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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

４月からのさわやか健康教室
日時など
　別表１のとおり
対　象
　区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下していない60歳以上の健
康な方（要介護・要支援認定を受け
ている方を除く）
◎�生活機能の低下は、厚生労働省作

成の「基本チェックリスト」を基に
判定します。
内　容
　問診、血圧測定実施後、高齢者向
けのトレーニングマシンを使ったト
レーニングや、口

こ う

腔
く う

ケア・栄養改善
のミニ講座を行います。運動指導員
の指導の下、受講者の状態に合わせ

たトレーニング計画を作成しますの
で、初めての方でも安心して受講で
きます。
費　用
　無料
申し込み方法
　２月17日（消印有効）までに受講申
込書などの書類を記入し、区役所４
階高齢者福祉課に郵送または持参し
て申し込む。
◎�申込書などの書類一式は、高齢者

福祉課に電話で連絡された方に郵
送します。また、いきいき館（敬
老館）やシニアセンター、おとし
より相談センターなどの施設で配
布している他、区のホームページ

日時など
　別表２のとおり
対　象
　区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下している65歳以上の方

（要介護１～５の方を除く）
◎�おとしより相談センターのケアマ

ネジメントにより、教室の受講が
望ましいかどうかを個別に判断し
ます。
内　容
　問診、血圧測定実施後、体操や口

こ う

腔
く う

ケア、栄養改善の講座などを行い、
生活機能の改善・向上を目指します。
運動指導員の指導の下、受講者の状
態に合わせたトレーニング計画を作
成しますので、初めての方でも安心

して受講できます。
費　用
　無料
申し込み方法
　お近くのおとしより相談センター
へご相談の上、お申し込みください。
◎�受講は年間１回限りです。
◎�受講が決定した方には決定通知書

などを郵送します。
◎�受講決定後であっても、参加者の

健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。
逢�京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
　日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７

対　象
　区内在住・在勤・在学のさくらん
ぼマラソン大会参加者
内　容
　東北随一の規模を誇るマラソン大
会で、中央区民ランナーのオリジナ
ルＴシャツを着て、友好都市東根市
民の皆さんとの交流を深めるととも
に、爽やかな汗を流してみませんか。
定　員
　50人（申し込み多数の場合は抽選）
申し込み方法
　２月１日（水）より開始予定（開催

可否や募集開始日の変更などは随時
茜にてお知らせします）のさくらん
ぼマラソン大会への申し込みを事前
に完了させた上、４月14日（必着）ま
でに所定の申込書に必要事項を記入
し、マラソン大会の参加申し込みを
証明するもの（大会エントリー領収
書または完了メールの写しなど）を
必ず添付し、郵送、ファクスまたは
直接持参して申し込む。
◎ 在勤・在学者は社員証や学生証の

写しなど、在勤・在学が確認でき
るものも添付してください。

　障害のある方の一般企業などへの
就労機会を広げ、就労後も安心して
働き続けられるように、専任のコー
ディネーターが就労や生活に関する
支援を行います。また、障害のある
方の雇用を推進する企業の相談に応
じる他、就労を目指す方を対象に障
害福祉サービス等利用計画を作成し、
適切なサービス利用に向けた支援を

行います。
利用日時
　月～金曜日（祝日、年末年始を除
く）午前８時30分～午後５時
利用できる方
　区内在住の就労意欲を持つ障害の
ある方やその家族、障害者雇用を推
進する事業主
利用料

はつらつ健康教室

第20回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会

からダウンロードすることもでき
ます。
◎�「基本チェックリスト」も受講申込

書などの書類に含まれています。
◎�受講が決定した方には受講決定通

知などを郵送します。
◎�過去にさわやか健康教室を受講さ

れた方は申し込みできません。

◎�受講決定後であっても、参加者の
健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。

逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　高齢者福祉課高齢者活動支援係
　☎（３５４６）５７１６

　人形町おとしより相談センター
　☎（５８４７）５５８０
　月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５

　勝どきおとしより相談センター
　☎（６２２８）２２０５

◎ 申込書はさくらんぼマラソン大会
の案内パンフレットとともに区役
所および日本橋･月島特別出張所
などで配布する他、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。
さくらんぼマラソン大会概要
日　時
　６月４日（日）
　午前７時20分～12時30分
会　場
　山形県東根市
種　目
　ハーフマラソンの部、５kmの部、
３kmの部、親子ファミリーの部
◎ 申込期間・方法などについて詳し

くは、大会茜および案内パンフレ
ットをご確認ください。

◎ 大会の参加費用は自己負担です。

◎ 新型コロナウイルス感染状況など
によって、オンライン大会となる
場合があります。その場合、中央
区オリジナルTシャツの贈呈につ
いては取りやめとさせていただき
ます。

逢�・Ｔシャツの贈呈について
　〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　地域振興課地域事業係
　☎（３５４６）５３３９
　ＦＡＸ（３５４６）２０９７
・ さくらんぼマラソン大会について
　 果樹王国ひがしねさくらんぼマラ

ソン大会実行委員会（東根市ブラ
ンド戦略推進課内）

　 ☎０２３７（４３）１１５８
茜�https://www.saku 

ranbo-m.jp/

　無料（交通費などの実費は自己負
担です）
利用方法
　ご相談の際は事前に電話・Eメー
ルでご連絡ください。
こんな時に利用できます
・�就職したいが、会社の探し方や面

接の受け方が分からない
・�就職したが、職場で困ったことが

起きた
・�障害のある方を雇用したいが、ど

うすればいいか分からない、もし
くは障害のある方を雇用している

が、どう接していいか分からない
◎�本センター登録者の方を対象に、
「ニコニコドットコム」を開催して
います。この会は、参加者が歓談
や音楽、ゲームなどを思い思いに
楽しむ交流と憩いの場です（新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め、今年度は時間を短縮して実施
しています）。

逢�中央区障害者就労支援センター
　☎（３８６５）３８８９
　ＦＡＸ（３８６５）３６６２
絢work@shakyo-chuo-city.jp

別表1
コース 毎週水曜日午後コース 毎週金曜日午後コース

日　時
4月5日～6月28日の3カ月間　計12回

（5月3日を除く）
（最長6カ月まで継続可）

午後1時30分～4時

4月7日～6月30日の3カ月間　計12回
（5月5日を除く）

（最長6カ月まで継続可）
午後1時30分～4時

会　場 浜町高齢者
トレーニングルーム

いきいき桜川
（桜川敬老館）

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13

定　員 12人 10人
◎�曜日・会場を替えて年4回募集します。

別表2
コース 毎週月曜日午後コース 毎週火曜日午前コース 毎週土曜日午前コース
時　間 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午

会　場 浜町高齢者 
トレーニングルーム

いきいき桜川 
（桜川敬老館） シニアセンター

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13 佃1－11－1

定員（※） 15人 10人 15人
コース 毎週水曜日午後コース 毎週木曜日午前コース 毎週木曜日午後コース
時　間 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午 午後1時30分～4時

会　場 ケアプラザあいおい 浜町高齢者 
トレーニングルーム

いきいき桜川 
（桜川敬老館）

住　所 佃3－1－15
相生の里1階

日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13

定員（※） 各15人 10人
※定員に空きができ次第、随時ご案内します。
◎各コースとも、3カ月間で計12回開催します（最長6カ月まで継続可）。

中央区障害者就労支援センター事業案内

参加者に中央区オリジナルＴシャツを贈呈


