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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。

施　設
環境情報センターの臨時休館
　12月11日（日）は、施設内清掃のた
め休館します。
逢環境情報センター
　☎（６２２５）２４３３

保健・医療・福祉
11月11日は「介護の日」
　介護についての理解と認識を深め、
介護サービス利用者およびその家族、
介護従事者などを支援するため、「い
い日、いい日、毎日、あったか介護
ありがとう」の語呂合わせで、国は
11月11日を「介護の日」と定めていま
す。
　新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化するなかでも、介護の現場
では、職員の皆さんが感染防止対策
を講じながら一生懸命に従事されて
います。区内事業所で働く方々の姿
を茜で紹介していますのでぜひご覧
ください。
◎�介護についてのお悩みやご相談は
お近くのおとしより相談センター
にお問い合わせください。
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
茜�https://www.city.chuo.lg.jp/
kenko/kaigo/jinzai/kaigosyo�
kai/index.html

インフルエンザの
流行シーズンがやってきます
～インフルエンザを
予防しましょう～
　インフルエンザは38℃以上の発熱、
頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症
状が比較的急速に現れる感染症です。
感染力が強く、特に抵抗力の弱い乳
幼児や高齢者、慢性疾患をお持ちの
方がかかると、重症化することがあ
ります。
　インフルエンザは流行が始まると、
短期間に感染が広がります。「新型
コロナウイルス」と「インフルエン
ザ」が同時に流行する恐れがありま
すので、ご自身やご家族を守るため
に、積極的に予防に努めましょう。
［予防方法］
・�手洗いの励行、アルコール製剤を
用いた手指衛生
・�マスクの着用
・�適度な湿度（50～60％）を保つ
・�十分な休養とバランスのよい食事
を取る
・�インフルエンザの予防接種を受ける

　インフルエンザ流行前のワクチン
接種は、かかった場合の重症化を防
ぎます。新型コロナウイルス感染症
が流行し、インフルエンザとの鑑別
が難しいことから12月上旬までに接
種を完了させることが重要です。
　もしもかかってしまったら、一般
的に症状が出てから１週間程度は鼻
や喉からウイルスを排出するといわ
れているため、周囲の人にうつさな
い配慮が必要です。マスクを付ける、
ハンカチで口や鼻を覆うなど咳エチ
ケットを守りましょう。
逢�中央区保健所健康推進課感染症対
策担当
　☎（３５４１）５９８８

福祉センター
要約筆記啓発講座
唖�令和５年１月17日から２月７日の
毎週火曜日　計４回
　午後１時30分～３時30分
娃�福祉センター３階会議室
亜�区内在住・在勤者
阿�要約筆記とは、中途失聴者や難聴
者など手話によるコミュニケーシ
ョンが難しい方のために、話し言
葉を文字にして伝える方法です。
　�今年も要約筆記についての基礎知
識を習得するための初心者向けの
入門講座を開催します。
愛�10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�11月14日（月）から28日（月）までに
電話またはファクスに①～⑤（５
面記入例参照）を記入して申し込
む（電子申請も可）。
逢�福祉センター管理係
　☎（３５４５）９３１１
　ＦＡＸ（３５４４）０８８８

かんたん干
え
支
と
押絵教室

唖�12月17日（土）
　午後２時～３時30分
娃�久松町区民館１階２号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�来年の干支、卯

うさぎ

のかわいい壁飾り
を作ります。
愛�10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
［持ち物］
　布を切るはさみ
姶�11月13日（日）から27日（日）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11月30日（水）までに電
話で連絡します。
逢�久松町区民館
　☎（５６４０）５６０６

指編みスカーフ作り
唖�11月19日（土）
　午後１時30分～４時
娃�京橋プラザ区民館２階１号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�編み棒を使用せず、指を使ってス
カーフを編みます。

愛�８人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円
［持ち物］
　はさみ
姶�11月12日（土）から16日（水）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18日（金）までに電
話で連絡します。
逢�京橋プラザ区民館
　☎（３５６１）５１６３

「クリスマス☆
ドライ・デコツリー」作り
唖�11月26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�ツリーベースに葉や木の実などを
ニュアンスカラーでデコレーショ
ンします。
愛�８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�11月12日（土）から20日（日）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11月21日（月）までに電
話で連絡します。
逢�新川区民館
　☎（３５５１）７０００

中央区飼い主のいない
猫譲渡会
唖�12月18日（日）
　�正午～午後４時（受け付けは午後
３時30分まで）
娃�月島区民センター１階
阿�中央区動物との共生推進員が保護
している、飼い主のいない猫をお
譲りします。
姶�11月14日（月）から12月16日（金）ま
でに茜の申し込みフォームまたは
メールで①代表者氏名②来場予定
人数③電話番号④来場希望時刻⑤
気になる猫、質問事項などを記入
して申し込む。
◎�本人確認ができるものをお持ちく
ださい。
◎�猫は当日お渡しできません。
◎�会場内の混雑を防ぐため、時間の
希望に沿えない場合もあります。
詳しくは茜をご覧ください。

［主催］
　中央区動物との共生推進員
逢�中央区保健所生活衛生課生活衛生
係
　☎（３５４１）５９３６
茜�中央区飼い主のいないネコ達
　https://www.chuo2828.com/

青島広志コンサート＆トーク
『音楽の中央をたどって』
唖�令和５年１月13日（金）
　�午後６時45分開演（午後５時45分
開場）（予定）
娃�日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
亜�区内在住・在勤者
◎�就学前のお子さんは入場できませ

ん。小中学生お一人で鑑賞の場合、
保護者などによる送迎をお願いし
ます（送迎者は入場できません）。

阿�オペラ「火の鳥」をはじめ、さまざ
まな音楽作品を発表するとともに、
指揮者、ピアニスト、イベントプ
ロデュースと大活躍中の青島広志
が２人のベテラン声楽家と協演し、
バラエティ豊かな音楽をお送りし
ます。

［出演者］
　青島広志（ピアノ・トーク）
　横山美奈（ソプラノ）
　小野勉（テノール）
［曲目（予定）］
・�子犬のワルツ（ショパン）
・�オンブラ・マイ・フ「セルセ」（ヘ
ンデル）より　他

愛�400人（予定。申し込み多数の場合
は抽選。全席指定）

挨�2,000円（当日会場で支払い）
◎�子ども料金の設定はありません。
姶�12月５日（必着）までに返信用の宛
名に郵便番号・住所・氏名を記入
した往復はがき（１人１枚限り）に
①青島広志コンサート②～⑤（５
面記入例参照）⑥在勤者は勤務先
（名称・所在地・電話番号）を記入
して申し込む。

◎�はがき１枚で入場券１人分の申し
込みとなります。料金不足のはが
きは返却します。

逢�〒104－0041
　�中央区新富１－13－24新富分庁舎
３階

　中央区文化・国際交流振興協会
　☎（３２９７）０２５１
茜�https ://www.chuo-c i . jp/
events/event/8071/

▲青島広志さん

文化のリレー
～親子蕎

そ

麦
ば

打ち一日体験教室～
唖�12月10日（土）
　午後１時30分～４時
娃�築地社会教育会館
亜�区内在住・在学の小学生とその保
護者

阿�そば打ち実習
愛�４組８人（申し込み多数の場合は
抽選）

挨�１組3,000円（材料費・保険料含む）
姶�11月27日（日）までに電話またはフ
ァクスで①～④（５面記入例参照）
⑤学校名・学年⑥保護者の氏名・
児童との続柄を記入して申し込む。

［協力団体］
　電通蕎麦打ち研究会
逢�築地社会教育会館
　☎（３５４２）４８０１
　ＦＡＸ（３５４２）３６９６



対
象

日
時

問
い
合
わ
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
し
込
み
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

No.１５１９区のおしらせ 1 1 月 1 1 日号令和４年（2022年）11月11日（金曜日）

(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。

NPO法人築地居留地研究会
定例研究報告会
唖�11月26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�1853年浦賀沖に現れた蒸気船とペ
リー提督、そして日本最初の開港
地となった下田。その歴史を詳し
く紹介します。
◎�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］
　ペリー来航と開港地　下田
［講師］
　下田開国博物館館長、下田郷土史
研究会事務局長　尾形征巳
愛�50人（先着順）
挨�無料
◎�当日、直接会場へお越し下さい。
［後援］
　中央区
逢�NPO法人築地居留地研究会事務局
　☎（３５５１）７５９５
男女共同参画講座
みんながここちよく話せる
場のつくり方
～自他尊重のコミュニケー
ション力を高めよう～
唖�12月17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�地域の課題や自分が抱えている問
題を語り合う場で、自分も他人も
尊重しながらコミュニケーション
するための方法を学びます。

［講師］
　NPO法人アサーティブジャパン
認定講師
　中野　満知子
愛�30人程度（先着順）
挨�無料
姶�11月13日（日）から電話またはファ
クスに①・②（５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カ月以上の未就学児のお子
さんをお預かりします。希望する方
は、12月８日（木）午後５時までにお
申し込みください（定員あり）。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　ＦＡＸ（５５４３）０６５２

認知症サポーター養成講座
唖�12月７日（水）
　午後１時30分～３時
娃�日本橋公会堂第３・４洋室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�認知症について正しい理解を持ち、
認知症の方やご家族を温かく見守
る応援者になるため、ビデオと講
義による講座を実施します。講座
終了時に、サポーターの証となる
認知症サポーターカードをお渡し
します。

［講師］
　日本橋おとしより相談センター職員

愛�30人（先着順）
挨�無料
姶�11月14日（月）から12月３日（土）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�日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７

精神保健講習会
コロナ禍、子どもの自信を育む
～子どもの心とからだへの対応～

唖�12月５日（月）
　午後２時～４時
娃�中央区保健所２階大会議室
亜�区内在住・在勤で小学生以下のお
子さんの保護者

阿�長引くコロナ禍において、漠然と
した不安や悩み、ストレスを抱え
る子どもの心身の健康を支えるた
めの保護者の役割やコロナ禍にお
ける子どもへの関わり方、保護者
への支援などについて考えます。

［講師］
　こころの育ちクリニック院長・医
師　小川　恵
愛�15人（先着順）
挨�無料
姶�11月14日（月）から電話で申し込む
（電子申請も可）。
逢�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

スポーツ
水中エクササイズ教室
唖�令和５年１月７日～３月18日（２月
11日を除く）の毎週土曜日　計10回
　午前10時30分～12時30分
娃�日本橋小学校温水プール
亜�50歳以上の区内在住・在勤者
阿�中高年齢の方を対象とし、リズム
に合わせて全身を動かす水中運動
の教室です。泳げない方でも楽し
めます。

愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�・水泳帽代（任意）　550円
・�施設使用料（毎回必要）
　65歳以上の区民　無料
　区民　350円
　在勤者　500円
姶�11月25日（必着）までにはがきまた
はファクスで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。

◎�学校行事の都合により、開催回数
が変更となる場合があります。

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

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
12月2日（金） 12月14日（水） 12月9日（金） 12月20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

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

月島保健センター�
多目的室

対　象
（※2）

令和4年6･7月生まれの�
乳児の保護者

令和4年1～3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 各20人
申し込み多数の場合は抽選

費　用 無　料
申し込み
方法 11月14日（月）から16日（水）までに電話で申し込む（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

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

月島保健センター
健康係�

☎（5560）0765
（※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。

社会教育会館ゆめ講座
［日時など］
　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お申し込み
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

シニア講座　第２期
体力アップ講座
シニアのための転ばぬ先の全身ス
トレッチ～カラダ年齢マイナス10
歳！～

［日時など］
　別表２のとおり
［講師］
　日本成人病予防協会認定講師　
　栗原冬子
娃�シニアセンター１階セミナー室
亜�50歳以上の区内在住・在勤者
愛�15人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料

［持ち物］
　汗拭きタオル、飲み物、ヨガマッ
トまたはバスタオル
［服装］
　動きやすい服装とシューズ
姶�11月24日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（５面記入例参照）⑥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）。
逢�〒104－0051
　中央区佃１－11－１
　シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

別表1
開催館 日　時 講座名 申込期限

築地

令和5年1月15日（日）
午前10時～正午 「男性のための印象力講座」

12月25日（日）
1月17日（火）

午後6時30分～8時 「新しい企画やアイデアの作り方」

日本橋

11月27日（日）
午後2時～3時30分

「和食の基本　縄文時代から続く「お椀」
の歴史一万年」 11月20日（日）

12月17日（土）
午後2時～3時30分 「クリスマスソングを英語で歌おう」 12月8日（木）

令和5年1月15日（日）
午後2時～4時

「アーユルヴェーダ的心と体の健康法～
ディナチャリヤ：1日の理想的な過ごし
方～」

12月25日（日）

月島 1月11日（水）
午後2時～3時30分

「介護に役立つリラグゼ―ション～気持
ちに寄り添う介護を目指して～」 12月21日（水）

◎�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2
日　時 内　容

12月3日（土）

午後2時～4時

全身の可動域を広げましょう！
加齢とともに固まる全身の関節や筋肉の可動域を広げてけ
がや転倒を防ぎ、無理のない体の動かし方を身につけます
（講義と運動）。

10日（土）
ながら運動習慣で差をつける！
さまざまな呼吸法にチャレンジして肺活量を高め、日常生
活の中でできる椅子ヨガとゆったりストレッチで柔軟性の
ある体を目指します（講義と運動）。

17日（土）
体幹ウォーキングを身につけましょう！
体の軸（体幹）を意識しながら歩くことで足腰に負担なく筋
肉強化にもつながります。年齢に見えない歩き方を身につ
けましょう（講義と運動）。
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令和４年（2022年）11月11日（金曜日） No.１５１９区のおしらせ 1 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。

その他
祝日のごみ収集
　11月23日（祝）「勤労感謝の日」は、
水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

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額通知のお
知らせ（１月送付予定）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

令和４年１月１日から９月30日まで
の間に納付された方へ「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が11
月上旬に日本年金機構から送付され
ますので、必ずこの証明書（または
領収証書）を添付してください。
　また、令和４年10月１日から12月
31日までの間に今年初めての国民年
金保険料を納付された方については、
翌年の２月上旬に送付予定です。
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（003）004
・050から始まる電話の場合
　☎（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）、12月29日～1月3日は利用�
できません。

少年少女水泳教室
（初心者・初級者）
唖�令和５年１月13日～31日の毎週火�
・金曜日　計６回
　午後４時～５時30分
娃�月島スポーツプラザ温水プール
亜�区内在住・在学の小学生
愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�・水泳帽代（任意）550円
・�傷害保険料（任意）800円
姶�11月25日（必着）までにはがきに①
～⑤（５面記入例参照）⑥学校名⑦
学年⑧泳力の程度（具体的に記入）
⑨過去の本教室参加の有無を記入
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。
◎�当選者は区役所８階スポーツ課窓
口で手続きがあります。
逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１

東京都障害者ダンス大会
ドレミファダンスコンサート
唖�12月４日（日）
　午後１時～３時
娃�東大和市民体育館
亜�知的・身体・重度・
視覚・聴覚障害、
ダウン症など、あらゆる障害のあ
る方々、そのご家族、施設の方々
阿�対面およびライブ配信でさまざま
な音楽とダンスを楽しみます。
挨�無料
姶�11月28日（月）までに指定の申込用
紙に記入の上、Eメールまたはフ
ァクスで申し込む。
◎�申込用紙は茜からダウンロードす
ることができます。
逢�NPO法人アヴァ
　☎（５４１３）５５７８
　ＦＡＸ（５４１３）５５７９
絢info@ava.or.jp
茜�https://npoava.com/

都市計画（案）の公告・縦覧
［都市計画（案）の名称］
　日本橋一丁目地区地域冷暖房施設
の決定（案）
［縦覧期間・意見書の提出期間］
　12月１日（木）～15日（消印有効）
　午前９時～午後５時（閉庁日を除く）
［縦覧場所］
　区役所５階都市計画課
［意見書の提出先］
　〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　区役所５階都市計画課
［意見書の提出方法］
　意見書には計画案の名称・ご意
見・住所・氏名・電話番号を記入し
て郵送または持参で提出してくださ
い（電子申請も可）。
◎�提出された意見書は、法にのっと
り、意見書の要旨を都市計画審議
会に提出します。
逢都市計画課都市計画係
　☎（３５４６）５４６８
茜�https://www.city.chuo.lg.jp/
kankyo/keikaku/kokoku/_
user_tosikei_t ime_chirei_�
221201/

令和４年第四回定例会の開催
［会期］
　11月17日（木）～12月１日（木）の15
日間
ラジオ中継
　中央区議会では、コミュニティＦ
Ｍ放送「中央エフエム・ラジオシテ
ィ」で、本定例会の一般質問を生中
継します。
［番組名］
　中央区議会中継
［放送日時（予定）］
　11月18日（金）・21日（月）
　午後２時～６時
［周波数］
　ＦＭ84.0ＭＨz
逢�議会局調査係
　☎（３５４６）５５５９

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金の申請期
限が12月31日まで延長
　この支援金は、すでに社会福祉協
議会の総合支援資金の再貸し付けが
終了するなどにより、特例貸し付け
を利用できない世帯について実施し
ているものです。対象となる方には、
随時ご案内を送付しています。
◎�申請期限が年末年始の閉庁日のた
め、提出期限は以下のとおりです。

［郵送での申請］
　12月31日（土）消印有効
［窓口での申請］
　12月28日（水）午後５時まで
◎�申請は原則郵送でお願いします。
◎�詳しくは区のホームページをご覧
ください。
逢�中央区生活困窮者自立支援金コー
ルセンター
　�☎（６２８１）５０７３（平日午前
９時～午後５時）

「中央区観光協会観光おもて
なしスタッフ」募集
　観光協会では、観光に関わる活動
をサポートしていただける方を募集
します。
　中央区を訪れる国内外の方に区の
魅力をお伝えいただく「まち歩きガ
イド」やイベントでの「案内・通訳」
など、区内を安心・快適に回遊でき
るようお手伝いいただくものです。
中央区が大好きな方々の登録をお待
ちしています。
［おもてなしスタッフの種類］
　①�日本語観光ガイド
　②�外国語観光ガイド
　③�外国語観光通訳サポーター
［活動内容］
　観光協会が設定するまち歩きコー
スや旅行会社などが希望するまち歩
きツアー、観光案内所やイベントで
の案内や通訳など、主催元から要請
があった場合に活動します。
［資格など］
　種別ごとに応募条件が異なります。
・�①および②を希望する場合
　�「第15回中央区観光検定」での合格
が必要です。

・�②および③を希望する場合
　�語学に関する基準を満たすことが
必要です。

◎�詳しくは「募集要項」をご確認くだ
さい。

［募集期間］
　令和５年２月20日（月）～３月31日
（消印有効）
姶�茜に掲載の「中央区観光協会観光
おもてなしスタッフ募集要項」を
確認の上、申込書に必要事項を記
入し、郵送または持参して申し込
む。

［その他］
・�応募後、所定の「引率者ガイド育
　成講習（一部有料）」を複数回受講
　する必要があります。
・�活動に従事した場合は活動費をお
　支払いします。
逢〒104－0061
　�中央区銀座１－25－３京橋プラザ
３階

　中央区観光協会
　☎（６２２８）７９０７
茜�https://www.chuo-kanko.
or.jp/volunteer

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９月分寄付合計81,802円
（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
　佃二丁目鈴木猛
夫 …1,094円、 田
中佐智子…20,257
円、小林和佳子…
1,700円、田野拓馬…1,001円、笠間
勝子…10,000円、日本橋式典…5,000
円、トルナーレライブクラブ…
10,000円、有限会社三谷葬儀社…
10,000円、三谷和美…5,000円、匿名
（７件）…17,750円（内訳800円、600円、
1,000円、150円、200円、10,000円、
5,000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

11月は「ねんきん月間」
　日本年金機構では厚生労働省と協
力して、毎年11月を「ねんきん月間」
と位置づけ、皆さんに公的年金制度
に対する理解を深めていただくため
の取り組みを行っています。
　また、11月30日の「年金の日」は、
「ねんきんネット」などを活用して、
ご自身の年金記録や年金受給見込額
を確認していただき、高齢期の生活
設計に思いを巡らしていただくこと

を目的にしています。
［「ねんきん月間」や「年金の日」の主
な活動予定］
・�年金セミナーや年金制度説明会の
実施
・出張年金相談会の実施
・�機構公式Twitterでのミニ講座の
発信
・�機構ホームページ内に「ねんきん
月間」ページを設置
・�「わたしと年金」をテーマにしたエ
ッセイ受賞作品の公表
◎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）


