区のおしらせ 1 月 11 日号

平成27年（2015年）
1月11日
（日曜日）
情 報コーナー

（4頁からのつづき）

祝日のごみ収集
凡例
日時

１月12日
（祝）
「成人の日」は、月曜
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

会場

消防団員募集
わがまちを

わが手で守る

消防団

対象

消防団は本業を持ちながら、火災
や大地震発生時には地域防災の要と
して活動をする、住民主体の防災組
織です。
現在、会社員、自営業者、学生、
主婦などさまざまな職種、男女を問
わず幅広い年齢層の方が地域の防災
リーダーである消防団員として活躍
しています。
災害からわがまちを守るため、皆
さんの入団をお待ちしています。
［入団資格］
区内在住・在勤で18歳以上の健康
な方
（学生も入団可）

内容
定員
費用
申込方法
問合せ︵申込︶
先

子どもの居場所「プレディ」の
サポーター募集
〜放課後の子どもたちを見守る
地域の皆さんを募集しています〜

ホームページアドレス

［活動日時］
・月〜金曜日
午後２時〜６時
・土曜日、春・夏・冬休み
午前９時〜午後６時
［活動場所］
プレディ設置校
（別表１参照）
亜活動日時内で２時間程度の活動が
別表1 プレディ設置校
名

称

プレディ中央
（中央小学校内）

所在地・電話

Ｅメールアドレス

プレディ明正
（明正小学校内）

プレディ日本橋
（日本橋小学校内）
プレディ有馬
（有馬小学校内）

建物の外壁や袖看板などは老朽化
などにより破損し、落下する恐れが
あります。区内でも外壁タイルが落
下し、通行人が負傷するという事故
もありました。
外壁のタイルやモルタル塗り、ス
チール枠の窓ガラス、屋外広告物な
どは特に注意が必要です。日頃から
の点検を心掛けてください。

ファミリー・サポート・センター
事業は、子育てサポーター（子育て
の手助けができる方）と、子育ての
手助けが必要な方が、お互いに助け
合いながら子どもの成長を地域で支
えていく会員制の有償ボランティア
活動です。
ファミリー・サポート・センター
では「子育てサポーター」として活動
にご協力いただける方を随時募集し
ています。別表２のとおり登録時講
習会を行いますので、参加をご希望
の方はお申込みください。
唖別表２のとおり
娃日本橋公会堂第３洋室
亜満20歳以上の健康で子どもが好き
な方、子育て支援に理解と熱意の
ある方（資格要件はありません）
◎ご自身のお子さんを預けたい時が
ある方も登録ができます。
別表2 登録時講習会
日

日本橋久松町7-2
☎（3663）7045

日本橋人形町1-1-17
☎（3668）2331

佃2-3-1
☎（3536）7041

講

保育士

心の発達とその問題
2月9日（月）
小児看護の基礎知識
午前9時30分〜午後4時30分
身体の発育と病気

横畑泰希

小児科専門医または保健師（予定）

安全と事故

子どもの栄養と食生活
栄養士 中村理恵
◎安心して活動をしていただけるよう、今年度からカリキュラムの内容・時間を拡充しました。
◎上記日程で全てを受講できない方はお気軽にご相談ください。

勝どき6-6-2
☎（3534）1300

インターネットや電話回線などの通信
事業者を利用してテレビを視聴する

通信事業者が設定する利用料などがか
かります

◎アナログテレビで視聴されている場合は、いずれの場合もデジタルテレビかデジ
タルチューナーが必要です。
◎２台目、３台目のテレビもお忘れないようご注意ください。
◎集合住宅の接続料などについてはケーブルテレビ事業者にお問合せください。

４月以降の視聴に当たって

ます︒

(3) お気軽にお問合せ・ご相談ください。「まごころステーション」☎（3546）0561

地デジ視聴の準備をお早め

にお願いします︒

◎区内のケーブルテレビ事業

者が説明のため訪問などを

行っています︒

◎事業者以外の業者による訪

問があった場合は︑区にご

連絡ください︒

分

◎悪徳商法や詐欺にご注意く

ださい︒

逢東京ベイネットワーク㈱

〜午後６時︶

︵年 中 無 休︑ 午 前 ９時

☎０１２０
︵４４３︶４０４

東京ケーブルネットワーク

㈱
︵日 曜 日・ 祝 日 を 除 く︑

午前９時 分〜午後６時︶

☎
︵３８１４︶
２６００

広報課広報係
︵平 日 午 前 ９

時〜午後５時︶

☎
︵３５４６︶
５６８８

調査票に記入された内容は︑

30

ケーブルテレビで
テレビ放送をご覧の皆さんへ

3

31

テレビ視聴の対応はお済みですか

ＵＨＦアンテナの設置や宅内配線の改
修などが必要となります

区が実施している①地上デ

ご自身で地上デジタル放送用のアンテ
ナを設置する

ジタル放送の視聴無料化と②

2

は︑別表３のいずれかの対応

接続料（戸建ての場合月額500円＋消費
税）がかかります

デジタル放送をアナログ放送

引き続きケーブルテレビでテレビを視
聴する

が必要です︒

月 日を基準日

1

に変換して送信する経過措置

別表３

30

師

松尾光恵

臨床発達心理士

は︑３月 日をもって終了し

年

31

容

保育の心

プレディ月三
晴海1-4-1
（月島第三小学校内） ☎（3531）7251

工業統計調査に
ご協力ください

平成

また︑調査員をはじめ関係者

12

統計法により統計作成の目的

には︑調査で知ったことを他

として︑工業統計調査が全国

この調査は︑従業員４人以

以外には絶対使用されません︒

上の製造事業所を対象として︑

に漏らしてはいけない義務と︑

一斉に実施されます︒

その活動状況を明らかにする

これに反したときの罰則が定

められています︒ご協力をお

願いします︒

逢区民生活課調査統計係

☎
︵３５５３︶
７３１３

ことを目的とした大切な調査

です︒

対象となる事業所には︑１

月中旬から調査員が調査票の

配布・回収に伺います︒

26

内

子どもの世話

プレディ月二
勝どき1-12-2
（月島第二小学校内） ☎（3531）1045

日本橋蛎殻町2-10-23 プレディ豊海
☎（3666）3960
（豊海小学校内）

時

保育サービスを提供するために ファミリー・サポート・センター
2月6日（金）
午前9時30分〜午後1時30分 幼児安全法（講義・実技）
日本赤十字社指導員

プレディ月一
月島4-15-1
（月島第一小学校内） ☎（3531）4746

新川2-13-4
☎（3551）3673

阿・保育園、幼稚園などの送り迎え
・保護者の用事やリフレッシュの
際のお預かり
◎区内在住で生後57日以上小学校４
年生までおよび軽度の障害のある
小学校６年生までのお子さんが対
象です。
［活動謝礼］
１時間につき800円（早朝・夜間・
休日などは1,000円）
姶事前に電話またはファクス、Ｅメ
ールに①氏名・ふりがな②郵便番
号・住所③電話番号を記入して申
込む。
［託児］３カ月以上のお子さんを対象
に託児を行います。ご希望の方は
お申込みの際にお伝えください
（先着順）。
逢中央区社会福祉協議会ファミリー・
サポート・センター
☎（３２０６）０１２０
℻（３５２３）６３８６
絢family@shakyo-chuo-city.jp

ファミリー・サポート・セン
ター「子育てサポーター」募集

所在地・電話

プレディ佃島
（佃島小学校内）

プレディ京築
築地2-13-1
（京橋築地小学校内） ☎（3545）2843

〜落下防止のために〜

可能な方
［役割］
プレディサポーター（ボランティ
ア）として、学校内で放課後などに
プレディに参加している児童の安全
確認
（一緒に遊んだり、おしゃべり
をしながら子どもたちを見守る）
◎詳細は教育委員会事務局庶務課学
校施設係または別表１の各プレデ
ィにお問合せください。
逢教育委員会事務局庶務課学校施設
係
☎（３５４６）５６９０

プレディ久松
（久松小学校内）

明石町1-15
☎（3544）2860

建物の点検を

唖３月１日（日）
午前10時〜午後４時（予定）
娃早稲田大学早稲田キャンパス15・16
号館
（新宿区西早稲田１−６−１）
亜平成27年度以降の採用試験の受験
希望者
阿各区・一部事務組合概要説明、技
術・専門職の個別相談および人事
委員会採用試験概要説明
（それぞれ
ブースに分かれて説明を行います）
◎事前の申込みは必要ありませんの
で、当日直接会場にお越しくださ
い。ただし、会場の混雑状況によ
り、安全確保の観点から一時的に
入場を制限することがありますの
でご了承ください。
◎詳しくは、特別区人事委員会ホー
ムページをご覧ください。

称

［外壁の場合］
・ひび割れや部分的なはがれがないか
・膨らんでいたり、浮いている部分
がないか
・たたいた時に、他の部分と比べて
違う音がする部分がないか
［窓ガラスの場合］
・ガラスがパテ留めとなっていないか
［屋外広告物などの場合］
・サビや劣化がないか
このようなことがありましたら、
専門家に相談し調査や改善を行って
ください。建物の点検や維持管理は
所有者、管理者の皆さんの責務です。
日頃から点検や維持管理を行い落
下物による事故を未然に防ぎましょう。
逢建築課調査係
☎（３５４６）５４５５

逢特別区人事委員会事務局任用課採
用係
☎（５２１０）９７８７
茜http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm

特別区（東京23区）職員採用
試験合同説明会

名

湊1-4-1
☎（3551）0522

プレディ明石
（明石小学校内）

逢京橋消防団本部（京橋消防署内）
☎（３５６４）０１１９
日本橋消防団本部
（日本橋消防署内）
☎（３６６６）０１１９
臨港消防団本部（臨港消防署内）
☎（３５３４）０１１９

No. １２３７

