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令和４年（2022年）9月21日（水曜日） No.１５１４区のおしらせ 9 月 2 1 日号

　令和５年度の区立幼稚園３・４・
５歳児の募集を行います。
申し込み資格
　区内在住で、集団生活が可能な
３・４・５歳児（別表１のとおり）
◎	区立幼稚園は通園区域（小学校の
通学区域と同じ）があり、お住ま
いの住所地により、申し込みでき
る幼稚園が指定されています。
区立幼稚園一覧および募集人数など
　別表２のとおり
願書の交付および受け付け
　10月25日（火）～31日（月）
　午後２時30分～４時
◎各幼稚園で行います。
◎先着順ではありません。
面接および健康診断
　11月下旬～12月中旬に各幼稚園で
実施します。
抽　選
　申し込み人数が募集人数を超えた
場合は抽選を行います。抽選の結果、
当選しなかった幼児は、定員に空きの
ある最寄りの幼稚園をご案内します。
その他
・	通園区域の幼稚園と併せて京橋こ
ども園（短時間・幼稚園部分）、晴
海こども園（短時間・幼稚園部分）
への申し込みを希望される場合は、
各こども園の入園受付場所で同時
に申し込むことができます。
・	お住まいの地域に指定された幼稚

　認定こども園は、小学校就学前の
子どもの教育と保育を一体的に提供
するとともに、子育て支援事業を行
う施設で、幼稚園機能と保育所機能
の両方の役割を果たします。
　３・４・５歳児については、幼稚
園の利用児と保育園の利用児が同じ
居室で一緒に教育・保育を受けます。
　区立認定こども園各園の詳細は別
表３のとおりです。
申し込み資格
　区内在住で、集団保育が可能な
３・４・５歳児
対象年齢・募集人数
　別表４のとおり
申込書の配布・受付期間
　10月25日（火）～31日（月）
　午前８時30分～午後５時
◎	受付期間内に申し込みされない場
合は、抽選の対象になりません。
配布・受付場所
・区役所６階保育課保育入園係
・	区立認定こども園（京橋こども園・
晴海こども園）
◎	郵送で申し込む場合は、保育課保
育入園係宛てに10月31日（必着）で
申込書をご提出ください。
◎	希望園は京橋こども園、晴海こど
も園のどちらか一つをお選びくだ
さい。
抽　選
　申し込み人数が募集人数を超えた
場合は抽選により内定者を決定しま
す。希望園に兄弟姉妹が在籍してい

る場合は優先取り扱いとし、先に抽
選を行います。
入園の内定
　11月下旬に内定者を決定します。
内定しなかった場合は補欠となり、
内定辞退などで定員に空きが出た際
に、抽選時に決まった補欠順位に従
ってご案内します。
　なお入園の決定は、内定したこど
も園での面接・健康診断を行った後
となります。
その他
・	令和４年１月１日時点で中央区に
住民登録がない方などについては、
別途書類の提出を依頼する場合が
あります。

・	区立認定こども園の申し込みに併
せて、通園区域の区立幼稚園を同
時に申し込むことができます。

・	私立認定こども園（勝どきこども
園・阪本こども園・昭和こども園）
については、直接各園にお申し込
みください。

逢保育課保育入園係
　☎（３５４６）９５８７
・勝どきこども園の入園について
　小学館アカデミー勝どきこども園
　☎（５５４７）８５５０
・阪本こども園の入園について
　阪本こども園
　☎（６６６１）１１７６
・昭和こども園の入園について
　昭和こども園開設準備室
　☎（５３４１）４６６１

内　容
　公共施設予約システムで区立運動
場・テニス場の抽選・予約の申し込
みを受け付けています。
施設名など
　別表５のとおり
対　象
　「体育施設団体利用登録」をしてい
る団体
公共施設予約システム
利用できる機器

　対象となる方には、随時ご案
内を送付しています。申請を希
望する方は期限が迫っています
ので、ご注意ください。
申請期限
　９月30日（消印有効）
◎	詳しくは区のホームページを
ご覧ください。

逢�中央区生活困窮者自立支援金
コールセンター

　☎（６２８１）５０７３
　（平日午前９時～午後５時）

別表２

幼稚園名 募集人数
３歳児 ４歳児 ５歳児

泰明 － 30人
中央 30人

現在の在園児数によ
り異なりますので、
学務課学事係へお問
い合わせください。

明石 40人
京橋朝海 20人
明正

各40人日本橋
有馬
久松 50人
月島 各40人月島第一
月島第二

各60人晴海
豊海

◎昭和幼稚園、常盤幼稚園は休園中です。

別表1
クラス 生年月日
3歳児 平成31年4月2日～令和2年4月1日
4歳児 平成30年4月2日～平成31年4月1日
5歳児 平成29年4月2日～平成30年4月1日

別表3
名　称 京橋こども園 晴海こども園
所在地 京橋2－17－7 晴海2－4－31
電話番号 ☎（3564）5531 ☎（3534）3551
運営事業者 ㈱小学館集英社プロダクション ライクキッズ㈱
種　別 区立保育所型認定こども園

保育日 月～金曜日（祝日・休日、年末年始を除く）
◎長期休業日（夏季、冬季、春季）の設定はありません。

保育時間 　・通常の保育　午前9時～午後2時
　・時間外保育　（朝）午前7時30分～9時　　（夕）午後2時～5時

別表4

クラス 生年月日
京橋こども園 晴海こども園
定　員 募集人数 定　員 募集人数

3歳児 平成31年4月2日～令和2年4月1日
各3人

3人
各10人

10人
4歳児 平成30年4月2日～平成31年4月1日

（※） （※）
5歳児 平成29年4月2日～平成30年4月1日

（※）下のクラスから進級する人数を定員から除いた人数になります。
◎4・5歳児については、下のクラスからの進級で、定員に空きがない場合があります。
　その場合は抽選で順番を決め、空き次第順次ご案内します。

別表5
施設名 所在地 問い合わせ先 面　数 種　目 使用料

月島運動場 晴海1－3－29	
（新月島公園内）

月島運動場管理事務所	
☎（3531）1869 3面 軟式野球、ソフトボ

ール 1面　2時間
昼間　2,000円
夜間　8,000円　浜町運動場 日本橋浜町2－59－1	

（浜町公園内）
総合スポーツセンター	
☎（3666）1501 1面 軟式野球、ソフトボ

ール、サッカーなど

豊海テニス場 豊海町3－19
（豊海運動公園内） ☎（3536）4017 4面

テニス

1面　2時間
昼間　700円
夜間
・4～9月（午後5時～7時）	 1,050円
・10月（午後5時～7時）	 1,400円
・4～10月（午後7時～9時）	 1,400円
・11～1月（午後4時～6時）	 1,400円
・2～3月（午後4時～6時）	 1,050円
・11～3月（午後6時～8時）	 1,400円

柏学園	
テニスコート 千葉県柏市柏1236－1 ☎04（7167）2270 2面 ・4～9月　　1面　5時間	 1,750円

・10～3月　	1面　4時間	 1,400円

江戸川河川敷	
グラウンド

・利用グラウンド	
　野球場（30番・31番）	
　サッカー場（S1）	
　埼玉県三郷市岩野木地先	
・クラブハウス	
　埼玉県三郷市新和4－527

（一財）サンケイ	
スポーツセンター	
☎048（952）3321

3面 軟式野球、ソフトボ
ール、サッカーなど 1面　2時間　2,000円

◎	柏学園テニスコートおよび江戸川河川敷グラウンドは土・日曜日、休日のみの利用となります。夜間利用はありません。
◎雨天などの利用状況確認については、各施設にお問い合わせください。
◎区内小中学校の校庭でテニスができます。詳しくは、スポーツ課体育施設係にお問い合わせください。

園がない場合、または指定された
幼稚園が休園中の場合は、最寄り
の幼稚園に申し込むことができま
すので、区役所６階学務課学事係
でお申し込みください。
・	指定された通園区域以外の幼稚園
を希望する方は、一定の条件の下
で認められる場合がありますので、
学務課学事係にご相談ください。
・	久松幼稚園は令和６年度に常盤小
学校内に移転します。詳しくは区
のホームページをご確認ください。
預かり保育の募集について
　明石幼稚園、有馬幼稚園、月島第
一幼稚園で行っている預かり保育の
募集については、12月ごろに別途ご
案内します。
逢学務課学事係
　☎（３５４６）５５１４
・久松幼稚園の移転について
　学務課調整担当
　☎（６２７８）８１６３

・	インターネットが利用できるパソ
コン・携帯電話など
・区役所に設置してある利用者端末
逢スポーツ課体育施設係
　☎（３５４６）５５２９
茜公共施設予約システム
・パソコン用アドレス
　	https://www.11489.jp/Chuo/
annai/
・携帯電話用アドレス
　	https://www.11489.jp/chuo/
mobile/

新型コロナウイルス
感染症生活困窮者

自立支援金の申請期限
が延長されました

区立幼稚園園児募集令和５年度

運動場・テニス場の利用案内

令和５年度 区立認定こども園園児募集
（短時間・幼稚園部分）


