平成30年（2018年）6月21日
（木曜日）

区のおしらせ 6 月 21 日号

No.１３６１

◎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
３ 〒・住所
○○課○○係（問の宛名）
４ 電話番号
５ 年齢
◎「電子申請も可」と記載されているものは
６ その他必要事項
区のホームページの電子申請から申し込みも可能
１ 講座名など

記入例（はがき・ファクス） ２ 氏名・ふりがな

設

ほっとプラザはるみのご案内

問い合わせ
（申込）
先

険料）
世界に出会おう！世界と歌おう！
日・東京混声合唱団メンバーによる
ワークショップ
７月28日（土）
午後２時～４時
・コンクール鑑賞
ｅ
７月29日（日）
午後３時～４時30分
◎計２日（１日のみの申し込みはで
きません）
場・ワークショップ
晴海トリトンスクエア内Ｘ棟会議
室（晴海１－８－10）
・コンクール鑑賞
第一生命ホール（晴海１－８－９）
対区内在住・在学の小学生のお子さ
んとその保護者
内親子で合唱を体験し東京国際合唱
コンクール in HARUMI（フォル
クロア部門）を鑑賞することで、
豊かな情操を育む機会とするとと
もに、世界の文化に触れ国際交流
を図ります。
定30組60人（申し込み多数の場合は
抽選）
費無料
共 通
申６月25日（月）から７月６日(金)ま
でに電話で申し込む（受け付けは
平日午前９時～午後５時）。
問中央区地域家庭教育推進協議会事
務局（文化・生涯学習課内）
☎（３５４６）５５２６

Ｅメールアドレス

おやじの出番！
「親子キス釣り体験
教室」
日・事前学習 ７月21日(土)
午後２時～４時30分
・キス釣り ７月22日(日)
午前７時30分～午後２時15分
◎計２日（１日のみの申し込みはで
きません）
場・事前学習
日本フィッシング会館８階（八丁
堀２－22－８）
・キス釣り集合場所
朝潮運河船着場
対区内在住・在学の小学生のお子さ
んとその保護者（父親優先）
内父親の子育て参加を目的に、親子
で環境保護や釣りマナーの学習と
釣り体験を行います。
［講師］
（公財）日本釣振興会スタッフ
定20組40人（申し込み多数の場合は
抽選）
費１組7,500円（乗船料、道具代、保

ホームページアドレス

［開設期間］
７月21日
（土）
泊～８月19日
（日）
泊
対中小企業に勤務する区内在勤者と
同居家族および区内在住者

障害のある方や要介護状態の方な
どで、ご自分ではかかりつけの歯医
者さんを見つけることが困難な方に、
身近な地域で適切な歯科医療を受け
られるように「かかりつけ歯科医」の
紹介をします。
［開設日時］月～金曜日（閉庁日を除
く） 午前８時30分～午後５時

申し込み方法

夏季借上宿泊施設の空室
申し込み

かかりつけ歯科医の紹介・
相談窓口

家庭教育学習会

▶昨年の様子

空室状況などはお問い合わせくだ
さい。
施設や開設期間は
「区のおしらせ
中央」５月１日号または区のホー
ムページの夏季施設
「海の家」「山の
家」
をご覧ください。
対中央区国民健康保険および後期高
齢者医療制度に加入している方と
その家族
◎１人での利用はできません。
申６月22日
（金）午前８時30分から区
役所４階保険年金課の窓口で直接
申し込む。
◎日本橋・月島特別出張所の窓口や
電話での申し込みはできません。
問保険年金課給付係
☎
（３５４６）
５３６０

費用

夏季施設
「海の家」
「山の家」
の空室申し込み

定員

国民健康保険・後期高齢者医療制度

歯周病や虫歯
などの早期発見、
予防を目的とし
た歯科健康診査
を実施します。
成人歯科健康診査
対区内在住で、平成30年４月１日か
ら平成31年３月31日までの間に誕
生日に達して20歳、25歳または30
歳から70歳までの偶数歳になる方
内歯および歯周の検査、口の中の清
掃状態、そしゃくの状態の検査、
歯磨き指導
高齢者歯科健康診査
対区内在住で、平成30年４月１日か
ら平成31年３月31日までの間に誕
生日に達して72歳または74歳以上
になる方
内虫歯や歯ぐきの検査、入れ歯の状
態、口の中の清掃状態、そしゃく
の状態の検査、歯磨き指導、むせ
の状態、口の中の乾燥および飲み
込みの簡易検査
共 通
日７月２日（月）から12月28日（金）ま
での健診実施医療機関の診療時間
中
費無料
（虫歯の治療や歯石除去など
の治療費は、受診者負担）
◎対象の方には６月中旬に受診券を
送付しました。
◎寝たきりの方、障害があり通院が
困難な方は、訪問による歯科健診
を受診することができます（中央
区内のみ）。
◎詳しくは「受診券」をご覧ください。
問福祉保健部管理課保健係
☎（３５４６）５３９７

内容

銀座ブロッサム
（中央会館）は、10
月31日
（水）まで休館中のため、予約
開始日の抽選会を区役所で行います。
日７月２日
（月） 午前９時
場区役所８階第１会議室
［対象利用月］
ホール 平成31年７月分
◎抽選会後の空き室申し込みは銀座
ブロッサム
（中央会館）仮事務所で
抽選日の午後２時から先着順で受
け付けます。
問銀座３－７－１松屋銀座マロニエ
通り館５階・６階
銀座ブロッサム
（中央会館）仮事務
所
☎
（３５４２）
８５８５
地域振興課区民施設係
☎
（３５４６）
５６２２

成人歯科健康診査・
高齢者歯科健康診査

対象

銀座ブロッサム
（中央会館）の
利用申し込み

保健・医療・福祉

月～金曜日（祝日、年末年始を除
く）
日
午前８時30分～午後５時
［利用できる方］
区内在住の就労意欲を持つ障害の
障 心身障害者医療費助成制度
○
ある方やその家族、障害者雇用を推 場
受給者証をお持ちの方へ
進する事業主
障
［利用料］
現在○受給者証をお持ちの方が加
無料（交通費などの実費は自己負 対
入している健康保険の現況調査を行
担）
います。これは、受給者証の年次更
［利用方法］
新に当たり、中央区国民健康保険ま
事前に電話などでご相談ください。内
たは後期高齢者医療制度以外の健康
◎手帳（身体障害者手帳・愛の手帳・
保険に加入されている方を対象に行
精神障害者保健福祉手帳）をお持
うものです。
ちの方は、持参してください（お 定
調査該当の方には、７月中旬に調
持ちでない方も利用可）。
査票を送ります。記載内容を確認の
［こんな時に利用できます］
上、同封の返信用封筒に入れて返送
・就職したいが、会社の探し方や面 費
してください。
接の受け方が分からない。
問障害者福祉課障害者福祉係
・就職したが、職場で困ったことが
☎（３５４６）５３８９
起きた。
FAX（３５４４）０５０５
申
・障害のある方を雇用したいが、ど
中央区障害者就労支援
うすればいいか分からない、もし
センター事業案内
くは障害のある方を雇用している
が、どう接していいか分からない。
障害のある方の一般企業などへの
◎本センター登録者で就職している
就労機会を広げ、就労後も安心して
方を対象に、「ニコニコドットコ 問
働き続けられるように、専任のコー
ム」を開催しています。この会は、
ディネーターが就労や生活に関する
参加者が歓談や音楽、ゲームなど
支援を行います。また、障害のある
を思い思いに楽しむ交流と憩いの
方の雇用を推進する企業の相談に応
場です。
じる他、就労を目指す方を対象に障
害福祉サービス等利用計画を作成し、 問中央区障害者就労支援センター
☎（３８６５）３８８９
適切なサービス利用に向けた支援を
FAX（３８６５）３６６２
行います。
ｅwork@shakyo-chuo-city.jp
［利用日時］
㏋
費無料
申電話で申し込む。
問福祉保健部管理課保健係
☎（３５４６）５３９７

会場

ほっとプラザはるみは、中央清掃
工場の余熱を利用した温浴を中心と
する施設です。
館内には、リラックスエリア・流
水エリア・ジャグジーなどの温浴エ
リアやマシンが利用できるトレーニ
ングルーム、集会室があり、誰でも
気軽で快適に楽しく過ごせる施設と
なっています。
また、健康増進のためのレッスン
プログラム
（有料・無料）を多数用意
しています。
◎申し込み方法についてはお問い合
わせください。
問ほっとプラザはるみ
☎
（３５３１）
８７３１

［宿泊日数］
２泊３日以内
［空室申し込み］
７月６日（金）午前９時から電話で
申し込む。
◎空室情報はレッツ中央のホームペ
ージで６月29日（金）から公開しま
す。
◎部屋使用料・食事代など詳しくは
レッツ中央のホームページをご覧
ください。
問レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）
☎（３５４６）８６１０
㏋ http://www.chuo-tokyo.com

日時

施

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

凡例

１人１枚
限り

(9)

平成30年（2018年）
6月21日
（木曜日）

陳式太極拳入門教室
凡例

日
８月14日～平成31年１月22日の第
２・４火曜日 計12回
午前11時～正午
場いきいき桜川大広間
対60歳以上の区内在住者
（いきいき
館の利用者証が必要）
日 定25人（申し込み多数の場合は抽選）
費無料
申７月10日
（火）までにいきいき桜川
場
窓口で直接申し込む（電話申し込
み不可）
。
◎受講決定者は７月13日（金）以降館
対
内に掲示します。
問いきいき桜川
（桜川敬老館）
☎
（３５５３）
００３０
日時
会場
対象
内容

内

夏休み福祉・ボランティア体験
「イナっこ教室2018」

定員

定 ［期間］７月17日（火）～８月31日（金）

費用

費

申し込み方法

申

問い合わせ
（申込）
先

問

ホームページアドレス

㏋

Ｅメールアドレス

ｅ

区のおしらせ 6 月 21 日号

館の利用者証が必要）
内健康麻雀を初歩から指導します。
定32人（先着順）
費無料
申６月24日（日）からいきいき浜町窓
口で直接申し込む（電話申し込み
不可）。
問いきいき浜町（浜町敬老館）
☎（３６６９）３３８５

いきいき元気！
出前「はつらつ」体験講座
日７月18日（水）
午前10時30分～正午
場勝どきおとしより相談センター
会議室
対区内在住で、転倒に対する不安の
ある、もしくは膝痛・腰痛予防に
関心のある65歳以上の方（要介護
１～５の方を除く）
内いつまでも若々しく元気で過ごす
ために、現在実施中のはつらつ健
康教室の一部を体験します（スト
レッチ・バランストレーニング・
レクリエーションなど）。
定20人（先着順）
費無料
申６月22日（金）から７月13日（金）ま
でに電話で申し込む（受け付けは
月～土曜日の午前９時～午後６時）。
問勝どきおとしより相談センター
☎（６２２８）２２０５

対
・内区内のボランティア活動を体
験して、あなたも「イナ」っこから
「ボラ
（ンティア）」になりませんか。
（
「イナ」は出世魚「ボラ」の幼名で
す）
。
①区内在住・在学の小学校１～３年
生対象
・点字、手話などの福祉体験学習
②区内在住・在勤・在学の小学校４
年生～大人対象
・点字、手話などの福祉体験学習
・高齢者宅への配食サービス活動
「まちかど展示館」
・高齢者・障害者施設、児童館、保
夏休みスタンプラリー
育園、子どもの居場所「プレディ」
での活動など
［実施期間］７月１日（日）～８月31日
◎活動内容により、日時や年齢・定
（金）
員などの参加条件が異なります。
内区が誇る文化の一
詳しくは中央区社会福祉協議会ホ
端を垣間見ること
ームページをご覧ください。
が で き る「ま ち か
費無料
ど 展 示 館」16カ 所
◎ボランティア保険料、活動に係る
でスタンプラリーを開催します。
交通費、食事代などの実費は参加
意匠を凝らした各館自慢のスタン
者負担です。
プを集めてみませんか。
◎今年度ボランティア保険未加入の
「銀座・京橋地区」

と「月島地区」で
方は、申込受付時にご加入いただ
２カ所、「日本橋地区」で２カ所、
きます
（300円現金払い）。
計４カ所のスタンプを集めて申し
申７月１日
（日）から31日（火）までに
込みをした方の中から抽選で、す
申込書に必要事項を記入して、中
てきな景品が当たります。
央区社会福祉協議会ボランティ
◎スタンプが置いてあるまちかど展
ア・区民活動センターに本人が直
示館の所在地など詳しくは、まち
接持参して申し込む。
かど展示館のホームページをご覧
◎７月１日
（日）
・７日（土）は開所し
ください。
ます
（午前９時～午後５時）。
申
８月31日（金）までにスタンプラリ
◎７月２日
（月）
から６日（金）は午後
ーシートをファクスまたは撮影し
６時まで開所します。
てＥメールで申し込む。
◎申込書は中央区社会福祉協議会、
◎スタンプラリーシートは区内公共
福祉保健部管理課、日本橋・月島
施設などで配布する他、まちかど
特別出張所などで配付する他、中
展示館のホームページからダウン
央区社会福祉協議会のホームペー
ロードすることもできます。
ジからダウンロードすることもで
問まちかど展示館運営協議会事務局
きます。
（文化・生涯学習課内）
◎定員のある活動については先着順
☎（３５４６）５３４６
で受け付けます。
FAX（３５４６）９５５６
問中央区社会福祉協議会ボランティ
㏋http://www.chuoku-machika
ア・区民活動センター
dotenjikan.jp/stamp.html
☎
（３２０６）
０５６０
ｅb-syogai_01-mk@city.chuo.lg.jp
㏋http://www.shakyo-chuo-city.
中央区の森
jp

いきいき健康麻雀教室
日
８月５日～10月28日の毎週日曜日
（10月21日は除く） 計12回
午後１時～４時
場いきいき浜町大広間
対60歳以上の区内在住者
（いきいき

親子自然体験ツアー

日７月21日（土）
・集合 午前７時30分 区役所前
・解散 午後６時（予定）
［行き先］
中央区の森（西多摩郡檜原村）
対区内在住・在学の小学生と保護者

◎保護者１人につき小学生２人まで
内森林レクリエーションや川遊び体
験をしながら、自然環境の素晴ら
しさ・大切さを学びます。
◎天候や交通状況により内容が変更
になる場合があります。
◎荒天の場合は中止です。
定35人（申し込み多数により抽選と
なった場合は、過去に参加してい
ない方を優先します）
費大 人1,100円、 子 ど も600円（傷 害
保険料・昼食代として）
［持ち物］
水筒、軍手、帽子、川遊び用の服
装（水着など）、履き物、着替え
申７月４日（必着）までにはがきに①
～⑤（９面記入例参照）⑥性別⑦在
学者は学校名を記入して申し込む
（電子申請も可）。
問環境推進課環境活動係
☎（３５４６）５６５４

天体観望会
「月と木星を見よう！」
日７月21日（土）
午後６時30分～８時
場タイムドーム明石プラネタリウム
ホール、屋上
対区 内在住・在勤者（中学生以下は
保護者同伴が必要）
内タイムドーム明石の屋上で専門の
解説員の解説を交えながら、大型
の天体望遠鏡や双眼鏡を使い、月
と木星を観察します。観察の前に
はプラネタリウムを用いて当日の
星空や天体の解説を行います。
◎当日、天候により観察できない場
合は、プラネタリウムでの解説の
みとなります。
定
50人（申し込み多数の場合は抽選）
費無料
申７月６日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（９面記入例参照）⑥参加
者全員の氏名、年齢を記入して申
し込む（電子申請も可）。
問〒104－0044
中央区明石町12－１
郷土天文館「タイムドーム明石」
☎（３５４６）５５３７

成年後見支援センター講演会

「あなたの最期（これから）、誰に託
しますか～あなたと大切な人を守る
相続・遺言と成年後見制度～」

No.１３６１
④午後１時～２時
⑤午後２時～３時
⑥午後３時～４時
場区役所８階会議室
対区内在住・在勤で成年後見制度の利
用を検討している本人・親族など
内成年後見制度の申し立て手続きや
利用方法などについて、一人一人
のご事情に沿ってご相談に応じま
す。
［相談員］
（公社）成年後見センター・
リーガルサポート東京支部所属の
司法書士
定各回４組（事前予約制、先着順）
費無料
申７月５日（木）までに電話、ファク
スまたはＥメールに①～④（９面
記入例参照）⑤希望の時間を記入
して申し込む。
共 通
問中央区社会福祉協議会成年後見支
援センター「すてっぷ中央」
☎（３２０６）０５６７
FAX（３５２３）６３８６
ｅstep@shakyo-chuo-city.jp

シニア生涯ワーキングセミナー
～セカンドライフ応援セミナー～

日８月２日（木）
午後１時～３時45分
場日本橋区民センター第３・４会議室
対55歳以上
内・講演「これからのライフプラン
ニング」、「シニア世代の再就職の
現状と考え方」
・無料職業紹介所シルバーワーク中
央、シルバー人材センター、元気高
齢者人材バンクの事業紹介
◎参加者には啓発グッズなどを差し
上げます。
定50人（先着順）
費無料
申６月25日（月）から電話で申し込む。
［申し込み受付専用電話］
☎（５８４３）７６６５
［主催］
（公財）東京しごと財団 他
［共催］中央区 他
問・セミナーの内容について
（公財）東京しごと財団
☎（５２１１）２３３５
・元気高齢者人材バンクなどについて
高齢者福祉課高齢者活動支援係
☎（３５４６）５７１６

経営セミナー

日７月８日（日） 午後１時～３時（午
後０時30分開場）
日７月30日（月）
場区役所８階大会議室
午後２時～４時
対区内在住・在勤者
場区役所８階大会議室
内相続の進め方や遺産分割の手続き、 対区内中小企業経営者および従業員
遺言書作成について、また自分の
［テーマ］
権利と財産を守る成年後見制度
インターネットの活用でコストを
（法定・任意後見制度）について、
抑えて『新卒・中途採用』を成功させ
分かりやすく説明します。
る！
［講師］
（公社）成年後見センター・リ
［講師］
ーガルサポート東京支部所属の司
㈱フラットコード代表取締役
法書士 松前章代
阿部義広
定100人（先着順）
定100人（先着順）
費無料
費無料
申電話、ファクスまたはＥメールに
申区役所７階商工観光課で配布する
①～④（９面記入例参照）を記入し
用紙に記入してファクスで申し込
て申し込む。
む。
成年後見制度無料個別相談会
◎申込書は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。
日７月８日（日）
問商工観光課中小企業振興係
①午前10時～11時
☎（３５４６）５４８７
②午前11時～正午
FAX（３５４６）２０９７
③正午～午後１時

（10分番組）
（月～金曜日 AM10：30 ～ 10：40 PM3：00 ～ 3：10 PM9：30 ～ 9：40 祝日・休
(10) 中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」
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。

平成30年（2018年）6月21日
（木曜日）

区のおしらせ 6 月 21 日号

スポーツ

申し込み方法

アウトドアクッキングを楽しめる
デイキャンプ場が、築地川公園、浜
町公園にあります。
保育園における夏期臨時職員
青空の下、楽しい交流の場として
（保育補助）の募集
お気軽にご利用ください。
［勤務期間］
８月上旬ごろ～９月上旬
申各デイキャンプ場に直接申し込む。
ごろ
［問い合わせ（申込）先］
各種無料相談
◎７月中の勤務も可能です。勤務開
・築地川公園デイキャンプ場（区営
始時期は相談できます。
築地川第二駐車場管理事務所）
不動産取引相談
［勤務時間］午前８時45分～午後５時
☎（３５４６）１５０５
［相談日］毎月第３月曜日
・浜町公園デイキャンプ場
（休憩１時間）
内土地建物の売買・賃貸などの相談
（総合スポーツセンター内事務所）
［応募資格］18歳以上（高校生不可・
に宅地建物取引士などが応じてい
☎（３６６６）１５０１
保育士資格の有無は不問）
ます。
㏋
問水とみどりの課緑化推進係
［募集人数］20人程度
［主催］
（公社）全日本不動産協会東京
☎（３５４６）５４３４
［賃金］日額8,050円（保育士資格取得
都本部
者は8,580円）
土地家屋調査測量・表示登記相談
建物などの住所（住居表示）調
◎交通費は別途支給（日額上限330
［相談日］毎月第４木曜日
査と、
住居表示板の取り付け・
円）します。
内建物の新築・増築・取り壊しに伴
取り替え
申写真付きの履歴書を持参または郵
う表示登記、土地測量（境界確定）
送する。募集人員に達するまで募
住居表示板は、郵便配達や来訪の
分筆などの相談
集します（おおむね７月中旬ごろ
方などに目的地を分かりやすくする
［主催］
東京土地家屋調査士会千代田・
ｅ
まで）。
もので、毎年区域を決めて脱落や汚
中央支部
◎履歴書の備考欄には勤務期間中の
損などについて調査をしています。
司法書士相談
勤務可能な日を記入してください。
調査員腕章を所持した調査員が下
［相談日］毎月第１・３火曜日
［採用結果］
随時面接を行い、決定し
記のとおり実施します。
内相続、遺言、不動産登記、会社登
ます。
［調査内容］
記などの相談
問〒104－8404
・未届けで住居番号を定めていない
◎「成年後見相談」を毎月第３火曜日
建物や、名称が変更された建物を
中央区築地１－１－１
に行っています。
調査します。
子育て支援課保育園係
［主催］東京司法書士会中央支部
・既存建物の住居表示板の脱落・汚
☎（３５４６）５３４４
行政書士相談
損などを調査し、その取り付けや
［相談日］毎月第３水曜日
中央区介護人材確保支援事業
取り替えを行います。
内各種届け出、遺言相続などの相談
［調査区域］
対区内介護サービス事業所での就労
［主催］東京都行政書士会中央支部
日本橋小舟町、日本橋小伝馬町、
を希望する方（区内在住者に限り
遺言・公証相談
日本橋大伝馬町、日本橋堀留町一丁
ません）
［相談日］毎月第１水曜日
目、日本橋堀留町二丁目、日本橋富
内介護職員初任者研修（15日間）の受
内公正証書作成や遺言などの相談
沢町、日本橋人形町三丁目
講による資格取得や職場見学、キ
［主催］区内各公証役場
［作業期間］
ャリアカウンセリングなどを通し
共 通
７月１日（日）～10月31日（水）
て、区内介護サービス事業所への
［時間］午後１時～４時
就職を支援します。
問建築課調査係
場区役所１階区民相談室
◎本事業は、区が㈱シグマスタッフ
☎（３５４６）５４５３
費無料
に事業委託をして実施します。
◎電話予約が必要です（空きがあれ
子ども図書館員の募集
◎研修日程など詳しくは㈱シグマス
ば当日受け付け可能です）。
タッフへお問い合わせください。
◎土・日曜日、祝日、年末年始は相
［日程］
定10人（先着順）
談を行っていません。
・京橋図書館 ７月25日（水）
費無料
（テキスト代8,000円は自己負担）
◎詳しくはお問い合わせください。
・月島図書館 ８月１日（水）
申８月31日（金）までに㈱シグマスタ
問まごころステーション（区民相談）
・日本橋図書館 ８月２日（木）
ッフへ電話で申し込む。
☎（３５４６）９５９０
［時間］

ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

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）、J：ＣＯＭ東京のケーブルテレビ111チャンネル（毎日
PM0：15・PM8：15）で放送しています。

問い合わせ
（申込）
先

セミナー
［テーマ］
・若者を取り巻く就職事情
・企業が求める人物像・スキル
・就職力アップの秘訣
［講師］
㈱パソナ 藤谷和幸
個別相談会
内㈱パソナ職員による就職にまつわ
る相談
（セミナー終了後１人につ
き20分）
共 通
日・７月７日
（土） 午後２時～４時
・８月21日
（火） 午後６時30分～８
時30分
場区役所８階第１会議室
対これから就職活動を予定している
求職者の保護者
◎求職者本人の参加も可能です。
定・セミナー 各日20人（先着順）
・個別相談会 各日10人（先着順）
申希望日の前日までに電話で申し込
む
（受け付けは平日の午前９時～
午後５時30分）
。
問・保護者向け就職セミナー・個別
相談会の予約について
㈱パソナ
☎
（６７３４）
１１２１
・就労支援事業について
商工観光課商工振興係
☎
（３５４６）
５３２９

費用

保護者向け就職セミナー・
個別相談会

定員

日７月６日
（金）
午後１時～４時30分（受け付けは
午後４時まで）
場東京しごとセンター地下２階講堂
（千代田区飯田橋３－10－３）
問ハローワーク飯田橋U－35
☎
（５２１２）
８６０９

内容

34歳以下の若者対象
若年者合同就職面接会

対象

その他

ちょっとオシャレに
デイキャンプ

会場

吹き矢、
ハンドアーチェリー

ラダーゲッター：ひもでつながっている2個のボールをラダー
（ハシゴ）
に向かって投げます。
バッゴー：ビーンバッグを穴の開いたボードに向かって投げます。
吹き矢：マグネットの矢を勢いよく吹いて的を狙います。
ハンドアーチェリー：的を狙い、
ピンを当てるゲームです
（補助具あり）。

日時

ラダーゲッター、
バッゴー

第１部 午前９時30分～11時30分
第２部 午後０時30分～２時30分
第３部 午後２時45分～４時45分
対区内在住・在学の小学校４～６年生
内図書館の仕事体験を通じて、職業
意識や読書意
欲の向上と図
書館への親近
日
感を深めます。
・書架の整理
・本の装備
場
・図書館内の見学 など
定各館36人（第１～３部各12人、申
し込み多数の場合は抽選）
申７月５日（必着）までに所定の申込 対
書に必要事項を記入して各図書館
に持参または、はがきに①住所②
氏名・ふりがな③生年月日④性別 内
⑤電話番号⑥学校名⑦学年・組⑧
参加を希望する図書館名と希望の
部（第１～３部）を第３希望まで記 定
入して、京橋図書館に郵送で申し
込む（電子申請も可）。
◎申込書は、各図書館で配布する他、費
図書館のホ－ムペ－ジからダウン
ロ－ドすることもできます。
問〒104－0045
申
中央区築地１－１－１
京橋図書館
☎（３５４３）９０２５
日本橋図書館
☎（３６６９）６２０７
月島図書館
問
☎（３５３２）４３９１

凡例

◎内容は変更となる場合があります。 事業説明会および介護業界理解セ
ミナー
定100人（先着順、同伴者含む）
介護人材確保支援事業の実施に先
費無料
立ち、事業説明会と介護業界理解セ
［持ち物］
運動着、室内用運動靴
障害者スポーツ体験会
ミナーを開催します。事業へ申し込
申６月22日（金）から７月５日（木）ま
～みんなで気軽にスポーツを体験し
まれる方はできるだけご参加ください。
でに電話またはファクスに①～⑤
てみませんか～
日・事業説明会 ６月26日（火）
（９面記入例参照）⑥障害の程度、
・介護業界理解セミナー
種類⑦同伴者の人数、氏名・ふり
日７月21日
（土） 午前10時～正午
６月27日（水）
がなを記入して申し込む。
場総合スポーツセンター主競技場
◎運動制限を受けている方は主治医
午前10時～正午
対区内在住・在勤・在学者で障害の
に相談の上、ご参加ください。
場産業会館第３集会室
ある方
◎当日は手話通訳者・要約筆記者を
費無料
◎介助が必要な方はご家族などの同
配置します。
申各開催日の前日までに㈱シグマス
伴をお願いします
（同伴者も一緒
◎傷害保険は区が加入します。
タッフへ電話で申し込む。
に楽しむことができます）。
問スポーツ課スポーツ事業係
◎説明会や業界理解セミナーは７月
内別表のとおり
☎（３５４６）５５３１
以降も随時開催予定です。
◎当日は指導員がルールや競技方法
FAX
（３５４６）９５６１
問・事業への参加および事業説明会・
などを説明します。
別表
業界理解セミナーへの申し込みに
コーナー
（実施種目）
内 容
ついて
軽くてグリップの短いラケットとスポンジボールを使うため、スピードが
㈱シグマスタッフ
ラケットテニス
落ち、ラリーが続きやすくなっています。
☎（６４１７）４５７５
ストラックアウト、
9つの的や大きな穴をめがけて投げるゲームです
（ドッヂビーを使用）。
・中央区介護人材確保支援事業につ
フープディスゲッター
いて
ボッチャ：ボールを投げ、目標物にどれだけ近づけられるかを競います
（補助具あり）。
介護保険課事業者支援給付係
ボッチャ、
ガラッキー：ピンを投げて陣地を作り、相手のピンをどれだけ多く囲め
ガラッキー、
☎（３５４６）５３７７
るかを競います。

No.１３６１
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