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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。

保健・医療・福祉
健康診査・がん検診など
　区では、40歳以上の中央区国民健
康保険加入者および後期高齢者医療
制度加入者に健康診査を実施してい
ます。また、40歳以上の区民の方に
はがん検診などを、65歳以上の区民
の方には介護予防のためのフレイル
予防健診を実施しています。
　対象者には、５月から８月までの
間に順次「がん検診等受診券」を発送
していますので、受診してください。

［受診券発送時期］
　別表のとおり
挨�無料（ただし、精密検査および検
診以外の検査は受診者負担）

［受診方法］
　同封の実施医療機関名簿に記載の
ある医療機関へ直接予約する。
◎�健康保険組合などの加入者の特定
健康診査の実
施期間、実施
方法などは、
それぞれの健
康保険組合窓
口にお問い合
わせください。

◎�50歳以上偶数
歳の方の胃が
ん検診の検査方法は、「胃部エッ
クス線検査」または「胃内視鏡検
査」のいずれかを選択して受診す
ることができます。
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７
別表

誕生月 受診券発送時期

4月～7月 5月上旬

8月～11月 6月下旬

12月～3月 8月下旬

◎ 令和4年4月2日以降に転入し、受診券が
届かない方は、お問い合わせください。

がん検診・精密検査を
受診しましょう
　がんは日本人の死因の第１位とな
っており、約２人に１人ががんにな
るといわれています。早期にがんを
発見するため、区ではがん検診を実
施しています。対象の方には区から
受診券を送付していますので、定期
的にがん検診を受診しましょう。
　また、がん検診では精密検査が必
要かどうかを調べます。がん検診を
受診して「要精密検査」と判定された
方は、より詳しい検査を行い、本当
にがんがあるかを調べる必要があり
ます。実際にがんであるとは限りま
せんので、怖がらず、必ず精密検査
を受診してください。
挨�無料（ただし、精密検査および検
診内容以外の検査は受診者負担）
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７

女性センター「ブーケ21」
水曜イブニングトーク
「地方メディアからみた
中央区」
唖�９月７日（水）
　午後６時30分～８時
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�どなたでも

［テーマ］
　ローカルテレビ局が想う地元“と
やま”

［ゲスト］
　富山テレビ放送東京支社長
　堀田能

た か

州
く に

愛�30人程度（先着順）
挨�無料
姶�８月３日（水）から電話・ファクス
に①・②（８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）。

◎�本講座は「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　℻  （５５４３）０６５２

「アーティフィシャルグリーン」
で部屋を飾りましょう
唖�８月13日（土）
　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�フェイクの観葉植物を鉢に飾りま
す。メインにする葉や実で雰囲気
を醸し出して楽しめます。
愛�10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円

［持ち物］
　作品を入れる袋
姶�８月２日（火）か
ら10日（水）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８月11日（祝）までに電
話で連絡します。
逢�新川区民館
　☎（３５５１）７０００

金継ぎ体験
唖�８月21日（日）
　午後１時～４時
娃�銀座区民館４階４号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�欠けたお椀や割れたお皿などを、
漆や金により生まれ変わらせます。

［講師］
　狐

こ

塚
づ か

雙
そ う

亭
て い

愛�５人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円

［持ち物］
　瀬戸物などの陶磁器２枚（部分的
に欠けたものと全体的に割れたもの
が１枚ずつあると良い）、エプロン、
手拭きタオル、マスク、持ち帰り用

の袋
姶�８月１日（月）から13日（土）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８月14日（日）までに電
話で連絡します。
逢�銀座区民館
　☎（３５４２）６８２８

紙すき体験講習会
唖�８月22日（月）　
　午後１時30分～４時30分
娃�明石町区民館２階３・４号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�植物のコウゾや細かく切った布を
使用して、はがき大の和紙を作り
ます。夏休みの自由研究や親子の
思い出づくりにお勧めです。
愛�15人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
姶�８月13日（土）から18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８月20日（土）までに電
話で連絡します。
逢�明石町区民館
　☎（３５４６）９１２５

交詢社公開講座
「幸

・

齢
・

化
・

を支える医学」
９月コース
唖�９月７日（水）
　午後２時～３時30分
阿�「歯を無くしてしまったら、貴方
ならどうする？～歯を失った部分
に歯を作る３つの方法～」

［講師］
　聖路加国際病院歯科口

こ う

腔
く う

外科部長
小澤靖弘
11月コース
唖�11月２日（水）
　午後２時～３時30分
阿�「超高齢社会における近未来の運
動器再生医療」

［講師］
　慶應義塾大学医学部整形外科学教
室教授　中村雅也
共　通
娃�築地社会教育会館
亜�区内在住・在勤者
愛�各コース50人（申し込み多数の場
合は抽選）
挨�無料
姶�９月コースは８月24日（必着）、11
月コースは10月19日（必着）までに、
はがきに①希望コース②～⑤（８
面記入例参照）を記入して申し込
む（在勤の方は③に勤務先名・勤
務先住所も記入）。

◎�本講座は「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。
逢・申込先について
　〒104－0061
　中央区銀座６－８－７
　（一財）交詢社　事業委員会
　☎（５５３７）１３１１
・�中央区民カレッジについて
　文化･生涯学習課生涯学習係
　☎（３５４６）５５２４

子ども図書館員の募集
唖�・日本橋図書館　９月11日（日）
・�月島図書館　９月25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
◎�時間は２館共通です。
◎�京橋図書館は本の森ちゅうおうへ
移転のため９月から休館します。
開館後に実施予定です。

亜�区内在住・在学の小学校４～６年
生

阿�図書館の仕事体験を通じて、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�・日本橋図書館　各部10人
・�月島図書館　各部８人
◎�申し込み多数の場合は抽選です。
姶�８月３日（水）から24日（消印有効）
までに所定の申込書に必要事項を
記入して参加希望の図書館に持参
または、はがきに①～④（８面記
入例参照）⑤生年月日⑥性別⑦学
校名⑧学年⑨参加を希望する図書
館名と希望の部（第１部または第
２部）を第３希望まで記入して、
月島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�日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
月島図書館

　〒104－0052
　月島４－１－１
　☎（３５３２）４３９１

映画鑑賞会
唖�８月20日（土）
　午後２時～（午後１時30分開場）

［上映作品］
　「父と暮せば」（邦画、99分）
娃�日本橋図書館６階図書館ホール
亜�小学生以上
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�８月７日（日）
から14日（日）
までに電話で
申し込む。

◎�１回の申し込
みで２人分まで申し込みができま
す。

◎�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�日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
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別表2

日　時 内　容 定　員 費　用 申込期限 申し込み方法

基礎編 9月10日（土）
午前10時～午後4時

起業についての基礎知識
（ビジネスを具体化する、起業事例を
知るなど）

35人 無料

8月22日（月）

申込用紙に記入して郵送また
はファクスで申し込む（電子申
請も可）。
◎�申込用紙は、区役所7階商工
観光課、ハイテクセンター、
産業会館にあるチラシの裏
面に掲載しています。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。

実践編
10月8日（土）・
22日（土）・29日（土）
午前9時～午後5時

・起業を成功させるためには
・経営計画の作り方
・経営に必要な財務知識
・�経営に必要な税務知識・資金調達
・人事労務、人材育成
・マーケティング
・開業の手続きと実務
・卒業生体験談

30人 6,000円

◎ 基礎編のみや実践編のみの参加も可能です。
◎�特定創業支援事業を受けたことの証明書の発行を希望する場合は、　基礎編と実践編の両方を受講する必要があります。
◎�基礎編・実践編ともに申し込み多数の場合は抽選です。ただし、区内在住・在勤で、区内で起業を検討している方を優先します。
◎講座内容・資料などの録音・録画・撮影はできません。

高次脳機能障害者支援事業
高次脳機能障害支援講演会
唖�９月８日（木）　
　午後６時30分～８時
娃�教育センター５階視聴覚ホール
亜�区内在住・在勤の高次脳機能障害
に関心がある方
阿�講演「脳卒中の回復期リハビリテ
ーション～高次脳機能障害の方を
支える地域のちから～」

［講師］
　（医）健育会　ねりま健育会病院院
長　酒向正春
愛�50人（先着順）

［申込期間］
　８月３日（水）～９月８日（木）午後
５時

［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８月31日（水）
午後５時までにお申し込みください
（６人程度、先着順）。

高次脳機能障害者交流会
唖�９月10日（土）
　午後１時30分～３時
娃�福祉センター３階会議室
亜�区内在住の高次脳機能障害の方と
ご家族、支援者
阿�脳トレ、情報交換など
◎�交流会終了後、希望者に個別相談
を行います（４人程度、要予約）。
愛�15人（先着順）

［申込期間］
　８月３日（水）～９月９日（金）午後
５時
共　通
挨�無料
姶�電話またはファクスに①～⑤（８

面記入例参照）を記入し申し込む。
◎�手話通訳、介助など必要な方は事
前にお申し出ください。
逢�福祉センター
　☎（３５４５）９３１１
　℻  （３５４４）０８８８

発展的天文講座
話題先取り！将来の宇宙探査
唖�８月14日（日）
　�午後４時～４時50分（途中入退場
不可）
娃�タイムドーム明石プラネタリウム
ホール
亜�どなたでも
阿�宇宙の謎に挑む探査計画と日本の
役割について、現在の動きやその
将来などをご紹介します。

［講師］
　KU－MA子ども・宇宙・未来の
会会員　大川拓也
愛�80人（先着）
挨�無料
◎�入場券を当日午前10時から６階受
付で配布します。

◎�やさしい天文講座および発展的天
文講座（異なる回）のチケットを５
枚集めて受付で提示した方には、
記念品を差し上げます。
逢�郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

ヒーリングプラネタリウム
夏を爽やかに過ごすヨガ
唖�８月12日（金）・26日（金）
　午後６時～６時50分
娃�タイムドーム明石プラネタリウム
ホール
亜�大人向け
◎�小人、未就学児の入場も可能です
が、お静かにご鑑賞ください。
阿�プラネタリウムの
星空の下、ヨガで
体を動かしながら、
１週間の疲れをリ
セットし、爽やか
な週末を迎えましょう。通常は投
影時間の半分がヨガの時間ですが、
今回は50分間ヨガを行う特別バー
ジョンです。

［ヨガインストラクター］
　藤原扶美、山崎礼子
愛�20人（先着順）
挨�300円
◎�当日直接会場へお越しください。
逢�郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

レッツ中央契約
カルチャースクール
10月期講座
亜�中小企業に勤務する区内在住・在
勤者
阿�①池袋コミュニティ・カレッジ
　�入会金免除および受講料10％引き
（一部除外あり）
②�朝日カルチャーセンター朝日JＴ
Ｂ・交流文化塾

　�入会金免除および公開講座は会員
料金
愛�各20人（先着順）
姶�①は８月19日（金）から、②は８月

24日（水）からレッツ中央窓口で法
人会員受講申込書または法人会員
証を受け取り、受講先で手続きを
行う。

◎�よみうりカルチャー、資格の大原、
ＬＥＣ東京リーガルマインドなど
も割引となります。

◎�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

育ちのサポートカルテ説明会
～育ちに支援を必要とする子どもた
ちが、安心して学び成長していける
ことを目指して～

［育ちのサポートカルテとは］
　発達障害など育ちに支援を必要と
する子どもたちが、ライフステージ
に応じた切れ目のない支援を受けら
れるよう、関係機関が適切な支援方
法や課題を引き継ぎ、共有するため
のツールです。
唖�９月22日（木）
　午前10時～11時
娃�子ども発達支援センター会議室
亜�区内在住の18歳未満のお子さんを
持つ保護者

阿�区の取り組み、育ちのサポートカ
ルテ作成の流れや活用方法などに
ついてお話しします。

愛�25人（先着順）
挨�無料�
姶�８月３日（水）から９月15日（木）ま
でに電話またはファクスにて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、９月９日（金）
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
　☎（３５４５）９８４４
　℻  （３５４５）９６６０

社会教育会館講座
［講座名など］
　別表１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。

◎�「築地いきいき講座～からだのメ
ンテナンス～」は築地社会教育会
館のみで受け付けます。

◎�講座日程や費用など、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
開催館 講　座　名 申込期間

築　地

築地いきいき講座～からだのメンテナンス～ 8月3日（水）午前9時～
（先着順）

季節を楽しむ手作り和菓子～暑さを和らげるひんやり
和菓子～ 8月9日（火）まで

レザークラフト講座～サコッシュ～ 8月20日（土）まで

究極のうま味調味料「醤
ひしお

」をつくろう！ 8月21日（日）まで

フラワーアレンジメント講座～ドライフラワーのハー
トリース～ 9月24日（土）まで

日本橋

お天気魔法教室
8月10日（水）まで親子で体験！再発見！世界とつながるバナナの魅力

～利きバナナ&バナナジュース作り～
羊毛フェルトの子猫作り 8月18日（木）まで
つまみ細工でブローチを作ろう 8月22日（月）まで

月　島

親子でたのしむ墨
すみ

絵
え

～筆と墨で自由に！伝統文化1日
体験～ 8月7日（日）まで

オリジナルキャンバス制作講座～キャンバスの貼り方
を学びオリジナルキャンバスを制作しよう～ 8月28日（日）まで

未来の月島のまちをつくろう！～建築家・建築学生と
模型つくり～ 9月14日（水）まで

◎ 先着順の記載がある講座以外は申し込み多数の場合抽選です。
◎ 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。
◎ 区外にお住まいの方も申し込めます。

体を動かしながら、

起業・独立開業を目指す方へ
「起業家塾」受講者募集
［日時など］
　別表２のとおり
娃�産業会館
亜�区内在住・在勤の起業意欲がある方

◎�講習会終了後、希望者には後日専
門家による個別相談を実施します。

◎�本事業は区の創業支援事業計画に
おける特定創業支援事業です。受
講後、区内で創業予定の方は証明
書の交付を受けることができます。
証明書により、会社設立時の登録

免許税の軽減などの優遇措置が受
けられます。

逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　商工観光課中小企業振興係
　☎（３５４６）５４８７
　℻  （３５４６）２０９７
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No.１５０９区のおしらせ 8 月 1 日号令和４年（2022年）8月1日（月曜日）

(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。

10月からのさわやか健康教室
［日時など］
　別表１のとおり
亜�区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下していない60歳以上の
健康な方（要支援・要介護認定を
受けている方を除く）

◎�生活機能の低下は、厚生労働省作
成の「基本チェックリスト」を基に
判定します。
阿�問診、血圧測定実施後、高齢者向
けのトレーニングマシンを使った
トレーニングや、口

こ う

腔
く う

ケア・栄養
改善のミニ講座を行います。運動
指導員の指導の下、受講者の状態
に合わせたトレーニング計画を作
成しますので、初めての方でも安
心して受講できます。
挨�無料
姶�８月19日（消印有効）までに受講申
込書などの書類に記入し、区役所

４階高齢者福祉課に郵送または持
参して申し込む。

◎�申込書などの書類一式は、高齢者
福祉課に電話で連絡された方に郵
送します。また、いきいき館（敬
老館）やシニアセンター、おとし
より相談センターなどの施設で配
布している他、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。

◎�「基本チェックリスト」も受講申込
書などの書類に含まれています。

◎�受講が決定した方には受講決定通
知などを郵送します。

◎�過去にさわやか健康教室を受講さ
れた方は申し込みできません。

◎�受講決定後であっても、参加者の
健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。
逢�高齢者福祉課高齢者活動支援係
　☎（３５４６）５７１６

はつらつ健康教室
［日時など］
　別表２のとおり
亜�区内在住で、運動機能などの生活
機能が低下している65歳以上の方
（要介護１～５の方を除く）
◎�おとしより相談センターのケアマ
ネジメントにより、教室の受講が
望ましいかどうかを個別に判断し
ます。
阿�問診、血圧測定実施後、体操や口
腔ケア、栄養改善の講座などを行
い、生活機能の改善・向上を目指
します。運動指導員の指導の下、
受講者の状態に合わせたトレーニ
ング計画を作成しますので、初め
ての方でも安心して受講できます。
挨�無料
姶�お近くのおとしより相談センター

へご相談の上、お申し込みくださ
い。

◎�受講は年間１回限りです。
◎�受講が決定した方には決定通知書
などを郵送します。

◎�受講決定後であっても、参加者の
健康面での安全と教室運営上の事
故防止のため、教室への参加をご
遠慮いただく場合があります。

逢�京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
　日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７
　人形町おとしより相談センター
　☎（５８４７）５５８０
　月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５
　勝どきおとしより相談センター
　☎（６２２８）２２０５

別表2
コース 毎週月曜日 午後コース 毎週火曜日 午前コース 毎週土曜日 午前コース
日　時 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午

会　場 浜町高齢者�
トレーニングルーム

いきいき桜川�
（桜川敬老館） シニアセンター

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13 佃1－11－1

定員（※） 15人 10人 15人
コース 毎週水曜日 午後コース 毎週木曜日 午前コース 毎週木曜日 午後コース
日　時 午後1時30分～4時 午前9時30分～正午 午後1時30分～4時

会　場 ケアプラザあいおい 浜町高齢者�
トレーニングルーム

いきいき桜川�
（桜川敬老館）

住　所 佃3－1－15�
相生の里1階

日本橋浜町3－3－1　
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13

定員（※） 各15人 10人
（※）定員に空きが出次第、随時ご案内します。
◎各コースとも、3カ月間で計12回開催します（最長6カ月まで継続可）。いつまでもいきいき元気！

「はつらつ健康教室」体験講座
亜�区内在住で、転倒の不安がある、
疲れやすい、外出が減ったなどの
現状の改善に興味のある65歳以上
の方（要介護１～５の方を除く）
阿�現在実施中のはつらつ健康教室の
一部を体験します（椅子に座って
できる体操、頭の体操など）。

日本橋コース
唖�９月５日（月）
　午後１時30分～３時
娃�人形町区民館１・２号室
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�８月３日（水）から31日（水）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�人形町おとしより相談センター
　☎（５８４７）５５８０
月島コース
唖�８月26日（金）
　午後２時～３時30分
娃�月島区民センター１階会議室
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�８月３日（水）から25日（木）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�月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５

在宅介護に役立つ
「介護者教室・交流会」
～認知症の正しい理解と
良い対応・ＮＧ対応について～

唖�９月11日（日）
　午後２時～３時30分
娃�①築地社会教育会館２階講習室

　②�オンライン（Zoom）
亜�区内在住・在勤・在学者、その他
介護に興味・関心のある方
阿�・認知症とはどのような症状か
・�認知症になったらどのような行動
をとるのか

・�認知症への良い対応とＮＧ対応
・�介護に関する情報交換や悩みの共
有

［講師］
　マイホーム新川特養・デイサービ
ス職員（介護福祉士）
愛�各15人（先着順）
挨�無料
姶�８月10日（水）から９月10日（土）ま
でに来場の場合は電話で、オンラ
インの場合はＥメールに①「介護
者教室申し込み」②氏名・ふりが
な③電話番号を入力して申し込む。
逢�マイホーム新川
　☎（３５５２）５６７０
絢�myhomeshinkawa@san-ikukai.�
or.jp

高齢者の毛筆写経教室
お試しコース
～文字も心も美しく～

唖�９月８日（木）・15日（木）・22日（木）�
計３回

　午前９時30分～11時30分
娃�シルバー人材センター研修室
亜�原則60歳以上の方
阿�小筆を使って「般若心経」を書き写
します。

・�小筆使いに慣れる
・�筆順
・�名入れのバランス
・�年月の書き方

［講師］
　シルバー人材センターの会員
愛�16人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�2,100円（教材費を含む）

別表1
コース 毎週水曜日　午後コース 毎週金曜日　午後コース

日　時
10月5日～12月21日の3カ月間
計12回（最長6カ月まで継続可）

10月7日～12月23日の3カ月間
計12回（最長6カ月まで継続可）

午後1時30分～4時

会　場 浜町高齢者トレーニングルーム いきいき桜川（桜川敬老館）

住　所 日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町2階 入船1－1－13

定　員 12人 10人
◎�曜日・会場をかえて年4回募集します。

姶�８月12日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（８面記入例参照）、⑥申
し込み理由を記入して申し込む。

◎�当選者は当選はがきで指定された
口座に受講料をお振り込みくださ
い。期日を過ぎた場合は、補欠の
方に受講の資格が移ります。

◎�本講座は「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。区民カレッジ生（コ
ース生）は申し込みはがきにカレ
ッジ生であることを記載してくだ
さい。
逢�〒104－0032
　�中央区八丁堀３－17－９京華スク
エア１階

　中央区シルバー人材センター
　☎（３５５１）２７００

高齢者向けパソコン教室
～ゆっくり楽しくチャレンジ～

初めてのパソコンコース
唖�９月13日（火）～15日（木）
　計３回　午前９時30分～11時30分
亜�原則60歳以上の方
阿�電源の入れ方、マウスの操作、文
字の入力方法など、基本の操作を
学びます。
挨�3,000円
◎�テキスト代は別で、ＦＯＭ出版「初
心者のためのパソコン入門
（Windows10）｣（1,100円）を使用
します。

Excelを使ってみようコース
唖�９月20日（火）～22日（木）、27日（火）
～29日（木）　全６回

　午前９時30分～11時30分
亜�原則60歳以上で、簡単な文字入力
のできる方
阿�表計算ソフト「Excel2016」を使っ

て、セルや計算式の入力、計算表
作りなど、基礎と活用を学びます。

挨�6,000円
◎�テキスト代は別で、ＦＯＭ出版「初
心者のためのExcel2016｣（1,320円）
を使用します。

共　通
娃�シルバー人材センター２階パソコ
ン講習室

［講師］
　シルバー人材センターの会員
愛�各コース10人（申し込み多数の場
合は抽選）

姶�８月19日（必着）までに往復はがき
に①コース名②～⑤（８面記入例
参照）⑥普段使っているパソコン
の機種名⑦申し込み理由を記入し
て申し込む。

◎�１枚のはがきで両コースの申し込
みができます。

◎�以前に受講された方も申し込むこ
とができます。

◎�当選者は、当選はがきで指定され
た口座に受講料をお振り込みくだ
さい。期日を過ぎた場合は、補欠
の方に受講の資格が移ります。

◎�本講座は「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。区民カレッジ生（コ
ース生）は申し込みはがきにカレ
ッジ生であることを記載してくだ
さい。

◎�パソコンのＯＳはWindows10で
す。

逢�〒104－0032
　�中央区八丁堀３－17－９京華スク
エア１階

　中央区シルバー人材センター
　☎（３５５１）２７００
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令和４年（2022年）8月1日（月曜日） No.１５０９区 の お し ら せ 8 月 1 日 号

(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。

男女共同参画講座
「エシカル」で世界はもっと幸せに
なる～持続可能な社会のために、
私たちができること～

唖９月10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��美しいバッグや雑貨が手元に届く
までのストーリーからエシカル、
SDGｓを学びます。

［講師］
　（株）RICCI�EVERYDAY
　代表取締役　仲本千津
愛�30人程度（先着順）
挨無料
姶�８月３日（水）か
ら電話・ファク
スに①～②（８
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）。
◎�本講座は「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。

［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。希望する方は、
９月１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」
　総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　℻  （５５４３）０６５２

町会・自治会向け講座
～考えてみませんか？
町会・自治会活動の広報と呼び込み～

唖�10月５日（水）
　午後６時～７時30分
娃�月島区民館５号室
亜�町会・自治会員や町会・自治会活
動に関心のある方
阿�活動の参加者や担い手が少ないと
いう課題を持つ町会・自治会に対
し、ターゲットの呼び込み方につ
いて、グループワークを取り入れ
ながら考える講座を開催します。

　�町会・自治会員以外にも、地域活
動に興味のある方ならどなたでも
参加いただけます。

［講師］
　ＮＰＯ法人ＣＲファクトリー　コ
ミュニティマネジメント認定インス
トラクター　豊田有希
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�８月８日（月）から10月３日（月）ま
でに電話またはＥメールに①～④
（８面記入例参照）⑤団体名（所属
している場合のみ）を入力して申
し込む（電子申請も可）。
逢�地域振興課コミュニティ支援係
　☎（３５４６）５６８６
絢tiiki_01@city.chuo.lg.jp

スポーツ
中高年齢者のための
「エイジングケア・ストレッチ
教室」初級編
唖�９月21日（水）・28日（水）
　午後１時30分～３時

◎�いずれの回も同じ内容です。
娃�佃区民館４階５・６号和室
亜�50歳以上の区内
在住・在勤者
阿�腰痛や膝痛でお
悩みの方にお勧
めです。音楽を
聴きながら行います。
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
◎�当日は運動のできる服装でお越し
ください。
姶�８月３日（水）から13日（土）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８月16日（火）までに電
話で連絡します。
逢�佃区民館
　☎（３５３３）６９５１

税
８月は特別区民税・都民税
（普通徴収分）第２期分の納期
　金融機関、郵便局、コンビニエン
スストア、スマートフォンアプリま
たは区役所２階税務課、日本橋・月
島特別出張所で８月31日（水）までに
納めてください。
　なお、金額が30万円以下のバーコ
ードが印字された納付書に限り、コ
ンビニエンスストアやスマートフォ
ンアプリを利用した納税ができます。
逢�税務課収納係
　☎（３５４６）５２７７

国保・年金手帳

国民年金保険料のお支払いは
便利な「口座振替」で
　国民年金保険料の納付には、納め
忘れの心配がなく、割引制度がある
口座振替をご利用ください。

［早割（当月末振替）］
　毎月末日に当月分の保険料が引き
落とされる早割制度により、１カ月
当たり50円割引きとなります。

［半年前納（10月末振替）］
　口座振替を利用すると1,130円割
引きとなり、現金納付の前納（810円
割引き）よりも割引額が大きくなり
ます。利用申し込みは８月末が締め
切りです。
　年金手帳または基礎年金番号通知
書、預金通帳、金融機関届け出印を
ご持参の上、年金事務所でお申し込
みください。
逢�中央年金事務所国民年金課
　☎（３５４３）１４１１（代表）

その他
コミュニティふれあい銭湯
唖�８月10日（水）・24日（水）
◎�８月10日はグズマニアの湯です。
娃�区内公衆浴場（銭湯）
挨�100円（敬老入浴証持参者と小学生
以下は無料）

◎�区内在住・在勤であることが確認
できるもの（運転免許証、健康保

険証、社員証など）を必ず持参し
てください。本人の住所・勤務場
所が確認できない場合は一般料金
となります。

◎�入浴時以外はマスクを着用してく
ださい。また、浴場内での会話は
控えてください。

◎�体調不良の場合は利用を控えてく
ださい。
逢�地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３

社会教育関係登録団体への
講師派遣（後期分募集）
亜�10月から令和５年３月までの間に
講師派遣を予定している団体

◎�前期（４月～９月）に決定した団体
を除きます。
阿�学習会などを開催する際の講師へ
の謝礼（上限額あり）を負担します。
愛�75団体（申し込み多数の場合は抽
選）
姶�８月20日（必着）までに、往復はが
きに①団体講師派遣の申し込み②
登録団体名③登録番号④団体代表
者または連絡担当者の住所・氏
名・電話番号⑤学習会などの実施
予定月⑥学習会などのテーマを記
入して申し込む（電子申請も可）。

◎�会場の確保、講師との交渉などは
各団体で実施してください。

◎�団体の構成員を講師にすることは
できません。

◎�社会教育関係団体の登録について
は、逢またはお近くの社会教育会
館にご相談ください。
逢�文化・生涯学習課生涯学習係
　☎（３５４６）５５２４

祝日のごみ収集
　８月11日（祝）
「山の日」は、木
曜日の収集地域
で通常どおり、
燃やすごみ・燃
やさないごみ、
資源およびプラスチック製容器包装
の収集を行います。
逢�中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

「中央区の森」における
森林保全活動事業助成金
（事業者・団体向け）
　区では、森林を荒廃から守り、育
てるため、行政区域を超えた広域的
な地球温暖化対策推進事業として、
東京都西多摩郡檜原村にある「中央
区の森」で森林保全活動を行ってい
ます。
　事業者・団体の皆さん、「中央区
の森」で間伐や植樹などの森林保全
活動を行い、森林再生に貢献してみ
ませんか。区では、森林保全活動の
費用の一部助成を行っています。

［実施期間］
　８月～11月

［募集団体数］
　２団体（先着順）

［最少催行人数］
　10人

姶�電話または区役所７階環境課の窓
口で申し込む。

◎�募集内容について詳しくは、区の
ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

逢�環境課ゼロカーボン推進係
　☎（３５４６）５６２８

高性能型消火器の
追加設置費用助成

［助成対象期間］
　令和５年３月31日まで
亜�都内での店舗または事業所におい
て事業を運営する中小企業、中小
企業団体など、一般財団法人、一
般社団法人、ＮＰＯ法人

［助成対象経費］
　法定義務を超えて設置する高性能
型消火器の導入経費
◎�法定設置基準の設置義務を満たす
ために購入する消火器は対象外で
す。

◎�法定設置基準の設置義務を超えて
設置する標準的消火器は対象外で
す。

［助成金額］
　１点当たり上限２万円（助成率３
分の２以内）×５点まで（１事業者当
たり10万円まで）
逢�（公財）東京都中小企業振興公社
　☎（３２５１）７９２４

街路樹や公園などの樹木への
「水やり」にご協力ください
　夏の猛暑や雨
が降らない日が
続くと、水不足
により樹木が枯
れてしまうこと
があります。ご
自宅近くの街路樹や公園などの樹木
への「水やり」を、朝晩の涼しい時間
帯にお願いします。
　樹木の健全な生育のために皆さん
のご協力をお願いします。
逢�水とみどりの課道路緑化施設係
　☎（３５４６）５４３７

東京都シルバーパス
更新手続きのお知らせ
～今年度の更新は
郵送方式となります～

　現在シルバーパスをお持ちの方に
は、８月中旬に（一社）東京バス協会
から赤い封筒または青い封筒で「シ
ルバーパス更新手続のご案内」が届
きます。
　更新を希望される方は「ご案内」を
必ずお読みいただき、お手続きをお
願いします。
逢�（一社）東京バス協会・シルバーパ
ス専用電話

　☎（５３０８）６９５０
　�（土・日曜日、祝日を除く、午前
９時～午後５時）




