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No.１５２６区のおしらせ 1 月 2 1 日号令和５年（2023年）1月21日（土曜日）

(2) 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。

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。

ＰＰバンドで作るサコッシュ
唖�２月11日（祝）
　午後１時～４時30分
娃�京橋区民館１階１号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�ＰＰバンドでお出掛けにもペット
のお散歩にも便利なポシェットを
作ります。
愛�６人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
［持ち物］
　持ち帰り用の袋、エプロン
姶�１月22日（日）から29日（日）までに
電話で申し込む（受け付けは午前
10時～午後５時）。
◎�当選者には１月30日（月）までに電
話で連絡します。
逢�京橋区民館
　☎（３５６１）６３４０

男女共同参画講座
「自分で自分を雇って生きて
いく」－働き方、人脈、お金のこと－
唖�２月25日（土）
　午前10時～正午
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�どなたでも
阿�キャリアを生かして起業・創業、
フリーランスを目指す人の働き方、
人脈の作り方・生かし方、稼ぐた
めに必要なスキル、会計・税金の
知識などの情報を提供します。

［講師］
　（株）ハッピーコム　代表取締役
　戸田　江里子
愛�30人程度（先着順）
挨�無料
姶�１月23日（月）から電話またはファ
クスに①・②（２面記入例参照）③
電話番号を記入して申し込む（電
子申請も可）。

［託児］
　生後３カ月以上の未就学児のお子
さんをお預かりします。希望する方
は、２月16日（木）午後５時までにお
申し込みください（定員あり）。
逢�女性センター「ブーケ21」
　☎（５５４３）０６５１
　ＦＡＸ（５５４３）０６５２

笑顔相続を学ぶ
～相続対策の柱３つのポイン
ト～
唖�２月17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�相続対策の柱「遺産分割対策」「納
税資金対策」「税軽減対策」を基本
に、笑顔相続をテーマに学びます。

［講師］
　相続診断士　野口和久
愛�36人（先着順）
挨�無料
［持ち物］　筆記用具
姶�１月23日（月）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

施　設 ５月分ヴィラ本栖・
伊豆高原荘申し込み

◎伊豆高原荘をご利用する際に高齢者や身体に障害のある方で風呂付きの和洋室を希望され
る方は、施設に直接ご連絡ください。
◎伊豆高原荘では、伊豆高原駅から施設までどなたでもご利用できる送迎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。
茜�保養施設予約システム　https://www.11489.jp/Chuohoyou/annai/

施設名 ヴィラ本栖 伊豆高原荘

在住者優先
申し込み

4月1日（土）から6月30日（金）まで
改修工事に伴い休館するため、
お申し込みできません。

専用はがき（区内在住者優先利用申込書）�
2月14日（火）施設必着

保養施設予約システム
2月1日（水）午前0時～14日（火）午後11時
抽選日� 2月16日（木）

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
� 2月20日（月）午前0時～
フロントへの電話による申し込み
� 2月20日（月）午前10時～

◎�令和5年3月31日（金）宿泊分ま
では、現在お申し込みを受け
付けています。

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

◀
カ
ラ
オ
ケ
ル
ー
ム

［伊豆高原荘のご案内］
　伊豆高原荘では１組当たり１
時間までカラオケルームをご利
用いただけます。利用料金は１
曲100円です。チェックイン後に
当日分のご予約をフロントで承
ります。ご家族やご友人と楽し
いひとときをお過ごしください。

ベビーマッサージ教室
唖�２月16日（木）
　午前10時～11時30分
娃�佃区民館４階
５・６号室
亜�区内在住・在
勤者と３カ月
～１歳前後の
赤ちゃん
阿�赤ちゃんとスキンシップを楽しみ
ながら、夜泣きの改善やリラック
ス効果があるといわれるベビーマ
ッサージを行います。
愛�６組（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
［持ち物］
　バスタオル、お子さん用の飲み物、
いつものお出掛けセット
姶�１月23日（月）から２月１日（水）ま
でに電話で申し込む（受け付けは
午前９時～午後５時）。
◎�当選者には２月４日（土）までに電
話で連絡します。
逢�佃区民館
　☎（３５３３）６９５１

バリアフリー映画会
唖�２月23日（祝）
　午後２時～（午後１時30分開場）
［上映作品］
　「くちびるに歌を」（邦画、132分、
音声ガイド・字幕付き）
◎�視覚障がい者用音声ガイドと、聴
覚障がい者用字幕付きの上映会で
す。障がいの有無にかかわらず、
どなたでもお楽しみいただけます。
娃�本の森ちゅうおう１階多目的ホー
ル
亜�小学生以上
愛�50人（先着順）
挨�無料
姶�２月１日（水）から電話、ファクス
または図書館ホームページから申
し込む。
◎�申し込みの際は申込者全員の氏名
と代表者の連絡先が必要です。
◎�作品の概要については、お問い合
わせください。
逢�本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１
　ＦＡＸ（３５５１）２７１１

絵本を取り入れた育児講座
「絵本を使った楽しい育児の
お話」
唖�２月26日（日）
　午前10時30分～正午
娃�本の森ちゅうおう１階多目的ホー
ル
亜�妊婦・未就学児の保護者
阿�絵本で親子の時間を楽しめ、毎日
の育児にフル活用できる絵本の使
い方と効果について

［講師］
　りんごの木代表　中島　三千代
愛�30人（先着順）
挨�無料
［託児］
　生後６カ月から未就学児のお子さ

んをお預かりします。希望する方は、
参加申し込みの際に一緒にお申し込
みください（月齢により定員あり）。
姶�１月23日（月）から２月17日（金）ま
でに、本の森ちゅうおう（京橋図
書館）へ直接または電話で申し込
む。

◎�託児人数に限りがあります。託児
が定員に達した場合は保護者のみ
でご参加ください。

逢�本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１

本の森ちゅうおう講演会
「装丁の世界」
唖�２月18日（土）
　午後２時～４時
娃�本の森ちゅうおう１階多目的ホー
ル

亜�18歳以上の方
阿�知っていると本選びがさらに楽し
くなる装

そう

丁
て い

についてお話します。
［講師］
　装丁家　鶴　丈二
愛�50人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�１月21日（土）から２月４日（土）ま
でに、逢へ直接または電話で申し
込む（図書館ホームページからの
申し込みも可）。

逢�本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１

令和４年度「サークル発表会
～つなげよう！笑顔のバトン～」
月島社会教育会館
唖�２月４日（土）
　午前10時30分～午後５時
　２月５日（日）
　午前10時30分～午後６時
娃�月島社会教育会館４階ホール
日本橋社会教育会館
唖�２月11日（祝）
　午前10時～午後７時
　２月12日（日）
　午前10時～午後６時
娃�日本橋社会教育会館８階ホール
築地社会教育会館
唖�２月18日（土）
　午前10時～午後６時
娃�月島社会教育会館４階ホール
共　通
亜�どなたでも
阿�社会教育会館を利用しているサー
クルの皆さんが、歌・ダンス・演奏な
ど日頃の活動の成果を披露します。
挨�無料
◎�当日、直接会場へお越しください。
◎�開始時刻の20分前に開場します。
◎�終演時間は予定です。
◎�出演団体など詳しい内容は各社会
教育会館までお問い合わせくださ
い。

逢�月島社会教育会館
　☎（３５３１）６３６７
　日本橋社会教育会館
　☎（３６６９）２１０２
　築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
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令和５年（2023年）1月21日（土曜日） No.１５２６区のおしらせ 1 月 2 1 日号

(3)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。

中央区飼い主のいない猫譲渡会
唖�２月19日（日）　正午～午後４時
　（受け付けは午後３時30分まで）
娃�月島区民センター１階
阿�中央区動物との共生推進員が保護
している、飼い主のいない猫をお
譲りします。
姶�１月24日（火）から２月17日（金）ま
でに茜の申し込みフォームまたは
Ｅメールで①代表者氏名②来場予
定人数③電話番号④来場希望時刻
⑤気になる猫、質問事項などを記
入して申し込む。
◎�本人確認ができるものをお持ちく
ださい。
◎�猫は当日お渡しできません。
◎�会場内の混雑を防ぐため、時間の
希望に沿えない場合もあります。
詳しくは、茜をご覧ください。

［主催］
　中央区動物との共生推進員
逢�中央区保健所生活衛生課生活衛生
係
　☎（３５４１）５９３６
茜�中央区飼い主のいないネコ達
　https://www.chuo2828.com/

経営セミナー
唖�２月16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］
　自律的・持続的な成長マインドを
形成する人財育成
［講師］
　ＡＮＡウイングス（株）　代表取締
役社長　勝岡陽一
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�茜から申し込む（イベント番号：
201512（半角））。
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/

いきいき館（敬老館）
バレンタインイベント
いきいき桜川（桜川敬老館）
唖�２月12日（日）
　①�午後２時～　②午後３時15分～
娃�いきいき桜川ホール
阿�「バレンタインコンサート」
　�ピアノによる弾き歌いで、さまざ
まな国の名曲をお届けします。
愛�各40人（申し込み多数の場合は抽
選）
姶�１月30日（月）までに受付で直接申
し込む（電話申し込み不可）。
いきいき浜町（浜町敬老館）
唖�２月８日（水）
　午前10時～11時30分
娃�いきいき浜町教養室
阿�「手作り教室」
　�ミニウサギのおひな様を、みんな
で一緒に作りましょう。
愛�20人（先着順）
姶�１月25日（水）から受付で直接申し
込む（電話申し込み不可）。
いきいき勝どき（勝どき敬老館）
唖�２月12日（日）　午後１時30分～
娃�いきいき勝どき大広間
阿�「ピアノデュエットコンサート」
　�ジャズ、クラシック、ポップスなど
皆さんがよく知っている楽曲を２台
のピアノでハーモニーを奏でます。
愛�40人（先着順）
姶�１月23日（月）から受付で直接申し
込む（電話申し込み不可）。
共　通
亜�60歳以上の区内在住者
挨�無料
◎�利用の際は登録が必要です。初め
ての方は、保険証などを持参し各
いきいき館で手続きをしてくださ
い。なお、登録の際には、緊急連
絡先をお伺いしています。
◎�他にもさまざまな講座を開催して
います。詳しくは各敬老館へお問
い合わせください。
逢�いきいき桜川（桜川敬老館）
　☎（３５５３）００３０
　いきいき浜町（浜町敬老館）
　☎（３６６９）３３８５
　いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　☎（３５３１）３２５８

親族後見人向け講座・交流会
～弁護士に聞く、すぐに活か
せる後見実務のポイント～
唖�２月16日（木）
　午後６時30分～８時30分
娃�社会福祉協議会３階会議室
亜�親族の成年後見人（保佐人・補助
人）になっている区内在住・在勤
者（被後見人などが区内在住の場
合も可）
◎�後見人就任予定の方も含みます。
阿�後見人就任後の具体的な業務内容
や、親族が後見人として活動する
上での留意点などについて解説し
ます。また、交流会では後見人同
士の交流と情報交換の他、講師が
日頃の活動に関する相談に応じま
す。

［講師］
　第一東京弁護士会所属弁護士
　安部　明
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�１月23日（月）から２月10日（金）ま
でに電話、ファクスまたはＥメー
ルに①～④（２面記入例参照）を記
入して申し込む。
逢�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
絢step@shakyo-chuo-city.jp

プレママクッキング
唖�２月22日（水）
　午後１時30分～４時
娃�中央区保健所２階会議室
亜�初めて出産される区内在住の妊娠
安定期（20～36週未満）の方

阿�・講話
　�これだけは知っておきたい妊娠中
の食生活の基礎知識
・�実習と試食
　�妊娠中に必要な栄養素がバランス
よく取れる簡単料理
愛�12人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
［持ち物］
　エプロン・三角巾・タオル
姶�１月23日（月）から31日（火）までに
電話で申し込む（電子申請も可）。
◎�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�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

中央区防災講演会　
都心部×帰宅困難者
　近年、大規模地震が頻発しており、
首都直下地震はいつ起きても不思議
ではありません。
　今回の講演会では、事業所におけ
る防災力向上・帰宅困難者対策の重
要性について講演を行います。
唖�２月８日（水）
　午後２時～４時
　（午後１時30分開場）
娃�教育センター５階視聴覚ホール
亜�区内在住・在勤者、その他防災に
関して興味・関心のある方

［講師］
　東京大学大学院工学系研究科
　都市工学専攻　教授　廣井　悠
愛�80人（先着順）
挨�無料

人口と世帯（住民基本台帳）� １月1日現在

人口� 174,074人（うち外国人�9,324人）
男� 82,760人（うち外国人�4,685人）
女� 91,314人（うち外国人�4,639人）
世帯� 98,723　

姶�２月６日（月）までに電話、はがき
またはファクスに①～④（２面記
入例参照）⑤参加人数をご記入の
上、お申し込みください（電子申
請も可）。

◎�この講演会は後日、区公式Ｙｏｕ
Ｔｕｂｅで配信します。

◎�手話通訳者を配置します。
◎�この講演会は「中央区民カレッジ
連携講座」として、カレッジ生の
方が受講した場合は単位として認
定します。

逢防災課防災担当
　☎（３５４６）５５１０
　ＦＡＸ（３５４６）５７０８

税
日曜納税相談
　平日に来庁できない方のために、
特別区民税・都民税の納税について
日曜納税相談を実施します。来庁の
際には区からお送りした納税通知書、
督促状、納税催告書などの納付書、
収入や生活状況を確認できる書類な
どをご持参ください。
◎�課税に関する相談や課税証明書、
納税証明書などの発行はできませ
んのでご注意ください。

唖�２月５日（日）
　午前10時～午後４時
娃�区役所２階税務課
問税務課整理係
　☎（３５４６）５２７９

その他
誕生記念植樹
　赤ちゃんの誕生をお祝いして、記
念植樹を行います。
植樹時期
　３月中旬
亜�令和４年１月１日から12月31日ま
でに出生したお子さん

◎�対象者にはお子さんの氏名掲載に
関する申込書を郵送します。

姶�掲載を希望する方は、２月14日（必
着）までに申込書に必要事項を記
入して逢へ郵送または区のホーム
ページの電子申請から申し込む。

逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　水とみどりの課緑化推進係
　☎（３５４６）５６２９

区公式ホームページ
リニューアルに関する
お知らせ
　２月１日（水）のリニューアルに伴
い、全ページのＵＲＬが変わります。
また、新しいホームページへの切り
替え作業に伴い、１月31日（火）から
２月１日（水）にかけて接続が断続的
に切れる時間帯があります。
逢広報課広報係
　☎（３５４６）５２１６

環境情報センター
イベント情報（２月）
［日時など］
　別表のとおり
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
日　時 タイトル 対象・定員など 申込期限

1月7日（土）～
2月12日（日）

午前9時～
午後9時

【展示】
海洋汚染問題 どなたでも、入場自由 申し込み不要

2月8日（水） 午後2時～4時30分 ecoワーク発表会
18歳以上の方
20人（申し込み多数の
場合は抽選）

2月1日
（水）

11日（祝）

午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
紙芯でつくる雪だるまの
起き上がりこぼし

どなたでも、入場自由 申し込み不要

午後2時～
4時

日本のふろしき文化と
SDGs

18歳以上の方
20人（申し込み多数の
場合は抽選）

2月4日
（土）

18日（土） 電気の不思議実験
教室

小学生とその保護者
10組（申し込み多数の
場合は抽選）

2月11日
（祝）

25日（土） 午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
牛乳パックでお雛様づくり どなたでも、入場自由

申し込み
不要

26日（日） 午前10時～
11時30分

和ハーブで作る
七味唐辛子

18歳以上の方
15人（申し込み多数の
場合は抽選）

2月19日
（日）

詳しくはこちら▶


