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平成20年 江戸川区成人式
1月14日（祝）・総合文化センター

　今年、区内では、6,120名の方が成人を迎えます。区では、
未来への夢と希望に満ちたみなさんの門出を祝し、記念式典を
開催します。また、思い出に残る成人式にしていただけるよう、
グリーンパレスを利用するサークル団体や青少年委員などにご協
力いただき、「はたちを楽しむつどい」も合わせて催します。
　新成人のみなさん、ぜひご参加ください。

　生涯学習課推進係☎（5662）1628

記 念 式 典
　大ホール
　昭和62年 4月 2日～63年 4月 1日に生まれた方
区民課、小松川・小岩・鹿骨事務所管内にお住まいの方
　　e11時30分～12時20分（11時開場）
葛西・東部事務所管内にお住まいの方
　　e13時30分～14時20分（13時開場）
◎ 当日は大変混雑します。玄関・会場入口
での待ち合わせはご遠慮ください。
◎手話通訳があります。
◎ご家族の方も入場できます。
◎式典参加者に来場記念品を差し上げます。
◎ 式典開会後および大ホールが満員の場合は、ロビーなどに設置した
モニターでご覧いただくことがあります。早めにご入場ください。

　10時～15時
　 1階ロビー・展示室　ほか
 　記念写真（送料・台紙代は有料）／シャッターサービス（記念写
真の撮影。カメラは持参）／似顔絵コーナー／はたちの手形／ザ・
カキゾメ／漢字力ミニテスト／プレゼントコーナー／におい袋・ビ
ーズストラップのプレゼント／メッセージカードコーナー／生花展
示／軽食コーナー／着付けお直し／太鼓演奏（雨天中止）

はたちを楽しむつどい

国内のできごと

・竹下内閣が発足
・ 利根川進教授がノーベル生理
学・医学賞受賞

・  「朝シャン」「花金」「バブル」
などが流行語に

新成人のみなさんが生まれた年はこんな年でした
　　バス
　 江戸川文化センター
・江戸川高校・江戸
川区役所下車
　※ 公共交通機関をご
利用ください。

交通案内

もったいない大賞もったいない大賞19年度 1月20日（日）締め切り！
　あなたが取り組んだ、省エネ・省資源、ごみ減量などの取り組みを報告してください。
 　取り組みレポート用紙（えどがわエコセンター、区施設で配付。ホームページからも
入手できます）に記入し、 1月20日㈰までに郵送（必着）・持参・ファクシミリ・電子メ
ールで、〒134－0091　船堀 4～ 1～ 1タワーホール船堀 3階　えどがわエコセンター☎
（5659）1651・FAX（5659）1677・電子メール＝edogawa-ecocenter2@bz01.plala.or.jp
　http://www.edogawa-ecocenter.jp/

　「もったいない」をテーマとした展示会を開
催します。ぜひお越しください。
　 1月21日㈪～ 2月 8日㈮ 8時30分～17時
　区役所玄関多目的スペース
 　キッズ・マイバッグコンクール応募作品／
エコアートいろいろ／区民まつりマイバッグ
コンクール優秀作品／体験コーナー（ 1月21
日㈪e巾

き ん

着／ 1月28日㈪e風呂
ろ

敷／ 2月 4日
㈪e箸

は し

袋　※いずれも13時30分～14時30分に
実施。）
　えどがわエコセンター☎（5659）1651

もったいないギャラリー

　個人・家族・会社・
グループなどで、省エ
ネ・省資源、ごみ減量
などに取り組む

①取り組み
　取り組んだ内容を、
「取り組みレポート」
にまとめ、えどがわエ
コセンターへ提出

②結果を報告
　3月 8日㈯開催の「も
ったいない運動えどが
わ区民 大会」でもった
いない大賞を表彰Y

③表彰

もったいない運動えどがわ

江戸川区のできごと

・ 葛西清掃事務所が開設
・ 首都高速道路中央環状線（葛
飾江戸川線）が開通
・ 関東第一高校が春の甲子園大
会で準優勝
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あなたの区政

EDOGAWA
CITY

4　　面　20年度区立保育園非常勤職員・臨時
職員募集

 リズム運動初心者教室
 介護保険事業計画の調査にご協力を
 食の安全・安心フォーラムin江戸川
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　消費者教室
 「初心者のための投資信託入門｣

　 １月30日㈬e仕組みと特徴／２月４
日㈪e種類とパンフレットの見方（２回）
14時30分～16時30分　 タワーホール船
堀４階研修室　 区内在住または在勤・在
学の方50人（抽選）　 東京都金融広報ア
ドバイザー・磯村元史　 １月23日㈬ま
でに電話またはファクシミリで、消費者セ
ンター☎（5662）7635・FAX（5607）161
6　※区ホームページから電子申請も可。

　  共育プラザ一之江ミュージックセミナー
　　　　　  ～For Beginners～

　 ①ギターe１月30日～２月20日の毎
週水曜（４回）／②ベースe１月29日～２
月26日の毎週火曜（２月12日を除く４回）／
③ドラムe１月24日～２月14日の毎週木曜
（４回）　 19時～21時　 高校生相当の方
使用する楽器ほか　 １月13日㈰ま
でに直接、共育プラザ一之江☎（3652）59
11

女性向け再就職支援セミナー
｢一日でわかる就職活動のテクニック｣

　 １月17日㈭13時～16時　 城東職業能
力開発センター江戸川校　 50人（申込順）

東京しごとセンター総合相談係☎（52
11）1571

　女性の再就職支援セミナー
 「一歩をふみだしてみませんか？」

　 ２月５日㈫９時30分～16時30分　 タ
ワーホール船堀３階産業振興センター　
30人（申込順）　 レイバーコンサルタン

ト・諸星裕美　 電話またはファクシミ
リで、女性センター☎（5676）2455・FAX
（5676）2458　※一時保育あり（２歳以
上の未就学児８人・要予約）。

若年者就職応援セミナー

　 １月22日㈫13時～16時50分　 タワー
ホール船堀３階産業振興センター　 ｢自
己分析＆自己ＰＲを考えよう」ほか　
概
おおむ

ね35歳くらいまでの方30人（区外在住の
方も可）　 雇用・能力開発機構東京セ
ンター☎（5805）6321

ゴルフ入門講座

　 下表のとおり　※週１回80分または90
分・６回の７コース。 ロッテ葛西ゴルフ
区内在住または在勤の20歳以上の方各20

人程度（申込順）　 １万5000円　 区教
育委員会　 希望の曜日と時間（第２希
望まで）・住所・氏名・電話を記入し、１
月18日㈮までに郵送（必着）またはファク
シミリで、〒132－0023　西一之江４～15
～24　ゴルフ教育研究会講座江戸川事務局
FAX（3652）3048　 桜井伸一☎090（32
48）2261

総合体育館「バレーボールクリニック｣

　 ２月９日㈯10時～15時　 区内在住ま
たは在学の小学生60人（抽選）　 200円

往復ハガキに教室名・住所（在学の
方は学校名も）・氏名（フリガナ）・学年・
電話・バレーボールの経験の有無を記入
し、１月20日㈰までに郵送（必着）または
持参、〒133－0043　松本１～35～１　総
合体育館☎（3653）7441　※重複申し込
みは無効。

スポーツランドアイススケート教室

初級スケート教室　 ２月７日～28日の毎
週木曜16時30分～18時（４回）　 アイス
スケートが初めての小学生60人（抽選）　

2600円（貸し靴料込み）
フィギュアスケート教室　 ２月７日～28
日の毎週木曜18時30分～20時（４回）　

基礎スケーティングのできる小学生以上の
方30人（抽選）　 高校生相当以上3400円／
中学生以下2200円　※貸し靴料は別。
《 》手袋、長袖の服、長ズボン　《 》
往復ハガキに教室名・住所・氏名（フリガ
ナ）・年齢（学年）・電話を記入し、１月17
日㈭までに郵送（必着）または持参、〒
133－0063　東篠崎１～８～１　スポーツ
ランド☎（3677）1711　※重複申し込み
は無効。

地域スポーツ講座「ウオーキング」

　 １月20日㈰10時から　 東小松川南公
園（東小松川４～31～１）　 区内在住ま
たは在勤・在学の方　 100円（小学生以
下50円）　 運動着　 スポーツ係☎（5
662）1636

足裏マッサージ講習会（予約制）

　 １月20日㈰10時～12時・13時～15時　
各20人（申込順）　 1500円（材料費）
１月11日㈮９時から電話またはファ

クシミリで、地域活動・相談支援センター
かさい（中葛西２～８～３）☎（5679）64
45・FAX（3877）1681

ぜん息講演会「ぜん息の予防」

　 １月22日㈫e小岩アーバンプラザ
／１月24日㈭eスポーツセンター　 17時
～18時　 区内在住の方各50人（先着順）
公害補償係☎（5662）1414

講演会「その症状『うつ病』かもしれません｣

　 １月30日㈬10時～12時　 タワーホー
ル船堀４階研修室　 区内在住または在勤
・在学の方60人（申込順）　 小松クリニ
ック院長・小松秀邦　 １月11日㈮９時
から電話で、精神保健係☎（5661）2465

講演会「パーキンソン病の理解と治療｣

　 ２月14日㈭18時30分～20時30分　 タ
ワーホール船堀４階研修室　 区内在住ま
たは在勤でパーキンソン病と診断された方
と家族　 東京臨海病院院長・今井壽正　
１月31日㈭までに電話で、保健予防課

庶務係☎（5661）2464

映画会

　 １月19日㈯13時30分から（12時開場。
上映時間１時間38分）　 「水戸黄門」　

90人(先着順)　 月形龍之介ほか　
小岩図書館☎（3672）0251

あきやまただし絵本ライブ

　 １月19日㈯14時～15時　 東葛西コ
ミュニティ会館　 絵本の読み聞かせほか

80人（先着順）　 絵本作家・あきやまた
だし　 東葛西図書館☎（5658）4008

ホテルシーサイド江戸川
　　　「ブライダルフェア」

　ブライダルに関するアイテムを一堂に展
示します。 １月20日㈰11時～18時  模
擬挙式（11時30分から･15時30分から）、模
擬披露宴（12時から・16時から）ほか　

ホテルシーサイド江戸川☎（3804）11
80

凧作り凧揚げ大会
たこ

　 １月27日㈰８時45分～11時30分e

凧作り・平井小学校／13時～14時e凧揚げ・
荒川河川敷　 100人（申込順）　 500円
青少年育成平井・小松川地区委員会、江
戸川区少年団体連合会小松川支部　 江戸
川凧の愛好会　※温かいすいとんを用意し
ています。 １月11日㈮９時から電話で、
小松川事務所地域サービス係☎（3683）
5183

ほっとワークえどがわミニ面接会

　区内求人事業所の人事担当者と直接面接
ができます。 １月17日㈭14時～16時　
一般またはパート就職を希望する方10人程
度　 履歴書（写真貼

ちょう

付）　 ほっと
ワークえどがわ（区役所東棟１階２番）☎
（5662）0359

食品衛生推進員の消費者委員募集

　区では、食品の安全確保のため、「江戸
川区食品衛生推進会議」を設置しています。
この会議に参加する委員の一部を募集しま
す。任期＝委嘱の日から１年間　 区内在

住の20歳以上の方３人程度（公務員を除く）
「食品の安全と消費者の役割」をテー

マにした作文（800字程度）と履歴書（写
真貼

ちょう

付）を１月15日㈫～２月５日㈫に郵送
（必着）、〒133－0052　東小岩３～23～３
生活衛生課食品調整係（小岩健康サポート
センター内）☎（3658）3177

えどがわ福祉しごとフェア

　福祉施設の人事担当者と直接面接ができ
ます。「福祉ワークセミナー」も同時開催
します。 １月28日㈪13時～16時　 タワ
ーホール船堀３階産業振興センター　
セミナー参加希望者は電話で、ハローワー
ク木場☎（3643）8619　※面接を希望の
方は履歴書複数枚を持参し、直接会場へ。

戦没者などのご遺族のみなさんへ
～第八回特別弔慰金の受け付け～

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、17年
４月１日において公務扶助料や遺族年金な
どを受ける方がいない場合に、額面40万円、
10年償還の記名国債が支給されます（支給
要件有り）。請求期限は３月31日㈪までで
す。 生活支援係☎（5662）2486

共育プラザ非常勤職員募集

　雇用期間＝４月１日㈫～21年３月31日㈫
勤務日＝週５日（月曜・祝休日を除く）　
各共育プラザ　 下表のとおり　 教員

・保育士免許（取得見込み可）などを有す
る方若干名　 履歴書（写真貼

ちょう

付、希望
の勤務内容を記入）、作文「志望動機につ
いて」800字程度を１月24日㈭までに郵送
（必着）または持参、〒132－8501（住所不要）
子育て支援課調整係（区役所２階６番）☎
（5662）0622　※書類選考の上、２月９
日㈯に面接を実施。

※交通費は月１万3000円まで支給。

すくすくスクール非常勤職員募集

　雇用期間＝４月１日㈫～21年３月31日㈫
勤務日＝週５日（日曜・祝休日を除く）・
週30時間　 すくすくスクール（区立小学
校内）　 教員・保育士免許（取得見込
み可）を有する方30人程度　 履歴書（写
真貼

ちょう

付）を１月24日㈭までに郵送（必着）
または持参、〒132－8501（住所不要）　生
涯学習課すくすくスクール係（区役所４階
３番）☎（5662）8132　※書類選考の上、
２月２日㈯に面接・記述試験を実施。

子ども家庭支援センター非常勤職員募集

　雇用期間＝４月１日㈫～21年３月31日㈫
勤務日＝月～土曜の週４日（祝休日を除く）
・週28時間　 ９時～17時　 親子に関

かか

わ
る相談業務など　賃金＝月給20万7300円　
※交通費は月１万3000円まで支給。 心理
士（心理相談員を含む）、保健師、保育士
のいずれかの免許を有する方若干名　
履歴書（写真貼

ちょう

付）、作文「地域での子
育て支援について」800字程度を１月25日
㈮までに配達記録で郵送（必着）または持
参、〒134－0091　船堀４～２～５勤労福
祉会館１階　子ども家庭支援センター☎（3
877）2460　※２月18日㈪に面接を実施。

東葛西図書館臨時職員募集

　雇用期間＝２月１日㈮～７月31日㈭　
①17時～20時（土・日曜、祝休日勤務あり）、
②９時～17時（土・日曜、祝休日勤務のみ）
窓口業務、本の配架ほか　 パソコンが
できる方各若干名　賃金＝日額①3170円、
②5920円　※交通費の支給なし。 履
歴書（写真貼

ちょう

付）に希望勤務時間を記入し、
１月17日㈭までに郵送（必着）または持参、
〒134－0084　東葛西８～22～１　東葛西
図書館☎（5658）4008　※書類選考の上、
後日面接日を通知。

健康サポートセンター委託職員募集

　雇用期間＝４月～21年３月（更新あり）
勤務日＝①乳児・幼児健診の実施日／②一
般健康相談の実施日　 ①東部・葛西・

鹿骨・小松川・なぎさ健康サポートセンター
e乳児・幼児健診の問診・診察介助など／
②東部健康サポートセンター e一般健康
相談の問診・診察介助など　賃金＝日給１
万円　※交通費の支給なし。 保健師、助
産師、看護師のいずれかの免許を有する方
若干名　 勤務を希望する健康サポートセ
ンターへ履歴書（写真貼

ちょう

付）を２月14日㈭
までに郵送（必着）または持参　 葛西健
康サポートセンター☎（3688）0154　※書
類選考の上、後日面接日を通知。

ヤングほっとワークえどがわ
　　　　　　　臨時職員募集

　雇用期間＝３月以降の６か月間　勤務日
＝月15日程度（土・日曜、祝休日を除く）
10時～17時　 ヤングほっとワークえど
がわ（船堀３～７～17）　 事務補助、パ
ソコン初心者への操作指導ほか　 パソコ
ン操作（ワード・エクセル）ができる方１人
賃金＝日額5070円　※交通費の支給なし。

履歴書（写真貼
ちょう

付）を１月31日㈭までに
郵送（必着）または持参、〒132－8501（住
所不要）　地域振興課生活就労支援係（区
役所東棟１階２番）☎（5662）0516　※書
類選考の上、後日面接日を通知。

都立東部療育センター職員募集

　重症心身障害児（者）施設に勤務する職
員を募集します。 看護師、准看護師の免
許を有する方（取得見込み可）若干名　

東部療育センター療育部（江東区新砂
３～３～25）　☎（5632）8070　※詳しく
はお問い合わせください。

特別区民税・都民税第４期分の納期

　特別区民税・都民税（普通徴収）第４期
分の納期限は１月31日㈭です。一人ひとり
の納税が、区民生活を守る施策の貴重な財
源となります。納期限までに必ず納付して
ください。口座振替の方は預貯金不足にご
注意ください。※思わぬ事故や病気などで、
納付が困難になった場合は、すぐに納税課
へご相談ください。生活状況に応じた納付
方法などをご案内します。 納税係☎（566

2）1013

伝統工芸展作品募集

　２月８日㈮～13日㈬にタワーホール船堀
で開催する「第25回伝統工芸展」の出展作
品を募集します。 区内で伝統工芸を職業
としている方　 江戸川区ほか　 １
月19日㈯までに電話で、江戸川伝統工芸保
存会・深野☎（3651）3465

東京都都市計画審議会傍聴者募集

　 ２月７日㈭13時30分から　 都庁第一
本庁舎特別会議室Ａ　 15人（抽選）　
往復ハガキに住所・氏名・電話を記入し、

１月21日㈪までに郵送（消印有効）、〒163
－8001（住所不要）　東京都都市整備局都
市計画課☎（5388）3225　※重複申し込
みは無効。詳しくはホームページ（ http:
//www.metro.tokyo.jp/）をご覧ください。

荒川堤防除草工事（芝焼き）
　　　　　　  を実施します

　ご理解・ご協力をお願いします。 １月
中旬～２月下旬　 国土交通省小名木川出
張所☎（3681）6131

はかりの定期検査を行います

　検査員がお店・学校・病院などに伺って
検査を実施します。受検対象は商用や証明
などに使っている特定計量器です。 １月
16日㈬～３月18日㈫（土・日曜、祝日を除
く）　 ※費用は機種や重量により異なりま
す。 東京都計量検定所☎（5470）6638

休館のお知らせ

　館内消毒などのため休館します。
☆鹿骨区民館☎（3678）6114・鹿骨コミュ
ニティ図書館☎（3678）6891e１月12日㈯
※証明書自動交付機も利用できません。
☆東部フレンドホール☎（5666）1221e
１月18日㈮17時～１月19日㈯21時30分
☆瑞江コミュニティ会館☎（5243）2761
e１月18日㈮
☆上一色コミュニティセンター☎（3674）
1381e１月20日㈰17時～21時30分

イベントカレンダー 内容・定員・持ち物・申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

催　　し 日　時 会　場 費用 問 い 合 わ せ

介
護
者
交
流
教
室

介護のこと、お話
ししませんか？

1月16日㈬13
時30分～15時

みどりの郷
福楽園 なし みどりの郷福楽

園☎（5659）5353

感染症と予防対策 1月17日㈭13
時30分～15時 きく なし きく

☎（3677）3141

認知症の予防①
認知症って予防で
きるの？

1月21日㈪13
時30分～14時
30分

清心苑 なし 清心苑
☎（3655）6117

熟年者の歯と口腔
くう

ケア
1月26日㈯14
時～15時30分

ウエル江戸
川 なし ウエル江戸川

☎（3618）0324

健康相談と保健指導 １月18日㈮13
時～14時

くつろぎ
の家 なし くつろぎの家

☎（3670）6324

社交ダンス講習会 1月19日㈯19
時～21時

スポーツ
センター 200円

江戸川区ダンス
スポーツ連盟
☎（3678）8815

催　　し 日　時 会　場 費用 問 い 合 わ せ

区民公開セミナー
「下肢静脈瘤の治療情報」

1月24日㈭14
時30分～16時

小岩アーバ
ンプラザ なし 江戸川病院地域連携室・女川

☎（0120）518120

介
護
予
防
教
室

家族が認知症になった
ら…

1月25日㈮14
時～15時 小岩区民館 なし 泰山☎（5889）1165

毎日できる筋力アップ
Y

1月26日㈯10
時～11時30分 葛西区民館 なし なぎさ和楽苑☎（3675）1201

第60回総合体育祭
秋季区民大会・駅伝

2月 3日㈰ 9
時10分から 陸上競技場

1チームe
区内5000円／
区外6000円

スポーツ係☎（5662）1636
〒132－0032  西小松川町23～

16　深井進e 1月22日㈫までに
参加費を現金書留で郵送（必着）

第29回江戸川演奏家協会
ホープフルコンサート

2月 3日㈰18
時開演

総合文化セン
ター小ホール

一般2000円／
4歳～高校生
1500円

江戸川演奏家協会・前田☎
090（3400）7663／生涯学習課推
進係☎（5662）1628

第114回サロンコンサート
「バロック音楽の夕べ」
（ 江戸川区音楽協議会）

2月14日㈭19
時30分開演

タワーホール
船堀 5階小ホ
ール

1000円
江戸川区音楽協議会・小倉☎

（3659）1920／生涯学習課推進係
☎（5662）1628

休 日 急 病 診 療

〶
小岩郵便局

小 岩

千 葉 街 道

↑柴又

柴
又
街
道

↓
市
川

東小岩
4-8-6

▶江戸川区歯科
   医師会館内

休日歯科応急診療

休日応急当番接 （整）骨院

　診療時間e 9時～17時
　休日専用電話〔☎（3672）
8215〕に予約のうえ、
16時30分までにお越し
ください。

   施術時間e 9時～17時

 保坂接骨院 船堀6－11－19 ☎（5605）7377
 帝北接骨院 南小岩5－21－1 ☎（3658）1233

 田村接骨院 船堀7－16－16 ☎（3687）0864
 中川整骨院 西小岩5－9－12 ☎（3658）3019

 前原接骨院 東小岩1－17－4 ☎（3657）1520
 あすなろ整骨院 南篠崎町3－6－5 ☎（3678）5991

　受診の際は必ず健康保険証などを持参してください。

1月13日・14日・20日

1月
13日

1月
14日

1月
20日

休 日 急 病 当 番 医

   診療時間e 9時～17時（急病のみ受け付け。往診は不可）。
   外科は救急病院（「平成 18・19年度くらしの便利帳」170
ページ参照）をご利用ください。
  当番医（変更になる場合もあります）、医療機関の案内は
下記のところで行っています。聴覚に障害のある方はフ
ァクシミリをご利用ください。
・テレホンセンター☎（3651）5270　

＝ 9時～17時　　　　　　　　  ＦＡＸ（3654）4902
・東京消防庁救急相談センター
　▷携帯電話・PHS・プッシュ回線e☎＃7119　

＝24時間　▷ダイヤル回線e☎（3212）2323
・東京都保健医療情報センター☎（5272）0303　

＝24時間　　　　　　　　　　　　　  ＦＡＸ（5285）8080

｝

｝
｝

江戸川区医師会休日・夜間急病診療所
　診療科目e小児科・内科
　診療時間e①日曜・祝休日

9時～17時／②毎日21時～
翌朝６時
問い合わせe①☎（3655）51
51／②☎（3651）5270

　　　　　　  日程
時間

1月28日㈪～ 3月 7日㈮
月 火 水 木 金

11時～12時30分 ● ● ●
18時～19時20分 ●

19時30分～20時50分 ●
21時～22時20分 ● ●

勤務内容 勤務時間 給与（予定）

①主に就学前
の親子に対す
る子育て支援

概
おおむ

ね９時～16時
（週30時間）

20万4800円（25
歳以上）／ 18万
8300円（25歳 未
満）②中学・高校

生の活動支援
概ね14時～21時
（週30時間）

神経難病相談
 　２月14日㈭13時30分～15時
　専門医の診察、療養相談
 　パーキンソン病・進行性
筋萎縮症などの神経難病や
その疑い（しびれ、麻

ま

痺
ひ

、
歩行・言語障害など）のあ
る方５人程度（申込順）　
※脳卒中の後遺症の方など
を除く。
 　１月11日㈮・15日㈫～18日㈮９時～17
時に電話で、江戸川区医師会☎（3652）3166

江戸川区や東京社会保険事務局などの職員を装った、「振り込め詐欺」の被害が多発しています。職員が直接電話で連絡して、ご本人に
ＡＴＭの操作をお願いすることはありません。被害に遭わないよう、十分ご注意ください。  国民健康保険課給付係☎（5662）8053

 久田医院 平井1－27－7 ☎（3681）0081
 沢医院 中葛西1－31－53 ☎（3680）8765
 宮澤クリニック 西葛西6－18－3 ☎（3878）0826
 長山医院 西小岩3－21－11 ☎（3657）8789
 白石医院 東小岩4－33－16 ☎（3657）4501
眼──葛西眼科医院 西葛西6－10－13 ☎（3687）7710
耳鼻─耳鼻咽喉科増田医院 篠崎町7－27－23 ☎（3676）4133

内
・
小
児
科

1月13日

小──千葉クリニック 北葛西1－14－23 ☎（3680）4035
 清新北診療所 清新町1－4－1 ☎（3878）3001
 みながわクリニック 西小岩4－9－5 ☎（5612）2151
 英診療所 中央3－20－9 ☎（5661）5888
 北篠崎クリニック 北篠崎2－4－5 ☎（3698）7225
眼──市原眼科 中央2－17－24 ☎（3653）1064
耳鼻─しのざき耳鼻咽喉科クリニック 篠崎町2－407－2 ☎（5243）8177

内
・
小
児
科

内

1月14日

小──池下レディースチャイルドクリニック 中葛西5－2－41 ☎（3680）1152
 船堀駅前整形外科内科 船堀2－22－14 ☎（5658）8711
 玉置医院 南小岩3－8－1 ☎（3657）0266
 岩井整形外科内科病院 南小岩8－17－2 ☎（5694）6211
内──一盛病院 小松川3－10－1 ☎（3637）0050
眼──船堀眼科 船堀3－7－1 ☎（3877）3141
耳鼻─南耳鼻咽喉科医院 中葛西3－34－6 ☎（3688）0937

内
・
小
児
科

1月20日

区職員などを装った区職員などを装った  不  審  電  話不  審  電  話  にご注意を！にご注意を！

新小岩

江戸川
保健所

総合文化
センター
千葉街道

小岩→

小松
川境川

親水公園

江戸川区医師会館内
中央4-24-14
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古紙配合率 100％再生紙古紙配合率 100％再生紙
を使用しています。を使用しています。

　 4月 1日c以降
職種・勤務時間など　下表のとおり
　※いずれも勤務時間・募集人数・報酬・賃金は予定。
　※非常勤職員で週24時間・週30時間勤務の場合は、社会保険に
加入。
　履歴書（写真貼

ちょう

付）に希望の職名・職種・勤務時間・勤務地域を
記入し、1月 31日eまでに郵送（必着）または
持参、〒132－8501（住所不要）　保育課庶務係
（区役所 2階 8番）1（5662）0063
　 ※希望の職名・職種・勤務時間は複数記入で
きます。結果は 3月下旬までに通知します。

リズム運動初心者教室

介護保険事業計画の調査にご協力を

野鳥ゆったりウオッチング

　資金を区内の信用金庫から低利で借りられるようあっせんします。
融資対象　入学手続き時に学校へ納付する入学金など（渡航費・滞在費な
どを除く）　※海外留学は 6か月以上の留学に限ります。
融資額　私立高等学校などe10万～100万円／私立短期大学
・大学・専修学校専門課程、海外留学e10万～200万円
利率　年1 .8％（1 .5％を超える金額は、後日区が負担）
償還期間　融資を受けた翌月から６年以内
◎すでに支払った入学資金の融資はできません。
◎受け付けから融資決定まで２週間程度かかります。
◎申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。また「入学資金
融資あっせんのご案内」を区ホームページでも掲載しています。
　教育委員会庶務課庶務係（区役所４階６番）1（5662）1621

入学資金の融資あっせん

食の安全・安心フォーラム in 江戸川

千石正一先生の動物ものしり講座

区立保育園非常勤職員
・臨時職員募集

20
年
度

職名 職種 勤 務 時 間 募集人数 賃　　金

臨

時

職

員

保育

8時30分～17時15分の実働 8時間（月15日） 保育士証の交付
を受けた方（交
付見込みを含む）

30人程度

日給7,900円

上記時間内で 1日実働 5時間（週 5日） 日給4,940円

上記時間内で 1日実働 4時間（週 5日） 日給3,950円

保育
補助

8時30分～17時15分の実働 8時間（月15日）

若干名

日給6,960円

上記時間内で 1日実働 5時間（週 5日） 日給4,350円

上記時間内で 1日実働 4時間（週 5日） 日給3,480円

朝（ 7時30分～10時）･夕（16時～18時30
分）のうち実働 4～ 5時間または朝・夕
いずれか一方（週 5日）

30人程度
時給1,250円
（有資格者）

時給1,100円

給食
用務
補助

8時30分～17時15分の実働 8時間（月15日）
20人程度

日給7,320円

上記時間内で 1日実働 5時間（週 5日） 日給4,580円

上記時間内で 1日実働 4時間（週 5日） 若干名 日給3,660円

職名 職種 勤 務 時 間 募集人数 報　　酬

非
常
勤
職
員

保育
週24時間（保育園） 保育士証の交付

を受けた方（交
付見込みを含む）

30人程度

月額148,700円

週30時間（保育園・育成室） 月額185,900円

延長
保育

週24時間（月～土曜の15時45分
～19時45分） 月額152,900円

給食
調理

週24時間（週 3日勤務）
10人程度

月額135,200円

週12時間（月･金･土曜の週3日） 月額 67,600円

用務 週24時間（週 3日勤務） 10人程度 月額135,200円

　マンボやルンバなどのス
テップを取り入れたリズム
運動は熟年者に大人気Y友
達の輪を広げ、体も心もま
すます健康になりましょう。
　右表のとおり

　※申し込み多数の会場は
抽選（状況によりほかの
会場へ振り替えていただ
く場合があります）。
　区内在住の60歳以上の
方
※一度修了した方は申し
込みできません。
　往復ハガキに希望の
会場（第３希望まで）・
住所・氏名・生年月日・
電話を記入し、 1月24日
eまでに郵送（消印有
効）、〒132－8501（住所
不要）　すこやか熟年課
生きがい係1（5662）0039

※受講会場決
定通知は、２
月20日d頃

ごろ

に
発送します。

会　　　　　場 日時（4月～21年3月）定 員

スポーツセンター

４月 7日から毎週
月曜10時～12時

96

二之江コミュニティ会館 72

篠崎コミュニティ会館 96

小松川さくらホール ４月 7日から毎週
月曜13時～15時 60

南葛西会館 ４月 8日から毎週
火曜10時～12時 60

スポーツランド ４月 8日から毎週
火曜13時～15時 48

西小岩コミュニティ会館 ４月 9日から毎週
水曜13時～15時 96

総合体育館
４月10日から毎週
木曜10時～12時

60

東部フレンドホール 48

南小岩コミュニティ会館 ４月10日から毎週
木曜13時～15時 84

小松川区民館 ４月11日から毎週
金曜10時～12時 60

清新町コミュニティ会館 ４月11日から毎週
金曜13時～15時 72

勤労福祉会館
４月 5日から毎週
土曜10時～12時

60

コミュニティプラザ一之江 96

松江区民プラザ ４月 6日から毎週
日曜10時～12時

男40
女40

　介護保険事業は、計画的な運営を行うため、 3年ごとに事業計
画を策定しています。今回、21年度からの計画を策定するため、
介護保険制度と熟年者福祉施策の利用状況などの基礎調査を実施
します。下記の対象の中から、無作為に選んだ5,900人の方に調査
票を郵送しますので、ご協力をお願いします。
調査時期　 1月中旬
調査対象　①介護保険サービスを受けている
65歳以上の方／②介護保険サービスを受け
ていない55歳以上の方
　福祉推進課計画係1（5662）1275

　食の安全・安心について、消費者のみなさんと意見交換会を開催し、お
互いの理解を深めます。
　 2月 1日f14時～16時
　小岩アーバンプラザ
　区内在住または在勤の方30人（抽選）
　江戸川区食品衛生推進員　ほか
 　 1月22日cまでに電話またはファクシミリで、
食品調整係1（3658）3177・FAX（3671）5798

　テレビなどでおなじみの動物学者の千
せんごく

石先生が「人と動物
の関

かか

わり合いの歴史」についてお話しします。直接会場へ。
　 1月20日a13時から
　北葛西コミュニティ会館
　行船公園サービスセンター1（3680）0777

　 1月19日g10時～13時（雨天中止）
　葛西臨海公園鳥類園
　小学生以上の方30人（申込順）　※小学生は保護者同伴。
　200円（保険代など）　
　参加者全員の住所・氏名・電話を記入し、
ファクシミリまたは電子メールで、葛西東渚・
鳥類園友の会・飯田FAX（3680）2346・電子
メール＝kasai.bird@gmail.com
　えどがわエコセンター1（5659）1651

めざそう
ごみダイエット20%

一人ひとりがごみの減量に心掛けましょう
　ごみ減量係1（5662）1689

調査員が調査票をお届けします。従業者4人以上
の事業所が対象です。 統計係1（5662）6169

えどがわ
  自然学校

♪♬

※受講修了後は、地元のくすのきクラブ（老人会）で継続できます。

工業統計調査にご協力を工業統計調査にご協力を！工業統計調査にご協力を工業統計調査にご協力を！！

私立高校・大学など
／海外留学
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