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令和４年（2022年）11月21日（月曜日） No.１５２０区のおしらせ 1 1 月 2 1 日号

(5)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。

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。

ヴィラ本栖休館のお知らせ
　ヴィラ本栖では、令和５年４月１
日（土）から６月30日（金）まで、改修
工事に伴い休館します。そのため、
ご利用は４月１日（土）チェックアウ
トまでとさせていただきます。ご不
便をお掛けしますが、ご理解・ご協
力のほど、よろしくお願いします。
逢地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３

女性センターの臨時休館
　12月12日（月）は、館内消毒のため
休館します。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

年賀状の干
え

支
と

印と雅印作り
唖�12月11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�来年の干支印（卯

う

の文字）と氏名の
中で１文字を選び、雅印を作ります。

［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］
　持ち帰り用の袋、書道用小筆１本、
エプロン
姶�11月22日（火）から28日（月）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11月29日（火）までに電
話で連絡します。
逢�銀座区民館
　☎（３５４２）６８２８

経営セミナー
唖�12月９日（金）
　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］
　デジタルをフル活用した中小企業
の成長戦略
［講師］
　中小企業診断士・（株）スプラム代
表取締役　竹内幸次
愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�茜から申し込む（イベント番号：

200910）。
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/

環境講演会
脱炭素社会の進展と私たちで
できること
唖�12月18日（日）
　午後１時30分～３時
娃�環境情報センター研修室
亜�15歳以上の区内在住・在勤・在学者
阿�脱炭素社会における課題への理解

を深め、参加者が自分の問題とし
て考えるきっかけとします。３人
の有識者によるパネル討議を行い
ます。

［講師］
　都留文科大学教授　エネルギー、
エネルギー政策の専門家　高橋　洋
［パネリスト］
　（株）TBSホールディングスCSR
部長、元アナウンサー　秋沢淳子
　認定NPO法人グリーンバード代
表　福田圭祐
愛�60人（先着順）

◎９月１日から、全室禁煙になりました。喫煙をされる方は、喫煙所をご利用ください。
◎区内４カ所からヴィラ本栖まで乗り換えなしで行ける便利な直通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 ３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）� 12月14日（水）各施設必着
保養施設予約システム� 12月1日（木）午前0時～14日（水）午後11時
抽選日�  12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� 12月20日（火）午前0時～
フロントへの電話による申し込み� 12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

申し込み制限
令和5年3月31日を超えるご利用
は、4月1日チェックアウトまでと
なります。

―

挨�無料
姶�11月25日（金）から12月11日（日）ま
でに電話または茜から申し込む。
逢�環境情報センター
　☎（６２２５）２４３３
茜�https://eic-chuo.jp/

いきいき桜川（桜川敬老館）
健康麻雀教室入門講座
唖�令和５年１月７日～４月22日の毎
週土曜日

　午後１時～４時
娃�いきいき桜川
亜�60歳以上の区内在住者
◎�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、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
お伺いします。

◎�麻雀未経験者限定の講座です。
阿�麻雀が初めての方向けにゲームの

進め方から点数計算まで解説と実
習を行う講座です。
愛�12人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�12月15日（木）までに受付で直接申
し込む（電話申し込み不可）。

◎�抽選結果は12月18日（日）に館内掲
示します。
逢�いきいき桜川（桜川敬老館）
　☎（３５５３）００３０

税
～個人住民税額（特別区民税・都民税）
の試算がインターネットでできる～
個人住民税額シミュレーション
　インターネット上で表示されたフ
ォームに給与や年金の源泉徴収票の
内容、その他の所得、控除などを入
力すると個人住民税額を試算できま
す。また、ふるさと寄附金の控除の
目安を試算することも可能です。
逢�税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０
茜�個人住民税額シミュレ

ーション

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�12月４日（日）
　午前10時～午後４時
娃�区役所２階税務課
逢�税務課整理係
　☎（３５４６）５２７９

環境情報センター
イベント情報（12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

11月15日（火）～
12月8日（木）

午前9時～
午後9時

【展示】地球温暖化

どなたでも、入場自由 申し込み
不要

12月10日（土）～
15日（木）

【展示】環境作品コン
クールパネル展

12月10日（土） 午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
まつぼっくりツリー
を作ろう

17日（土） 午後2時～4時 エコなミニ門松を作
ろう

18歳以上の方
10人（申し込み多数の
場合は抽選）

12月10日
（土）

24日（土） 午前9時～
午後5時

【自由工作コーナー】
牛乳パックでグリー
ティングカードを作
ろう

どなたでも、入場自由 申し込み
不要

25日（日） 午後2時～4時 余り糸で作れるコッ
トンボールライト

小学生以上の方（小学
校3年生以下は保護者
同伴）
10人（申し込み多数の
場合は抽選）

12月18日
（日）

人口と世帯（住民基本台帳）� 11月1日現在

人口� 173,882人（うち外国人�9,227人）
男� 82,666人（うち外国人�4,647人）
女� 91,216人（うち外国人�4,580人）
世帯� 98,689　


