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令和４年（2022年）7月1日（金曜日） No.１５０６区のおしらせ 7 月 1 日号

シルバー人材センターとは
　働くことを通じて生きがいを得る
とともに、地域社会の活性化に貢献
することを目的に設立され、収益を
目的にしていない公益法人です。60
歳以上の健康で働く意欲のある元気
な方が会員となって働いています。
　会員の仕事ぶりは「真面目で丁寧」、
「安心して任せられる」など、大変好
評です。
どんな仕事ができるのか
　センターでは、会社・商店・家庭
・各種団体などから多種多様な仕事
をお引き受けしています（危険な仕
事や専門的な道具を必要とする場合
などはお受けできません）。

　「こんな仕事は引き受けてもらえ
ないのでは」とお考えになる前に、ま
ずはお気軽にお問い合わせください。
　主な仕事は、次のとおりです。
家庭の仕事
　室内掃除、洗濯、食事作り、換気
扇掃除、エアコンフィルター掃除（内
部除く）、片付け、子ども（小学生以
上）の送迎・見守り、話し相手、植
木鉢の整理、庭の草取り、粗大ごみ
の解体・移動、家具の移動、簡単な
大工仕事など
専門的な仕事
　語学レッスン、パソコン・スマー
トフォンレッスン、パソコンの環境
設定、障子・網戸の張替え、封筒・

地域スポーツクラブの
相互利用開始
　中央区地域スポーツクラブ大江戸
日本橋・京橋と月島は、プログラム
の相互利用ができるようになりました。
　また、会員以外の方もご参加いた
だける校庭開放事業（すぽぐら）や障
害のある方を対象としたスポーツ・
レクリエーション教室、イベントな

ども開催しています。
◎ 相互利用に伴う保険の適用や利用
方法など詳しくは、茜をご覧くだ
さい。
対　象
　区内在住・在勤・在学・在園者
地域スポーツクラブ大江戸月島
令和４年度新規プログラム
　中央区地域スポーツクラブ大江戸

月島では、令和４年度から新規プロ
グラムを実施しています。
　区内在住・在勤・在学・在園者な
らどなたでもご参加いただけます。
新規種目
・Fリーグ選手が教えるフットサル
・しながわシティバスケット教室
・ママトレ（０～１歳児とママ）
・ポールでウォーキング
　その他、空手やチアダンスなど
◎ 申し込み方法など詳しくは茜をご
覧ください。

逢 ・相互利用について
　 中央区地域スポーツクラブ大江戸
日本橋・京橋

茜 https://maple.tokyo.
jp

絢info@maple.tokyo.jp
・ 相互利用および新規プログラムに
ついて

　 中央区地域スポーツクラブ大江戸
月島

茜https://oedo.tokyo.jp
絢 contact@oedo.tokyo.
jp

　自分自身の生き方、職場での人間
関係や夫婦関係、配偶者や恋人から
の暴力（ＤＶ）など、さまざまな不安
や悩みについて、専門の相談員がお
話を伺い、解決の道を一緒に考えます。
　一人で悩まずに、お気軽にお電話
ください。秘密は厳守します。

相談日時
　毎月第３水曜日
　午後３時～８時
◎ 相談は祝日、休日、年末年始（12
月28日～１月４日）を除きます。
男性相談専用電話（予約不要）
　☎（３４９５）７７７０
逢総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

　中央区子ども・子育て会議は、子
ども・子育て支援に関する施策の総
合的かつ計画的な推進に関し、必要
な事項およびこれらの施策の実施状
況などについて審議を行う区の附属
機関です。区民の皆さんから幅広い
ご意見をいただくため、委員として
会議に参加してくださる方を募集し
ます。
　なお、公募委員以外の委員は、学
識経験者や子育て支援事業従事者な
どで構成される予定です。
応募資格
　次の全てに該当する方
・ 令和４年７月１日現在、区内在住
で、18歳未満のお子さんがいる保

護者またはこれから子育てを考え
ている方で、子ども・子育てに関
心のある方
・ 国または地方公共団体の議員およ
び常勤の公務員以外の方
・ 区の他の附属機関の委員などに就
任していない方
・ 年３回程度、平日夜間（午後６時
30分から２時間程度）に開催され
る「中央区子ども・子育て会議」に
出席できる方（状況によりさらに
回数が増える場合があります）
◎ お子さんの保育が必要となる場合
は託児対応をします。
募集人員
　３人

日　時
　７月１日（金）～９月４日（日）
　午前10時～午後４時
◎ 清掃の時間（別表のとおり）および
池の維持管理作業の時間（連日正
午から午後１時まで）は利用でき
ません。

開設場所
　別表のとおり
対　象
　未就学児童（小学校に就学するま
での幼児）
費　用
　無料
利用上の注意
・ 幼児には必ず保護者が付き添って
ください。
・ 衛生管理上、オムツ（水遊び用の
紙オムツを含む）を着用してのご
利用はできません。
・ 監視員の指示に従ってください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の
お願い
・ 他の利用者とお互い距離をとって

はがきの宛名書き、賞状筆耕、出張
着付けなど
事務の仕事
　一般事務、経理事務、受付、パソ
コン入力など
その他の仕事
　ビル・マンション清掃、草取り、
植木の枝切り、洗い場、駐車場・駐
輪場の管理、封入、袋詰め、チラシ
配布など
仕事の依頼方法
　電話かメールまたは茜からお問い
合わせください。お見積りの上、お
客様とセンターとの間で契約を交わ
します。
費　用
　茜に目安の料金を掲載しています。
（一例：家庭室内掃除１時間当たり
1,200円～事務費として別途５～10
％）

会員を募集しています
入会資格
　60歳以上の健康な区民で、「自主・
自立、共働・共助」の基本理念を理解
し、ルールを守って仲良く働ける方
入会説明会
　毎月13日（土・日曜日、祝日の場
合は直前の平日）にシルバー人材セ
ンター２階会議室で午前10時から開
始します。
◎ 電話予約制（当日予約可）、途中入
場はできません。

◎ 健康保険証など住所・年齢が確認
できるもの、筆記用具をご持参く
ださい。

◎詳しくはお問い合わせください。
逢中央区シルバー人材センター
　☎(３５５１)２７００
茜https://webc.sjc.ne.jp/chuo
絢chuo@sjc.ne.jp

任　期
　３年（９月１日から令和７年８月
31日までの予定）
応募方法
　募集要項を確認の上、７月25日（必
着）までに次の書類を郵送または持
参して応募する。
・所定の応募用紙
・ 作文（テーマ「中央区の子ども・子
育て支援の取り組みについてあな
たが考えること」。800字程度）

◎ 作文は、区が策定した「中央区子
ども・子育て支援事業計画（中央
区こどもすくすくえがおプラン）」
をご覧の上、テーマに対する考え
をお書きください。なお、計画の
内容については区のホームページ
をご覧ください。
◎ 募集要項・応募用紙は区役所６階

子育て支援課、日本橋・月島特別
出張所に置いてあります。また、
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。

◎ 申し込み多数の場合は、作文、男
女比、お子さんの年齢や人数など
を考慮して選考します。

◎ 委員に選出された方には初回の会
議開催前に、区の子ども・子育て
支援事業に関する説明会へ出席を
していただきます。

報　酬
　委員には、会議出席ごとに、区で
定める基準に基づき報酬をお支払い
します。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　子育て支援課計画推進等担当
　☎（３５４６）５４４４

ください。
・ 短時間利用（おおむね１時間程度）
にご協力ください。
・団体での利用はお控えください。
・ 保護者の付き添いは必要最小限の
人数にしてください。
・ 保護者はマスクを着用してください。
・ 自宅で検温を行い、熱のある場合

は利用を控えてください。
・ 入退場時にはシャワーをご利用く
ださい。

・ 手洗いなどの感染防止対策にご協
力ください。

挨無料
逢水とみどりの課公園河川係
　☎（３５４６）５４３５

その仕事シルバー人材
センターにお任せください

会社・商店・
ご家庭の皆さん

中央区子ども・子育て会議の委員を募集

じゃぶじゃぶ池の開設

男性電話相談

中央区地域スポーツクラブのご案内

別表
場　所 清掃日

鉄砲洲児童公園内
（湊1－5－1) 木曜日の午後

越前堀児童公園内
（新川1－12－1) 水曜日の午前

久松児童公園内
(日本橋富沢町16－6） 金曜日の午後

月島第二児童公園内
(勝どき1－9－8) 火曜日の午後


