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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。

施　設
環境情報センターの臨時休館
　２月19日（日）は、施設内設備点検
のため休館します。
逢�環境情報センター
　☎（６２２５）２４３３

保健・医療・福祉
令和４年度健康診査・がん
検診の受診期間は３月10日
（金）まで
　令和４年度に健康診査・がん検診
の対象となる方には既に受診券をお
送りしています。
　受診期限が近づいていますので、
お早めに受診してください。
◎�受診期間の延長はありません。
◎�今年度受診しないと翌年度に受診
できない検査があります（別表の
とおり）。
挨�無料（精密検査および検診内容以
外の検査は受診者負担）
◎�受診券が届いていない方や紛失し
てしまった方は逢までお問い合わ
せください。
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７
別表
検診などの種類 対　象

胃がん
検診

内視鏡
検査

50歳以上の偶数歳の方
◎�エックス線検査と内
視鏡検査のいずれか
を選択できます。

骨粗しょう症
検査

40歳以上の
偶数歳の女性

眼圧検査 40歳以上の
5歳節目の方

メタボリックシンドローム
改善のための「特定保健指導」
　健康診査の結果から生活習慣病の
発症リスクが高く、予防効果が大き
く期待できる方に対して、特定保健
指導を実施しています。
　医師や専門スタッフから生活習慣
の改善方法や栄養指導などの具体的
なアドバイスを受けることができま
す。
　生活習慣病発症リスクにより「動
機付け支援」または「積極的支援」と
判定された方には、区から「特定保
健指導利用券」をお送りします。利
用された方には歩数計を配布してお
りますので、この機会にぜひご利用
ください。
◎�特定健康診査の結果説明と同時に
特定保健指導を受ける方法もあり
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
◎�健康保険組合などに加入されてい
る方については、それぞれの組合
窓口にお問い合わせください。
挨�無料
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７

令和４年度区民歯科健康診査
の受診をお忘れなく
　今年度の区民歯科健康診査は２月
28日（火）まで行っています。
　定期的に歯科健康診査を実施し、
歯周病や虫歯などを早期発見・予防
することで、お口の健康を保ちまし
ょう。
　対象者には６月下旬に「歯科健康
診査無料受診券」を発送しましたの
で、同封の実施医療機関名簿にある
医療機関で受診してください。
　なお、受診券を紛失してしまった
などの理由により、健診ができない
場合は、逢までお問い合わせください。
挨�無料（虫歯の治療や歯石除去など
の治療費は受診者負担）
◎�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）。
◎�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」の紹介をしています。
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７

要介護認定を基に
障害者控除の認定
　65歳以上の方については、介護保
険の要介護認定の資料などから区が
対象者と認定する方に、「障害・特
別障害者控除対象者認定通知書」を
発行します。
　税申告の際に認定通知書を税務署
などへ提出することで、税法上の障
害者控除を受けられます。
◎�税控除が不要な場合は、申請の必
要はありません。
亜�次の要件の全てに該当する方
・�障害者手帳などの交付を受けてい
ない方
・�障害者控除の認定を受けたい年の
12月31日時点で、区の要介護認定
を受けている方
・�区の要介護認定情報の資料から、
一定の判定基準の状態が確認でき
る方
姶�逢の窓口にて申請または逢へ申請
書を郵送する。
◎�申請できる方は、対象者本人・親
族または成年後見人などです。
◎�申請方法や申請される方によって
必要書類が異なります。申請を希
望する方は、事前に逢へ電話でお
問い合わせいただくか区のホーム
ページでご確認ください。
◎�申請から認定通知書の発行までに
お時間をいただく場合があります
のでご了承ください。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　介護保険課介護認定係
　☎（３５４６）５３８５

要介護認定を基におむつ代の
医療費控除用確認書を発行
　確定申告でおむつ代の医療費控除
を受けるためには医師の発行する
「おむつ使用証明書」が必要ですが、
２年目以降の方については、区が発
行する「確認書」で控除を受けること
ができます。
亜�次の要件の両方に該当する方
・�おむつ代の医療費控除を受けるの
が２年目以降の方
・�主治医意見書から寝たきり状態か
つ尿失禁の確認ができる方
◎�１年目の申告の際には必ず医師の
発行する「おむつ使用証明書」を税
務署へご提出ください。
◎�申請を希望する方は、要件に該当
するか事前に逢へお問い合わせく
ださい。
◎�申請から確認書の発行までにお時
間をいただく場合がありますので
ご了承ください。
逢�介護保険課介護認定係
　☎（３５４６）５３８５

中央区イクメン講座
絵本の世界に飛び込もう！
親子で楽しむ「絵本シアター」
と楽器づくり
唖�２月18日（土）
　午前10時～11時30分
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�区内在住・在勤・在学で、未就学児
のお子さんを持つ父親とお子さん
阿�アイリッシュハープの生演奏も楽
しめる「絵本シアター」と、手作り
の楽器をみんなで演奏し、絵本の
世界を楽しみます。

［講師］
　絵本シアターゆうちゃんと仲間た
ち（ゆうちゃん、いとちゃん、Naoko♪）
愛�12組程度（先着順）
挨�無料
［託児］
　生後３カ月以上の未就学のお子さ
んをお預かりします（２月９日（木）ま
でに申し込む。月齢により定員あり）。
姶�１月13日（金）午前９時から電話で
申し込む。
逢�総務課男女共同参画推進係
　☎（５５４３）０６５１

男女共同参画助成事業
私にとっての「当たり前」
あなたにとっても「当たり前」？
～無意識のかべを知って

豊かなコミュニケーション～

唖�２月18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�女性だから、男性だから、という
無意識の思い込みから物事を見た
り判断する「アンコンシャスバイ
アス」を知って、コミュニティを
広げませんか。

［講師］
　認定ＮＰＯ法人　開発教育協会
（DEAR）事務局長　中村絵乃
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�１月13日（金）から２月15日（水）ま
でに茜から必要事項を入力し申し
込む。

［主催］
　中央区女性ネットワーク
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　中央区女性ネットワーク
　講座事務局（河本宛て）
茜�https://forms.gle/x51MBQC７
wV９kJRwq７

絢�jyosei-net2022@hot�
mail.com

NPO法人築地居留地研究会
定例研究報告会
唖�１月28日（土）
　午後２時～４時
娃�カトリック築地教会２階
　明石町５－26
亜�どなたでも
阿�1877年に築地で創設された立教女
学校（後の立教女学院）。当時の生
徒たちの様子を中心に紹介します。

◎�講演終了後、希望者のみでカトリ
ック築地教会の見学を行います。

［テーマ］
　草創期の立教女学校
［講師］
　NPO法人築地居留地研究会理事
元立教女学院資料室委員　伊藤泰子
愛�50人（先着順）
挨�無料
◎�当日、直接会場へお越しください。
［後援］
　中央区
逢�NPO法人築地居留地研究会事務局
　☎（３５５１）７５９５
茜�https://tsukiji-kyoryuchi.com/

勤労者のためのパソコン講座
「ホームページ＆ソーシャル
ネットワーク入門」
唖２月13日（月）～17日（金）
　計５回　午後６時30分～８時30分
娃ハイテクセンターパソコン研修室
亜�中小企業に勤務する区内在住・在
勤者で、マウス操作および文字入
力操作のできる方

阿�無料で提供されるサービスを使っ
たホームページ作成やソーシャル
ネットワークを活用することによ
る情報の発信について学びます。

愛20人（申し込み多数の場合は抽選）
挨6,000円
姶�１月20日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（４面記入例参照）⑥勤務
先（名称・所在地・電話番号）を記
入して申し込む。

逢〒104－0061
　�中央区銀座４－９－８ＮＭＦ銀座
四丁目ビル２階

　�レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）

　☎（３５４６）８６１０
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くらしに役立つ睡眠と健康講座
唖�２月９日（木）
　午前10時～11時30分
娃�人形町区民館５階１・２号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�睡眠に関する知識を深め、最適な
睡眠のための方法、環境について
学びます。
愛�20人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
［持ち物］
　筆記用具
姶�１月13日（金）から25日（水）までに
電話で申し込む（受け付けは午前
10時～午後８時）。
◎�当選者には１月29日（日）までに電
話で連絡します。
逢�人形町区民館
　☎（３６６８）５５３７

立春アレンジメントフラワー
唖�１月28日（土）
　午後１時30分～４時　　
娃�京橋プラザ区民館３階２号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�節分にちなんだアレンジメントフ
ラワーを作ります。
愛�８人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�1,500円

［持ち物］
　はさみ、エプロン
姶�１月12日（木）から19日（木）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21日（土）までに電
話で連絡します。
逢�京橋プラザ区民館
　☎（３５６１）５１６３

誰でもかんたん布絵アート
唖�１月25日（水）
　午後１時30分～３時30分
娃�新川区民館２階５号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�さまざまな古布や端切れ布を貼り
合わせて、４枚の絵を作ります。
　�同じ型を使用することで、違いを
楽しめます。
愛�８人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
［持ち物］
　エプロン、作品を入れる袋
姶�１月12日（木）から19日（木）までに
電話で申し込む（受け付けは午前
10時～午後７時）。
◎�当選者には１月20日（金）までに電
話で連絡します。
逢�新川区民館
　☎（３５５１）７０００

家庭教育学習会
　家庭教育を支援するため、ＰＴＡ
や地域の子育て支援活動を行う団体
との共催により、多種多様なテーマ
で学習会を実施します。
阿�別表１のとおり
◎�詳しくは区役所８階文化・生涯学
習課、社会教育会館、図書館など
で配布している「家庭教育学習会
のお知らせ」をご覧ください。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。
挨�無料
家庭教育講演会
　「天気予報が楽しみになる！災害
から家庭を守る気象情報の話」
唖�２月25日（土）
　午後２時～３時30分
娃�区役所８階大会議室
亜�区内在住・在園・在学のお子さん
の保護者および区内在住・在勤で
家庭教育に関心のある方

［講師］
　気象予報士、気象キャスター
（NHKラジオ）　伊藤　みゆき
愛�50人（先着順）
挨�無料
姶�１月20日（金）午前９時から２月10
日（金）午後５時までにEメールに
①講座名（日時）②氏名・ふりがな
③電話番号④住所（区外の方はお
子さんの園・学校名、在勤の方は
勤務先名・住所も記入）⑤託児希
望の場合はお子さんの名前・ふり
がな・月齢・性別を記入して申し
込む。

［託児］
　１歳以上の未就学のお子さんをお
預かりします。希望者は申込時に一
緒にお申し込みください（定員10人
程度）。
［共催］　中央区ＰＴＡ連合会
逢�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

社会教育会館ゆめ講座
［日時など］
　別表２のとおり
姶�電話または社会教育会館窓口で直
接申し込む。
◎�３館いずれの窓口でも申し込みで
きます。
◎�講座内容や費用など詳しくは茜を

ご覧ください。
逢�築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
　日本橋社会教育会館
　☎（３６６９）２１０２
　月島社会教育会館
　☎（３５３１）６３６７
茜�https://chuo-shakyo.
shopro.co.jp/courses

別表1
日時・場所 テーマ・講師 共催団体など

1月28日（土）
午後1時30分～3時
堀留町区民館

おうち時間も楽しんでリラックスでき
る！妊婦さんを絵本でサポート
［講師］りんごの木代表　中島　三千代

りんごの木

1月29日（日）
午後2時～4時
月島社会教育会館

個性を知って、笑顔で子育て！
～エニアグラムで親子の違いを知ろう～
［講師］NPO法人日本エニアグラム学
会認定ファシリテーター　神田宏子、
嶋田美絵

9色の虹

1月31日（火）
午前10時～11時30分
月島社会教育会館

子育てキャンパス　発達障害講座
「発達障害と学校との付き合い方　前
向きな特性理解と合理的配慮のススメ」
［講師］（株）Kaien教育事業部TEENS
川崎エイブルシーカー　野田渓介 中央区地域家庭教育

推進協議会主催
2月6日（月）・13日（月）
午前10時～11時30分
月島社会教育会館

子育てキャンパス　乳幼児期コース
◎2回連続講座
［講師］（一社）はあとほっと理事
米本昌子

2月19日（日）
午前9時30分～11時30分
浜離宮恩賜公園

浜離宮で自分の好きな鳥を探そう
［講師］日本野鳥の会　会員　清水恵子

中央区バードウォッ
チングクラブ

2月19日（日）
午前10時～11時
築地社会教育会館

おやじの出番！はじめての親子ボッチャ
［講師］中央区スポーツ推進委員会長　
清水　学
◎父親優先学習会

（一社）中央区地域ス
ポーツクラブ大江戸
月島

2月25日（土）
午前10時～10時40分
月島社会教育会館

親子で楽しむハープソロコンサート
［講師］ハープ奏者　吉田　みちこ

銀座十字屋ハープ＆
フルートサロン

別表2
開催館 日　時 内　容 申込期限

築地

2月23日（祝）
午後1時～3時

「親子でミュージカル体験！」
～ミュージカルナンバーを親子で一緒に歌
ってみよう！～

2月9日（木）

2月25日（土）
午後2時～4時

「パソコンと仲良くなろう」
～大切な仲間、パソコンと一緒にデジタル
世界を旅しよう～

2月11日（祝）

3月4日（土）
午前10時30分～正午

「インターネットとの上手なつき合い方を考
える」 2月18日（土）

日本橋 1月28日（土）午後2時～4時
「ちょっとしたコツで素敵な佇まいに」
～今日からできる「素敵に歩く」ことの準備～ 1月21日（土）

◎�申し込み多数の場合は抽選です。抽選の結果は、申込期限以降7日以内に申込者全員
にお知らせします。

別表3
日　時 内容・講師

2月7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健康生活�
東京農業大学　総合研究所　教授　石見佳子

［試食］簡単おいしいカルシウム料理

14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

子ども図書館員の募集
唖�２月19日（日）
　第１部　午前９時30分～11時30分
　第２部　午後１時30分～３時30分
娃�本の森ちゅうおう（京橋図書館）
亜�区内在住・在学の小学校４～６年
生
阿�図書館の仕事を通じて、子どもた
ちの職業意識や読書意欲の向上と
図書館への親近感を深めます。
・�本の配架・返却体験
・�ブックカバーかけ
・�図書館内の見学　など
愛�各部10人（申し込み多数の場合は
抽選）
姶�１月13日（金）から27日（消印有効）
までに所定の申込書に必要事項を
記入して京橋図書館に持参、また
ははがきに①～④（４面記入例参
照）⑤生年月日⑥性別⑦学校名⑧
学年⑨参加希望の部（第１部また
は第２部）を第２希望まで記入し
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、
図書館のホームページからダウン
ロードすることもできます。
逢�〒104－0041
　中央区新富１－13－14
　本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１

図書館利用者懇談会
　皆さんのご意見やご要望を伺い、
より身近な図書館として親しんでい
ただくために利用者懇談会を開催し
ます。
本の森ちゅうおう（京橋図書館）
唖�２月11日（祝）　
　午後２時～３時30分
娃�本の森ちゅうおう１階多目的ホー
ル
日本橋図書館
唖�２月４日（土）
　午後２時～３時30分
娃�日本橋図書館６階ホール
月島図書館
唖�２月23日（祝）
　午後２時～３時30分
娃�月島図書館会議室
共　通
亜�どなたでも
挨�無料
◎�当日直接会場にお越
しください。

逢�本の森ちゅうおう
（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１
　日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

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３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（昨年10
月の教室に参加した方を除く）

愛�12人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�１月12日（木）から20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
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(6) 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。

バスツアー
いちご狩りと新江ノ島水族館
見学＆鎌倉散策
唖３月４日（土）
　集合　午前７時20分
　�レッツ中央隣接の三原橋地域安全
センター（旧銀座三原橋交番）前
　解散　午後５時15分（予定）
［行き先など］
・�新江ノ島水族館（見学）
・�鎌倉御代川（昼食）
・�鶴岡八幡宮（参拝）
・�若宮大路・小町通り（散策・買い物）
・�川名農園（イチゴ狩り食べ放題）
◎�旅行業者の添乗員が同行します。
亜�中小企業に勤務する区内在住・在
勤者と同居家族
愛43人（申し込み多数の場合は抽選）
挨大人8,600円
　小人（３歳から小学生）6,000円
◎�バス代、イチゴ狩り代、昼食代、
水族館入館料などを含みます。
姶�１月30日（必着）までにはがき（１
グループ４人までで１枚限り）に
「バスツアー」と明記し、①申込代
表者の氏名・住所・電話番号・勤
務先（名称、所在地、電話番号）②
参加人数と全員の氏名・年齢を記
入して申し込む。

［旅行企画・実施］
　（株）縁トラベル（東京都知事登録
旅行業第２－7639号）
◎�本バスツアーはレッツ中央（中央
区勤労者サービス公社）の助成事
業です。
逢�〒160－0017
　�新宿区左門町３－１左門イレブン
ビル１階
　（株）縁トラベル「レッツ中央」係
　☎（６３８０）１６１５
　�（受け付けは平日の午前９時～午
後６時）

分譲マンション管理セミナー
マンションのルール違反者へ
の対応～トラブル事例をもと
に考える～
唖�１月29日（日）
　午後１時30分～３時30分
娃�①区役所８階大会議室
　②�オンライン（Webex）
◎�オンライン接続環境はご自身でご
準備ください。
◎�オンラインの方は、質疑応答の時
は傍聴のみとなります。
亜�区内の分譲マンションにお住まい
の区分所有者および管理組合の役
員
阿�・一般的なマンションのルール
　�専有部分、共用部分などの使用、
管理費などの支払い
・ルール違反者への請求
　トラブル事例を基に検討
［講師］
　弁護士・マンション管理士
　平松英樹
愛�①50人（先着順）　
　②�20人（先着順）
挨�無料
姶�①１月13日（金）から27日（金）まで
に電話で申し込む（受け付けは平
日の午前８時30分～午後５時）。
　�②１月13日（金）から26日（木）まで
にＥメールでマンション名、所在
地、氏名、ハンドルネーム、電話
番号を入力して申し込む。
逢�中央区都市整備公社
　☎（３５６１）５１９１
　ＦＡＸ（３５６１）５１９２
絢�zai.chuo.toshi.kosha@theia.
ocn.ne.jp

健康セミナー
「ヨガ健康法教室」
唖２月８日～３月１日の毎週水曜日
　計４回　午後６時30分～８時
娃築地社会教育会館３階第３和室
亜�区内の中小企業に勤務する方およ
び区内在住者
阿�・第１回　全身のほぐしと基本の
動きを体感
・�第２回　基本の動きとバランス力
ＵＰで身体の土台作り
・�第３回　身体をリラックスさせる
呼吸法にチャレンジ

・�第４回　全４回のまとめ、ヨガを
楽しく！

愛15人（申し込み多数の場合は抽選）
挨1,000円
姶�１月20日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（４面記入例参照）⑥勤労
者の方は勤務先（名称・所在地・
電話番号）を記入して申し込む。

逢�〒104－0061
　�中央区銀座４－９－８ＮＭＦ銀座
四丁目ビル２階

　�レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）

　☎（３５４６）８６１０

災害ボランティア講座
唖�１月29日（日）
　午前10時～12時30分
娃�中央区社会福祉協議会３階会議室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�災害ボランティアについて（講
演・グループワーク）

・�ミニ講義（災害ボランティアセン
ターとは、災害用語説明）

・�防災ゲーム「クロスロード」
・�本講義（災害ボランティアの役割、
活動の種類など）

・�中央区災害ボランティアセンター
について

◎�災害ボランティア
活動に関心のある
方向けに、基本的
な知識や心構えなどを学びます。
未経験者・経験の浅い方もお気軽
にご参加ください。実際の被災現
場で活動している経験豊富な方を
講師に迎えます。

◎�本講座を踏まえ２月４日（土）午後
に災害ボランティアセンター運営
訓練を実施予定です。

［講師］
　認定ＮＰＯ法人ADRAJapanス
タッフ
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�１月25日（水）までに電話またはＥ
メールで①参加者氏名②住所③電
話番号④在勤・在学の方は勤務先
または学校名を記入。

逢�中央区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センター

　☎（３２０６）０５６０
絢�vc@shakyo-chuo-city.jp

ぬいぐるみおとまり会
　お気に入りのぬいぐるみを通して、
子どもたちが読書や図書館に親しみ
を持ち、利用するきっかけをつくる
ため、ぬいぐるみおとまり会を行い
ます。
［日時など］
　別表のとおり
亜�区内在住の３～６歳の未就学のお
子さん
挨�無料
［持ち物］
　ぬいぐるみ（１体）
◎�大きさは10㎝以上50㎝以内としま
す。
姶�１月13日（金）から27日（消印有効）
までに所定の申込書に必要事項を
記入して各図書館に持参またはは
がきに①希望する図書館・回数②

お子さんの氏名・ふりがな・性別・
生年月日・年齢③保護者氏名④住
所⑤電話番号⑥お子さまの好きな
物⑦ぬいぐるみの名前・特徴を記
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、
図書館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１回のみとし、重複し
ての申し込みはできません。
◎�電話での申し込みはできません。
逢�〒104－0041
　中央区新富１－13－14
　本の森ちゅうおう（京橋図書館）
　☎（３５５１）２１５１
日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

別表
会　場 本の森ちゅうおう

（京橋図書館） 日本橋図書館 月島図書館

日　時

2月12日（日） 2月26日（日） 2月19日（日）
①午前11時
②午後2時

◎おはなし会終了後、ぬいぐるみを預け、解散となります。

お迎え日時 2月13日（月） 2月27日（月） 2月20日（月）
午後1時～9時

定　員 各10人 各10人 各10人
◎申し込み多数の場合は抽選です。結果は郵送で通知します。

◎ぬいぐるみのお預かり、お迎え時は保護者などの付き添いをお願いします。

離乳食講習会

クラス名 スタートクラス（初期～中期食）
ステップアップ
クラス

（後期～完了期食）

日　時
2月6日（月） 2月21日（火） 2月28日（火） 2月7日（火）

午後1時30分～3時15分
会　場
（※1）

中央区保健所
2階会議室

日本橋保健センター�
5階多目的室

月島保健センター
多目的室

日本橋保健センター�
5階多目的室

対　象
（※2） 令和4年8・9月生まれの乳児の保護者

令和4年
3～5月生まれの
乳児の保護者

内　容 ・離乳食の進め方の話　　・料理の紹介と試食（試食は保護者のみ）
定　員
（※3）

各22人 20人
申し込み多数の場合は抽選

費　用 無　料
申し込み
方法

1月12日（木）から16日（月）までに電話で申し込む（受け付けは平日のみ、電
子申請も可）。

問い合わせ
（申込）先

中央区保健所健康
推進課予防係
☎（3541）5930

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

日本橋保健センター
健康係

☎（3661）5071
（※1）各クラスいずれかの会場を選び、お申し込みください（重複申し込み不可）。
（※2）対象は、区内在住で各クラスの誕生月に該当する第１子の保護者です。
（※3）定員に満たない場合は、申込受付期間後も定員まで受け付けます。

地域で暮らすための福祉講座
～ヒアリングフレイルから学
ぶ認知症予防～
唖�２月14日（火）
　午後２時～３時30分
娃�中央区役所８階第５会議室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�ヒアリングフレイル（耳の虚弱）は、
周囲とのコミュニケーションに問
題が出るだけでなく、認知症やう
つ状態になるリスクが高まるなど、
心身の活力の衰えも進行します。
この講座では聴覚機能の早期発見
について学びます。

［講師］
　ユニバーサル・サウンドデザイン
（株）代表取締役ＣＯＯ
　中石　真一路
愛�10人（先着順）
挨�無料
姶�１月13日（金）から２月13日（月）ま
でに電話で申し込む（受け付けは
祝日を除く月～土曜日の午前９時
～午後６時）。
逢�京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７

いきいき浜町（浜町敬老館）
手作り教室受講生募集
唖�２月１日（水）
　午前10時～正午
娃�いきいき浜町教養室
亜�60歳以上の区内在住者（いきいき
館の利用者証が必要）
阿�「さくらのリース作り」
　�折り紙（和紙）でさくらを折り、リ
ースに飾り付けます。
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�１月16日（月）から受付で直接申し
込む（電話申し込み不可）。
逢�いきいき浜町（浜町敬老館）
　☎（３６６９）３３８５
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令和５年（2023年）1月11日（水曜日） No.１５２５区のおしらせ 1 月 1 1 日号

(7)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。

スポーツ
ピラティス教室
～正しい体の使い方を学ぼう～
唖�２月６日（月）・13日（月）
　午後３時～４時30分
◎�いずれの回も同じ内容です。
娃�豊海区民館１階２号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�体の正しい使い方を学び、けがの
しにくい体をつくります。
愛�各回10人（申し込み多数の場合は
抽選）
挨�各回500円
［持ち物］
　タオル、飲み物
◎�汗をかいても大丈夫な服装でお越
しください。
姶�１月13日（金）から22日（日）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１月25日（水）までに電
話で連絡します。
逢�豊海区民館
　☎（３５３６）４００５

春季区民体育大会
軟式野球大会
唖�４月中旬～７月中旬の日曜日、祝
日（予定）　午前８時～
娃�月島運動場
亜�区内在住・在勤のアマチュアで編
成された10人以上100人以内のチ
ーム（ベンチ入り25人以内）

［参加条件］
　大会の補助審判員として、選手登
録者より２人以上の審判員登録をし、
スポーツ安全保険などの傷害・賠償
責任保険に加入すること
◎�審判員登録の詳細は茜に掲載しま
す。

［競技方法］
　トーナメント方式７回戦（時間制
限あり）
愛�150チーム（申し込み多数の場合は
抽選）
挨�・中央区軟式野球連盟チーム登録
費10,000円
・�大会参加費20,000円（春季・秋季
２大会分）
・�全日本軟式野球連盟チーム登録費
1,200円

・�選手登録費1,000円（全軟連：200円、
東軟連：600円、中軟連：200円）×
チーム人数分
◎�大会中止の場合、大会参加費以外
は返金いたしません。
姶�１月27日（金）までに茜内の「大会
運営について」より大会参加申込
書をダウンロードし、必要事項を
入力の上、Eメールに添付して逢
へ申し込む。
◎�メールの件名は「春季大会参加申
し込み」としてください。

［公開抽選・代表者会議］
　茜に参加チーム名を掲載します。
詳しくは茜をご確認ください。
◎�１部～４部の格付けは軟式野球連
盟で行います。

［軟式野球大会役員および審判員の
募集］
◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
茜�中央区軟式野球連盟
　http://www.csbb1.com
絢中央区軟式野球連盟
　t.csbbl1950@gmail.com

中央区地域スポーツクラブ
日本橋・京橋/月島
合同体験会開催
唖�２月５日（日）午前10時～午後４時
娃�中央区立阪本小学校
亜�区内在住・在勤・在学の幼児から
高齢者まで
阿�かけっこ、チアダンス、ハワイア
ンフラ、お囃

はや
子
し
、ホッケー、合気

道、ダブルダッチ、ランニング、
ダーツ、フラワーアレンジメント、
アコースティックギター、太極拳、
タグラグビー、サッカー、ヨガ、
エンジョイ体操など
◎�詳しくは各茜をご参照ください。
◎�会員以外の方も参加可能です。
挨�無料（フラワーアレンジメントの
み材料費として別途800円）

姶�中央区地域スポーツクラブ大江戸
日本橋・京橋の茜から申し込む。
茜�・中央区地域スポーツクラブ大江
戸日本橋・京橋
　https://maple.tokyo.jp
・�中央区地域スポーツクラブ大江戸
月島
　https://oedo.tokyo.jp
絢info@maple.tokyo.jp

新型コロナウイルス感染症に
係る傷病手当金の支給適用期
間の再延長
　新型コロナウイルス感染症に感染
した場合または発熱などの症状があ
り感染が疑われた場合に、その療養
のため出勤することができなかった
期間（一定の要件を満たした場合に
限る）に支給している傷病手当金は、
適用期間が再延長となりましたので
お知らせします。
［適用期間］
　令和２年１月１日から令和５年３
月31日まで
亜�給与などの支払いを受けている中
央区国民健康保険および後期高齢
者医療制度の加入者
◎�要件や申請の際に必要な書類など
詳しくはお問い合わせください。
逢�保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

後期高齢者医療制度加入者へ
の医療費通知の送付
　この通知は、被保険者の皆さんに
医療費の総額などをお知らせし、ご
自身の健康や後期高齢者医療制度へ
の理解と関心を深めていただくこと
を目的としています。医療費の金額
の確認とともに、受診状況を振り返
り、今後の健康づくりに活用くださ
い。
亜�令和３年９月か
ら令和４年８月
までの12カ月間
に、保険診療で
医療機関などへ
の受診履歴があ
る方（柔道整復、はり・きゅう、
あん摩・マッサージ、治療用装具
などのいずれかの施術や支給を含
む）
◎�全ての被保険者の皆さんにお送り
するものではありません。
◎�この通知は１月下旬に送付を予定
しています。
◎�病院などからの請求が遅れている
場合は、お知らせできませんので
ご了承ください。
◎�通知の受け取り後に特に手続きは
必要ありません。
逢�保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０
　�東京都後期高齢者医療広域連合お
問い合わせセンター
　☎（０５７０）０８６５１９

国民年金保険料は口座振替が
お得です
　国民年金保険料の納付には、口座
振替がご利用になれます。
　口座振替をご利用いただくと、保
険料が自動的に引き落とされるので
金融機関などに行く手間が省ける上、
納め忘れもなく、とても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険
料を当月末に振替納付することによ
り、月々50円割引される早割制度や、
現金納付よりも割引額が多い６カ月
前納・１年前納・２年前納もあり、
大変お得です。
　「６カ月前納」「１年前納」「２年
前納」をご希望の方は、年金手帳も
しくは、基礎年金番号通知書、預金
通帳、金融機関届出印をご持参の上、

年金事務所で２月末までにお申し込
みください。手続きは郵送でも承り
ます。区役所では２月中旬までにお
申し込みください。
◎�令和５（2023）年度を含む２年前納
の保険料額・割引額は２月に確定
する予定です。

◎�国民年金基金加入中の方は、口座
振替をお申し込みいただけない場
合があります。

◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�中央年金事務所国民年金課
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　音声案内②→②

その他
資器材貸し出しのご案内
　中央区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センターでは、区内の
ボランティア活動を支援するために
資器材や印刷機を貸し出しています。
［主な貸し出し資器材］
　体験用資器材
（アイマスク体験・
シニア体験・点字
体験）、プロジェ
クター、スクリーン、
フルカラー印刷機
など
亜�区内在住・在勤・在学者およびボ
ランティア・区民活動センター登
録団体

挨�無料（フルカラー印刷機の用紙お
よび印刷実費は利用者が負担）

姶�貸出希望日の３日前までにお問い
合わせください。

逢�中央区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センター

　☎（３２０６）０５６０
　ＦＡＸ（３２０６）０６０１
絢�vc@shakyo-chuo-city.jp

あたたかい善意
ありがとうございました
社会福祉協議会への寄付
　令和４年11月分寄付合計129,233円�
（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
　佃二丁目鈴木猛夫…1,116円、田野
拓馬…1,111円、若葉会…10,000円、
日本橋式典…5,000円、（有）三谷葬儀
社…10,000円、三谷和美…5,000円、
匿名（７件）…43,807円（内訳5,103円、
5,103円、5,103円、5,103円、20,000円、
1,000円、2,395円）
［ボランティア基金］
　中央区高齢者クラブ連合会…
53,199円
逢�中央区社会福祉協議会管理部庶務
課

　☎（３２０６）０５０６

国保・年金手帳

社会保険料は所得控除の対象
　国民健康保険・介護保険・後期高
齢者医療制度および国民年金の保険
料は、全額が社会保険料として所得
控除の対象になります。
　令和４年１月から12月までに納め
た保険料を領収書や納付済額のお知

らせ（１月中旬以後に発送予定）など
で確認の上、確定申告の際に忘れず
に申告してください。
　なお、国民年金保険料については
「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」や領収書の添付が義務付け
られています。「控除証明書」に記載
されている以外の月の国民年金保険
料を納付している場合、その領収書
も添付する必要があります。
逢別表のとおり

別表
国民健康保険・介護保険・
後期高齢者医療制度について

保険年金課収納係
☎（3546）5365

国民年金について 中央年金事務所国民年金課
☎（3543）1411　自動音声案内2→2

社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書について

・ねんきん加入者ダイヤル
　☎（0570）003004
・�050から始まる電話でおかけになる場合�
☎（6630）2525

<受付時間>
・月～金曜日　午前8時30分～午後7時
・第2土曜日　午前9時30分～午後4時
・祝日（第2土曜日を除く）は利用できません。


