区のおしらせ 4 月 21 日号

平成31年（2019年）
4月21日
（日曜日）

凡例

ＭＲ（麻しん風しん混合）
予防接種のご案内

問い合わせ（申込）先

ＭＲ定期予防接種
麻しん、風しんは感染力の強い病
気ですが、２回の接種を受けること
問 で感染予防が期待できます。
１回の接種では十分な免疫ができ
なかったり、一度免疫ができても長
期間経過すると効果が低下すること
が分かっています。
対 象
・ＭＲ１期
満１歳以上２歳未満
㏋ ・ＭＲ２期
平成25年４月２日～平成26年４月
１日生まれ
（小学校就学の前年度）
の方
予診票などの送付時期
・ＭＲ１期
生後11カ月に達する月の上旬
・ＭＲ２期
平成31年３月末に送付済み
ｅ
対象ワクチン
原則、ＭＲワクチン
接種方法
ＭＲ予診票に必要事項を記入の上、
指定医療機関で無料で接種を受けら
れます。
お手元に予診票のある方は、
な
るべく６月までに接種してください。
◎予診票がお手元にない方や、転入
された方で、ＭＲの予防接種を受
けていない方は中央区保健所、日

区内共通買物券の取扱店募集

ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

本橋･月島保健センターで手続き
を行いますので、母子健康手帳を
持参してください。
麻しん任意予防接種
麻しん排除や感染拡大予防のため、
区が費用助成を行っています。
対 象
・満２歳から２期対象前の方で麻し
ん未罹患でＭＲ１期を未接種の方
・小学校１年生～高校３年生相当の
年齢の方で麻しん未罹患で２回の
麻しん予防接種をしていない方
・平成２年４月２日～平成13年４月
１日生まれの方で麻しん未罹患で
２回の麻しん予防接種をしていな
い方
対象ワクチン
原則、ＭＲワクチン
接種方法など
任意ＭＲ予診票に必要事項を記入
の上、区内の指定医療機関で無料で
接種を受けられます。
中央区保健所、日本橋・月島保健
センターで予診票の発行を行います
ので母子健康手帳をご持参ください。
ただし、免疫の効果から年度内に
２度の公費接種はできませんのでご
了承ください。
問中央区保健所健康推進課予防係
☎（３５４１）５９３０
り

か ん

「協働ステーション中央」のご案内
区内における社会貢献活動の輪を
広げ、協働の普及促進を図るための
拠点として
「協働ステーション中央」
を開設し、ＮＰＯ・ボランティアな
どの社会貢献活動
（市民活動）、協働
事業に関する相談を受け付けていま

協働提案
採択事業

す。また、きめ細かな行政サービス
の提供を図るため、社会貢献活動団
体（ＮＰＯ・ボランティア団体など）
と区が力を合わせて公共的な課題解
決へ取り組む仕組みである協働事業
提案に向けて、事業構築など、総合

バリアフリーマップ作成ボランティア
講習会（八丁堀・茅場町エリア）

日時など
別表１のとおり
対 象
18歳以上の区内在住・在勤・在学
者、その他関心のある方
内 容
車いす利用者や外国人が無理なく
まち歩きを楽しめるよう、区民の方
の参加によるバリアフリーマップを
作成しています。バリアフリーの考
え方や心構え、まち歩き調査の具体

的な方法を学びます。
◎受講生には、講習会終了後も、継
続的に区のバリアフリーマップ作
成にボランティアとしてご参加・
ご協力をお願いします。
別表１

日

(4)

区では、中小小売店などの顧客の
増加や消費の拡大により地域経済の
活 性 化 を 図 る た め、10,000円 で
11,000円分の買い物ができる「中央
区内共通買物券（ハッピー買物券）」
を６月に販売します。この買物券は
新生児の誕生祝品や、９月に敬老祝
品としても贈呈しています。
区内共通買物券の利用促進のため
に、多くの取扱店の登録をお願いし
ます。
申し込み資格
区内に事業所または店舗がある民
間事業者。ただし次の場合は登録す
ることができません。
・店舗面積が1,000㎡を超える小売
店舗
・風俗営業などの規制および業務の
適正化などに関する法律第２条に
規定する営業を行うもの
・業務の内容が公序良俗に反する営
業を行うもの
利用できないもの
区内共通買物券は、消費の拡大を
図ることを目的とした事業のため、
次の取引または商品は対象になりま
せん。
・公共料金、税金、振込代金、振込
手数料などの支払い
・有価証券、商品券、プリペイドカ

ード、チケット、切手、郵政はが
き、回数券、乗車券、航空券、入
場券、ごみ処理券などの購入（江
戸バス含む）
・たばこ（加熱式などのたばこ含む）
の購入
・仕入れのために利用すること
申し込み方法
申込書に記入して郵送またはファ
クスで申し込む。
◎申込書は区役所７階商工観光課、
日本橋・月島特別出張所および中
央区保健所で配布します。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。
◎申し込みは随時受け付けています。
◎５月31日（必着）までに申し込んだ
店舗などについては、取扱店一覧
表に掲載されま
す。
◎既に取扱店とし
て登録されてい
る方は、新たな
手続きの必要は
▲買物券取扱店
ありません。
ステッカー
問〒104－8404
中央区築地１－１－１
商工観光課中小企業振興係
☎（３５４６）５４８７
FAX（３５４６）２０９７

的なサポートを実施しています。
開館時間
午前10時～午後７時（会議室のみ
午前９時～午後９時）
休館日
月曜日、年末年始、施設点検日
場 所
十思スクエア２階
主な設備
・会議室（１室・要予約）

定員60人（無料）
・サロン（１室）
誰もが利用可能な談話室
・印刷コーナー（各１台）
コピー機・印刷機（有料）
紙折り機・丁合機（無料）
◎登録要件・方法など詳しくはお問
い合わせください。
問協働ステーション中央
☎（３６６６）４７６１

定

内在住・在勤・在学者、その他の別
を記入して申し込む。
問福祉保健部管理課庶務係
☎（３５４６）５３９４
㏋ＮＰＯ法人リーブ・ウ
ィズ・ドリーム
https://www.lwd.tokyo/leaderlecture/

員
20人（申し込み多数の場合は抽選）
費 用
無料
申し込み方法
５月17日（金）までに電話またはＮ
ＰＯ法人リーブ・ウィズ・ドリーム
のホームページから①氏名・ふりが
な②電話番号③年齢（年代のみ）④区

時

内 容
［講座］
マップ作りから始まる地域活動
第1回
5月25日
（土）
［講師］
なかの生涯学習サポーターの会会長 道林京子
午前9時～正午
・意見交換と成果発表
第2回
26日
（日）
・情報を地図へ落とし込むノウハウを学ぶ
◎各回、班に分かれ、まち歩き調査を行います。

保 育 園 の 非常勤職員の 募集
勤務条件など
別表２のとおり
◎詳しくはお問い合わせください。
雇用期間
勤務開始日から令和２年３月31日
まで
申し込み受付期間
随時

No.１３９１

申し込み方法
履歴書および保育士証（写）を郵送
別表２
勤務場所

職務内容

勤務日数

または持参して申し込む。
◎履歴書には写真を貼付し、希望す
る時間帯を別表２より記入してく
ださい。
採用結果
書類審査および面接の上、合否を
決定します。

会
他

場

新場橋区民館
4・5号室

◎応募書類は返却できません。あら
かじめご了承ください。
問〒104－8404
中央区築地１－１－１
子育て支援課保育園係
☎（３５４６）５３４４

勤務時間
報酬額
社会保険 雇用保険 募集人員
午前7時30分～午後2時15分
（うち6時間）
月189,700円
加入
加入
10人程度
保育園 保育補助員 月20日
交通費支給
午後0時55分～7時40分
（うち6時間）
◎勤務時間、報酬額および募集人員などは平成31年4月21日現在のもので、変更となる場合があります。

備

考

保育士有資格者のみ
（月～土曜日勤務）

