
問
い
合
わ
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

(6)

令和４年（2022年）6月1日（水曜日） No.１５０３区のおしらせ 6 月 1 日号

30･35（サンマル・サンＧＯ！）
健康チェック
　生涯にわたり健康な生活を送るた
め、30歳と35歳の方を対象に、生活
習慣病予防の健康教育と健康診断を
併せて行う「30･35（サンマル・サン
ＧＯ！）健康チェック」を実施してい
ます。対象の方には、個別に通知し
ます。
ママの健康チェック
　産後の母親の健康維持やご家族の

健康づくりのため、生後４カ月から
１歳未満のお子さんを持つ母親を対
象に、健康教育と健康診断を併せて
行う「ママの健康チェック」を実施し
ています。
共　通
日時など
　別表１・２のとおり
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

　保護者の冠婚葬祭や育児疲れなど
の理由により、家庭での保育が一時
的に困難になったときに、お子さん
をお預かりします。

　また、保護者の出産や緊急の入院
などにより、一時的に保育が困難に
なった場合に、原則２日以上30日以
内の範囲でお子さんをお預かりする

　65歳以上の区民の方に健康の保持
増進や地域の方との交流に役立てて
いただくため、区内の全公衆浴場（別
表４のとおり）および他区協力浴場
（別表５のとおり）を１回100円で利
用できる「敬老入浴証（カード）」を希
望により交付しています。

対　象
　65歳以上の方
◎ 65歳となる誕生月（区内に転入さ
れた65歳以上の方は転入された翌
月）の初旬に敬老入浴証への引換
券を郵送しています。
◎ 特別養護老人ホーム入所者を除き

ます。
◎ 引換券は黄色いはがきサイズのも
のです。「敬老入浴証（カード）の
引換券在中」と記載された封筒に
入れて郵送しています。
◎ 引換券が届かない、または引換券
を紛失されたなどで引換券をご希
望の方は、逢までご連絡ください。
引換場所
　公衆浴場（別表４・５のとおり）、
区役所４階高齢者福祉課、シニアセ

ンター、各いきいき館（敬老館）、日
本橋・月島特別出張所
敬老入浴証の再発行
　敬老入浴証を紛失・破損された方
は、公衆浴場に住所・氏名・生年月
日を確認できるもの（健康保険証な
ど）を提示し、再交付申請書（公衆浴
場にあります）に必要事項を記入す
ると、500円で再交付されます。
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３５４

緊急保育も実施しています。
利用日時・対象など
　別表３のとおり
利用方法
　利用する施設で事前登録の上、利
用日の前日までに利用申請書を提出
してください。登録の際は健康保険
証、乳幼児医療証、お子さんと送迎
される方の写真を持参してください。

区立こども園・認可保育所などの一
時預かり保育
　晴海こども園、京橋こども園、ま
なびの森保育園銀座および阪本こど
も園でも一時預かり保育を実施して
います。利用方法など、詳しくは各
施設へお問い合わせください。
◎ 区のホームページで各施設の空き
状況を確認できます。

逢子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３
　 子ども家庭支援センター日本橋分室
　☎（３６６６）４２６７
　子ども家庭支援センター十思分室
　☎（３６６５）６５３０
　晴海こども園
　☎（３５３４）３５５３
　京橋こども園
　☎（３５６４）５５３２
　まなびの森保育園銀座
　☎（６２６４）４６５０
　阪本こども園
　☎（６６６１）９０８０

若年期からの生活習慣病予防事業

一時預かり保育事業

別表1　健康チェックの概要
30･35健康チェック

（サンマル・サンGO!健康チェ
ック）

ママの健康チェック

実施日
5月30日（月）、6月17日（金）、7月27日（水）、9月29日（木）、10月31日
（月）、11月30日（水）、令和5年1月30日（月）、2月15日（水）、3月17日（金）
◎30・35健康チェックは対象により実施時期が異なります。

受付時間
①午前8時45分　②午前9時
③午前9時15分

①午後1時　　　②午後1時15分
②午後1時30分　④午後1時45分

◎所要時間は2時間30分程度です。
会　場 中央区保健所

対　象 別表2のとおり 生後4カ月から1歳未満のお子さんの母
親（１年以内に健診を受けた方を除く）

内　容
健康教育（食生活、お口の健康、
心の健康、運動の実技）

健康教育（食生活、お口の健康、プレ
更年期、運動の実技）

問診・測定など（身長、体重、腹囲、血圧、骨密度）、
血液検査、尿検査

定　員 45人（先着順） 35人（先着順）

託　児 託児付き（定員あり・予約制）
① 生後4カ月から1歳未満のお子さんは
検査時のみ託児付き
② １歳以上のご兄姉（定員あり・予約制）

費　用 無料 1,000円

申し込み
方法

電話で申し込む。
◎［前期］は現在予約受付中です。
◎［中期］は6月23日（木）から予約の受け付けを開始する予定です。
◎［後期］は9月29日（木）から予約の受け付けを開始する予定です。

別表2　30・35健康チェックの通知時期と対象者
通知時期 35歳の対象者 30歳の対象者

前期 発送済み 昭和61年4月1日～
昭和61年7月31日生

平成3年4月1日～
平成3年7月31日生

中期 6月中旬 昭和61年8月1日～
昭和61年11月30日生

平成3年8月1日～
平成3年11月30日生

後期 9月下旬 昭和61年12月1日～
昭和62年3月31日生

平成3年12月1日～
平成4年3月31日生

別表３
実施場所 子ども家庭支援センター

「きらら中央」
子ども家庭支援センター

日本橋分室
子ども家庭支援センター

十思分室
利用日 毎日（祝日・年末年始を除く） 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間 午前9時から午後5時まで
利用対象 区内在住の生後57日目から6歳までの未就学児

定　員
生後57日目～2歳未満　10人
（ただし0歳は4人まで）
2歳～6歳（未就学児） 　10人
◎緊急保育は2人です。

5人
◎緊急保育は１人です。

8人
（ただし0歳は4人まで）
◎緊急保育は１人です。

利用料 1時間800円（緊急保育は1日2,000円）
◎緊急保育は所得要件に応じて利用料の減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。

翌月分の予約
開始日

毎月15日
（土・日曜日、祝日の場合は次の平日）

◎ 「きらら中央」では、翌月分の予約開始日のみオンラインによる整理券の発券を行っています。詳しくは区のホームページ
をご覧ください。

別表4　区内公衆浴場
浴場名 所在地 電話番号

京　橋

銀座湯 銀座1－12－2 （3561）2550
金春湯 銀座8－7－5 （3571）5469
入船湯 入船3－6－14 （3206）0335
湊　湯 湊1－6－2 （3551）0667

日本橋 十思湯 日本橋小伝馬町5－19
十思スクエア別館2階 （6264）9920

月　島
日の出湯 佃1－6－7 （3532）1629
月島温泉 月島3－4－5　2階 （3531）1126
勝どき湯 勝どき3－9－7 （5560）1019

別表5　他区協力浴場
浴場名 所在地 電話番号

千代田区 稲荷湯 千代田区内神田1－7－3 （3294）0670
於玉湯 千代田区岩本町2－2－14 （3866）2306

台東区
弁天湯 台東区浅草橋1－33－6 （3864）7100
帝国湯 台東区浅草橋5－23－8 （3851）2785
鶴の湯 台東区浅草橋5－27－2 （3851）4569

敬老入浴事業

　身体障害者手帳（聴覚障害）の交付
対象とならない中等度難聴児に対し、
補聴器購入費用の一部を助成します。
対　象
　区内在住の18歳未満の児童で、次
の要件を全て満たす方
・ 身体障害者手帳（聴覚障害）交付の
対象となる聴力ではない方
・ 両耳の聴力レベルがおおむね30デ
シベル以上であり、補聴器の装用
により、言語の習得などの一定の

効果が期待できると医師が判断す
る方

◎ 既に購入された商品については助
成対象となりませんのでご注意く
ださい。

◎ 所得要件があります。申し込み方
法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

逢障害者福祉課相談支援係
　☎（３５４６）６０３２
　℻  （３５４４）０５０５

中等度難聴児発達支援事業
（補聴器購入費助成）


