
人認定しました。
片山真一氏 (循環式精米機による古式精米の技術)
加藤孝之氏 (東京手描き友禅の技術)
小林亮太氏 (砂型鋳造の技術)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ ]産業振興課産業振興担当☎5608－
1437

騒音等の苦情でお悩みの方へ
環境改善資金の融資あっせん

　公害の規制基準に至らない程度の騒音や振
動、臭気等の予防・解消を図る区内中小企業
者を支援するため、環境改善資金をあっせん
しています。手続の詳細は、お問い合わせくだ
さい。
[融資限度額]1000万円 [利率]2.2％　＊区が
全額負担 [返済期間]9年以内　＊据置期間（12
か月以内）を含む [申込み]申込用紙と必要書
類を直接、経営支援課経営支援担当（区役所14
階）☎5608－6183へ　＊申込用紙は申込先
で配布しているほか、区ホームページからも
出力可

所得税・特別区民税が控除されます
65歳以上の方の障害者控
除対象者認定

　区内在住の65歳以上で、障害者手帳の交付
を受けていない方のうち、認知症やねたきり
により介護認定を受けている方は、福祉事務
所長の認定を受けることで、所得税・特別区
民税の障害者または特別障害者控除の対象と
なります。
認定には調査が必要ですので、事前にお問

い合わせください。
［対象・控除の種別・控除額］下表のとおり［問
合せ］高齢者福祉課支援係☎5608－6168・
℻  5608－6404
■対象・控除の種別・控除額

対象 控除の種別 控除額
軽度・中度の認
知症高齢者

障害者控除［所得税］27万円
［特別区民税］26万円

重度の認知症高
齢者

特別障害者
控除

［所得税］40万円
［特別区民税］30万円

ねたきり高齢者

区の世帯と人口（1月1日現在）

世帯 15万3656（＋ 36）

人口 27万4896（＋134）

男 13万6043（＋ 53） ＊住民基本台帳による

女 13万8853（＋ 81） ＊（　）内は前月比
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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

健
康
・
福
祉

高齢者初心者向けおもてなし英
会話教室〝外国人講師による初
歩的な英会話〞（全5回）

2月10日～3月16日の月曜
日午前10時～正午　＊2月
24日を除く

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住で60歳以上の英会話初心者　＊中級以上の方は不可 定16
人（抽選）　費無料　申1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

健康ウォーキング教室　【講師】
高木広人氏（柔道整復師）

2月11日(祝)午後1時～2
時半

八広図書館(八広5－
10－1－104)

定先着30人　費無料　申事前に八広図書館☎3616－0846へ　＊墨
田区立図書館のホームページからも申込可

小澤綾子トーク＆ライブ講演会
〝人生は今しかない！〞

2月14日（金）午後2時～3時 すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で▶60歳以上の方　▶身体に障害のある方とその介助者　
定50人（抽選）　費無料　申催し名・住所・氏名・年齢・ファクス番
号を、直接または電話、ファクスで1月27日までに、すみだ福祉保健セ
ンター☎5608－3723・℻  5608－3720へ

依存症状でお困りの方のための
相談〝ファミリーメンタル相談〞

2月19日（水）午後　＊時間
の詳細は申込先へ

向島保健センター（東
向島5－16－2）

内家族関係等の悩みを専門医に相談する　対区内在住の方　費無料　
申事前に電話で向島保健センター☎3611－6193へ

子
育
て
・
教
育

子ども将棋教室（各コー
ス全7回）

1月28日～3月31日の火曜
日▶午後4時～5時　▶午後
5時15分～6時15分　＊日
程等の詳細は申込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対小・中学生でこれから将棋を始めたい方　定各コース先着10人　
費各コース7700円　＊体験は1回1100円　申事前にスポーツプラザ
梅若☎5630－8880へ

「墨田区次世代育成支援行動計画
推進協議会」および「墨田区子ど
も・子育て会議」の傍聴

1月29日（水）午後6時半～8
時半　＊両会議を連続して
開催

区役所会議室131（13
階）

内（仮称）墨田区子ども・子育て支援総合計画の策定作業について等　
申事前に子育て支援課子育て計画担当（区役所4階）☎5608－6084へ　
＊受け付けは1月27日まで

日本文化を知ろう！ 2月1日(土)午後2時～3時 立花図書館 (立花6－
8－1－101)

内絵本の読み聞かせ等　対小学生以下の子どもとその保護者　定先
着20人　費無料　申当日直接会場へ　問立花図書館☎3618－2620

やひろ街かど食堂「〝地域のおか
あさん〞と一緒に、地方の節分料
理を作って食べよう！」

2月2日（日）午前10時～午
後3時

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

定先着30人　費▶15歳以下の方＝200円　▶16歳以上の方＝300円　
申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付けは1月31日
までの午前9時～午後8時

子ども水泳教室「水慣れ・水遊
び教室」「クロール教室・平泳ぎ
教室」（各教室全3回）

2月2日～20日の毎週木・
日曜日 ＊日程・時間等の
詳細は申込先へ

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対▶水慣れ・水遊び教室＝4歳以上の未就学児　▶クロール教室・平
泳ぎ教室＝小学生　＊詳細は申込先へ　定各教室先着15人　＊クロー
ル教室・平泳ぎ教室は合計で15人　費各教室3300円　申1月22日午
前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ　

仕
事
・
産
業

ネットにはない情報がココに！
ハローワークを使いこなす！

1月22日(水)午後6時～7
時

緑図書館（緑2－24－
5）

内ハローワーク職員によるビジネス支援講座　定先着20人　費無料　
申事前に緑図書館☎3631－4621へ

創業支援セミナー〝定着率がグン
と上がる！採用・育成の秘

ひ
訣
けつ
〞

「スタッフが〝ここでずっと働き
たい！〞と思う職場」・「優秀な人
が辞めない職場」の作り方

2月3日(月)午後2時～6時 産業振興センター（江
戸川区船堀4－1－1
タワーホール船堀3階）

対創業後5年以内の方 定先着40人　費無料　申事前に日本政策
金融公庫のホームページから申込み　＊左のコードを読み取るこ
とでも接続可　問▶日本政策金融公庫江東支店国民生活事業担当
☎3631－8175　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185

SDGs研究の国内第一人者　慶
應義塾大学大学院・蟹江憲史教
授による講演会「SDGsから見
えてくるこれからの中小企業」

2月4日(火)午後7時～9時 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SDGsに関心がある方 定先着200人　費無料　申事前に講演会
名・住所・氏名・電話番号を、電話またはファクス、Eメールで産業振
興課産業振興担当☎5608－6186・℻  5608－6934・ SANGYOU@
city.sumida.lg.jpへ　＊在勤の方は勤務先の名称と業種も明記

ストレスマネジメント講座 2月15日（土）午前10時～
正午

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

対区内在住在勤で現在働いている方　定先着20人　費無料　申事前
に講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を、直接または電話、Eメールで、
すみだ女性センター☎5608－1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.
sumida.lg.jpへ　＊1歳以上の未就学児の一時保育（定員制）を希望す
る場合は、1月31日までに申込みが必要

シニア生涯ワーキン
グセミナー

2月28日(金)午後1時半～
4時15分　＊開場は午後1
時

ハローワーク墨田（江
東橋2－19－12）

対55歳以上の方　定先着30人　費無料　持電卓、筆記用具　申事前
に電話で長寿社会文化協会☎5843－7665へ　＊受け付けは月曜日～
金曜日の午前9時～午後5時　問▶東京しごとセンターシニアコーナー
☎5211－2335　▶経営支援課経営支援担当☎5608－6185

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

「〝日本語ボランティア〞ってなあ
に？」ボランティア入門講座

1月29日（水）午後6時～8時 すみだボランティア
センター（東向島2－
17－14）

内日本語ボランティアの説明・活動見学など　対国際交流に関するボ
ランティア活動に関心がある方　定先着15人　費無料　申事前に電
話で、すみだボランティアセンター☎3612－2940へ　＊墨田区社会
福祉協議会のホームページからも申込可

区民体育祭「スキー大会」 2月9日（日）午前10時～午
後3時　＊受け付
けは午前9時～

石打花岡スキー場（新潟
県南魚沼市上野297－
4）　＊現地集合・解散

種▶回転競技＝男子（青年、成年）の部、女子の部　▶公開競技＝ジュ
ニア（小・中学生）の部　対区内在住在勤在学で傷害保険等に加入して
いる方　費▶回転競技＝1000円　▶公開競技＝無料　申１月30日ま
でにスポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所14階）☎5608－6312
へ　問墨田区スキー連盟 神野 登美夫☎090－4748－9187

イ
ベ
ン
ト

すみだスマイル・フェスティバ
ル〝すみだで咲かす笑顔の花〞

1月26日（日）午前10時～午
後3時

曳舟文化センター(京
島1－38－11)

内障害者団体等による劇・歌・ダンスなどの発表会等　費無料　申当日
直接会場へ　問障害者福祉課庶務係☎5608－6217・℻  5608－6423

わんぱく雪まつり 2月1日（土）・2日（日）午前
10時～午後3時

わんぱく天国(押上1－
47－8)　 ＊駐車場・
自転車駐車場なし

内山形県鶴岡市から運ばれた雪を使った、そり遊びやかまくら
体験、朝日地域の物産展　費無料　申当日直接会場へ　問地
域教育支援課地域教育支援担当☎5608－6311

スポGOMI大会 in 両国「江戸の
リサイクル
から学ぼう」

2月16日(日)午前9時半～
午後0時半　＊集合は午前9
時15分 ＊荒天時は講義の
み

【集合場所】江戸東京博
物館（横網1－4－1）

内拾ったごみの種類と量でポイントを競い合う　対3人～5人で構成さ
れるチーム　＊小学生以下は保護者1人以上の参加が必要　＊2人以下で
申込みの場合、事務局によりチームを編成　定80人（抽選）　費無料　
申1月26日までに公益財団法人東京都環境公社のホームページから申込
み（左のコードを読み取ることでも接続可） 問▶環境保全課環境管理担
当☎5608－6207　▶公益財団法人東京都環境公社☎3644－8886

ぽ
け
っ

と

これからシルバー
応援フェスタ

2月14日（金）午後2時～4時 シアター1010（足立区
千住3－92千住ミル
ディスⅠ番館11階ギャ
ラリー）

内寺田 農氏（俳優）による講演・シルバー人材センターの紹介等　対都
内在住の60歳以上でシルバー人材センター未加入の方　定先着50人　
費無料　申事前に電話で公益財団法人東京しごと財団（東京都シルバー
人材センター連合）シルバー講習担当係☎5211－2571へ　＊詳細は
東京都シルバー人材センター連合のホームページを参照

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

お知らせ 毎年1月26日は文化財防火デーです。「育てよう 歴史を守る 防火の心」［問合せ］地域教育支援課文化財担当☎5608－6310

コード

コード

寺田 農

後3時　＊受け付
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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

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

暮
ら
し

高齢者向け優良賃貸住宅「日の
出ハイツ（京島1－42－15）」「セ
イカガーデニアガーデン（石原
2－8－11）」空き家待機者の募
集

対区内に1年以上居住し、次の全ての要件を満たす方▶単
身世帯（60歳以上の方）または2人世帯（60歳以上の方と、
その配偶者か60歳以上の親族）　▶月額所得が48万7000
円以下　＊ほかにも要件あり　＊所得に応じて家賃補助
あり　【日の出ハイツの間取り・負担額等】▶間取り＝
1DK、2DK（31.32㎡～44.98㎡）　▶家賃補助を受けた場
合の負担月額＝4万5000円～8万円　＊別途、共益費（月
額1万9000円）・敷金（3か月分）が必要　【セイカガーデニ
アガーデンの間取り・負担額等】▶間取り＝1DK、1K＋S、
1DK＋S（32.11㎡～42.31㎡）　▶家賃補助を受けた場合
の負担月額＝5万7000円～8万5000円　＊別途、共益費
（月額1万8000円）・敷金（2か月分）が必要

【募集案内と申込用紙の配布場所】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、祝日は区民情
報コーナーのみ　＊区ホームページからも出力可　申随時、申
込用紙を直接または郵送で▶日の出ハイツ＝株式会社岡田不動
産（〒124－0024葛飾区新小岩1－52－10）☎5678－1321へ　
▶セイカガーデニアガーデン＝三幸ハウス株式会社（〒156－
0041世田谷区大原1－27－4）☎5452－0214へ　問住宅課公
営住宅担当☎5608－6214　＊空き家が発生次第、順次入居予
定（募集住宅ごとの希望者が複数の場合は、あっせん順位を抽選
で決定）

健
康
・
福
祉

墨田区介護相談員の募集 内介護保険制度の普及啓発活動、区内介護保険施設への
訪問等　＊研修あり　【任期】依頼日～令和3年3月31日　
対区内在住の20歳以上で次の全ての要件を満たす方▶介
護保険サービスを提供する業務に携わっていない　▶介
護保険サービス事業者等と利害関係がない　【募集数】若
干名　選書類選考および面接　＊面接日は書類選考合格
者に後日通知

申応募用紙と「志望動機・介護相談員になってどのような活動
をしていきたいか」をまとめた作文（400字以上で書式自由）を、
直接または郵送で2月14日（必着）までに〒130－8640介護保険
課管理・計画担当（区役所4階）☎5608－6924へ　＊応募用紙
は申込先や各高齢者支援総合センターで配布しているほか、区
ホームページからも出力可

仕
事
・
産
業

会計年度任用職員（地方公務員法
上の一般職の非常勤職員）の募集

選書類選考および面接　＊書類選考のみの職種もあり　
＊面接日は書類選考合格者に後日通知

申必要書類（採用選考受験申込書など）を直接または郵送で各申
込期限までに各問合せ先へ　＊採用選考受験申込書は各問合せ
先で配布しているほか、区ホームページからも出力可　＊いず
れも応募職種を明記　＊業務内容や応募要件等の詳細は区ホー
ムページを参照

▶保健師 内健診業務、健康相談、健康教育等の保健指導業務　【雇用
期間】4月1日～26日　【勤務場所】向島保健センター（東向
島5－16－2）　対保健師の免許を有する方　【募集数】1人

【必要書類】採用選考受験申込書、保健師免許の写し　【申込期限】
1月31日（必着）　問〒130－8640職員課人事担当（区役所8階）
☎5608－6244　

▶歯科衛生士・事務・事務補
　助

内／対▶歯科衛生士＝母子歯科健診事業への従事、予防
処置、保健指導、相談および母子健診等に係る資料作成、
入力業務等／歯科衛生士の免許を有し、実務経験がある方　
▶事務＝自立支援・難病医療費助成に係る申請受け付け・
進達事務、庶務等　▶事務補助＝母子健診等に係る受け付
け補助、資料送付準備、入力処理、書類整理等　＊いずれ
もパソコン（ワード、エクセル、パワーポイント等）の基本
操作ができる方　【募集数】各1人

【必要書類】採用選考受験申込書、応募動機（800字程度で書式自
由）、歯科衛生士免許の写し（歯科衛生士に応募の方のみ）　【申
込期限】2月4日（必着）　問〒130－0005本所保健センター（東
駒形1－6－4）☎3622－9137　＊郵送で申込みの際は封筒の
表に応募職種を朱書き

▶栄養士・介助員 内／対▶栄養士＝区立小・中学校（夜間学級も含む）にお
ける学校給食の献立作成・衛生管理等／栄養士の免許を
有する方　▶介助員＝区立小・中学校の特別支援学級で
の児童・生徒の生活介助　【募集数】各若干名

【必要書類】採用選考受験申込書、応募動機（800字程度で書式自
由）、栄養士免許の写し（栄養士に応募する方のみ）　【申込期限】
2月4日（必着）　問〒130－8640庶務課庶務・教職員担当（区役
所11階）☎5608－6302

▶介助補助員（幼稚園） 内区立幼稚園での軽度障害のある幼児の生活介助　【募集
数】5人程度

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月4日（必着）
問〒130－8640庶務課庶務・教職員担当（区役所11階）☎5608－
6302

▶支援員・事務補助 内▶支援員＝区立小・中学校での学習指導・生活指導・
特別支援等の補助業務　▶事務補助＝区立小・中学校で
の学習プリントの印刷・配布準備の補助業務等　【募集数】
若干名　＊雇用の必要が生じた場合に選考を実施

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月4日（必着）　
問〒130－8640指導室事務係（区役所11階）☎5608－6307

▶事務補助 内区立小・中学校における事務職員の補助　対パソコン
の基本操作ができる方　【募集数】若干名　＊雇用の必要
が生じた場合に選考を実施

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月4日（必着）　
問〒130－8640庶務課庶務・教職員担当(区役所11階)☎5608－
6302

▶放課後子ども教室相談員 内放課後子ども教室に関する助言、事務補助等 対パソ
コンの基本操作ができ、次のいずれかに該当する方▶保育
士または教員の資格・免許を有する　▶児童福祉施設の
職員を養成する学校等を卒業した　▶大学で心理学・教
育学・社会学・社会福祉学・体育学を専攻する課程を卒業・
修了した　【募集数】１人

【必要書類】採用選考受験申込書、職務経験と応募動機をまとめ
た作文（800字程度で書式自由）　【申込期限】2月7日(必着)　
問〒130－8640地域教育支援課地域教育支援担当（区役所11
階）☎5608－6311

▶介助補助員（小・中学校） 内区立小・中学校で特別な支援が必要な児童・生徒の介
助等　【募集数】1人～2人

【必要書類】採用選考受験申込書　【申込期限】2月７日（必着）　
問〒130－8640学務課給食保健・就学相談担当（区役所11階）
☎5608－6304

▶事務補助（随時募集） 内資料作成事務、郵送業務、パソコン入力作業等　【勤務
場所】区役所または区施設　【募集数】若干名　＊雇用の必
要が生じた場合に選考を実施

【必要書類】採用選考受験申込書 問〒130－8640職員課人事担
当（区役所8階）☎5608－6244

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

27万人の平和メッセージ 問〒130－8640文化芸術振興課文化行事担当（区役所14階）
☎5608－6181

▶「平和のオブジェ」 
　折り鶴の募集

内区役所1階アトリウムの壁面を飾る「平和のオブジェ」
に用いる折り鶴の募集

申2月10日までに、各出張所・児童館・図書館等の回収箱また
は特設折り鶴コーナー（区役所1階）、問合せ先へ　＊設置された
折り紙を使用

▶「平和のオブジェ」 制作ボ　
　ランティアの募集

内床に座って、デザインの図柄に合うように折り鶴を台紙
に貼り付ける　【作業期間】2月17日（月）～28日（金）の午
前10時～午後4時　＊土・日曜日、祝日を除く　＊一部の
日程のみの参加も可

申2月10日までに問合せ先へ　

▶平和メッセージの募集 内平和への思いをつづったメッセージの募集　＊3月10
日（火）～22日（日）に区役所1階アトリウムに展示

申平和への思いを込めた、絵・詩・エッセイ・短歌・俳句・意
見などと、宛名面に氏名・年齢を、はがきで2月27日（消印有効）
までに問合せ先へ　＊特定の個人・団体等に関するものは不可

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

「平和のオブジェ」 




