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(8) 「区のおしらせ　ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一
部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東
銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。
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中央区健康福祉まつり2022
　10月23日、あかつき公園や福祉センターなどで健康福祉まつり2022
が開催されました。福祉関連団体による作品展示や相談、手話教室、
車いす体験などの体験コーナーをはじめ、３年ぶりに再開された屋外
ステージでは、手話ダンスやユニバーサルファッションショーなどが
披露されました。天候にも恵まれ、子どもから大人まで多くの方々が
会場を訪れ、一日中学び、楽しめるイベントとなりました。

女性に対する暴力とは
　夫・ パ ー ト ナ
ー・近親者などか
らの暴力や性犯罪、
売買春、セクシュ
アルハラスメント、
ストーカー行為な
どは、女性の人権
を著しく侵害する
ものであり、社会
全体で克服すべき重要な問題です。
女性に対する暴力が起きる背景
　暴力は男女を問わず許されないも
のですが、女性に対する暴力は性的
なものを含む場合も多く、加害者と
なる男性には、被害を受ける女性の
苦痛などに対する思いや、対等な存
在として尊重しなければならないこ

との認識の欠如が見られます。
区における取り組み
　次の会場で女性に対する暴力の防
止を呼びかける啓発パネルの巡回展
示を行います。
・日本橋区民センター
　11月14日（月）まで
・月島区民センター
　11月15日（火）～21日（月）
・区役所１階
　11月22日（火）～28日（月）
・女性センター
　12月25日（日）まで
女性のための相談窓口

「ブーケ21」面談（電話）相談（要予約）
日　時
・毎月第１・５水曜日、第４火曜日

　菊薫る11月３日「文化の日」に各種
功労者表彰式が銀座ブロッサム（中
央会館）で行われました。今回の受
賞者は75人の方々です。
　今年で69回目を迎えたこの表彰は、
地域社会の発展と区民福祉の向上の
ため、献身的な活動を続けてこられ
た方のご労苦に対し感謝の意を表し、
その功績を顕彰するために行われた
ものです。
逢�総務課総務係
　☎（３５４６）５２３２
功労者表彰受賞者
（順不同・敬称略）
１　地域活動関係功労者（22人）

（１）町会・自治会関係者（19人）
　　 湯浅信子、和泉雅明、濵﨑　壽

美代、御園　孝一郎、板井幹雄、
塩原治保、奥田秀助、長岡秀恭、
野邉広吉、久保和夫、外川隆康、
櫻井照子、山名雅代、倉谷宏孝、
吉野　伸、門奈　清、五老　佐
和子、中里幸子、生田目　裕

（２）女性団体等関係者（３人）
　　中須節子、本橋慶子、鳥飼和美
２　�防犯・交通安全関係功労者（３
人）

（１）防犯関係者（１人）
　　神山富雄

（２）交通安全関係者（２人）
　　岡本圭祐、老川功明
３　防災功労者（12人）

（１）消防団関係者（４人）
　　池田尚史、柴田　智、吉益良治、
　　籘森　真理子

（２）防火防災協会等関係者（３人）
　　黒田俊幸、横島雅次、風見和由

（３）防災区民組織関係者（５人）
　　 森　仁至、長久保　文雄、荒井

洋一、海老原　裕、髙橋研二
４　社会福祉事業功労者（２人）

（１）社会福祉事業団体関係者（２人）
　　水野雅生、倉田二郎
５　衛生事業功労者（５人）

（１）衛生事業団体関係者（５人）
　　 斎藤達也、小林　博、飯塚徹知、

佐久間　悟、杉山　衛
６　�環境保全・消費生活向上功労者
（１人）

（１） 環境保全団体・消費者団体等関
係者（１人）

　　中井啓子
７　教育功労者（７人）

（１）私立学校関係者（３人）
　　 井上　奈緒美、宇田川　明美、

奥木夕子
（２）小・中学校の教職員（２人）
　　平山尚彦、平野雅仁

（３） 小・中学校、幼稚園の学校医、
学校歯科医及び学校薬剤師（２
人）

　　藤田浩司、矢部利江
８　�文化・生涯学習関係功労者（７
人）

（１） 中央区青少年委員及び中央区ス
ポーツ推進委員（５人）

　　 渡部志乃、林　登美雄、星野俊
彦、岡田浩一、石川浩一

（２） 青少年対策地区委員会関係者

（１人）
　　植原秀典

（３） 社会教育・スポーツ関係団体の
指導育成に尽力し、社会教育及
びスポーツの振興に功労顕著な
者（１人）

　　飯野謙三
９　納税功労者（１人）

（１）納税貯蓄組合関係者（１人）
　　橋本泰藏
10　公共事務精励者（10人）

（１）法令に基づく各種委員（８人）
　　 池田　由美子、中川文隆、関塚

奈保美、小川悦子、井部俊子、
中村泰規、鈴木浩一、岩島秀樹

（２）区議会議員（２人）
　　木村克一、田中　耕太郎
11　実業精励者（１人）

（１）伝統工芸従事者（１人）
　　加藤木　大介
12　中小企業発達功労者（３人）

（１） 商工団体、業種別団体等関係者
（３人）

　　 藤本宣丈、新海英一、佐藤　友
美子

13　�徳行又は善行者（１人）�
リラの花

　ＨＩＶとは、ヒト免疫不全ウイル
スのことをいいます。ＨＩＶに感染
すると、感染初期にはインフルエン
ザに似た高熱などが出てくることが
あります。その後は通常症状のない
時期が続きますが、その間にもウイ
ルスは徐々に増殖し、ヒトの免疫機
能を低下させます。そして免疫力が
低下することで病気にかかりやすく
なり、指標となる疾患を発症すると
エイズと診断されます。
　令和３年中に国内で報告されたＨ
ＩＶ感染者数は742件、感染に気付
かずにエイズを発症して報告された
エイズ患者数は315件、合計は1,057
件でした。1,200件前後で推移して
いた前年までと比べるとやや減少し
ましたが、依然として予断を許さな
い状況にあります。

　ＨＩＶに感染した場合も早期に発
見し、適切な治療を受けることによ
り、エイズ発症を予防したり、遅ら
せたりすることができます。感染を
早期に発見するため、検査を受ける
ことは重要です。また、コンドーム
を正しく使用し、感染を予防するこ
とも大切です。
　エイズについて正しい知識を持ち、
感染を予防しましょう。
世界エイズデー

　ＷＨＯ（世界保健機関）では、12月
１日を「世界エイズデー」と定めてい
ます。今年のテーマは「このまちで
暮らしている。私もあなたも。12月
１日は世界エイズデー」です。
逢�中央区保健所健康推進課感染症対

策担当
　☎（３５４１）５９８８

　午前10時～午後４時
・毎月第２火曜日、第３水曜日
　午後３時30分～８時30分
◎祝日・休日、年末年始を除く。
◎ お子さん連れの方でも安心して相

談できるように、託児サービスを
行っています（要予約）。

「ブーケ21」電話相談（予約不要）
日　時
　毎週月曜日　
　午前10時～午後４時
◎祝日・休日、年末年始を除く。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５３
女性相談
日　時　
　月～金曜日
　午前８時30分～午後５時
◎祝日・休日、年末年始を除く。
逢�子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施

　東京法務局・東京都人権擁護委員
連合会主催による｢女性の人権ホッ

トライン｣が11月18日（金）から24日
（木）まで強化週間として実施され、
午前８時30分から午後７時まで相談
を行います（ただし、土・日曜日、
祝日は午前10時から午後５時まで）。
　なお「女性の人権ホットライン」は、
年間を通じて女性を巡るさまざまな
人権問題に関する相談に応じていま
す。

（平日午前８時30分から午後５時15
分まで）
逢�女性の人権ホットライン（全国共

通電話番号）
　☎（０５７０）０７０８１０
人権擁護相談

　「いじめ」や「差別」など人権問題で
お困りの方は、ぜひご相談ください。
日　時　
　毎月第３木曜日
　午後１時～４時
◎祝日・休日、年末年始を除く
会　場　
　区役所1階区民相談室
逢�まごころステーション
　☎（３５４６）９５９０

女性に対する
暴力根絶

シンボルマーク

女性に対する暴力をなくす運動
実施期間です！

11月12日（土）から25日（金）は

東京都エイズ予防月間
11月16日（水）～12月15日（木）

各種功労者75人を表彰


