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令和５年（2023年）2月1日（水曜日） No.１５２７区のおしらせ 2 月 1 日号

利用登録児童の募集
　「プレディ」は小学校内に開設し、
保護者の就労状況に関係なく、放課
後や土曜日などに安全に安心して過
ごせる子どもの居場所です。
プレディ設置校
　別表１のとおり
対　象
　区立小学校の在籍児童または区内
に住所を有する小学校児童
利用できるプレディ
・�在籍する小学校（以下「在籍校」と
いう）にプレディがある児童は、
在籍校のプレディ
・�在籍校と、住所を有する通学区域
の小学校（以下「指定校」という）の
双方にプレディがある場合は、プ
レディの利用はいずれか一方
・�在籍校にプレディがなく、指定校
にプレディがある場合は指定校の
プレディ
・�在籍校と指定校の双方にプレディ
がない児童については、プレディ
設置校の中から１プレディを選択
開設時間
・月～金曜日
　�プレディ設置校の放課後～午後５
時（保護者の就労など特別な事情
があるときは、午後７時30分まで）

・�夏・冬・春休みなどの月～金曜日
午前８時30分～午後５時（保護者
の就労など特別な事情があるとき
は、午後７時30分まで）
・土曜日
　�午前８時30分～午後５時（保護者
の就労など特別な事情があるとき
は、午後６時まで）
◎�日曜日、祝日、年末年始はお休み
です。
◎�午後５時以降の延長利用について
は、保護者全員の勤務証明書など

の提出および午後５時以降に利用
する児童の保護者が運営するおや
つの会への入会が必要です。
◎�午後６時以降の延長利用について
は、利用料の負担およびお迎えが
必要になります。
活動内容
・フリータイム
　�自主的な遊び、スポーツ、読書、
自主学習支援など
・各種教室
　スポーツ教室、体験教室など
費　用
　無料
◎�傷害・賠償責任保険料600円と各
種教室の材料費などの実費は保護
者負担。
◎�午後６時以降の利用は、1回400円、
月の利用料が5,000円を超えた場
合は5,000円。

申込期間
　４月１日（土）からの利用を希望す
る方は２月１日(水) ～28日（火）（日
曜日、祝日を除く)
◎�始業式以降からの利用は随時受け
付けます。
申し込み方法
　利用するプレディに利用登録申込
書と保険料600円を添えて申し込む。
◎�申込書は区のホームページからダ
ウンロードすることもできます。
◎�令和４年度利用登録申し込み済み
の場合でも改めて登録が必要です。
◎�区立の学童クラブと重複して登録
することはできません。
◎定員はありません。
プレディサポーターの募集
対　象
　活動日時内で２時間程度の活動が
可能な方

活動日時
・月～金曜日
　午後３時～５時
・夏・冬・春休みの月～金曜日
　午前10時～午後５時
・土曜日
　午前10時～午後５時
役　割
　プレディサポーター（ボランティ
ア）として、学校内で放課後などに
プレディを利用する児童の安全確認
（一緒に遊んだり、教えたり、おし

ゃべりをしながら児童を見守る）
活動場所
　プレディ設置校（別表１のとおり）
申し込み方法
　希望するプレディに「サポーター
登録申込書」を提出する。
共　通
◎�詳しくは逢または各プレディにお
問い合わせください。

逢�教育委員会事務局庶務課プレディ
事業係

☎（３５４６）５６９０

　区立図書館で年１回実施してきま
した「図書のリサイクル」は今年度で
終了します。
　令和５年度からはより多くの方に
ご利用いただくため、各館に図書リ
サイクルコーナーを常設し、リサイ
クルを実施する方法に変更します。
開始時期
　令和５年４月
実施場所
　各図書館に設置するリサイクルコ

ーナー
◎�雑誌のリサイクルについては、従
来どおり毎月開催します。

◎�詳しくは、各図書館にお問い合わ
せください。

逢本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１
　日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

　区立小・中学校でサポートをする
方を別表２のとおり募集します。
◎�新型コロナウイルス感染症などに
より、活動がないものもあります。
申し込み方法
　区役所６階指導室や教育センター
４階で配布している所定の申込書に

必要事項を記入の上、逢へ郵送また
は直接持参して申し込む。
◎�申込書は、区のホームページから
ダウンロードすることもできます。
申込期限
　４月から活動を希望される方は、
２月９日（木）までに提出してください。

◎�申込書は、年間を通じて随時受け
付けます。
◎�詳しくは区のホームページをご覧
ください。　
逢・学習指導補助員について
　〒104－0044
　中央区明石町12－１

　指導室教育支援係
　☎（３５４５）９２０１
・その他について
　〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　指導室事業係
　☎（３５４６）６７５６

別表2
区　分 種　別 内　容 応募要件 謝礼など 活動期間

会計年度任用職員 学習指導補助員�
(介助員を含む）

1日6時間以内、小・中学校で、
①�学習指導補助員:児童・生徒の個別指導支援や学級運営の補
助を行う。

②�介助員:身体に障害がある児童・生徒の学校教育上の日常生
活の介助を行う。� ・教員を目指している方�

・教員免許を有する方�
・その他教育委員会の認める方

1時間1,335円�
（通勤手当あり）

4月～令和6年3月�
週4～5日程度

ボランティア

セカンドスクール
指導補助員

小学校4年生を対象に校外学習施設「柏学園」で実施する1泊2
日の自然体験などにおいて、教員の指導補助を行う。

1回（1泊2日）�
20,800円�

（交通費なし）

各学校ともおおむね�
6・9・11月�
1回1泊2日

理科支援員 1日5時間以内で、小学校5・6年生の理科授業での準備、後
片付け、教員の指導補助を行う。

1時間1,300円�
（交通費なし）

4月～令和6年3月�
週2～3日程度

学校図書館指導員 1日5時間以内で、学校図書館の環境整備・貸し出しおよび読
み聞かせなどの読書指導の補助を行う。

・�司書（補）資格または司書教諭免
許を有する方

・同等の知識・能力を持つ方
・その他教育委員会が認める方

水泳教室指導員 夏季休業中に小・中学校で行う水泳教室で、1日おおむね4～
5時間程度、児童・生徒の指導および安全確保を行う。 ・20歳以上で水泳指導に適する方 1日6,500円�

（交通費なし）
夏季休業期間のうち
小学校　15日以内
中学校　10日以内

スクール
ボランティア

1日2～3時間程度、国語�、算数、数学、英語などの基礎的な
学習の指導補助を行う。

・教員を目指している方�
・教員免許を有する方�
・その他教育委員会が認める方

1時間1,300円
（交通費なし）

4月～令和6年3月�
不定期

◎活動期間については各学校で異なります。

名　称 所在地・電話番号
プレディ中央�

（中央小学校内）
湊1－4－1�

☎（3551）0522
プレディ明石�

（明石小学校内）
明石町1－15�
☎（3544）2860

プレディ京築�
（京橋築地小学校内）

築地2－13－1�
☎（3545）2843

プレディ明正�
（明正小学校内）

新川2－13－4�
☎（3551）3673

プレディ日本橋�
（日本橋小学校内）

日本橋人形町
1－1－17�

☎（3668）2331

プレディ有馬�
（有馬小学校内）

日本橋蛎殻町
2－10－23�
☎（3666）3960

名　称 所在地・電話番号
プレディ久松�

（久松小学校内）
日本橋久松町7－2�
☎（3663）7045

プレディ佃島�
（佃島小学校内）

佃2－3－1�
☎（3536）7041

プレディ月一�
（月島第一小学校内）

月島4－15－1�
☎（3531）4746

プレディ月二�
（月島第二小学校内）

勝どき1－12－2�
☎（3531）1045

プレディ月三�
（月島第三小学校内）

晴海1－4－1�
☎（3531）7251

プレディ豊海�
（豊海小学校内）

豊海町3－1�
☎（3534）1300

別表1　プレディ設置校

図書のリサイクル方法の変更

小・中学校指導サポーターの募集令和5（2023）年度

子どもの居場所 プレディ令和5年度


