
立石地区

伊部 正人 青戸1丁目

加納 秀一 立石1丁目

髙野 佳子 立石1丁目

落合 壽隆 立石2丁目

西原 悠紀 立石3丁目

伊藤 実 立石3丁目

小澤 敏行 立石3丁目

佐藤 政代 立石3丁目

田上眞喜子 立石3丁目

仲村 純子 立石4丁目

渡邉 営子 立石4丁目

伊藤みどり 立石6丁目

小林 正和 立石6丁目

元山 納子 立石7丁目

大久保專助 立石8丁目

瀧澤 照子 立石8丁目

東立石地区

風間 勇 東立石2丁目

塩谷 幸枝 東立石4丁目

成松 一代 東立石4丁目

清原 雄一 東立石4丁目

柴田 佳宏 東四つ木2丁目

東四つ木地区

河合 幸子 東四つ木3丁目

髙橋 明 東四つ木3丁目

増田 勝男 東四つ木3丁目

青井万里子 東四つ木3丁目

佐藤 正德 東四つ木4丁目

清水 敬治 東四つ木4丁目

澤 賢一 東四つ木4丁目

増山美貴子 東四つ木4丁目

四つ木地区

前野司佐江 宝町1丁目

藤井 桂子 宝町2丁目

傳田加津子 宝町2丁目

五十嵐美鈴 宝町2丁目

南條 誠𠮷 四つ木1丁目

金子 芳男 四つ木1丁目

酒井なほみ 四つ木2丁目

後藤 俊 四つ木2丁目

清水トミ子 四つ木5丁目

堀切地区

細矢 淑子 宝町2丁目

山口 一信 堀切1丁目

田 和子 堀切2丁目

大沼美奈子 堀切2丁目

小髙 幸惠 堀切2丁目

殿岡 和子 堀切3丁目

黒川 幹雄 堀切4丁目

榎本たま子 堀切4丁目

南綾瀬地区

大塚 昇 小菅1丁目

星野 猛 小菅3丁目

大庫 冨江 小菅3丁目

岩井 清美 西亀有2丁目

篠原伊十二 西亀有2丁目

内山 忠雄 堀切5丁目

大串美栄子 堀切6丁目

神宮 男 堀切7丁目

松本すみ子 堀切8丁目

お花茶屋地区

星合 敏子 お花茶屋1丁目

津島 洋子 お花茶屋2丁目

石毛 俊子 お花茶屋3丁目

森 薫 お花茶屋3丁目

平山 邦夫 お花茶屋3丁目

神野美奈子 白鳥2丁目

平野 勝好 白鳥2丁目

関根昭二郎 白鳥2丁目

五十嵐愛子 白鳥3丁目

河野 良司 東堀切1丁目

大森 江 東堀切1丁目

金生谷貞雄 東堀切2丁目

亀有地区

岩間 勇 亀有1丁目

花谷 恵 亀有2丁目

甲嶋多賀子 亀有2丁目

齋藤 宣夫 亀有2丁目

緒方 俊夫 亀有5丁目

佐々木康雄 亀有5丁目

筒井 敏子 亀有5丁目

丸山ひさみ 亀有5丁目

小松芙美子 西亀有3丁目

青戸地区

中村美佐子 青戸2丁目

大久保榮子 青戸3丁目

後藤 義子 青戸4丁目

上原 鈴枝 青戸5丁目

山田 久代 青戸6丁目

大山 三郎 青戸7丁目

阿部 和夫 青戸8丁目

篠 正明 白鳥4丁目

新小岩北地区

村田 等 西新小岩3丁目

北畠 雅美 西新小岩3丁目

山ハルミ 西新小岩4丁目

岩﨑 守男 西新小岩5丁目

平井 通友 東新小岩1丁目

佐 祐治 東新小岩5丁目

佐藤 宗雄 東新小岩5丁目

倉持 文子 東新小岩7丁目

赤羽根ユキ子 東新小岩7丁目

河角 健二 東新小岩7丁目

小黒 軍治 東新小岩8丁目

生方 博明 東新小岩8丁目

新小岩地区

鳴尾 英雄 新小岩1丁目

瀬尾 誠 新小岩1丁目

高田 優子 新小岩2丁目

笹川知 子 新小岩3丁目

都丸 幸子 新小岩4丁目

森川ヨシ子 西新小岩1丁目

鈴木喜代美 西新小岩1丁目

四戸 一世 西新小岩2丁目

奥戸地区

山下 克己 奥戸1丁目

宮越 孝 奥戸2丁目

鈴江 明 奥戸3丁目

三浦 敏夫 奥戸6丁目

岡崎 俊子 奥戸8丁目

高砂地区

蒔田 實 鎌倉1丁目

池森 實 鎌倉1丁目

濱口 和夫 鎌倉2丁目

奥嶋 真弓 鎌倉4丁目

文倉 昇 高砂1丁目

石川 正隆 高砂1丁目

關根 榮一 高砂2丁目

加藤 功 高砂4丁目

渡邉ひとみ 高砂5丁目

隨原 正美 高砂5丁目

月村 リカ 細田1丁目

岩堀 茶子 細田3丁目

根岸 夫 細田4丁目

白井 榮子 細田5丁目

柴又地区

菅原 忠夫 柴又1丁目

佐々木重子 柴又2丁目

山﨑登志枝 柴又2丁目

服部 主宣 柴又4丁目

戸室 トシ 柴又7丁目

富田美和子 柴又7丁目

染谷 芳江 高砂7丁目

大里 純弘 高砂8丁目

木村 晴子 高砂8丁目

島 伊津子 高砂8丁目

新宿地区

益田 正和 新宿2丁目

青木 忠男 新宿2丁目

鈴木 勝司 新宿4丁目

佐藤 守令 新宿5丁目

金町地区

髙田 隆義 金町2丁目

笛木 雅永 金町2丁目

柴田 定雄 金町2丁目

石田 晶子 金町3丁目

宇田川泰弘 金町3丁目

佐藤 精武 金町3丁目

立澤 一晃 金町4丁目

武藤 正博 金町6丁目

髙橋 久郎 新宿6丁目

髙橋 勉 東金町1丁目

髙橋 利之 東金町2丁目

橋本 義武 東金町3丁目

長谷 文子 東金町4丁目

谷口 敏子 東金町6丁目

東金町地区

山田 卓夫 東金町4丁目

小林 和博 東金町4丁目

髙子 富男 東金町5丁目

竹内 留実 東金町6丁目

赤川 芳晴 東金町6丁目

砂金 宏右 東金町7丁目

本間 健二 東金町7丁目

水元地区

西坂 耕一 東水元1丁目

横山 修一 東水元2丁目

小倉さち子 東水元3丁目

矢作 善道 東水元4丁目

國井 正弘 東水元5丁目

須永 弘 水元5丁目

小林 淳二 南水元3丁目

大熊 晃 南水元3丁目

清野 一郎 南水元3丁目

猫矢絵実子 南水元4丁目

木 豊治 南水元4丁目

西水元地区

五十嵐香奈子 西水元1丁目

山脇 幸夫 西水元2丁目

井口 敏夫 西水元3丁目

樺澤 澄枝 西水元3丁目

橋本喜重子 水元2丁目

大野 雅申 水元2丁目

鈴木 早苗 南水元1丁目

古舘 和明 南水元2丁目

身近な話題についての話し合いを通じて、政治や選挙

への関心を地域で深めていく活動をしている177人の

ボランティアです（敬称略）。

【担当課】 選挙管理委員会事務局 !5654‐8493～6

詳しくはお問い合わせください。

申し込み・担当課

保育課
!5654‐8267

〒125‐0062
青戸4‐15‐14
健康プラザかつし
か内
地域保健課
!3602‐1231

選考日・
選考方法

5月15日㈫
に書類選考
・面接。

書類選考の
上、6月18
日㈪または
19日㈫に面
接。

申込方法

5月14日㈪午後3
時までに電話で
申し込みの上、
市販の履歴書と
82円切手を面接
時に持参。

市販の履歴書と
資格を証する書
類の写しを、6月
5日㈫（必着）まで
に持参か郵送。

報酬など

月額173，200円
交通費・有給休
暇あり。
健康保険・厚生
年金・雇用保険
加入。

時給1，060円
交通費・有給休
暇あり。週20時
間以上勤務の場
合は健康保険・
厚生年金・雇用
保険加入。

時給1，010円
交通費あり。
週20時間以上勤
務の場合は雇用
保険加入。

月額210，700円
交通費、有給休
暇あり。
健康保険・厚生
年金・雇用保険
加入。

勤務日時

月～金曜日
午前7時15分～午後3時ま
たは正午～午後8時30分
の間で6時間（勤務時間
は採用園による）

月～土曜日のうち週3～5
日
午前7時15分～午後8時30
分の間で週29時間以内
（勤務曜日・時間は採用
園による）

月～金曜日のうち週3～5
日・週28時間以内

▽月曜日
午前8時30分～午後5時
15分

▽火～金曜日
午前9時～午後3時
（勤務曜日・時間は採用
園による）

原則、月～金曜日のうち
週4日
午前8時30分～午後5時

勤務期間

6月1日～
平成31年
3月31日
（更新可）

7月1日～
平成31年
3月31日
まで

対象

保育士の資格を有する方

資格不問

次のいずれかに該当する方△

厚生労働大臣の登録を受
けた食品衛生監視員の養
成施設において、所定の
課程を修了した方△

医師、歯科医師、薬剤師、
獣医師のいずれかの免許
を有する方△

大学で医学、歯学、薬学、
獣医学、畜産学、水産学、
農芸化学のいずれかの課
程を修め、卒業した方

募集人数

5人程度

15人程度

若干名

1人

職種・勤務内容

区立保育園
短時間保育士

乳幼児の保育業務

区立保育園
保育補助

朝と夕方、1日2回の
勤務

【臨時職員】
調理補助

保育園での給食調理

補助業務

食品衛生監視員

営業施設などの申請
受け付け、営業施設
などへの許認可業務
および立入検査業務
など

毎月10日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です。テレビやゲーム、インターネットを休み、家族で会話や触れ合いの時間をつくりましょう。

【担当課】 地域教育課 !5654‐8589

明るい選挙推進委員を紹介します

人人 材材 募募 集集

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは
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