広報

お知らせ

※詳しくは各区民事務所等で配布
する利用案内をご覧ください。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

▽施設名（所在地） ①徳雲会館
（東上野４ １ ４ 徳雲院内）
②千松閣（清川１ １ ２ 本
性寺内）
降に発表する採用試験・選考案
内をご覧ください。
▽問合せ 特別区人事委員会事務

※募集する試験区分・採用予定数・
受験資格等、詳しくは告示日以

ご協力をお願いします。
▽期間 ３月 日㈪・ 日㈯終日
※点検状況により、３月 日㈰も
停止の場合あり

印鑑登録証明書）のコンビニ交付
サービスが停止します。ご理解・

局任用課採用係
☎（５２１０）９７８７

▽問合せ 戸籍住民サービス課
☎（５２４６）１１６４

新しい保育施設が開設し
ます

▽開設日 ４月１日㈪（予定）

1～2歳 ・ 10人

▽利用料金（本人負担額） ①
万円 ②８万円
▽利用できる方 死亡日に区内に

民生委員・児童委員が変
わりました

東京空襲犠牲者名簿を作
成しています

0～5歳 ・ 56人

－

住所を有していた方の葬儀を行
う方か、区内に住所を有する喪
主
※詳しくは左記へ

都では、東京空襲で犠牲となっ
た方々を追悼し平和を願うため、

0～5歳 ・ 60人

－

▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

東京空襲犠牲者名簿を作成してい
ます。
名簿への登載は、遺族・関係者
等の申し出に基づいて行います。
今までに申し出をしておらず、
名簿への登載をご希望の方は左記
へご連絡ください。
▽問合せ 東京都生活文化局文化
振興部文化事業課
☎（５３８８）３１４１
台東区福祉課
☎（５２４６）１１７２

５月の区民館多目的ホー
ル・集会室等の利用抽選
申込日について
▽日程 ５月７日㈫
※時間の変更はありません。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

子育て・教育

0～5歳 ・ 60人
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※詳しくは、区ホームページをご
覧になるか左記へ

▽問合せ 児童保育課
☎（５２４６）１３０９

防犯ブザーを貸与してい
ます

小学校入学時の４月に、乳幼児
区内在住（学）の小中学生に防
医療証
（有効期間３月 日㈰まで） 犯ブザーを貸与しています。
から子ども医療証（ 医療証）に
左記に該当し希望する方は、必
切り替わります。 医療証は３月 要な物を下記問合せ先へお持ちく
末に送付します。
ださい。
▽問合せ 子育て・若者支援課
▽対象・必要な物
☎ ５
・区内の私立中学校に在学の方
( ２４６ １
) ２３２

小学校に入学する子ども
の医療証が切り替わりま
す

雷門2－1－10
若山ビル1階

24

－

年度特別区職員採用試
験・選考日程
▽試験日程等

▽新任委員（担当区域）
・大導寺和江氏（谷中７ １～
）
・河合清美氏（竜泉３ １～６、
～ ）
▽退任委員
・青柳弘芳氏（竜泉３ １～６、
～ ）
▽問合せ 福祉課
☎（５２４６）１１７２

男女平等推進プラザ「は
ばたき 」地域のチカラ
講座講師募集
▽募集企画 台東区の男女平等参
画に関する講座（講座回数は１
回２時間、内容により連続２回
まで可）
▽対象 区内在住の方
▽募集件数 １人１件まで
▽謝礼 ５千円～７千 円
▽選考方法 書類選考、プレゼン
テーション
▽申込方法 申込用紙を左記問合
せ先へ提出
▽申込用紙配布場所 区役所９階
⑥番人権・男女共同参画課、生
涯学習センター４階男女平等推
進プラザほか（区ホームページ
からダウンロード可）
▽申込締切日 ４月 日㈯
▽問合せ 男女平等推進プラザ
☎（５２４６）５８１６

コンビニでの証明書交付
サービスが停止します

根岸3－1－10
アルス鶯谷1階

お 彼 岸 期 間 中 の 土 曜 日・
休 日 は「 東 西 め ぐ り ん 」
う
が迂回運行します
ダイヤ乱れを
緩 和 す る た め、

示をご覧になるか左記へ
▽日程 ３月 日㈷・ 日㈯・
日㈰
▽問合せ 交通対策課
☎（５２４６）１３６１

区では斎場を借上げてい
ます
区民斎場は葬儀 通(夜・告別式）

－

指定保養施設のゴールデ
ンウィークのご利用につ
いて
区が保養所に指定した３か所の
民間施設では、それぞれ左記の日

専用の施設です。

35

一部区間の迂回
を行います。
※詳しいルート・ダイヤは区ホー
ムページまたはバス停留所の掲

程で利用できます。
・かんぽの宿 伊豆高原 ５月６
日㉁
☎０５５７（５１）４４００
・鬼怒川観光ホテル ４月 日㈯
～ 日㈷、５月６日㉁
☎０２８８（７７）１１０１
・ホテル・サンミ倶楽部 ４月
日㈯～５月６日㉁
☎０５５７（８１）８０００
※ホテル利用の際には利用券が必
要。ゴールデンウィークに利用
希望の方は、予約後、早めに申
請してください。
35

機器点検のため、マイナンバー
カードを用いた証明書（住民票・

在学が確認できる物（在学証明

等）
・区内在住で区外の小中学校に在
学の方 区内住所と在学の方の年

齢が確認できる物（健康保険証
等）
※区立小中学校に在学の方には、

学校を通じて貸与しています。
▽問合せ 総務課（区役所４階⑧

番）
☎（５２４６）１０８２

新生児聴覚検査受診票を
交付します

４月１日から、妊娠届出時に新
生児聴覚検査受診票を交付します。
すでに妊娠の届出をされた方には、
４月以降に郵送します。
※出産予定日が近い妊婦の方は、
左記問合せ先にご連絡ください。
▽対象 区内在住で４月１日以降
に生まれる新生児
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
☎（３８４７）９４４７
（３８４７）９４６７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
（３８４４）８１７８

業務内容 高齢者施設の入居者および利用者の介護 対象 59
歳以下の方 採用日 毎月1日 勤務形態 シフト勤務（夜勤あり）
で常勤は4週8休、非常勤は4週12休 選考方法 履歴書を提出
後、面接 申込方法 履歴書・介護に関する資格証明書のコピー
を下記問合せ先へ郵送※詳しくは、事業団ホームページをご
覧になるか、下記へお問合せください。 問合せ 〒110−0011
台東区三ノ輪1−27−11 台東区社会福祉事業団
☎（5603）2228

FAX

FAX

介護職員募集

特定非営利活動
㈱さくらさくみら ㈱ 千 趣 会チャイ ㈱チャイルドビ
㈱ユニマットマ
法人サンキッズ
い
ルドケア
ジョン
ミー＆キッズ
ジャパン

㈱クオリス

運営主体

26

21

26

20

－

Ⅰ類採用試験
Ⅰ類採用試験
経験者
障害者を対象とする
Ⅲ類採用試験
（一般方式）
（土木・建築新方式）
採用試験・選考
採用選考
告示
3月１9日㈫
6月20日㈭
郵送申込受付
3月19日㈫～4月2日㈫
6月20日㈭～7月23日㈫
インターネット申込受付
3月19日㈫～4月4日㈭
6月20日㈭～7月25日㈭
1次試験・選考
5月5日㈷
9月8日㈰
9月1日㈰
9月8日㈰
1次合格発表
6月28日㈮
10月18日㈮
10月9日㈬
10月28日㈪・ 10月27日㈰・11 10月30日㈬～11月
2次試験・選考
7月9日㈫～22日㈪
29日㈫
月2日㈯～4日㉁ 1日㈮
7月29日㈪（技術系）
最終合格発表
7月29日㈪
11月15日㈮
8月5日㈪（技術系以外）
※技術系…土木造園（土木）・ 土木造園（造園）・ 建築 ・ 機械 ・ 電気

0～2歳 ・ 19人

寿3－15－12

対象・定員 0～5歳 ・ 60人
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台東4－17－2
偕楽ビル
（台東）1階

入谷2－12－2

柳橋2－5－3

所在地

クオリスキッズ さ く ら さ く み えがおの森保育 こ ど も ヶ 丘 保 みつな保育園
シンシア保育園
浅草橋保育園
らい 入谷
園・あさくさ
育園根岸園
（小規模保育事 （小規模保育事
（認可保育所） （認可保育所） （認可保育所） （認可保育所） 業所）
業所）

施設名

27

23

31

31

項目

－

－

500

20

27

江戸下町伝統工芸館は、伝統工芸の
魅力を多くの方に分かりやすく発信す
るため、
「江戸たいとう伝統工芸館」
として設備を更新し、展示内容を充
実させ、リニューアルオープンします。
------------ 施設案内 -----------開館時間 午前10時～午後6時
休館日 毎月第2・4火曜日（祝日の場
合は翌日、都合により開
館日・時間の変更あり）

21

21

●オリジナルトート
バッグプレゼント
来館の方に先着で
プレゼントします。
※数に限りがありま
す。
●リニューアル記念イベント 日時 3月29日㈮
～31日㈰午前11時～午後4時 内容 伝統工
芸製作体験 田中耕太朗（江戸簾）、伝統
工芸製作実演 藤井直行（袋物）※製作体
験は先着順、材料がなくなり次第終了（無
料） 問合せ 産業振興課☎（５２４６）1131

30

江戸たいとう伝統工芸館
リニューアルオープン
3月28日
午後1時

23

第 1224 号
（3） 平成31（2019）年 3月5日

【家庭の省エネヒント】電化製品の待機時消費電力は、家庭で使う電力量の5.1%を占めています。主電源をオフにする、コンセントからプラグを抜く、スイッ
チ付きタップを使うなどの工夫をして待機時消費電力を減らしましょう。（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246－1281〉

