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令和４年（2022年）7月11日（月曜日） No.１５０７区のおしらせ 7 月 1 1 日号

生きがい活動リーダーの活動内容
・ 生きがいに関する相談を受け、実際の行
動につながる助言を行う。
・ 生きがいについての理解や関心を深める
ため、高齢者クラブなどへ出張し啓発活
動を行う。
・ 仲間づくりや組織活動をコーディネート
し、生きがいを持って生活できるよう支
援する。
・ 社会参加活動を支援するための情報を提
供する。
募集条件
　区内在住で、研修終了後、「生きがい活
動支援室」で毎週２日程度、午前９時から
午後５時まで生きがい活動リーダーとして、
活動できる方
募集人員
　若干名

研修生の決定
　「高齢者の生きがいづくり」に関する作文
と面接により決定する。
申し込み方法
　８月19日（必着）までに①生きがい活動リ
ーダー②氏名・ふりがな③郵便番号・住所
④電話番号⑤年齢をＡ４版縦方向に横書き
したものと、原稿用紙に800字程度自書した
「高齢者の生きがいづくり」に関する作文を
生きがい活動支援室に郵送または持参する。
◎ 研修生の決定後、（一財）健康・生きがい
開発財団の「健康生きがいづくりアドバ
イザー」の資格を取得するため、養成講
座と資格認定研修会を受講していただき
ます。
逢〒104－0051
　中央区佃１－11－１
　 生きがい活動支援室（シニアセンター内）
　☎（３５３１）７８１３

　妊婦（特に妊娠初期）が風しんにかかると、心疾患・白内障・
難聴などの先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれる可能性
があります。
　風しん予防に十分な免疫があるかは抗体検査で確認するこ
とができますが、妊娠中は予防接種ができませんので、周り
の方はウイルスを持ち込まないよう注意が必要です。
　また、妊娠を希望する方は妊娠前に抗体検査をして、十分
な免疫がない場合は抗体をつけることが大切です。
抗体検査費用助成の対象
　風しん未罹

り

患
かん

、未接種、未検査（罹患・接種・検査歴不明） 
で次のどちらかに該当する19歳以上の区内在住者
・妊娠を予定または希望している女性とその同居者
・妊婦の同居者
予防接種費用助成の対象
①上記の抗体検査で抗体価が十分でないとされた方
② 妊婦健診などで風しん抗体価が十分でないとされた方（妊
娠中の方は除く）
実施期限
　令和５年３月31日（金）まで
費　用
　無料
検査および接種方法
　「風しん抗体検査及び予防接種予診票兼助成金申請委任状」
を使用し、区指定の医療機関で抗体検査を行い、十分な免疫
がなかった場合はワクチンを接種します。
◎ 抗体検査の結果が出るまでに１週間以上かかる場合があり
ます。事前に医療機関にご確認ください。
◎ 「風しん抗体検査及び予防接種予診票兼助成金申請委任状」
は中央区保健所、日本橋・月島保健センターで交付（②の
対象の方は母子健康手帳または抗体検査結果が必要）しま
す。
◎詳しくは区のホームページをご覧ください。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

狂犬病予防注射
　犬の飼い主には、１匹ごとに犬の登録と、
年１回の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。
　狂犬病予防注射をまだ済ませていない方
は、動物病院で注射を受け、その証明書を
中央区保健所へ持参し、注射済票の交付手
続きをしてください。
費　用
　注射済票　550円
マイクロチップ情報の登録
　令和４年６月以降にブリーダーやペット
ショップから購入した犬にはマイクロチッ

プが装着されており、飼い主はマイクロチ
ップ情報を登録する必要があります。登録
するデータベースは日本獣医師会が運営し
ており、オンラインでの登録が可能です。
　令和４年５月以前に犬を飼っている場合、
装着は義務ではありませんが、犬が逸走し
たときに飼い主へ返還できる可能性が高ま
るなどの利点もあるため装着に努めてくだ
さい。
逢・注射済票の交付に関すること
　中央区保健所生活衛生課生活衛生係
　☎（３５４１）５９３６
・マイクロチップ情報の登録について
　（公社）日本獣医師会
　☎（６３８４）５３２０
茜https://reg.mc.env.go.jp/

生きがい活動リーダー養成のための研修生募集 風しんの抗体検査を
受けましょう

日　時 内　容 対象・定員など
築地児童館　☎（3544）0127
8月4日（木）・5日（金）
①午後1時15分～2時15分
②午後2時30分～3時30分
③午後3時45分～4時45分

工作あそび
「ミサンガを作ろう」

小学校1年生以上　各回8人
申込開始日：7月28日（木）～

8月17日（水）・18日（木）
①午後2時～3時
②午後3時30分～4時30分

工作あそび
「カラフル接着剤で作ろう」

小学校1年生以上　各回10人
申込開始日：8月10日（水）～

8月22日（月）・23日（火）
①午後2時～2時45分
②午後3時～3時45分
③午後4時～4時45分

チャレンジあそび
「たまいれ」

小学校1年生以上　各回16人
申込開始日：8月15日（月）～

新川児童館　☎（3553）2084

7月22日（金）
午後3時～4時30分

サイエンス
「ストローロケットをつく
ろう！」

小学校1年生以上
定員24人
申込開始日：7月13日（水）～

7月28日（木）
①午前11時～正午
②午後3時～4時

ギネスにチャレンジ
「なわとびチャレンジ」

小学校1年生以上
①個人戦（なわとび）
②団体戦（おおなわ）

8月23日（火）・25日（木）・26日
（金）
午後1時30分～3時30分

夏休み木工工作
「ビー玉迷路をつくろう！」

小学校1年生以上
各日8人
申込開始日：8月8日（月）～

堀留町児童館　☎（3661）8937
7月20日（水）～29日（金）
午後2時30分～4時30分

ほりどめ工房
「めんこ作り」

小学校1年生以上　4人入れ替え制
◎土・日曜日は除きます。

8月9日（火）・10日（水）
①午前10時～11時30分
②午後2時～4時30分

ほりどめ工房
「夏の日のやじろべい」

①幼児（保護者同伴）優先
②小学校1年生以上優先
◎ 一度に参加できる人数は4人です。

8月26日（金）
午後2時～3時 めんこ大会 小学校1年生以上　30人

申込期間：8月1日（月）～22日（月）
浜町児童館　☎（3669）3386
8月4日（木）・5日（金）
午後2時～3時30分 水でっぽうであそぼう 小学校1年生以上　各日20人

申込開始日：7月25日（月）～
8月12日（金）
①午後1時30分～2時15分
②午後2時30分～3時15分
③午後3時30分～4時15分

浜シアター 幼児以上　各回20人
申込開始日：8月5日（金）～

8月24日（水）
①午後2時～2時45分
②午後3時～3時45分

ボッチャ教室 小学校1年生以上　各回18人
申込開始日：8月17日（水）～

日　時 内　容 対象・定員など
佃児童館　☎（3531）7811
7月20日（水）
午後3時～4時30分 映画会 乳幼児（保護者同伴）以上　45人

申込開始日：7月13日（水）～
8月2日（火）
①午後2時～2時30分
②午後2時45分～3時15分
③午後3時30分～4時

工作教室
「くまアイスのバッグチャ
ームを作ろう！」

小学校1年生以上　各回10人
申込開始日：7月26日（火）～

8月30日（火）
午後3時～4時50分 メンコ大会 小学校1年生以上　40人

申込期間：8月22日（月）～29日（月）
月島児童館　☎（3533）0885
8月3日（水）・4日（木）
①午後1時30分～3時
②午後3時15分～4時45分

木工工作
「コリントゲームを作って
みよう！」

小学校2年生以上　各回8人
申込開始日：7月27日（水）～

8月10日（水）
①午後2時30分～3時
②午後3時15分～3時45分
③午後4時～4時30分

映画会 乳幼児（保護者同伴）以上　各回60人
申込開始日：8月3日（水）～

8月22日（月）
①午後2時～2時45分
②午後3時～3時45分

科学工作教室
「ペンタキスを作ってみよ
う！」

小学校1年生以上　各回12人
申込開始日：8月15日（月）～

勝どき児童館　☎（3531）3250
8月3日（水）
①午前10時30分～11時
②午前11時15分～11時45分

音楽絵本講師による
音楽絵本コンサート♪

①令和4年度2歳になる乳幼児親子35組
②令和4年度3歳になる乳幼児親子35組
申込開始日：7月24日（日）

8月22日（月）
午後5時30分～7時

K.CRAFT
ディップアート 中学校1年生以上　20人

8月26日（金）
午後2時30分～3時30分 メンコ大会 小学校1年生以上

申込期間：8月15日（月）～20日（土）
晴海児童館　☎（3534）3021

8月6日（土）
午後2時30分～午後4時

はるみ夏休み工房①
「キャッチボールマシーン
をつくろう！」

小学校1年生以上
定員20人
申込開始日：7月23日（土）～

8月20日（土）
午後2時30分～午後4時

はるみ夏休み工房②
「四つ編みブレスレットを
つくろう！」

小学校1年生以上
定員20人
申込開始日：7月23日（土）～

8月25日（木）
1部：午前9時30分～10時30分
2部：午前10時40分～11時40分

ちびっこえんにち
乳幼児親子
各部40人
申込開始日：8月4日（木）～

◎定員があるものは、先着順です。
◎ 電話での申し込みはできませんので、各児童館に直接本人が申し込みをしてください。
申込期日のないものは、当日直接会場へお越しください。
◎乳幼児については、保護者同伴でご参加ください。
◎その他行事などについて詳しくは各児童館まで直接お問い合わせください。

　区内８カ所の児童館ではいろいろな催し物を行います。夏休みの児童館
～こんなことやっているよ～

犬を飼っている方へ

のの


