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◎９月１日（木）から、全室禁煙になりました。喫煙をされる方は、喫煙所をご利用ください。
◎区内４カ所からヴィラ本栖まで乗り換えなしで行ける便利な直通バスを運行しています。
◎施設の利用について詳しくは、各施設に直接お問い合わせください。
◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設やバスのご利用に制限を設ける
場合や施設を休業する場合があります。

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎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
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
　止のため、講座などに参加する際は事前
　の検温や手洗い、マスクの着用などに、
　ご協力をお願いします。

中央小学校温水プールの休止
　次の期間は、区主催の水泳教室が
開催されるため一般の方は利用でき
ません。
唖�11月１日～25日の毎週火・金曜日�
計８日間
逢�中央小学校温水プール（開放日の
開放時間帯のみ）
　☎（３２０６）００３５
　スポーツ課体育施設係
　☎（３５４６）５５２９

保健・医療・福祉
９月24日（土）～30日（金）は
結核予防週間
　結核は過去の病
気ではありません。
現在、新たな発病
者は年間12,000人
を上回り、依然と
して約1,900人が
亡くなっている状況です。また、都
内では全国に比べ、患者の中で若い
世代が占める割合が高くなっていま
す。
　結核は、患者のせきやくしゃみと
一緒に結核菌が空気中に飛び散り、
それを周囲の人が吸い込むことによ
って感染します。もし結核にかかっ
ても、きちんと薬を飲むことで治療
ができます。せきが２週間以上続く

ときは、早めに医療機関で診てもら
いましょう。早期発見は本人の重症
化を防ぐだけでなく、大切な家族や
職場などへの感染の拡大を防ぐため
にも重要です。65歳以上の方は法律
により、１年に１度は健康診断を受
診するよう規定されています。必ず
健康診断（胸部エックス線検査）を受
けましょう。
逢�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

終活講座
～エンディングノートを知ろう～

唖�10月21日（金）　午後３時～５時
娃�浜町メモリアル４階会議室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�自分の意志や思いを整理し、これ
からをより良く生きるためのツー
ル「エンディングノート」を中心に、
終活について学びます。

［講師］
　行政書士　島田満俊
愛�30人（先着順）
挨�無料
［持ち物］
　筆記用具
姶�９月23日（祝）から電話で申し込む
（受け付けは午前10時～午後８時）。
逢�浜町メモリアル
　☎（５６９５）８０５１

経営セミナー
唖�10月13日（木）
　午後２時～４時
亜�区内中小企業経営者および従業員
阿�商工業経営に役立つ専門知識の習
得を目的とした経営セミナーです。

［開催方法］
　オンライン（Zoomウェビナーを
使用）
［テーマ］
　変化の時代だからこそ、基本から
見直すブランディング
［講師］
　（株）サクラ前線代表取締役、イン
ターナルブランディング・プラクテ
ィショナー　櫻田　登紀子
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�茜のイベントカレンダーから申し
込む（イベント番号：200699）。

◎半角で入力してください。
逢�東京商工会議所中央支部
　☎（３５３８）１８１１
茜�東京商工会議所
　�https://myevent.tokyo-cci.
or.jp/

中央区介護職合同就職相談・
面接会
唖�10月27日（木）
　�午後１時～３時（受け付けは午後
０時45分～２時30分）

娃�区役所８階大会議室
亜�介護職として就職を希望する方、
介護職の仕事に興味のある方
阿�①事業所PR
　②�相談・面接会
◎�参加企業数は10社程度で、全て区
内介護サービス事業所です。
　③�相談コーナー
愛�30人（先着順）
挨�無料

姶�10月25日（火）までに電話で申し込
む。

［持ち物］
　面接を希望する方は、履歴書（写
真貼り付け）を複数枚ご用意くださ
い。
◎�求人情報は、開催日の１週間前ま
でに茜に掲載します。

◎�最新情報は区またはハローワーク
飯田橋のホームページをご確認い
ただくか、電話でお問い合わせく
ださい。

逢�介護保険課指導担当
　☎（３５４６）５７４９
茜�ハローワーク飯田橋
　�https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo�
-hellowork/list/iidabashi/kyu�
shokusha/mensetsukai_souda�
nkai/chuoku_kaigo.html

呼吸法の教室
ゆっくり音楽療法
唖�10月26日（水）
　午後２時30分～４時30分
娃�月島社会教育会館５階講習室
亜�区内在住・在勤で気管支ぜん息な
どの呼吸器疾患がある方

阿�息苦しさを和らげるゆっくり音楽
療法

［講師］
　日本音楽療法研究連合代表
　福田義子
愛�10人（先着順）
挨�無料
姶�９月26日（月）から10月19日（水）ま
でに電話で申し込む。

逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５４００

ヘルスアップ教室（２日制）
～はじめよう！食生活と
運動習慣で骨粗しょう症予防～

［日時など］
　別表のとおり
娃�月島保健センター
亜�20歳から64歳までの区内在住者で
２日間とも参加できる方
愛�15人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�９月22日（木）から30日（金）までに

電話で申し込む（電子申請も可）。
◎�抽選の場合は過去に参加していな
い方を優先します。

◎�定員に満たない場合は、申込受付
期間終了後も受け付けます。

逢�月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

施　設 １月分ヴィラ本栖・伊豆高原荘
申し込み

施設名 ヴィラ本栖 伊豆高原荘

在住者優先
申し込み

専用はがき（区内在住者優先利用申込書）� 10月14日（金）各施設必着
保養施設予約システム� 10月1日（土）午前0時～14日（金）午後11時
抽選日� 10月16日（日）

空室申し込み

（ どなたでも
申し込めます）

保養施設予約システムによる申し込み� 10月20日（木）午前0時～
フロントへの電話による申し込み� 10月20日（木）午前10時～

逢ヴィラ本栖フロント
　☎（0120）162312
　（東京23区内からのフリーダイヤル）
　☎0555（87）2711

逢伊豆高原荘フロント
　☎（0120）151307
　（東京23区内からのフリーダイヤル）
　☎0557（53）1163

利用
できない日

令和5年1月24日（火）～26日（木）
（設備点検などのため） ―

申し込み制限 令和5年1月1日（祝）～3日（火）を含む利用は、2泊3日までとなります。

[ヴィラ本栖レンタルサイクル]
　ヴィラ本栖では、自転車の無料貸し出しを行っています。７月からは、２人乗車可能なタン
デム自転車の貸し出しも始めました。本栖湖のほとりで、季節を感じながらのサイクリングはい
かかでしょうか。

茜�保養施設予約システム
　https://www.11489.jp/Chuohoyou/annai/

▲ヴィラ本栖レンタルサイクル

別表

日　時 内容・講師

10月25日（火）

午後
1時30分～4時

【運動】�毎日できる骨活習慣～健康ウォーキングで姿勢も
体も心もアップ～�
（株）Cowalking代表取締役　篠田洋江

【講話】�骨粗しょう症予防のための食事と生活�
女子栄養大学教授　上西一弘

【試食】簡単おいしいカルシウム料理

11月1日（火）

【測定】骨密度
【運動】�コツコツできる!おうち体操�

フィットネストレーナー　大野美穂
【講話】�骨の健康にかかわる栄養素のとり入れ方�

～何をどのように食べると良いか～
【試食】骨づくり食材でおすすめレシピ
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子ども発達支援センター講演会
発達に気がかりのある
子どもへの理解と課題
唖�10月17日（月）
　午前10時～11時15分
娃�教育センター５階視聴覚ホール
亜�区内在住・在勤者
阿�学童期の発達特性と支援のあり方
を中心に、保護者の対応の仕方、
区の取り組み（切れ目のない支援
を可能にする体制）、最新の発達
障害の支援の動向などについてお
話しします。

［講師］
　東京学芸大学名誉教授　上野一彦
愛�50人（先着順）
挨�無料
姶�９月26日（月）から10月11日（火）ま
でに電話またはファクスで①～⑤
（８面記入例参照）を記入して申し
込む（電子申請も可）。

［託児］
　７カ月以上のお子さんをお預かり
します。希望する方は、10月３日（月）
までに電話でお申し込みください
（６人程度、先着順）。
逢�子ども発達支援センター発達支援
係

　☎（３５４５）９８４４
　ＦＡＸ（３５４５）９６６０

～環境学習事業～
檜原村自然体験ツアー
「中央区の森」
炭焼き＆作業道整備体験
唖�10月29日（土）
・�出発　午前７時30分　区役所前
・�解散　午後６時（予定）
［行き先］
　東京都西多摩郡檜原村
亜�小学校５年生以上の区内在住・在
勤・在学者

◎�小学生が参加する場合は保護者が
同伴し、保護者１人につき小学生
２人まで参加可能です。

◎�中学生・高校生のみで参加する場
合は、保護者の同意が必要です。

阿�「中央区の森」で炭焼きと作業道整
備を体験します。体験後は温泉に
入って汗を流すことができます。

◎�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。

愛�30人（申し込み多数の場合は抽選、
10人未満の場合は中止）
挨�2,500円（昼食代含む）
姶�10月９日（日）午後５時までに茜か
ら申し込む。

［申込先］
　（株）エイチ・アイ・エス
　☎（０５０）１７４２３９５５
茜�https://www.his-j.com/corp/
cs/entertainment/product/
chuoshizen/index_20221029.
html

逢�環境課環境啓発係
　☎（６２７８）８２４３

子育て支援講習会
「乳幼児の感染症　
予防と対策」
唖�10月21日（金）
　午後２時～４時
娃日本橋保健センター４階講堂
亜�区内在住の乳幼児の保護者
阿�冬に流行する乳幼児の感染症とそ
の予防や対策について分かりやす

くお話しします。
［講師］
　日本女子大学　家政学部児童学科
医師　平田倫生
愛�12人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�９月26日（月）から10月７日（金）ま
でに電話で申し込む。
逢�日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１

若年期からの
生活習慣病予防事業
30・35（サンマル・サンＧＯ！）
健康チェック
　生涯にわたり健康な生活を送るた
め、30歳と35歳の方を対象に、生活
習慣病予防の健康教育と健康診断を
併せて行う「30・35（サンマル・サン
ＧＯ！）健康チェック」を実施してい
ます。対象の方には、個別に通知し
ます。

ママの健康チェック
　産後の母親の健康維持やご家族の
健康づくりのため、生後４カ月から
１歳未満のお子さんを持つ母親を対
象に、健康教育と健康診断を併せて
行う「ママの健康チェック」を実施し
ています。
共　通
［日時など］
　別表１・２のとおり
逢�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

別表1　健康チェックの概要
30･35健康チェック

（サンマル･サンGO！健康チェック） ママの健康チェック

実施日
9月29日（木）、10月31日（月）、11月30日（水）、令和5年1月30日（月）、2月
15日（水）、3月17日（金）
◎30・35健康チェックは対象により実施時期が異なります。

受付時間
①午前8時45分　②午前9時
③午前9時15分

①午後1時　②午後1時15分
③午後1時30分　④午後1時45分

◎所要時間は2時間30分程度です。
会　場 中央区保健所

対　象 別表2のとおり
生後4カ月から1歳未満のお子さんの
母親
（1年以内に健診を受けた方を除く）

内　容
健康教育（食生活、お口の健康、心の
健康、運動の実技）

健康教育（食生活、お口の健康、プレ
更年期、運動の実技）

問診・測定など（身長、体重、腹囲、血圧、骨密度）、血液検査、尿検査
定　員 45人（先着順） 35人（先着順）

託　児 託児付き（定員あり・予約制）
①�1歳未満のお子さんは検査時のみ託
児付き

②�1歳以上のご兄弟（定員あり・予約
制）

費　用 無料 1,000円

申し込み
方法

電話で申し込む。
◎［前期］・［中期］は現在予約受け付け中です。
◎［後期］は9月28日（水）から予約の受け付けを開始する予定です。

別表2　30・35健康チェックの対象者と通知・実施時期
通知時期 35歳の対象者 30歳の対象者

前期
発送済み

昭和61年4月1日～
昭和61年7月31日生

平成3年4月1日～
平成3年7月31日生

中期 昭和61年8月1日～
昭和61年11月30日生

平成3年8月1日～
平成3年11月30日生

後期 9月下旬 昭和61年12月1日～
昭和62年3月31日生

平成3年12月1日～
平成4年3月31日生

環境情報センター
イベント情報（10月）
［日時など］
　別表３のとおり

娃�環境情報センター
挨�無料
姶�各イベントの申込期限までに、電
話または茜から申し込む。
◎�詳しくは茜をご覧いただくか、お

問い合わせください。
逢�環境情報センター
　☎（６２２５）２４３３
茜�https://eic-chuo.jp/

別表3
日　時 タイトル 対象・定員など 申込期限

9月1日（木）～10月10日（祝） 午前9時～午後9時 ［パネル展示］　中央区の森 どなたでも、入場自由 申し込み不要

10月8日（土） 午前10時～正午 ［オータム森フェス］
丸太切りに挑戦!

小学生以上15人（申し込み多数の
場合は抽選）
◎�小学3年生以下は保護者の同伴
が必要です。

10月1日（土）

10月8日（土）～10日（祝）
午前10時～午後4時 ［オータム森フェス］

自由工作コーナー どなたでも、入場自由
申し込み不要

午後2時～4時 ［オータム森フェス］
竹紙ワークショップ

どなたでも
◎�入れ替え制、混雑時はお待ちい
ただくことがあります。

10月9日（日）・10日（祝） 午前10時～正午
［オータム森フェス］
中央区の森間伐材で工作を
しよう

4歳～小学生15人（申し込み多数
の場合は抽選）
◎�小学3年生以下は保護者の同伴
が必要です。

10月2日（日）

10月22日（土）
午前9時～午後5時

［自由工作コーナー］
かぼちゃのお菓子入れをつ
くろう

どなたでも、入場自由 申し込み不要

午後1時30分～3時30分 へちまたわしの石鹸づくり 18歳以上
7人（申し込み多数の場合は抽選） 10月15日（土）

フレイル予防教室
～今日からはじめる低栄養予防～

唖�10月28日（金）
　午後１時30分～３時30分
娃�日本橋保健センター５階多目的室
亜�区内在住者
［講話］
・�「フレイル」を知る
・�低栄養を防ぐ食事の取り方
［料理紹介・試食］
・�たんぱく質をしっかりと、簡単お
いしい料理
愛�12人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�９月22日（木）から30日（金）までに
電話で申し込む（電子申請も可）。
◎�抽選の場合は、過去に参加してい
ない方を優先します。
◎�定員に満たない場合は、申込受付
期間終了後も定員まで受け付けま
す。
逢�日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１

アレルギー専門相談
［日時など］
　別表４のとおり
亜�区内在住の未就学児で、次のいず
れかに該当する方
・�アトピー性皮膚炎などのアレルギ
ー性疾患で、経過が慢性化してい
る方
・�家族にアレルギー素因があり、予
防に関心がある方
阿�皮膚科医師、保健師による個別相
談

［相談医］
　皮膚科医師　下川博未
愛�各６人（予約制）
挨�無料
姶�相談日の１週間前までに各会場に
電話で申し込む。
逢�日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
別表4

日　時 会　場

12月7日（水）
午前

9時～11時

日本橋保健
センター

10月12日（水）、
令和5年
　�2月8日（水）

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

スポーツ
スポーツ体験教室
（晴海総合高校）
［日時など］
　別表１・２のとおり
娃�都立晴海総合高校グラウンドおよ
びテニスコート（晴海１－２－１）
亜�区内在住・在勤・在学者
姶�別表１・２の申込締め切り日まで
に、Ｅメールの件名欄に参加希望
回および開催日、「グラウンド事
業」または「テニスコート事業」と
入力の上、本文に①～⑤（８面記
入例参照）⑥区立学校に在学の方
は学校名・学年⑦在勤者は勤務先
の名称・所在地を入力して申し込
む。

◎�１人が複数日程を申し込むことは
できますが、１開催日につき１通
のメールでお申し込みください。
◎�抽選結果は申込締め切り日後に地
域スポーツクラブ大江戸月島から
Ｅメールでお知らせします。パソ
コンからのメールが受け取れない
Ｅメールアドレスからの申し込み
は無効となります。
◎�雨天の場合は中止となり、茜でお
知らせします。
◎�詳しくは茜�をご覧ください。
逢�中央区地域スポーツクラブ大江戸
月島事務局
　☎０７０（６９８０）６８９９
　�（土・日曜日の午前10時～午後３時。
平日はＥメールでお問い合わせく
ださい）
茜�https://oedo.tokyo.jp
絢�info@chuo-sports.com

第76回区民体育大会
バレーボール大会
唖�・男子　11月27日（日）
・�女子　12月11日（日）
　午前９時30分～
娃�総合スポーツセンタ
ー主競技場
亜�区内在住・在勤・在学者および連
盟登録団体（小・中学生を除く）

［競技種別］
　９人制バレーボール男子・女子
［競技方法］
　原則としてトーナメント（チーム
数により決定する）
［参加人数］
　監督、コーチ、マネージャー各１
人、選手15人以内（選手については
大会申込時に、18人まで登録可）
◎�組み合わせ抽選は連盟で事前に行
い、各チームへ連絡します。
挨�4,000円
姶�10月26日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、中央区体育協会
事務局に郵送で申し込む。
空手道大会
唖�11月13日（日）午前10時～
娃�総合スポーツセンター主競技場

亜�中央区空手道連盟登録者
◎�参加には中央区空手道連盟への事
前登録が必要です。

［競技種別］
　形・組手
［競技方法］
　トーナメント
挨�無料
姶�10月10日（必着）までに所定の申込
用紙に記入の上、郵送で申し込む。

［申込先］
　〒104－0051
　中央区佃２－２－11－3705
　中央区空手道連盟事務局　
　金谷宛て
逢�中央区空手道連盟事務局
　☎０９０（３５１５）０６２１
共　通
　実施要項および申込用紙は区役所
８階中央区体育協会事務局窓口で配
布する他、区または中央区体育協会
ホームページからダウンロードする
こともできます。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
茜�https://www.chuo-taikyo.jp/

別表1　グラウンド事業

回 開催日 時　間 対象者 種　目 定　員 申込
締め切り日

1 12月3日
（土）

午後6時30分
～8時

小学生 クリケット 15人
11月17日
（木）

2 4日（日） 18歳以上 ノルディック
スローウォーキング 10人

3
令和5年
3月4日
（土）

年中から年長
と保護者（※1）

初めての
親子キャッチボール

15組
（※2） 令和5年

2月16日
（木）

4 5日（日） 小学生 初めてのサッカー 15人
（※1）年中から年長とは平成29年４月２日～平成31年４月１日生まれの方です。
（※2）子ども１人につき、保護者１人以上が参加してください。
◎�参加費は１人500円です。親子が対象の回は、１組当たり1,000円になります。
別表2　テニスコート事業

回 開催日 時　間 対象者 参加費 定　員 申込
締め切り日

1
12月3日（土）

午前10時～正午 小学3・4年生と
その保護者 2,000円 10組

（※）
11月17日
（木）

4日（日）

2
12月3日（土） 午後1時～

　午後3時
小学5・6年生
または中学生 1,000円 20人

4日（日）

3
令和5年
��3月4日（土） 午前10時～

　�午後3時
令和5年
2月16日
（木）5日（日）

（※）子ども１人につき、保護者１人が参加してください。
◎�種目はすべて硬式テニスで、初心者が対象です。
◎�１回目、２回目、３回目は土曜日・日曜日の２日間続けての教室となります。
◎�参加費は１人または１組当たりの金額です。

少年少女硬式テニス教室
唖�11月６日～27日の毎週日曜日　
　計４回　午前９時30分～11時30分
娃�豊海テニス場
亜�区内在住・在学の小学校３年から
中学校３年までの児童・生徒と保
護者（小・中学生１人につき保護
者１人まで）
◎�小・中学生のみでも参加できます。
愛�40人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�・小・中学生　無料（傷害保険は
任意加入で保険料800円は自己負
担）
・�保護者　2,000円
姶�10月５日（必着）までにはがきに①
～⑤（８面記入例参照）⑥学校名⑦
学年⑧親子参加希望の場合は、参
加する保護者の氏名・ふりがな・
年齢⑨過去の本教室参加の有無を
記入して申し込む（電子申請も可）。
◎�抽選の場合は過去に参加していな
い方を優先します。
◎�当選者は区役所８階スポーツ課窓
口で手続きがあります。
◎�申し込み状況によっては、保護者
の参加をお断りすることがありま
す。
◎�横の動きに強い靴
（テニスシューズ
など）が必要です。
◎�貸し出し用ラケッ
トを用意していま
す。
逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１

少年少女水泳教室
（初心者・初級者）
唖�11月１日～18日の毎週火・金曜日�
計６回
　午後４時～５時30分
娃�中央小学校温水プール
亜�区内在住・在学の小学生
愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�・水泳帽代（任意）　550円
　・傷害保険料（任意）　800円
姶�10月５日（必着）までにはがきに①
～⑤（８面記入例参照）⑥学校名⑦
学年⑧泳力の程度（具体的に記入）
⑨過去の本教室参加の有無を記入
して申し込む（電子申請も可）。
◎�抽選の場合は過去に参加していな
い方を優先します。
◎�当選者は区役所８階スポーツ課窓
口で手続きがあります。
逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１

その他
帰宅チャイムは10月から
午後４時30分に放送します
　子どもたちに帰宅時刻を守る習慣
を身に付けてもらうため、防災行政
無線を使用し、区内
全域で帰宅チャイム
（ウェストミンスタ
ーの鐘）を流してい
ます。
　青少年の健全育成
に、地域の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
逢�文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

区内公共施設の見学
　区の施設見学を通じて、区政に対
する理解を深めていただくため、施
設広聴会として区内公共施設の見学
を行っています。見学後にご意見を
伺い、今後の施設運営の参考として
います。
唖�月～金曜日で希望する日（祝日･休
日および年末年始を除く午前９時
～正午、午後１時～４時）

娃�見学を希望する区内の公共施設
亜�区内在住・在勤者で構成された５
人から20人までの団体
挨�無料
◎�見学後、アンケートを提出してい
ただきます。

◎�施設の都合や、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を防止するた
め、見学人数の調整など、ご希望
に添えない場合があります。

◎�見学に係る交通手段は、団体でご
用意ください。

◎�見学希望の団体には、申込書を郵
送またはファクスでお送りします。

◎�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。

◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�広報課広聴係
　☎（３５４６）５２２２

拠点回収の休止（常盤小学校・
京橋築地小学校・久松小学校）
　小学校の行事に伴い、資源の拠点
回収を一部休止します。ご不便をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
［休止日］
・�常盤小学校　10月29日（土）
・�京橋築地小学校　11月12日（土）
・�久松小学校　12月３日（土）
逢�中央清掃事務所清掃事業係
　☎（３５６２）１５２３

10月17日（月）～23日（日）は
行政相談週間
　「行政相談週間」とは、行政相談（委
員）制度を周知し、皆さんに利用し
ていただくために設けているもので
す。総務省東京行政評価事務所では、
この関連行事として、「東京一日合
同行政相談所」を開設し、各行政機関、
総務大臣から委嘱された行政相談委
員などが行政に関する苦情・要望な
どの相談に応じます。
東京一日合同行政相談所
唖�10月17日（月）
　午前10時～午後４時
娃�新宿駅西口広場イベントコーナー
阿�年金、保険、国税、登記、道路、
郵便、マンション管理など

挨�無料
◎�「行政苦情110番」でも相談を受け
付けています。

逢�・「行政苦情110番」総務省行政相
談センターきくみみ東京

　☎（０５７０）０９０１１０
・�ＩＰ電話などをご利用の場合
　☎（３３６３）１１００
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(11)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）で放送しています。

東京都最低賃金改定
　東京都最低賃金は、令和４年10月
１日から時間額1,072円に改定され
ます。都内で働く全ての労働者に適
用されます。
逢�東京労働局労働基準部賃金課
　☎（３５１２）１６１４
　東京働き方改革推進支援センター
　☎（０１２０）２３２８６５

レッツ中央会員募集
　レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）は、中小企業で働く皆さん
が豊かな生活を送れるようさまざま
な福利厚生事業に取り組んでいます。
　勤労者の皆さん、事業主の皆さん、
ぜひ入会して福利厚生の充実を図っ
てみませんか。
［主な事業］
・�給付金
　�祝金（結婚・出産・銀婚など）、見
舞金（入院・障害など）、弔慰金の
支給
・�主催事業
　�サクランボ狩りやシャインマスカ
ット狩りなどのバスツアー、ボウ
リング大会、ゴルフ大会、新規就
職者講座、話し方セミナー、パソ
コン講座、健康セミナーなどの実
施
・�チケット
　�展覧会、観劇、ミュージカル、コ
ンサート、スポーツ観戦、ホテル
食事券、クオカード、図書カード、
ジェフグルメカード、ユニクロギ
フトカードなどの割引販売
・�レジャー
　�東京ディズニーリゾート、東京ド
ームシティ、東武動物公園、指定
遊園施設などの割引・補助

・�トラベル
　�年間指定宿泊施設（約500施設）、
夏季借上宿泊施設、旅行代理店、
はとバス、レンタカー、旅客船な
どの割引・補助
・�スポーツ
　�フィットネスクラブ、ゴルフ場、
温水プール、ボウリング場などの
割引・補助
・�健康
　�人間ドック、インフルエンザワク
チン接種、カウンセリングの割
引・補助
・�教養
　�資格試験受験料、早稲田大学エク
ステンションセンター公開講座受
講料の補助、カルチャースクール
などの割引
・�果物などのあっせん
　�区の友好都市である山形県東根市
のサクランボやリンゴ、小豆島の
そうめんなどの割引・補助、築地
お取り寄せ市場通販サイトの補助
・�その他
　�ライフサポート倶楽部（民間福利
厚生サービス）の利用

［入会できる方］
・�区内の中小企業（従業員300人以
下）で働く勤労者と事業主
・�区内に居住し区外の中小企業（同
上）で働く勤労者と事業主

［入会金・会費］
　入会金（１人）200円
　会費月額（１人）500円
◎�入会金・会費は、税法上損金また
は必要経費とすることができます。
◎�申し込み方法など、詳しくはお問
い合わせください。
逢�レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）
　☎（３５４６）８６１０

中小企業の退職金づくりは
「中退共制度」にお任せ
中小企業退職金共済制度（略称：
中退共制度）
　中小企業の事業主が、従業員の退
職金を計画的に準備できる、外部積
み立て型の国の退職金制度です。
中退共に加入できる企業
　常時雇用する従業員数または資本
金の額・出資の総額のいずれかが以
下の範囲内であれば加入できます。
一般業種（300人以下または３億円以
下）、卸売業（100人以下または１億
円以下）、サービス業（100人以下ま
たは５千万円以下）、小売業（50人以
下または５千万円以下）
加入させる従業員
　従業員は全員加入が原則となって
います。また、家族従業員や短時間労
働者も加入できます。加入条件など、
詳しくは逢へお問い合わせください。
中退共の特色
［掛け金の一部を国が助成］
　初めて中退共制度に加入する事業
主に掛け金月額の２分の１（従業員
ごとに上限5,000円）を、加入後４カ
月目から１年間国が助成します。
18,000円以下の掛け金月額を増額す
る際に、増額分の３分の１を増額し
た月から１年間国が助成します。
［簡単な管理］
　掛け金は口座振替で納付し、退職
した従業員の請求に基づき、中退共
本部から直接退職金が支払われます。
［掛け金は全額非課税］
　掛け金は税法上損金または必要経
費として全額非課税となります。
◎�一部対象外となる場合があります。
掛け金月額の選択
　5,000円から30,000円の範囲で16種
類から従業員ごとに選択できます。
短時間労働者は2,000円・3,000円・
4,000円の特例掛け金月額も選択で
きます。
退職金額
　退職金は基本退職金に付加退職金
を加えた額です。
　なお、退職金は掛け金納付月数が
１年未満の場合は支給されません。
１年以上２年未満の場合は掛け金相
当額を下回る額、２年から３年６カ
月では掛け金相当額となり、３年７
カ月から掛け金相当額を上回る額に
なります。
◎�詳しくは茜をご覧ください。
逢�中小企業退職金共済事業本部
　☎（６９０７）１２３４
茜�https://chutaikyo.taisyokukin.
go.jp/

人口と世帯（住民基本台帳）� 9月1日現在

人口� 173,198人（うち外国人�8,956人）
男� 82,321人（うち外国人�4,492人）
女� 90,877人（うち外国人�4,464人）
世帯� 98,174　

特別区立幼稚園臨時的
任用教員採用候補者の募集
［職種］
　臨時的任用教員（幼稚園）
［勤務地］
　東京23区の区立幼稚園（大田区・
足立区を除く）

［資格］
　幼稚園教諭普通免許状を現に有す
る方
［選考方法］
　書類選考および面接
［選考日程など］
　別表２のとおり
◎�詳しくは茜をご覧いただくか、電

話でお問い合わせください。
逢�特別区人事・厚生事務組合教育委
員会事務局人事企画課採用選考担
当
　☎（５２１０）９７５１
茜�https://www.union.tokyo23ci�
ty.lg.jp/kyoiku/kyoikutop/ind�
ex.html

区営指定喫煙場所の改修
　受動喫煙を防止するため、別表１
のとおり区営指定
喫煙場所の改修工
事を行います。改
修中はご迷惑をお
掛けしますが、ご
理解とご協力をお
願いします。
　また、喫煙の際
は中央区たばこル

ールおよび喫煙マナーを守っていた
だきますようお願いします。
◎�指定喫煙場所は、別図のマークが
目印です。
逢�中央区保健所生活衛生課受動喫煙
対策担当
　☎（３５４６）５７６２

�中央区指定喫煙場所▶�
所在地一覧

別表2
選考月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

申込期間 9月30日（金）
～10月11日（火）

10月21日（金）
～31日（月）

11月15日（火）
～12月5日（月）

令和5年
1月4日（水）

～10日（火）
1月30日（月）

～2月7日（火）
2月27日（月）

～3月7日（火）

面接日 10月17日（月） 11月7日（月） 12月12日（月）・
　　　13日（火）

令和５年
1月16日（月） 2月13日（月） 3月13日（月）

企業の障害者雇用を
支援します
　中央区障害者就労支援センターで
は、専任のコーディネーターが障害
のある方の就労や生活に関する支援
を行う他、障害者雇用を推進する企
業の相談に応じ、制度や障害特性な
どの情報提供や助言を行っています。
また、障害者雇用に関するセミナー
を開催しています。
唖�月～金曜日（祝日、年末年始を除
く）　午前８時30分～午後５時
亜�障害者雇用を推進する区内の事業
主および採用担当者

［利用方法］
　ご相談の際は事前に電話・メール
でご連絡ください。
［こんな時に利用できます］
・�障害者雇用を進めたいが、どのよ
うに進めたらよいか分からない

・�雇用する上でどのような配慮をす
ればよいのか

・�障害や障害特性とは何かが分から
ない

・�仕事はできるが、生活面が心配
挨�無料（交通費などの実費は自己負
担）

逢�中央区障害者就労支援センター
　☎（３８６５）３８８９
　ＦＡＸ（３８６５）３６６２
絢work@shakyo-chuo-city.jp

新築・改築する建物の住居
表示に係る届け出を忘れずに
　建物を新築、あるいは改築をする
ときは、住居番号を付けるための届
け出が必要です。正しく分かりやす
い住居表示を維持するために、必ず
届け出をしてください。
［危険だと思われる｢街区表示板」に
お気付きのとき］
　各街区の角などの建物に取り付け
てある「町名」と「街区番号」を表す
「街区表示板」が折れ曲がっていたり、
剥がれかけていると、美観を損なう
だけでなく、けがをする恐れがあり
危険です。区も巡回し取り換えに努
めていますが、このような「街区表
示板」を見かけましたら区にお知ら
せください。
逢�建築課建築調整係
　☎（３５４６）５４５３

別表1
名　称 所在地 改修工事期間

数寄屋橋公園 銀座5－1－1 10月8日（土）～12月9日（金）

築地川祝橋公園 築地1－11－13先 11月18日（金）～12月2日（金）

別図


