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(9)

施　設
子ども発達支援センター放課
後等デイサービスの利用
　「放課後等デイサービス」とは、放
課後などにおける障害児の居場所の
確保、生活の充実を図るサービスで
す。
唖�月～土曜日（祝日・休日、年末年
始を除く）
・�平日（学校実施日）
　放課後～午後７時
・�土曜日、夏・冬・春休み
　午前９時～午後６時
・�その他の学校休業日
　午前９時～午後７時
娃子ども発達支援センターゆりのき内
亜�日中において特別に支援が必要な
区内在住の小学生から高校生まで
の障害児（医療的ケアが必要な障
害児を除く）
愛１日20人
挨無料
◎�昼食などの実費がかかります。
［利用受け付け］
　利用したい日が属する月の２カ月
前の１日から受け付けます（例：４
月分の利用は２月１日から受け付け
開始）。
◎�初日は、来所、メールまたはファ
クスでお申し込みください（受付
時間は午前９時～午後６時）。２
日目以降は電話での申し込みも可
能です。
◎�申し込みに当たっては、事前に手
続きが必要です。あらかじめ区役
所４階障害者福祉課で「障害児通
所支援給付費」の支給決定を受け、
発行された通所受給者証と印鑑を
持参して申し込んでください。
◎�送迎サービスを行っています。利
用に当たっては、お問い合わせく
ださい。
◎�初めて利用する方は、事前にご連
絡ください。
逢�子ども発達支援センター放課後等
デイサービス
　☎（６２７８）８６４２
　ＦＡＸ（６２７８）８６４３
絢�chuo_itijiazukari@ikuseikai-
tky.or.jp

親子で楽しむ絵本講演会
「石井聖岳さんと春のこいの
ぼりをつくろう！」
唖�３月５日（日）　午後２時～４時
亜�幼児～小学生のお子さんとその保
護者
娃�本の森ちゅうおう１階多目的ホール
阿�・絵本作家による読み聞かせと制
作秘話
・�みんなで協力して大きなこいのぼ
りを作るワークショップ

［講師］
　絵本作家　石井聖岳

亜�原則60歳以上で、簡単な文字入力
のできる方

［講師］
　シルバー人材センターの会員
愛�10人（申し込み多数の場合は抽選）
姶�２月13日（必着）までに往復はがき
に①コース名②～⑤（９面記入例
参照）⑥普段使っているパソコン
の機種名⑦申し込み理由を記入し
て申し込む。
◎�１枚のはがきで両コースの申し込
みができます。
◎�以前に受講された方も申し込むこ
とができます。
◎�当選者は、当選はがきで指定され
た口座に受講料をお振り込みくだ
さい。期日を過ぎた場合は、補欠
の方に受講の資格が移ります。
◎�パソコンは講習室のものを使用し
ます（ＯＳはWindows10）。

逢�〒104－0032
　中央区八丁堀３－17－９
　京華スクエア１階
　中央区シルバー人材センター
　☎（３５５１）２７００

文化のリレー
～親子蕎麦打ち一日体験教室～

唖�３月18日（土）
　午後１時30分～４時
娃�築地社会教育会館
亜�区内在住・在学の小学生とその保
護者

阿�そば打ち実習
愛�４組８人（申し込み多数の場合は
抽選）

挨�１組3,000円（材料費・保険料含む）
姶�３月５日（日）までに電話またはフ
ァクスで①～④（９面記入例参照）
⑤学校名・学年⑥保護者の氏名

　・�児童との続柄を記入して申し込む。
［協力団体］
　電通蕎麦打ち研究会
逢�築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
　ＦＡＸ（３５４２）３６９６
茜�https://chuo-shakyo.shopro.
co.jp/courses

社会教育会館講座
［日時など］
　別表のとおり
姶�電話または社会教育会館窓口で直
接申し込む。
◎�３館いずれの窓口でも申し込みで
きます。
◎�「築地いきいき講座（４月・５月）
～からだのメンテナンス～」は築
地のみで受け付けます。

◎�講座の内容・費用など詳しくは茜
をご覧ください。

逢�築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
　日本橋社会教育会館
　☎（３６６９）２１０２
　月島社会教育会館
　☎（３５３１）６３６７
茜�https://chuo-shakyo.
shopro.co.jp/courses

［公開日］　２月４日（土）

逢広報課広報係　☎（３５４６）５２１８

別表
開催館 日　時 講座名 申込期間

築地

2月15日（水）
午前11時～午後1時

「築地のプロに学ぶ　豆にこ
だわる豆板醤」

2月6日（月）
まで

2月22日（水）
午後1時30分～4時

「季節を楽しむ手作り和菓子」
～愛らしいお雛さまでお祝い
しましょう～

2月12日（日）
まで

3月12日（日）
①午前10時～12時30分
②午後2時～4時30分

「近代金継ぎ体験」
～壊れた器を修復して新たな
価値と愛情を～

3月1日（水）
まで

4月9日（日）・16日（日）
午後2時～4時

「レザークラフト講座」
～スマホショルダ―～

3月12日（日）
まで

4月8日（土）
午後2時～4時

コチジャン・豆板醤づくり
ミニセミナー「食品添加物の
不使用表示について」

3月17日（金）
まで

①4月10日　②5月8日　
③5月29日　いずれも月曜日
午前10時～11時30分

築地いきいき講座（4月・5月）
～からだのメンテナンス～

2月3日（金）
午前10時～
（先着順）

日本橋

3月6日（月）
①午後2時～3時
②午後3時30分～4時30分

「リボンローズのコサージュ
を作ろう」
～一本のリボンが薔薇に変身～

2月16日（木）
まで

①2月14日　②3月14日　③4月11日
④5月9日　⑤6月13日
いずれも火曜日
午後2時～4時

「今日から始める運動習慣！
（2月～6月）」
～仕組みを知れば近道間違い
なし♪～

2月3日（金）
午前10時～
（先着順）

◎�先着順の記載がある講座以外は、申し込み多数の場合は抽選です。
◎�抽選の結果は、申込期限以降7日以内に申込者全員にお知らせします。
◎�区外にお住まいの方も申し込めます。

愛�30組（先着順）
挨�無料
姶�２月３日（金）から17日（金）までに、
逢へ直接または電話で申し込む。
◎�ワークショップを行います。汚れ
てもよい服装でご参加ください。
◎�２月16日（木）は京橋図書館の館内
整理日のため休館です。
逢�本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１

特別映画鑑賞会
（弁士付き無声映画）
　今回の映画鑑賞会は、弁士付きで
無声映画を上映します。
唖�２月18日（土）
　①�午前10時～（午前９時30分開場）
　②午後２時～（午後１時30分開場）
［上映作品］
①�「一寸法師　ちび助物語」（アニメ、
10分）、「雷電」（邦画、18分）、「ド
タバタ撮影所」（洋画、11分）（解説
含む約50分）

②�「鞍馬天狗」（邦画、解説含む約80分）
［弁士］
　縁

え ん

寿
じ ゅ

娃�日本橋図書館６階図書館ホール
亜�①小学生以上②中学生以上
愛�各回30人（先着順）
挨�無料
姶�２月５日（日）から12日（日）までに
電話またはファクスで申し込む。
◎�申し込みは①、②どちらか１回の
みとなります。
◎�①は３人分まで、②は２人分まで
申し込みができます。
◎�申し込みの際は、申込者全員の氏
名と代表者の連絡先が必要です。
◎�作品の概要については、お問い合
わせください。
逢�日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　ＦＡＸ（３６６９）６２５３

高齢者向けパソコン教室
～ゆっくり楽しくチャレンジ～
［便利なインターネットコース］
唖�３月14日（火）～16日（木）　計３回
　午前９時30分～11時30分
阿�インターネット検索の便利な活用
方法と安全な使い方を学びます。
挨�3,000円
◎�テキスト代は別で、ＦＯＭ出版「初
心者のためのパソコン入門
（Windows10）」（1,100円）を使用
します。

［Excelを使ってみようコース］
唖�３月22日（水）～24日（金）、28日（火）～�
30日（木）　計６回
　午前９時30分～11時30分
阿�表計算ソフト「Excel2016」を使っ
て、セルや計算式の入力、計算表
作りなど、基本と活用を学びます。
挨�6,000円
◎�テキスト代は別で、FOM出版｢初
心者のためのExcel2016｣（1,320
円）を使用します。
共　通
娃�シルバー人材センター２階パソコ
ン講習室

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
　〒104-8404
　築地1－1－1中央区役所
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
　止のため、講座などに参加する際は事前
　の検温や手洗い、マスクの着用などに、
　ご協力をお願いします。

▲�テレビ広報に
ついて

▲�区公式YouTube
チャンネル

区政の振り返り（令和４年下半期）を区公式YouTubeチャンネル
およびケーブルテレビで公開します

テレビ広報番組「こんにちは  中央区です」
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No.１５２７区のおしらせ 2 月 1 日号令和５年（2023年）2月1日（水曜日）

(10)中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休日、年末年始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・
日曜日　AM10：00～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

ゲートキーパー養成講座
悩みの聴き方レッスン
～ワークをとおして実践的な
スキルを身につける～
唖�３月22日（水）
　午後３時～５時
娃�中央区保健所２階大会議室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�・講演
［講師］
　立教大学文学部教授、東京いのち
の電話理事、研修委員長　逸見敏郎
・�ワーク
［講師］
　東京いのちの電話スタッフ
◎�事例から、悩みを聴くこつを一緒
に考えます。
愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�２月２日（木）から３月８日（水）ま
でに電話で申し込む（電子申請も
可）。
◎�定員に満たない場合は、申込受付
期間後も受け付けます。
逢�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

中小企業にお勤めの方の
カルチャースクール
４月期講座
亜�中小企業に勤務する区内在住・在
勤者
阿�①朝日カルチャーセンター朝日Ｊ
ＴＢ・交流文化塾　
　�入会金免除および公開講座は会員
料金
　�②池袋コミュニティ・カレッジ
　�入会金免除および受講料10％引き
（一部除外あり）
愛�各20人（先着順）
姶�①は２月15日（水）から、②は２月
22日（水）からレッツ中央窓口で法
人会員証または法人会員受講申込
書を受け取り受講先で申し込む。
◎�他にも割り引きとなる講座などが
ありますので、詳しくはお問い合
わせください。
逢�中央区銀座４－９－８　ＮＭＦ銀
座四丁目ビル２階
　�レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）
　☎（３５４６）８６１０

銀座ブロッサム
ピアノ（スタインウェイ）試奏会
唖�３月27日（月）・28日（火）
・�午前９時～10時　
・�午前11時～正午　
・�午後１時～２時　
・�午後３時～４時
娃�銀座ブロッサム
（中央会館）ホール
亜�４歳以上の方
◎�中学生以下は保護
者の同伴が必要です。
阿�銀座ブロッサムのホールでグラン
ドピアノ（スタインウェイＤ－
274）の試奏ができます。

愛�各回１組５人まで（先着順）
挨�１組2,000円
姶�２月24日（金）から開催日前日まで
に電話で申し込む（受け付けは午
前10時～午後６時）。
◎�客席、ホワイエ、楽屋は使用でき
ません。

◎�演奏会や発表会として聴衆を集め
る利用はできません。
◎�ピアノ演奏を伴う他の楽器演奏、
合唱練習には利用できません。
◎�詳しくは茜をご覧ください。
逢�銀座ブロッサム（中央会館）
　☎（３５４２）８５８５
茜�https://ginza-blossom.jp/

消費生活講座
高齢者住宅の選び方（基本編）
～コロナ禍で変わった高齢者
住宅の選び方～
唖�３月９日（木）
　午後２時～４時
阿�有料老人ホームや
サービス付き高齢
者向け住宅などの
高齢者の住まいに
関する基礎知識と
選ぶときの注意ポイントを学びま
す。

［講師］
　有料老人ホーム・介護情報館館長
今井紀子
思いを伝えるエンディングノート
唖�３月16日（木）
　午後２時～４時
阿�終末期医療に関する要望からお墓、
供養承継の希望など生前の自分の
意思の伝え方や、基本的な葬祭知
識を学びます。

［講師］
　日本葬祭アカデミー教務研究室代
表　二村祐輔
共　通
娃�区役所８階大会議室
亜�区内在住・在勤者
愛�60人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�２月21日（必着）までに電話または
ファクスで①～⑤（９面記入例参
照）を記入して申し込む（電子申請
も可）。
逢�中央区消費生活センター
　☎（３５４６）５３３２
　ＦＡＸ（３５４６）９５５７

高次脳機能障害者交流会
唖�３月14日（火）　
　午後１時30分～３時
娃�福祉センター３階会議室
亜�区内在住の高次脳機能障害の方
（ご家族、付き添いの方を含む）
阿�脳トレや情報交換、話し合いなど
を行います。交流会終了後に個別
相談（要予約、希望者のみ）があり
ます。
愛�15人（先着順）
挨�無料
姶�２月３日（金）から３月13日（月）ま
でに、電話またはファクスに①交
流会の希望②～⑤（９面記入例参
照）⑥相談希望の方は相談内容の
概要を記入し申し込む。
逢�福祉センター支援係
　☎（３５４５）９３１１
　ＦＡＸ（３５４４）０８８８

協働ステーション中央見本市
つながるで変えていく、
地域を支える活動見本市
～つながりマルシェ～
唖�３月４日・11日・18日・25日
　いずれも土曜日
　�午後７時～８時（各放送日の翌日

から６日間、同時間に連続で再放
送。３月27日（月）からYouTube
でも動画配信予定）
娃�東京ベイネットワーク（株）のケー
ブルテレビで放映
阿�区内で公共的な課題の解決に取り
組む協働ステーション中央登録団
体の活動などを紹介します。
挨�無料（ケーブルテレビの視聴料、
通信費は自己負担）
◎�詳しくは区役所７階地域振興課、
協働ステーション中央、各区民館、
日本橋・月島特別出張所、各社会
教育会館、各図書館、中央区社会
福祉協議会、女性センターに置い
てあるチラシ、または茜をご覧く
ださい。
逢協働ステーション中央
　☎（３６６６）４７６１
茜つながりマルシェ特設サイト
　�https://18c２o.hp.peraichi.
com/tmarche2022

　

在宅介護に役立つ
「介護者教室・交流会」
『介護で必要な身体づくり～
ボディメカニクスと腰痛予防
について～』
唖�３月12日（日）
　午後２時～３時30分
娃�①月島社会教育会館５階講習室
　②�オンライン（Zoom）
亜�区内在住・在勤・在学者、その他
介護に興味・関心のある方
阿�・腰痛発生メカニズム
・�介護者に負担の少ない介助
・�腰痛予防ストレッチ
・�介護に関する情報交換や悩みの共
有

［講師］
　マイホームはるみ職員（理学療法
士・介護福祉士）
愛�各15人（先着順）
挨�無料
姶�２月３日（金）から３月11日（土）ま
でに来場の場合は電話で、オンラ
インの場合はＥメールで①「介護
者教室申し込み」の旨②氏名・ふ
りがな③電話番号をお伝えくださ
い。
逢�マイホームはるみ
　☎（３５３１）７６３５
絢�harumi-shien@foryou.or.jp

パパ力up講座
～笑顔のパパが好き！パパの
ためのトーク＆絵本ライブ～
唖�３月４日（土）
　午前10時～11時30分
娃�子ども家庭支援センター「きらら
中央」地域活動室
亜�区内在住の未就学のお子さんとそ
の父親
◎�母親も一緒に参加できます。
阿�第１部では子どもとパパの時間の
作り方、パパの育児
の楽しみ方などの講
話、第２部では絵本
の読み聞かせの実演
を行います。

［講師］
　ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャ
パン代表理事　安藤哲也
愛�15組程度（申し込み多数の場合は

抽選）
挨�無料
姶�２月16日（木）までに電話またはき
らら中央窓口で申し込む（電子申
請も可）。

［託児］
　お子さんも一緒に参加できますが、
第１部のみ１歳から未就学のお子さ
んをお預かりします。希望する方は、
参加申し込みと併せてお申し込みく
ださい（１歳未満のお子さんは同席
もしくは一時預かりなどをご利用く
ださい）。
逢�子ども家庭支援センター「きらら
中央」

　☎（３５３４）２１０３

犬のしつけ方教室
唖�３月11日（土）
　午後１時30分～３時
娃�浜町公園内わんわん広場
亜�区内在住で、次のいずれかの方
①�犬を飼っている方（犬の登録およ
び狂犬病の予防注射済票の交付手
続きを済ませていること）

◎�飼い主がマイクロチップ情報を環
境省のデータベースに登録するこ
とで犬の登録は完了します。

②犬を飼う予定のある方
阿�①基本的な犬のしつけ方や飼い主
のマナー、災害時の備えの講義

②意見交換、質疑応答
［講師］
　ドッグライフコンサルタント
中島　崇
愛�15人（先着順。１回の申し込みに
つき１人、犬１匹まで）

挨�無料
姶�２月６日（月）から３月３日（金）ま
でに電話で申し込む。

［主催］
　中央区
［運営］
　動物と暮らしやすいまちづくり会
逢�中央区保健所生活衛生課生活衛生
係

　☎（３５４１）５９３６
茜動物と暮らしやすいまちづくり会
　https://hcfa.jp/

生活安全講習会
～高齢者を狙った身近な犯罪
手口を学んで安全安心な地域
をつくろう～
唖�２月20日（月）
　午後３時～４時
娃�いきいき桜川（桜川敬老館）ホール
亜60歳以上の区内在住者
阿�区内でも被害が多発している振り
込め詐欺を題材とした落語と防犯
講話を行います。

愛30人程度（先着順）
挨無料
◎当日、直接会場へお越しください。
◎�初めていきいき館（敬老館）を利用
する方は、保険証などを持参し、
利用者証の交付を受けてください。

逢�危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

協働ステーション中央
YouTube公式チャンネル▶
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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

(11)テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）で放送しています。

外国人のための区内施設見学
バスツアー
唖�２月25日（土）
　午後０時50分　区役所集合
　午後４時30分　区役所前到着予定
亜�外国人
阿�外国人の方々に、区内の施設やサ
ービスをもっと知っていただくため
に、区内の公共施設などを英語で
ご案内するバスツアーを行います。
◎�ツアーは日本語と英語で行います。
［訪問施設］
　中央区観光情報センター、小津史
料館、本の森ちゅうおう
愛�15人（申し込み多数の場合は区内
在住・在勤者を優先の上、抽選）
◎�申し込みが３人に満たない場合は
中止となります。
挨�無料
姶�２月15日（水）までに、①名前②住
所③電話番号④国籍⑤理解できる
言語⑥年齢を記入して、Ｅメール
で申し込む（英語で記入も可）。
◎�２月16日（木）に抽選結果をＥメー
ルでお送りします。
◎�名前はパスポートに記載している
通りに記載してください。
逢�文化・生涯学習課文化振興係
　�☎（３５４６）５３４６（日本語のみ）
　�☎（３５４６）５６４５（毎週月・木曜
日は英語のガイダンスに対応）
茜�

絢b-syogai_01@city.chuo.lg.jp
まちづくり講演会
Withコロナにおける観光振
興の展望と、これからの旅の
カタチ～築地場外市場の活性
化の方向性について～
唖�２月18日（土）
　午後２時～４時
娃�築地社会教育会館２階講習室
亜�区内在住・在勤者
阿�コロナ禍においてより多様化する
旅行者ニーズの変化を踏まえ、築
地場外市場の活性化に向けた今後
の方向性について考えます。

［講師］
　（株）ＪＴＢ総合研究所　主任研究
員　藤田尚希
愛�40人（先着順）
挨�無料
姶�２月３日（金）午前９時から17日
（金）午後５時までに電話またはフ
ァクスに①住所②氏名③電話番号
を記入して申し込む。
逢�中央区都市整備公社
　☎（３５６１）５１９１
　ＦＡＸ（３５６１）５１９２

スポーツ
春季区民体育大会
サッカー大会
唖�４月９日～６月11日の日曜日（４
月30日、５月７日・14日を除く）

　計７回　午前９時30分～
［予備日］
　６月18日　
娃�江戸川河川敷サッカー場Ｓ１（埼
玉県三郷市岩野木地先）
亜�18歳以上（高校生を除く）の区内在

住・在勤のアマチ
ュアで構成された
27人以内の団体
（東京都社会人リ
ーグ１部に登録し
ている選手は参加不可）で、次の
条件を満たすこと
・�新規参加チーム
　�ＪＦＡ登録４級以上の審判員を３
人以上登録すること
・�過去に本大会（春・秋）に参加ある
いは中央区サッカー協会に登録し
ているチーム
　�ＪＦＡ登録４級以上の審判員を３
人以上（うち、１人以上が３級以
上の審判員の資格を有すること）
登録すること
◎�全チーム審判割り当てがあります。
挨�登録料などとして、１チーム
18,000円の予定（納付額、納付先
などは別途通知）

［監督会議］
唖�３月10日（金）　午後７時～
娃築地社会教育会館視聴覚室
◎�申し込み多数の場合は、監督会議
前に抽選会を行います。
姶�２月22日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、郵送で申し込む。
◎�実施要項および申込用紙は区役所
８階中央区体育協会事務局窓口で
配布します。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９

その他
祝日のごみ収集
　２月11日（祝）｢建国記念の日」は、
土曜日の収集地域で通常どおり、燃
やすごみ・燃やさないごみ、資源お
よびプラスチック製容器包装の収集
を行います。
逢中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

集団献血のお知らせ
唖�２月24日（金）
　午前９時30分～11時30分
　午後１時～３時30分
娃�区役所８階大会議室
◎�200mlおよび400mlの全血献血を
行います。
◎�輸血の安全性確保のため、受け付
けの際、本人確認を行っています。
氏名を確認できるもの（運転免許
証、パスポート、健康保険証など）
をご持参ください。
◎�当日、直接会場へお越しください。
◎�年齢、海外渡航、服薬などにより
ご協力いただけない場合がありま
す。詳しくは実施機関にお問い合
わせください。
逢東京都赤十字血液センター
　☎（５２７２）３５２３

社会教育関係登録団体への
講師派遣（前期分募集）
亜�４月から９月までの間に講師派遣
を予定している団体
阿�学習会などを開催する際の講師へ
の謝礼（上限額あり）を負担します。
愛�60団体（申し込み多数の場合は抽
選）
姶�２月20日（必着）までに、往復はが
きに①団体講師派遣の申し込み②
登録団体名③登録番号④団体代表
者または連絡担当者の住所・氏
名・電話番号⑤学習会などの実施
予定月⑥学習会などのテーマを記
入して申し込む（電子申請も可）。
◎�１団体年１回に限り利用できます。
◎�会場の確保、講師との交渉などは、
各団体で実施してください。
◎�団体の構成員を講師にすることは
できません。
◎�社会教育関係団体の登録について
は、逢またはお近くの社会教育会
館にご相談ください。
逢�文化・生涯学習課生涯学習係
　☎（３５４６）５５２４

コミュニティふれあい銭湯
唖�２月８日（水）・22日（水）
◎�２月８日はサイネリアの湯です。
娃�区内公衆浴場（銭湯）
挨�100円（敬老入浴証持参者と小学生
以下は無料）

◎�区内在住・在勤
であることが確
認できるもの
（運転免許証、
健康保険証、社
員証など）を必ず持参してくださ
い。本人の住所・勤務場所が確認
できない場合は一般料金となりま
す。

◎�入浴時以外はマスクを着用してく
ださい。また、浴場内での会話は
控えてください。

◎�体調不良の場合は利用を控えてく
ださい。

逢�地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の全国一斉試験
放送の実施
　防災行政無線（屋外スピーカー）と
緊急告知ラジオ、SNS（Twitter、
LINE、Facebook）などを活用し、
全国瞬時警報シス
テム（Jアラート）
の起動確認のため
の試験放送を区内
全域で実施します。
ご理解、ご協力をお願いします。
［実施日時］
　２月15日（水）午前11時ごろ（全国
一斉実施）
［放送内容］
　「これはJアラートのテストです。」
を３回、「こちらはぼうさいちゅう
おうです。」を１回放送します。
◎�携帯電話への緊急速報メールは配
信されません。

逢�危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

仮住宅使用者の募集
建て替えやリフォームをご計
画の方へ
　建て替えやリフォームの工事期間
中に利用できる仮住宅の使用者を募
集します。
［募集期間・施設内容など］
　別表のとおり
◎�各施設について詳しくは、お問い
合わせください。

［申し込み資格］
　区内に居住している方で工事期間
中、他に仮住宅を求めることが難し
く、事業施行後も引き続き区内に居
住をする方
［対象事業］
　区内において施行される、建築物
の新築、増築、改築、修繕または模
様替えを行う事業で、別表の使用開
始期間内に仮住宅の使用が開始でき
る事業

◎�申し込み多数の場合は抽選です。
［使用期間］
　原則として３カ月以上２年以内
姶�２月１日（水）から28日（火）までに
区役所５階住宅課の窓口で配布し
ている申込書に記入の上、申し込
む。

逢�住宅課計画指導係
　☎（３５４６）５４６６

別表
施設名 月島一丁目仮住宅 月島西仲仮住宅 月島二丁目仮住宅 月島清澄通り仮住宅 勝どき駅前仮住宅 晴海三丁目仮住宅

所在地 月島1－5－2 月島1－9－15 月島2－10－1 月島3－13－13 勝どき1－8－1 晴海3－6－8

間取り 1LDK 3LDK 1K～1DK 2LDK 1DK・2DK 1K～3LDK

面　積 44.71㎡ 68.50㎡ 28.98㎡～39.44㎡ 60.50㎡・65.50㎡ 36.37㎡～40.49㎡ 38.43㎡～83.87㎡

月額使用料 125,200円 132,240円 81,200円～
110,500円

128,260円
135,910円

101,900円～
113,400円

120,200円～
262,300円

募集総戸数 1戸 1戸 8戸 9戸 7戸 27戸

募集期間 2月1日（水）～28日（火）

使用決定 3月9日（木）

入居開始日 5月1日（月）～7月31日（月）　◎入居準備のための修繕工事の進
し ん

捗
ちょく

により入居開始可能日が前後する可能性があります。
◎�仮住宅とは、中央区まちづくり支援用施設条例に基づき、お住まいの住宅を建替えや修繕・模様替えを行う際の工事期間中に利用で
きる住宅です。


