広報

お店の店主やスタッフが講師と
なり、そのお店ならではの専門的

な知識やコツなどを教えてくれる
ワークショップ型のゼミです。
開催店舗等、詳しくはパンフレ

※材料費が必要な場合あり

▽申込方法 パンフレットをご覧
になり、各開催店舗へ電話で申
込み

▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）
☎（５２４６）１１４２

●保育士 業務内容 乳幼児の保育等 勤務形態 土曜日を含む月17日・
1日8時間（休憩1時間含む）※早番・遅番等あり
給与（月額）205,800円※別途交通費支給（上限月額2万円）
、社会保
、
険加入 申込方法 履歴書（写真貼付・備考欄に「保育士」と記入）
作文（題名「乳幼児の『遊び』の意義」800字程度）
、
資格証明書（見
込みの方は見込み証明）の写しを「非常勤職員希望」と書いた封筒
で下記問合せ先へ郵送か持参
●①土曜勤務保育士 ②短時間保育士 業務内容 ①乳幼児の保育等
②延長保育の保育等 勤務形態 ①毎週土曜日・1日8時間（休憩1時間
含む）※早番・遅番等あり ②土曜日を含む月20日・1日2時間（午前
7時30分～10時30分か午後4時15分～7時30分の間の2時間）
給与 ①日額12,100円 ②月額69,160円※別途交通費支給（上限月額2
、
万円） 申込方法 履歴書（写真貼付・備考欄に希望の職種を記入）
作文（題名「保育園における事故予防と安全管理」
）400字程度）
、
資格証明書（見込みの方は見込み証明）の写しを「非常勤職員希望」
と書いた封筒で下記問合せ先へ郵送か持参
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
対象 保育士資格をお持ちの方（31年3月31日までに取得または登録
見込みの方を含む） 雇用期間 31年4月1日～32年3月31日 勤務地 区
立保育園 募集人数 若干名 選考方法 書類選考の上、面接
申込締切日 2月13日㈬（必着） 問合せ 〒110－8615 台東区役所児
童保育課保育運営係（区役所6階⑧番）☎（5246）1233

ット（下記問合せ先で配布、区ホ
ームページからダウンロード可）
をご覧ください。
▽期間 ２月１日㈮～ 日㈭
▽場所 おかず横丁（鳥越本通り

商盛会）
・佐竹商店街振興組合・
末広会商店街エリアの各参加店
舗
▽費用 無料

区立保育園非常勤職員募集
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▽対象 区内在住の多胎児と保護
者、多胎児を妊娠している方と
そのパートナー

▽定員
組（先着順）
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

健康

・

15

で、就寝前に換気する
・室内環境診断を実施します
保健所では、住まいの室内環境
診断を実施し、快適な居住環境作
りのアドバイスをしています。
▽調査内容 室内の空気環境測定、
水道水の残留塩素濃度測定、ダ
ニアレルゲン調査等
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課
☎（３８４７）９４５５

11

喘息児水泳教室

10

子育て・教育

26

子育て心理相談（予約制）

30

16

26

20

11

結露を防止しましょう
～快適な居住環境をめざ
して～

精神保 健 福祉業 務
（デイケア・認定調査等）
対象 保健師資格をお持ちの
方 雇用期間 31年4月1日 ～
32年3月31日 勤務形態 月
16日・午前8時30分～午後5
時15分、 月20日・ 午 前9時
～午後4時
給与（月額）237,900円（ 交 通
費別途支給） 選考方法 書類
選考、面接、健康診断
申込方法 履歴書
（顔写真貼付）
・資格証明書の写しを下記
問合せ先へ※申込みの際は
必ず、区ホームページをご
覧になるか、下記へお問合
せください。
問合せ 〒110−0015
台東
区東上野4−22−8 台東保
健所保健予防課
☎（3847）9405

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「出産後、気分が落
ち込みがち」などの相談に、専門
カウンセラーが応じます。
▽日程・場所 ①２月 日㈬・浅
草保健相談センター ②２月
日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前まで

保健所非常勤保健師
募集

30

30

医師・看護師が付き添い、水泳
指導員が指導します。
▽日時（全 回・予定） ５ ６
月（前期）
、 ・ 月（後期）
の水曜日（５月１日、６月 日
を除く）

午後４時 分～６時 分
▽場所 清島温水プール

▽対象 区内在住の小中学生
人（抽選）
▽定員
▽申込方法 左記問合せ先で配布
する参加希望調査票に記入し郵
送か持参
▽申込締切日 ２月 日㈭（必着）
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４９２
28

30

30

冬は結露が発生しやすくなりま
す。原因は、室内の湿った空気が
壁や窓ガラスなどで冷やされて、

空気中の水分が水滴となる現象で
す。
放置すると建材や壁紙を傷めた

り、カビを発生させたりします。
・結露を防止するポイント
①調理中や炊飯時は、必ず換気
扇を回す ②入浴後は浴室の戸を

閉め、浴室の換気扇や窓を利用し
換気する ③洗濯物をなるべく室
内に干さない ④夜間は室温が下

がって結露が発生しやすくなるの

40

業務内容

の子供を育てている方
▽申込み・問合せ ①浅草保健相
談センター

☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

10

ふたごちゃん、み つ ご ち
ゃん集まれ！～交 流 会 ～

▽日時 ２月２日㈯
午前 時～正午
▽場所 台東子ども家庭支援セン
ター

平成31（2019）年 1月20日

妊婦さん向け交流会、育児相談
妊婦さん向け交流会（予約制）
「1～3か月児の育児相談」の中で、先輩パパ・ママや赤
ちゃんと、妊婦さんとの交流会があります。子育て等に
ついての情報交換をしてみませんか。
日時
2月16日㈯午後3時～3時30分
2月27日㈬午後3時～3時30分

場所
浅草保健相談センター
台東保健所

対象 区内在住の妊婦とそのパートナー 定員 10組程度
（先着順） 申込方法 電話で下記問合せ先へ

育児相談
内容 身体測定・保健師等の相談 持ち物 母子健康手帳
●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
2月16日㈯午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
2月27日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
2月5日㈫午前10時～11時
谷中区民館
生涯学習センター4階
2月7日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
2月8日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
2月13日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
2月15日㈮午前10時～11時
今戸児童館
2月21日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
2月20日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
2月26日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

問合せ

浅草保健相談センター☎（3844）8171
台東保健所保健サービス課☎（3847）9497

松が谷福祉会館非常勤職員募集
①言語聴覚士・作業療法士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
言語または作業機能訓練・指導（集団・個別）
・
相談 対象 心身共に健康で、各職種の資格をお持
ちの方（実務経験があることが望ましい）
勤務形態 月16日・午前8時30分～午後4時45分（休
憩1時間含む） 募集人数 各1人
給与（月額）269,236円
②臨床（発達）心理士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
心理相談・発達評価・指導（集団・個別） 対象 心
身共に健康で、各職種の資格をお持ちの方（実務
経験があることが望ましい） 勤務形態 月16日・午
前8時30分～午後4時45分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（月額）269,236円
③障害者生活介護（成人対象）
職務内容 心身障害者の日中活動支援・日常生活介
助（重度心身障害者の移乗介助を含む）
対象 心身共に健康で、大学・短期大学または専門
学校で教育・心理または福祉を専攻し卒業した方・

社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員・看護師
・准看護師・保育士・介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上・社会福祉主事の任用資
格をお持ちの方 勤務形態 月20日・午前9時40分
～午後3時40分※早番、遅番あり 募集人数 同性
介助のため男性1人 給与（月額）224,400円
④看護師（成人対象）
職務内容 心身障害者の健康管理・介助 対象 心身共
に健康で、看護師・准看護師の資格をお持ちの方
（実務経験があることが望ましい）
勤務形態 月20日・ 午 前9時40分 ～ 午 後3時40分
募集人数 1人
給与（月額）252,000円
⑤作業療法士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
作業機能訓練・相談・指導 対象 心身共に健康で
作業療法士の資格をお持ちの方（乳幼児の実務経
験があることが望ましい） 勤務形態 年96回・午前
9時15分～午後3時15分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（日額）20,000円（時給4,000円
×実働5時間）

⑥臨床（発達）心理士（幼児対象）
職務内容 心身の発達に遅れや心配のある子供への
心理相談・発達評価・指導 対象 心身共に健康で
臨床（発達）心理士の資格をお持ちの方（乳幼児
の実務経験があることが望ましい） 勤務形態 年48
回・午前9時15分～午後3時15分（休憩1時間含む）
募集人数 1人
給与（日額）20,000円（時給4,000円
×実働5時間）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
雇用期間 31年4月1日～32年3月31日（更新あり）
※別途交通費支給（上限あり） 申込方法 封書に希
望職種を朱書きし、履歴書（写真貼付）、返信用
封筒（長形3号・92円切手貼付）、志望動機（①
〜③の職種のみ）、資格証明書の写しを下記問合
せ先へ郵送か持参
※申込書類は返却しません
※書類選考合格者のみ面接選考実施
勤務地・問合せ 〒111－0036 台東区松が谷1－4
－12 松が谷福祉会館☎（3842）2671

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246−1031〉

