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(5)

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。

総合スポーツセンター
一部施設利用休止
　９月４日（日）は区民体育大会水泳
大会が開催されるため、温水プール
は利用できません。
　また、９月から12月中旬にかけて
第76回区民体育大会が行われるため、
一部の施設が利用できなくなります。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢�総合スポーツセンター
　☎（３６６６）１５０１

女性センターの臨時休館
　９月12日（月）は、施設の保守点検
のため休館します。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

保健・医療・福祉
令和５年度東京都重症心身障
害児（者）通所事業を
新規に希望する方へ
　東京都では、重度の知的障害およ
び重度の肢体不自由が重複している
重症心身障害児（者）を対象に、地域
社会の中で生活していくために必要
な療育や、日常生活動作訓練などを

行う通所事業を実施しています。
　本事業の利用を希望される場合に
は、区を通じて施設への申し込みが
必要です。
　令和５年４月から新規に通所を希
望される方は、障害者福祉課にご相
談の上、お申し込みください。
［申込期間］
　おおむね９月中
◎�施設の状況によりご希望に添えな

い場合もあります。
逢�障害者福祉課相談支援係
　☎（３５４６）６０３２

経営セミナー
唖�９月15日（木）
　午後２時～４時
娃�環境情報センター研修室２
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］
　ハイブリット（対面およびオンラ
イン（Zoomウェビナーを使用））
［テーマ］
　～中央区ビジネス交流フェアにも
いかせる～販路開拓・商談成功のポ

施　設 12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）� 9月14日（水）各施設必着
保養施設予約システム� 9月1日（木）午前0時～14日（水）午後11時
抽選日� 9月16日（金）

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� 9月20日（火）午前0時～
フロントへの電話による申し込み�  9月20日（火）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 － 12月6日（火）～8日（木）

（設備点検などのため）

◎9月1日（木）から、全室禁煙とさせていただきます。喫煙をされる方は、喫煙所をご利用
ください。

◎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。

［伊豆高原荘夕食］
　地元の食材を使用した、季節感あふれるお食事をお楽しみいただけます。また、通常の
献立の他、季節に合わせた特別御膳料理もご用意しております。

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

▲伊豆高原荘夕食イメージ

イント
［講師］
・�東京都よろず支援拠点チーフコー

ディネーター　金綱　潤（第一部）
・�東京都よろず支援拠点コーディネ

ーター　水口　健（第二部）
愛�対面およびオンライン各20人（先
着順）
挨�無料
姶�東京商工会議所ホームページのイ

ベントカレンダーから申し込む
（イベント番号：200535）。
逢�商工観光課中小企業振興係
　☎（３５４６）５４８７
�　東京商工会議所中央支部
　☎（３５３８）１８１１
茜東京商工会議所
　https://event.tokyo-cci.or.jp/

敬老のつどい
いきいき桜川（桜川敬老館）
唖�９月30日（金）
　①�午後１時30分～２時30分
　②�午後１時～３時30分
娃いきいき桜川
阿①�「明治安田生命セミナーこころ

も体もすっきり」
　②�「先進健康機器による測定会」
愛①�40人②50人（先着順）
姶�８月23日（火）から受付で直接申し

込む（電話申し込み不可）。
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）
唖９月19日（祝）
　午後２時開演
　（午後１時30分開場）
娃いきいき浜町大広間
阿「歌謡ショー」
　女性歌手による歌謡ショーです。
愛30人（先着順）
姶�８月24日（水）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
いきいき勝どき（勝どき敬老館）
唖�９月19日（祝）午後１時30分開演　
（午後１時開場）
娃いきいき勝どき
阿「トロンボーン＆ピアノコンサート」
　�トロンボーンとピアノで奏でるコ

ンサートをお楽しみください。
愛40人（先着順）
姶�９月１日（木）から受付で直接申し

込む（電話申し込み不可）。
逢�いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　☎（３５３１）３２５８
共　通
亜�60歳以上の区内在住者（いきいき

館の利用者証が必要）
挨無料

中央区イクメン講座
教えて、育休中のお金事情！～育児
休業給付金～

唖�９月24日（土）
　午前10時～11時30分
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�区内在住の育休中または育休取得

予定の子育て中の男性

阿�男性の育休取得の
現状と育児休業中
の給付金や免除さ
れる税金、支払わ
なければいけない
税金、手取り額の
ことなど具体的なお金事情を学び
ます。

［講師］
　Be�Ambitious社会保険労務士法人�
代表　飯野正明
愛�12人程度（先着順）
挨�無料
姶�８月23日（火）午前９時から電話で

申し込む。
［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15日（木）までにお申し込みくだ
さい（月齢により定員あり）。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

親子食育教室
唖�９月27日（火）
　午後２時30分～４時
娃�月島保健センター
亜�区内在住の開催日

に３～５歳児とそ
の保護者

阿�・食育の話「野菜
を食べると、どん
ないいことがある
の？」

・�親子クッキング「野菜を使ったお
やつ作りにチャレンジ」

愛�10組（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
◎�エプロン・三角巾・タオルをご持

参ください。
姶�８月22日（月）から30日（火）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

精神保健講習会
お酒、ドラッグ、ギャンブル、
ゲームの依存～周囲の人が
知っておきたいこと～
唖�９月12日（月）
　午後２時～４時
娃�月島保健センター多目的室
亜�テーマに関心のある区内在住・在

勤者
阿�本人だけでなく、周囲も苦しむこ

とが少なくない依存症について、
その実際や関わり方などを学びま
す。

［講師］
　医療法人社団アパリ　アパリクリ
ニック　精神科専門医　梅野　充
愛�15人（先着順）
挨�無料
姶�８月24日（水）から電話で申し込む。
逢�月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
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No.１５１１区のおしらせ 8 月 2 1 日号令和４年（2022年）8月21日（日曜日）

(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。

ベビーマッサージ教室
唖�９月15日（木）
　午前10時～11時30分
娃�豊海区民館１階２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�８月23日（火）から９月１日（木）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９月４日（日）までに電
話で連絡します。
逢�豊海区民館
　☎（３５３６）４００５

子どもの発達にあった
子育てのポイント
唖�９月21日（水）
　午前10時～11時30分
娃�子ども家庭支援センター「きらら

中央」地域活動室
亜�区内在住の１歳以上３歳未満のお

子さんの保護者
阿�１・２歳の時期によくあるお悩み

について、発達の特徴を踏まえて
お話しします。

［講師］
　公認心理師・看護師　永瀬春美
愛�12人程度（申し込み多数の場合は

抽選）
挨�無料
姶�９月８日（木）までに電話またはき

らら中央窓口で申し込む（電子申
請も可）。

［託児］
　１～３歳未満のお子さんをお預か
りします。希望する方は、参加申し
込みの際に併せてお申し込みくださ
い（託児年齢対象外のお子さんは一
時預かり保育などをご利用くださ
い）。
逢�子ども家庭支援センター「きらら

中央」
　☎（３５３４）２１０３

～環境学習事業～
檜原村自然体験ツアー
「山に入って苗木を採取、盆栽
に挑戦しよう！」
唖�９月24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�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。
阿�ガイドと一緒に山の中を散策し、

区内では見ることのできない草花
や生き物と触れ合います。採取し
た苗木を使って盆栽に挑戦します。

◎�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�40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�９月４日午後５時までに（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
茜�https://www.his-j.com/corp/

cs/entertainment/product/
chuoshizen/index_20220924.
html
逢�環境課環境啓発係
　☎（６２７８）８２４３

日本橋図書館展示
『考えよう、私たちのＳＤＧｓ』
唖�８月26日（金）～10月19日（水）
◎�９月15日（木）と10月10日（祝）は休
館日です。
娃�日本橋図書館７階展示コーナー
亜�どなたでも
阿�ＳＤＧsとは2030年までに持続可

能でより良い世界を目指すための
国際目標のことです。世界中でＳ
ＤＧsに対する意識が高まってい

る中で、私たちが出来ることを考
えてみませんか。

挨�無料
逢�日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７

呼吸法の教室（ゆっくり体操）
唖�９月27日（火）
　午後２時30分～４時30分
娃�日本橋社会教育会館地下２階講習

室
亜�区内在住・在勤で気管支ぜんそく

などの呼吸器疾患がある方
阿�息苦しさを和らげ呼吸を楽にする

体操
［講師］
　イムス東京葛飾総合病院　理学療
法士　根本伸洋
愛�20人（先着順）
挨�無料
姶�８月24日（水）から９月20日（火）ま
でに電話で申し込む。

逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５４００

笑顔相続を学ぶ
～相続対策の柱
３つのポイント～
唖�９月16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�８月23日（火）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

スポーツ
エンジョイフィットネス教室
唖�11月１日～12月６日の毎週火曜日�

計６回
　午後６時30分～８時30分
娃�有馬小学校体育館
亜�18歳以上の区内在住・在勤者（高

校生を除く）
阿�ヨガ、バレエ、ウォーキング、筋

力トレーニングなど、体に気持ち
良いエクササイズを行います。

愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
姶�９月５日（必着）ま

でにはがきまたは
ファクスに①～⑤
（５面記入例参照）
⑥過去の本教室参加の有無⑦在勤
者は勤務先の名称・所在地・電話
番号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。

◎�抽選結果は封書でお知らせします。
当選した方には、ご案内を同封し
ます。

逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１
　ＦＡＸ（３５４６）９５６１

環境情報センター
イベント情報（９月）
［日時・内容］
　別表１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。

◎�詳しい内容は、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1
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【展示】中央区の森

『中央区の森』に関する
パネル展示です。この
機会に中央区の森につ
いて学びましょう。

申し込み不要

9月3日（土） 午前10時～
11時

ペットボトルが生まれ
変わるまで

小学生（小学校3年生
以下は保護者同伴）
15人

8月27日（土）

10日（土） 午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
お月見うさぎを作ろう どなたでも、入場自由 申し込み不要

10日（土）
午後
1時30分～

3時30分

古布でプラントハンガ
ーづくり～アップサイ
クルに挑戦～

18歳以上の方
10人 9月3日（土）

11日（日）
午前
9時30分～

正午

ごみ問題を学び、ごみ
を拾い、ごみでアクセ
サリーを作ろう！

小学生とその保護者
（区内在住・在勤）
8組

9月4日（日）

24日（土） 午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
牛乳パックで迷路を作
ろう

どなたでも、入場自由 申し込み不要

地域コミュニティの
担い手養成塾と事前説明会
［日時など］
　別表２のとおり
亜�区内での地域活動に関心のある方
阿�まちを盛り上げ、地域のつながり

をつくり出す人材を育成するため、
担い手養成塾を開講します。講座
では、地域活動の中で楽しく人を
引きつける力や、組織マネジメン
トの基礎などを学びます。興味・
関心のある方、参加を迷っている
方向けに、事前説明会も行います。

［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�・事前説明会20人（申し込み多数

の場合は抽選）
・�担い手養成塾20人（先着順）
挨�無料
姶�８月29日（月）から申込締め切り日

までに電話またはEメールに①講
座名②氏名・ふりがな③団体名（所
属している場合）④住所⑤電話番
号⑥メールアドレスを記入して申
し込む（電子申請も可）。

［申込締め切り日］
・�事前説明会　10月７日（金）
・�担い手養成塾　10月17日（月）
逢�地域振興課コミュニティ支援係
　☎（３５４６）５３３６
絢tiiki_01@city.chuo.lg.jp

別表2
事前説明会

日　時 会　場 内　容

10月12日（水）　午後6時30分～8時30分 月島区民館5号室
「コミュニティ・つながり
の重要性」ミニ講義・事例
紹介

担い手養成塾
日　時 会　場 内　容

10月19日（水）

午後6時30分～
8時30分

月島区民館5号室

活動事例の紹介・活動の
アイディアを出し合う

26日（水） 人を引き付けるイベント
の企画・運営・集客

11月2日（水） 組織マネジメントの基礎

9日（水） 新たな仲間の巻き込み方

16日（水） 協働ステーション中央 地域コミュニティでの実
践に向けて
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(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。

卓球教室（初心者・初級者）
唖�10月24日～12月１日の毎週月・木
曜日（11月３日・21日を除く）

　計10回
　午後６時30分～８時30分
娃�総合スポーツセンター卓球場
亜�18歳以上の区内在住・在勤者（高

校生を除く）
愛�18人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�2,500円
姶�９月５日（必着）ま

でにはがきまたは
ファクスに①～⑤
（５面記入例参照）
⑥過去の本教室参
加の有無⑦在勤者は勤務先の名
称・所在地・電話番号を記入して
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。

◎�抽選結果は封書でお知らせします。
当選した方については、ご案内を
同封します。
逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１
　ＦＡＸ（３５４６）９５６１

ゴルフ教室（初心者・初級者）
唖�・第１期
　�10月14日～11月８日の毎週火・金
曜日　計８回

・�第２期
　�11月11日～12月６日の毎週火・金

曜日　計８回
　午後６時30分～８時30分
◎�内容は各期とも同じです。
娃�・初回～３回目
　総合スポーツセンター
・�４回～８回目
　�フジゴルフセンター（江東区木場

６－２－６）
亜�18歳以上の区内在住・在勤者（高

校生を除く）
愛�各期20人（申し込み多数の場合は
抽選）
挨�5,000円（別途ボール代
として４回目以降は毎
回1,500円を徴収・ゴ
ルフセンターでクラブ
をレンタルする場合は
毎回320円を支払う）

姶�９月２日（必着）までにEメールま
たは往復はがきに①～⑤（５面記
入例参照）⑥過去の本教室参加の
有無⑦希望する期⑧在勤者は勤務
先の名称・所在地・電話番号を記
入して申し込む（電子申請も可）。

◎�Eメール申し込みの場合、件名は
「R４ゴルフ教室第〇期申し込み」
としてください。

◎�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階中央区体育協
会事務局窓口で手続きがあります。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
絢entry@chuo-taikyo.jp

第76回区民体育大会
グラウンドゴルフ大会
唖�10月１日（土）
　午前９時～
娃�月島運動場

亜�区内在住・在勤・在学者
挨�無料
姶�９月22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
に郵送、ファクスまたはEメール
で申し込む。

◎�雨天時は11月12日（土）に延期し、
豊海運動公園にて行います。延期
の際は、中央区体育協会のホーム
ページでお知らせいたします。
ゴルフ大会
唖�９月25日（日）
　午前９時22分～
娃�勝田ゴルフ倶楽部ゴルフコース
（茨城県ひたちなか市長砂1506）

◎�希望者には会場までの往復送迎バ
ス（無料）があります。
亜�区内在住・在勤者（大学生以下お

よび初心者を除く）
愛�40人（先着順）
挨�・参加費6,000円
・�予約金4,000円（当日、プレー費に
充当）

・�プレー費16,350円程度
姶�８月22日（月）午前９時から区役所

８階中央区体育協会事務局で参加
費と予約金を添えて申し込む。
卓球大会（団体）
唖�11月20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

盟登録者
［競技方法］
　シングルス４試合・ダブルス１試
合（11本５ゲームマッチ３ゲーム先
取）
挨�１チーム3,000円（申し込み時に納
入）
姶�10月24日（月）から28日（必着）まで

に所定の申込用紙に記入の上、中
央区卓球連盟に参加料を添えて郵
送（現金書留）で申し込む。
逢�〒104－0042
　�中央区入船１－２－８－104山口

方
　中央区卓球連盟
　☎０９０（２１５６）９０４５
釣大会
唖�10月２日（日）
　午前６時区役所前出発
娃�千葉県木更津市周辺
亜�区内在住・在勤・在学者（小学生

は保護者同伴）
［競技釣魚］
　ハゼ
愛�30人（先着順）
挨�1,000円（申込時に納入）
姶�９月16日（必着）までに所定の申込

用紙に記入の上、区役所８階中央
区体育協会事務局窓口に持参また
は郵送で申し込む。
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�・卓球大会（団体）以外について
　〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
　ＦＡＸ（３５４６）９５６１
茜https://www.chuo-taikyo.jp/
絢entry@chuo-taikyo.jp

その他
あなたの建物は安全ですか？
建築物防災週間
８月30日（火）～９月５日（月）
　安心して住めるま
ちにするには、建物
を地震や火災に対し
て強くする必要があ
ります。そのために
は、日頃から建物の
維持管理を適切に行うことが大切で
す。雑居ビルの火災や外壁・看板の
落下の事例では、日頃の維持管理が
適切に行われていなかったことが事
故の一因とみられるものがありまし
た。
　防災意識の向上を図るため、全国
的に「建築物防災週間」が年２回（９
月、３月）設けられています。建物
所有者・管理者の皆さんは、これを
機に維持管理の見直しや建物の点検
をお願いします。
　また、区ではいくつかの建物を対
象に防災査察を行いますので、ご協
力をお願いします。
逢�建築課建築監察係
　☎（３５４６）５４５５

エレベーターなどを安全に
ご利用いただくために
利用者の方へ
　エレベーター、エ
スカレーターは上下
方向の移動手段とし
て便利なものですが、
利用方法によっては、
危険に結びつくことがあります。
　安全な利用のために、小さなお子
さんを１人で乗せないようにする他、
次のことにご注意ください。
［エレベーター利用時］
　駆け込みやペット用リードなどが
ドアに挟まれることによる事故、ド
ア敷居への落とし物などにご注意く
ださい。
［エスカレーター利用時］
　足元に注意の上、黄色い線の内側
に立って、手すりから身を乗り出さ
ないようご利用ください。
所有者・管理者の方へ
・�日常点検の他、年１回の法定検査

を実施してください。
・�集客施設など、一度に多数の利用

者が見込まれる場合には、場内整
理などを行い、混乱が起こらない
ようにしてください。

　今後も引き続き、エレベーターな
どの適切なご利用、維持管理をお願
いします。
◎�事故・不具合などが発生した場合

には、区に連絡してください。
逢�建築課建築監察係
　☎（３５４６）５４６２

経営に関する
無料法律・税務相談
　経営上の問題でお悩みの方、ご相
談ください。税理士、弁護士の専門
的なアドバイスが無料で受けられま
す。
唖�・税理士相談　毎月第２火曜日
　午後１時～４時
・�弁護士相談　毎月第１・３火曜日

　午後１時～４時
◎�相談は30分単位です。
娃�東京商工会議所中央支部（銀座１

－25－３京橋プラザ３階）
姶�電話で申し込む（予約制）。
逢�東京商工会議所中央支部
　☎（３５３８）１８１１

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間を実施します
８月26日（金）～９月１日（木）
［強化週間中の相談受付時間］
・�月～金曜日
　午前８時30分～午後７時
・�土・日曜日
　午前10時～午後５時
◎�強化週間以外の電

話相談受け付けは、
平日の午前８時30
分～午後５時15分
です。

阿�学校における「いじめ」や、家庭内
における児童虐待など子どもを巡
るさまざまな人権問題について、
電話相談をお受けしています。

［相談受け付け］
　子どもの人権110番（全国共通・通
話料無料）
　☎（０１２０）００７１１０
逢�東京法務局人権擁護部第二課
　☎（０５７０）０１１０００

多重債務110番
　中央区消費生活センターでは、東
京都と連携して特別相談「多重債務
110番」を実施します。区役所１階消
費生活センターに直接お越しになる
か、消費生活相談専用ダイヤルにお
かけください。
　多重債務問題は必ず解決できます。
より良い解決方法を一緒に考えまし
ょう。
唖�９月５日（月）・６日（火）
　午前９時～午後４時
亜�区内在住・在勤・在学者
［消費生活相談専用ダイヤル］
　☎（３５４３）００８４
　☎（３５４６）５７２７
逢�中央区消費生活センター
　☎（３５４６）５３３２

自衛官募集
　災害救助活動や区の総合防災訓練
に参加している自衛隊では、自衛官
などを募集しています。
［募集項目］
　①航空学生（パイロット）②陸海空
一般曹候補生③陸海空自衛官候補生
④防衛大学校学生⑤防衛医科大学校
学生（医学科・看護学科）
◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�自衛隊東京地方協力本部港出張所
　☎（３５９１）５１０１
茜�https://www.mod.go.jp/pco/

tokyo/minato/

人口と世帯（住民基本台帳）� 8月1日現在

人口� 173,044人（うち外国人�8,826人）
男� 82,249人（うち外国人�4,421人）
女� 90,795人（うち外国人�4,405人）
世帯� 98,119　

▲港出張所ホームページ


