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令和４年（2022年）6月11日（土曜日） No.１５０４区のおしらせ 6 月 1 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　区では、森林保全活動や動植物の
観察などの自然体験を通し、森林が
持つ多面的機能を楽しみながら学べ
る、環境学習事業を実施しています。
　今回は、大自然の中でキャンプを
行い、美しい星空を満喫する宿泊体
験です。
日　時
　７月23日（土）～24日（日）
・ 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
宿泊先
　MOKKI  NO  MORI（トイレ・
シャワーは共用です。）
対　象
　区内在住・在学の小学生と保護者
◎ 保護者１人につき小学生は２人ま
で参加可能です。
内　容
　自分で集めた木を使って工作をし

檜原村自然体験ツアー
１泊２日　ひのはらＷＯＯＤ ＣＡＭＰ

ます。たき火で夕飯の調理をし、テ
ントに泊まる本格的なキャンプです。
ナイトウォークではホタルが舞う幻
想的な光景に出会えるかもしれませ
ん。
◎ 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。
◎ 電気・水道などの設備が十分では
ありません。
◎ テント、寝袋などのキャンプ用品
を持参してください（テントはレ
ンタル可）。
定　員
　30人（申し込み多数の場合は抽選、
10人未満の場合は中止）
費　用

　5,000円（テントをレンタルする場
合は別途費用がかかります。）
申し込み方法
　７月３日（日）までに、（株）エイ
チ・アイ・エスホームページから申
し込む。
申込先
　（株）エイチ・アイ・エス
　☎０５０（１７４２）３９５５
　℻  （５２０５）１７２０
逢 環境課環境啓発係
　☎（６２７８）８２４３
茜 https://www.his-j.
com/corp/cs/enter
tainment/priduct/chuoshizen
/index_20220723.html

　近所への騒音が心配な方に騒音計
を貸し出しています。
　この機会にテレビやエアコンの室
外機などの音が、隣近所に迷惑を掛
けていないかを調べてみませんか。
　一人一人が気を付けて、住みよい
環境づくりに努めましょう。
対　象
　区内在住者、区内に事業所がある
方

台　数
　１回１台
期　間
　１週間以内
費　用
　無料
申し込み方法
　電話で申し込む。
逢 環境課生活環境係
　☎（３５４６）５４０４

騒音計の無料貸し出し
生活騒音 あなたも自主点検してみましょう

　５月10日（火）開催の中央区青少年
問題協議会で決定した基本方針は、
次代を担う青少年が、心身ともに健
康で、社会において信頼と尊敬を得
られる豊かな人間性と創造性を備え
た人間に成長できるよう、家庭、学
校、地域、行政などが連携し健全育
成を推進するための活動指針です。
　四つの重点目標と、12の推進施策
を掲げ、各種事業を展開していきま
す。
重点目標・推進施策
思いやりのある明るく温かい家庭づ
くりの推進
・ 家庭教育支援の充実
・ 親子のふれあい推進
学校での健全育成の推進
・ 人権教育と個性を生かす教育の充
実
・ 生活・健康・進路指導の充実

・ 教育相談体制の充実
地域ぐるみの健全な社会環境づくり
の推進
・ 非行と事故防止活動
・ 社会環境の浄化活動
・ 学校などの安全対策
・ 社会的自立に向けた支援
青少年の社会参加活動の促進
・ 青少年指導者の養成
・ 文化およびスポーツ・自然・レク
リエーション活動の促進
・ 公共施設の青少年利用の促進

薬物乱用防止運動の推進

　薬物乱用は私たちの体全体を破壊
するとともに、犯罪行為の誘発など
の要因ともなっており、とりわけ近
年大麻の乱用の広がりが懸念されて
います。

　本協議会では、薬物乱用の根絶を
目的として、薬物乱用防止運動を推
進することとし、次の重点目標と実
施事項を定めました。
重点目標および実施事項
・ 家庭・学校・地域・職場に対する
啓発強化と規範意識向上
・ 薬物乱用少年の早期発見と適正指
導

・ 関係業界に対する協力要請
　青少年の健全育成の推進や、薬物
乱用の根絶に向け、今後とも、区民
の皆さんのより一層のご理解とご協
力をお願いします。
◎ 詳しくは区のホームページをご覧
ください。

逢 文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

コース名・日時など
　別表のとおり
定　員
　各６人（申し込み多数の場合は抽選）

◎ 後期分（10～12月）募集は８月24日
（水）より開始予定です。
費　用
　１人につき各700円（税込み）

申し込み方法
　中央区観光協会ホームページ
「2022中央区『わくわくツアー』参加
者募集！」から必要事項を入力して
申し込む。
結果通知および支払い方法
　開催日の７日前までに、メールで
抽選結果を通知します。当選の方は
カード決済または、通知でお知らせ

するコンビニエンスストアで支払期
日までに参加費をお支払いください。
支払期日までに確認ができない場合
は当選取り消しになります。
逢中央区観光協会
　☎（６２２８）７９０７
茜 https://www.chuo-
kanko.or.jp

別表
コース名 実施日 実施時間 引　率 申し込み締切日

文化コース

築地の建築を訪ねて 7月13日（水）

午後1時30分～3時30分 文化財サポーター協会

6月27日（月）

佃島と江戸湊をのぞむ霊岸島 7月16日（土） 6月28日（火）

文明開化をたどる「銀ブラ道中記」－岸田劉生の見た銀座－ 9月7日（水） 8月17日（水）

江戸の芝居町と魚河岸、その繁栄の名残りを辿る 9月10日（土） 8月22日（月）

産業コース

築地場外市場「築地魚河岸」通になる「定松」・「恵水産」・「栗辰」・「築地京富」 7月20日（水）
午前10時～正午

観光協会
観光おもてなしスタッフ

6月30日（木）

人形町界隈の専門店で江戸の粋を知る「刃物 うぶけや」・「梨園染 戸田屋商店」・「組
紐 龍工房」 7月27日（水） 7月6日（水）

銀座の伝統ある名店巡り（銀座一丁目～四丁目）「銀座木村家」・「銀座 伊東屋　本
店」・「銀座ベーカリー」 9月6日（火） 午前10時～12時20分 8月16日（火）

築地場外市場こだわりの専門店巡り「玉子焼 松露」・「鮭の店 昭和食品」・「鰹節問
屋 秋山商店」・「昆布商 吹田商店」 9月21日（水）

午前10時～正午
8月31日（水）

日本橋で粋な老舗巡り「文明堂 日本橋本店」・「山本海苔店 日本橋本店」・「楊枝専
門店 日本橋さるや」 9月29日（木） 9月7日（水）

まち歩き産業
コース

銀座のまち歩きと「渡邊木版美術画舗」・「ハイアット セントリック 銀座 東京」 7月19日（火）
午前10時～正午

観光協会
観光おもてなしスタッフ

6月29日（水）

日本橋界隈のまち歩きと「刷毛・刷子 江戸屋」・「手芸道具 Cohana」 9月9日（金） 8月21日（日）

人形町界隈のまち歩きと「岩井つづら店」・「風呂敷専門店 唐草屋」 9月13日（火） 午後1時～3時 8月23日（火）

馬喰町・東日本橋界隈のまち歩きと「箸専門店 箸処手もち屋」・「洋傘専門店 小宮商店」9月14日（水）
午前10時～正午

8月24日（水）

京橋界隈のまち歩きと「UNPEL GALLERY（アンぺルギャラリー）」・「明治屋」 9月15日（木） 8月29日（月）

2022中央区「わくわくツアー」
前期分（7～9月）参加者募集

dB
50.5

令和４年度
中央区青少年健全育成基本方針


