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令和４年（2022年）12月21日（水曜日） No.１５２３区のおしらせ 1 2 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。

女性センターの臨時休館
　令和５年１月16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

浜町児童館開館時間の変更
　令和５年１月29日（日）は、改修工
事に伴う館内の部屋移動の作業を行
うため、開館時間を午前９時から正
午に変更します。
逢�浜町児童館
　☎（３６６９）３３８６

シニアセンターでパソコンを
利用してみませんか
唖�年末年始を除く毎日
　午前９時～午後９時
　�（１人２時間まで。
パソコン教室の
開講時間中は利
用不可）
娃�シニアセンター
亜�おおむね50歳以上の区内在住・在
勤者
挨�無料
［利用方法］
　当日、受付でパソコン利用申込書
に記入して利用する。
［パソコン指導］
　毎週月曜日の午後１時～２時30分
と水曜日の午前10時～11時30分に指
導者がいますので、分からないこと
や疑問に思っていることなどを質問
してください。
◎�新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、指導を休止する場合
があります。
逢�シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

保健・医療・福祉
栄養相談
［日時など］
　別表１のとおり
亜�区内在住者
阿�栄養・食生活についての個別相談
（生活習慣病予防のための食事、
離乳食、幼児・妊婦・高齢者など
の食事）
◎�中央区保健所、日本橋・月島保健
センターで「野菜料理レシピ集」を
２冊配布し
ています。
挨�無料
姶�電話で申し
込む。
逢�中央区保健所
健康推進課（栄養担当）
　☎（３５４１）４２６０
　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
別表1

日　時 会　場
第2・4
木曜日 午後1時～5時

中央区保健所

第1・3
月曜日

日本橋保健
センター

第1・3
金曜日 午前9時～正午 月島保健

センター

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。

こどもたこあげ大会
唖�令和５年１月４日（水）
　午前11時～午後２時
◎�雨天、強風の場合は中止です。
娃�浜町運動場
亜�小学生以下のお子さん
阿�たこのプレゼント（先着250人）や
外国、日本の各種たこの展示と実
演など
挨�無料
◎�当日、直接会場にお越しください。
［主催］　日本の凧の会、青少年対策
日本橋六の部地区委員会
逢�文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

日本橋図書館展示
「ほっと一息、喫茶時間」
唖�12月23日（金）～令和５年２月23日
（祝）
◎�12月29日（木）、31日（土）～令和５
年１月２日（祝）、26日（木）、２月
13日（月）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�ガイドブックから小説まで「喫茶
店」をテーマに、珈琲・お茶・お
菓子など、喫茶にまつわるさまざ
まな資料を展示します。
挨�無料
逢�日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７

～環境学習事業～
檜原村自然体験ツアー「自分
で切った枝や葉でミニ杉玉を
作ろう！」
唖�令和５年１月29日（日）
・�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�間伐した木の枝を
のこぎりで切り、
杉玉を作ります。
幻想的な氷瀑とな
った払沢の滝も見
られるかもしれません。

◎�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。

◎�雨天中止です。
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�令和５年１月８日（日）午後５時ま
でに、茜から申し込む。

［申込先］
　（株）エイチ・アイ・エス
　☎０５０（１７４２）３９５５
茜

逢�環境課環境啓発係
　☎（６２７８）８２４３

施　設 ４月分ヴィラ本栖・
伊豆高原荘申し込み

◎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/

施設名 ヴィラ本栖 伊豆高原荘

在住者優先
申し込み 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す
るため、お申し込みいただけま
せん。

専用はがき（区内在住者優先利用申込書）�
令和5年1月14日（土）施設必着

保養施設予約システム
1月1日（日）午前0時～14日（土）午後11時
抽選日� 1月16日（月）

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
� 1月20日（金）午前0時～
フロントへの電話による申し込み
� 1月20日（金）午前10時～

◎�令和5年3月31日（金）宿泊分までは、ヴィラ本栖、伊豆高原荘ともに、現
在お申し込みを受け付けております。

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

◀
本
栖
湖

［ヴィラ本栖　冬のおすすめ］
　ヴィラ本栖は本栖湖畔にある保養施
設です。千円札の裏面に描かれている
逆さ富士は、本栖湖に映る富士山を写
したものです。山梨県の冬は晴れが多
く、風も穏やかです。逆さ富士の撮影
に挑戦してみてはいかがでしょうか。

女性センター「ブーケ21」
女性のための再就職支援講
座・相談
≪新春コース≫
キャリア講座
［日時など］
　別表２のとおり
姶�12月23日（金）から講座開催の前日
までに電話またはファクスに①キ
ャリア講座②氏名・ふりがな③電
話番号④年齢⑤託児を希望する方
はお子さんの氏名・年齢・住所を
記入して送付、または区のホーム
ページの電子申請から申し込む。
◎�希望する講座のみの参加も受け付
けます。
キャリア相談
［日時など］
　令和５年１月26日（木）、２月２日
（木）
　Ａ．午後１時、Ｂ．午後１時30分
阿�個別のカウンセリングを行います。

愛�各２人
◎�Ａは託児を優先します。
姶�12月23日（金）から前日までに電話
で申し込む。
共　通
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�離職した方で、再就職を希望する
女性（キャリア相談のみ男性も可）

［講師］
　国家資格キャリアコンサルタント
　栗原知

とも

女
じ ょ

　他
挨�無料
［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
参加申し込みと併せて、実施日１週
間前の午後５時までにお子さんの氏
名・年齢・住所を添えてお申し込み
ください。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　ＦＡＸ（５５４３）０６５２

別表2　キャリア講座
日　時 内　容 定　員

第1回 令和5年
1月26日（木）A.午前9時30分

～10時55分
B.午前11時5分

～12時30分

A）�70歳まで働くのが当たり前の時代に
備える

B）�人間関係が不安な人のためのメンタ
ル強化法 各30人

先着順

第2回 2月2日（木）
A）�ひとりでも生きていけるスキルを身
につけよう

B）仕事が楽しくなるライフハック術

◎�A、Bどちらか一方のみの参加も可能です。
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No.１５２３区のおしらせ 1 2 月 2 1 日号令和４年（2022年）12月21日（水曜日）

(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。

マンション防災講習会
［日時など］�
・令和５年１月19日（木）
　月島区民センター１階会議室
・１月23日（月）
　区役所８階大会議室
・１月27日（金）
　日本橋公会堂２階第３・４洋室
　各回午後６時30分～８時30分
亜�①区内マンションで防災活動に取
り組む方（管理組合役員、防災組
織に所属している方など）
　②�テーマに興味のある区民の方
阿�［第１部・講義］
・�被災したマンションの復旧について
・�熊本県マンション管理組合連合会
とのオンラインでの交流

［第２部・グループワーク］
・�参加者同士の意見交換
◎�第２部については、②の方は見学
での参加となります。
愛�各回40人程度（先着順）
姶�12月22日（木）から電話、ファクス、
郵送またはEメールで申込書を記
入して申し込む。
◎�申込書は区役所１階防災課、日本
橋・月島特別出張所で配布する他、
区のホームページからダウンロー
ドできます。
逢�〒104－8404
　�中央区築地１－１－１
　防災課防災担当
　☎（３５４６）５５１０
　ＦＡＸ（３５４６）５７０８
絢�mansion-bosai2022@city.chuo.
lg.jp

育児中の保護者のための
「ほっと一息私の時間」
唖�令和５年１月18日（水）
　午前10時～11時30分
娃�女性センター「ブーケ21」
亜�区内在住の幼稚園や保育園に入園
していないお子さんの保護者

［テーマ］
　モンテッソーリの手作りモビール
講座
［講師］
　日本モンテッソーリ教育綜合研究
所２歳半～６歳コース教師
　三井田　香奈、塚田秀子
愛�12人程度（先着順）
挨�無料
［託児］
　生後３カ月～未就学のお子さんを
お預かりします。希望する方は、参
加申し込みの際に一緒にお申し込み
ください（月齢により定員あり）。
姶�12月23日（金）午前９時から電話で
申し込む。
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１

ベビーマッサージ教室
唖�令和５年１月25日（水）
　午前10時～11時30分
娃�月島区民館２階１・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�12月23日（金）から令和５年１月７
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）。
◎�当選者には令和５年１月10日（火）
までに電話で連絡します。
逢�月島区民館
　☎（３５３１）６９３２

終活講座
～家族信託制度について～
唖�令和５年１月20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�保有している財産管理を信頼でき
る家族に任せる「家族信託制度」の
解説を中心に、各種制度との違い
を説明します。

［講師］
　行政書士　島田満俊
愛�30人（先着順）
挨�無料
［持ち物］
　筆記用具
姶�12月23日（金）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

中高年齢者のための
パソコン教室
唖�・１回目
　�令和５年２月２日～27日の毎週
月・木曜日　計８回
・�２回目
　３月２日～27日の毎週月・木曜日
　計８回
　午前10時～正午
娃�シニアセンター１階
亜�50歳以上の区内在住・在勤のパソ
コン初心者
阿�インターネットとメールを中心と
した説明、操作（ＯＳは、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ10）を学習します。

愛�各回５人（申し込み多数の場合は
抽選）
挨�無料
姶�令和５年１月16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⑦パソコン経験の
有無・年数⑧希望する回を記入し
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

初心者囲碁教室受講生募集
唖�令和５年２月３日（金）・17日（金）
　午前10時～正午
娃�いきいき勝どき　梅の間
亜�60歳以上の区内在住者
　（いきいき館の登録証が必要）
阿�初心者にも分かりやすく解説しな
がら囲碁を楽しみます。
愛�各回６人（先着順）
挨�無料
姶�１月22日（日）から受付で直接申し
込む（電話申し込み不可）。毎月翌
月分を申し込み受け付け。
逢�いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　☎（３５３１）３２５８

男女共同参画セミナー
人事労務担当者必聴！人事労務
に関する最新法改正詳細解説
～中小企業の割増賃金率引き
上げなど～
［日時など］
　�別表１のとおり
娃�区役所８階大会議室
亜�使用者、人事労務担当者、その他
関心のある方
愛�各回50人（先着順）
挨�無料
姶�各開催日の前日までに、電話また

はファクスに①・②（５面記入例
参照）、③電話番号、④希望受講
日を記入して申し込むか、茜から
申し込む。

［主催］
　中央区・東京都労働相談情報セン
ター
逢�総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　ＦＡＸ（５５４３）０６５２
茜�ＴＯＫＹＯはたらくネット
　�https://www.hataraku.metro.
tokyo.lg. jp/seminarform/
index/menu/

別表1
日　時 内　容 講　師

令和5年
2月10日（金）

午後6時30分
～8時

人事労務に関する最新法改正詳細解説part1
～企業規模に応じて対応すべき法改正～
・中小企業の割増賃金率の引き上げ
・中小企業のパワハラ防止措置の義務付け
・社会保険の適用拡大：100人超
・�一般事業主行動計画の策定義務対象拡大：
101人以上

特定社会保険
労務士
中村寿恵

15日（水）

人事労務に関する最新法改正詳細解説part2
～育児・介護休業法改正を中心に、全企業
対象の法改正～
・�育児休業などに関わる措置の義務化、出
生時育児休業の創設・育児休業の分割取
得

・社会保険料免除要件の見直し
・傷病手当金の支給期間の通算化
・雇用保険マルチジョブホルダー制度創設

中高年齢者の老化予防・健康
づくり講座
［日時など］
　別表３のとおり
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
［講師］
　NPO法人　日本成人病予防協会
　菊池　真由子、平賀　なお美、
　花形一実
愛�15人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料

［持ち物］
　筆記用具、タオル、飲み物
［服装］
　動きやすい服装
姶�令和５年１月４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ー11ー１
　シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

別表3
日　時 テーマと内容

令和5年
1月14日（土）

午前10時～正午

「食べて身体を若々しく保ちましょう」
肌や髪など身体を若々しく保つために必要な栄養素と
は。老化防止に役立つ食材や効率的な調理法を学んで、
体の内外から若返りましょう。

21日（土）
「肥満・瘦せすぎは病気のもと」
高齢者のメタボは認知症のリスクを高めますが、がんや
心不全、感染症などは体重の減少が死亡リスクを高めま
す。生活習慣を整えて若さを保ち、未病を心がけましょう。

28日（土）
「滑舌トレーニングで若々しい発声法を学びましょう」
滑舌トレーニングで生き生きとした表情や聞き取りやす
い発声法を学び、若々しい会話力を身に付けましょう。

◎調理はありません。

環境情報センター
イベント情報（１月）
［日時など］
　別表２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2
日　時 タイトル 対象・定員など 申込期限

令和5年
1月7日（土）
～2月12日（日）

午前9時
～午後9時【展示】海洋汚染問題

どなたでも、入場自由 申し込み不要

1月14日（土） 午前9時
～午後5時

【自由工作コーナー】
カップでけん玉をつ
くろう

21日（土） 午後2時
～3時30分

アルミ缶リサイクル
のお話～アルミ缶で
昆虫作りに挑戦～

小学生（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）

1月14日（土）

28日（土） 午前9時
～午後5時

【自由工作コーナー】
段ボールで節分の鬼
のお面づくり

どなたでも、入場自由 申し込み不要
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令和４年（2022年）12月21日（水曜日） No.１５２３区のおしらせ 1 2 月 2 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。

スポーツ
スポーツ指導者養成セミナー
「フォロー研修」
唖�令和５年１月20日（金）
　�午後７時～８時30分（受け付けは
午後６時30分～）
娃�区役所８階大会議室
亜�スポーツ指導に関心のある方
阿�子どもとスポーツ
［講師］
　日本体育大学　児童スポーツ教育
学部　教授　白旗和也
愛�100人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�無料
姶�令和５年１月４日（必着）までに電
子申請、はがきまたはファクスで
①～⑤（５面記入例参照）を記入し
て申し込む。
◎�抽選結果は封書でお知らせします。
逢�スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１
　ＦＡＸ（３５４６）９５６１

水泳教室（初心者・初級者）
唖�令和５年２月３日～28日の毎週
火・金曜日　計８回
　午後６時30分～８時30分
娃�月島第三小学校温水プール
亜�18歳以上の区内在住・在勤者（高
校生を除く）
愛�30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円、水泳帽代（任意）550円
姶�令和５年１月４日（必着）までに電
子申請、はがきまたはファクスで
①～⑤（５面記入例参照）⑥泳力の
程度（何メートル泳げるか）⑦過去
の本教室参加の有無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。
◎�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

レディーススポーツ大会
バドミントン大会
唖�令和５年２月５日（日）　午前９時～
［試合方式］
　団体戦（１チーム６人以上）
ダブルス３試合
姶�令和５年１月６日（必着）までに所
定の申込用紙に記入の上、郵送で
申し込む。
逢�〒104－0052
　中央区月島４－８－16岩崎ビル
　中央区バドミントン協会
　☎０８０（５０２２）３７８３
卓球大会
唖�令和５年２月12日（日）　午前９時～
［試合方式］
　団体戦（１チーム４～６人）
シングルス４試合、ダブルス１試合
姶�令和５年１月20日（必着）までに所
定の申込用紙に記入の上、郵送で
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

バレーボール大会
唖�令和５年３月５日（日）
　午前９時～
［試合方式］
　９人制３セットマッチ（監督・コ
ーチ・マネージャー各１人、選手15
人の計18人）
姶�令和５年１月26日（必着）までに所
定の申込用紙に記入の上、持参ま
たは郵送で申し込む。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
共　通
娃�総合スポーツセンター主競技場
亜�区内在住者　他
挨�無料
◎�詳しくは実施要項をご覧ください。
◎�各大会の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
局窓口で配布している他、区また
は茜からダウンロードすることも
できます。
茜中央区体育協会
　https://www.chuo-taikyo.jp/

その他
宝くじの助成金で備品を整備
　（一財）自治総合センターが宝くじ
の受託事業収入を財源として実施し
ている「コミュニティ助成事業」を活
用し、築地七丁目町会が山車太鼓を
新調しました。この事業は、コミュ
ニティ活動の促進と健全な発展を図
るとともに、宝くじの社会貢献広報
を目的としています。
逢�地域振興課コミュニティ支援係
　☎（３５４６）５３３６

◀
山
車
太
鼓

高齢者食事サービスのご案内
亜�区内在住の70歳以上の方（要支援・
要介護認定を受けた方は65歳以
上）で、次のいずれかに該当する方
・１人暮らしの方
・家族全員が70歳以上の世帯の方
・�同居の家族が就労などのため昼
食・夕食の時間帯に不在で食事の
支度ができない方
阿�食事づくりや買い物にお困りの高
齢の方に、安否の確認を兼ねてご
自宅までお弁当をお届けしています。

［配達日など］
　月～日曜日までの間で必要な曜日
の昼食・夕食（最大週14食）
挨・一般食490円
・エネルギー調整食630円
・たんぱく質調整食630円～680円
姶電話で申し込む。
◎�後日職員がご自宅にお伺いし、詳
しい説明と申請の手続きを行いま
す（申請後、サービス開始まで１
週間程度かかります）。
逢�中央区社会福祉協議会在宅福祉サ
ービス部推進課
　☎（３２０６）０６０３

「中央区まちかど展示館」
季刊誌Vol.13（銀座・京橋エ
リア編）発行
阿�江戸開府以来400年以上の歴史と
伝統を誇る中央区に伝わる多様な
文化資源を紹介している「まちか
ど展示館」では、季刊誌を発行し
展示館の魅力について発信してい
ます。今回発行された「Vol.13銀
座・京橋エリア編」では、豊かな
水辺とともに歴史と伝統を育んで
きた展示館の紹介と川と橋の今昔
を写真で特集しています。
　�季刊誌は区役所や各まちかど展示
館で配布する他、茜からダウンロ
ードすることもできます。
逢�まちかど展示館運営協議会事務局
（文化・生涯学習課内）
　☎（３５４６）５３４６
茜�h t t p s : / / www . c h u o k u -
machikadotenjikan.jp/

中央区社会福祉協議会
常勤職員の募集
　地域の方と連携し、新たな地域福
祉活動に向かって自ら考え実践でき
る人材を求めています。
［募集人員］　若干名
［採用予定日］　令和５年４月１日（土）
［第１次選考日］　１月15日（日）
［申込期限］　１月６日（金）
◎�申し込み資格や申し込み方法など
詳しくは、茜をご覧ください。
逢�中央区社会福祉協議会管理部庶務
課
　☎（３２０６）０５０６
茜�https://www.shakyo-chuo-
city.jp/

飲料用自動販売機の設置者お
よび管理者の方へ
　空き缶などの散乱を防止し、資源
のリサイクルを促進するため、「中
央区廃棄物の処理及び再利用に関す
る条例」により、飲料用自動販売機
の設置者または管理者には、次のこ
とが義務付けられています。

　令和５年２月に予定している区
公式ホームページのリニューアル
に伴い、区が運用しているさまざ
まな個別ウェブサイトを区公式ホ
ームページに統合します。
◎�統合に当たり各ウェブサイトの
URLは全て変更となりますの
で、ブラウザの「お気に入り」や

「ブックマーク」などに登録して
いる場合は、リニューアル後に
再登録などをお願いします。

逢�区公式ホームページのリニュー
アルについて

　広報課広報係
　☎（３５４６）５２１８

・�自動販売機１台ごとに設置届を提
出する。

・�回収容器の設置および管理を行う
とともに、回収した空き缶などの
リサイクルを図る。

亜�建築物の外に設置してある飲料用
自動販売機

◎�設置届は区のホームページからダ
ウンロードできます。

［設置する回収容器の基準］
　おおむね30リットル以上の容器で
近隣の美観を損なわないものであり、
空き缶などを入れる旨の表示がある
もの
［確認済証の交付］
　届け出があった自動販売機は審査
の上、確認済証を交付します。
◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�中央清掃事務所排出指導係
　☎（３５６２）１５２４

経営に関する
無料法律・税務相談
　決算処理や経理処理、資金繰りの
相談、損害賠償請求、相続、契約書
の確認など、専門的なアドバイスが
受けられます。
唖�・税理士相談　毎月第２火曜日
・�弁護士相談　毎月第１・３火曜日
　午後１時～４時
◎�相談時間は30分単位です。
◎�令和５年２月の３週目から３月の
３週目までは、毎週火曜日に税理
士相談を実施します。３月２日お
よび９日の木曜日にも実施します。

娃�東京商工会議所中央支部（銀座１
－25－３区立京橋プラザ３階）
亜�経営上の問題でお悩みの方
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

人口と世帯（住民基本台帳）� 12月1日現在

人口� 173,957人（うち外国人�9,305人）
男� 82,717人（うち外国人�4,689人）
女� 91,240人（うち外国人�4,616人）
世帯� 98,671　

・�中央区立女性センター「ブーケ21」
ホームページ
　�http://bouquet21.genki365.net/
　総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
・�中央区町会・自治会ネット
　�http://chokai-jichikai.genki�
365.net/

・�中央区社会貢献活動情報サイト
　http://chuo.genki365.net/
　地域振興課コミュニティ支援係
　☎（３５４６）５６８６
・�中央区消費生活センターホーム

ページ
　�http://chuo-consumer.genki�
365.net/
　区民生活課消費生活係
　☎（３５４６）５３３２
・粋！活き元気人サイト�
　http://ikiiki.genki365.net/
　高齢者福祉課高齢者活動支援係
　☎（３５４６）５３３４
・生きがい活動支援室�
　http://chuosenior.ec-net.jp
　高齢者福祉課シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３

統合する個別ウェブサイトおよび問い合わせ先

区公式ホームページのリニューアルに伴う
個別ウェブサイトの統合


