区のおしらせ 10 月 21 日号

令和３年（2021年）10月21日
（木曜日）

No.１４８１

◎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
３ 〒・住所
○○課○○係（問の宛名）
４ 電話番号
５ 年齢
◎「電子申請も可」と記載されているものは
６ その他必要事項
区のホームページの電子申請から申し込みも可能
１ 講座名など

記入例（はがき・ファクス） ２ 氏名・ふりがな

設

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

２月分ヴィラ本栖・伊豆高原荘
申し込み

施設名

）

築地社会教育会館
唖11月11日
（木）
～14日
（日）

「日本橋ゆかりの渋沢栄一」
10月29日
（金）～12月22日（水）
唖
◎11月20日（土）～25日（木）および12
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
阿現在の日本橋兜町に自宅を構えて
いたことがあるなど、中央区にも
関係の深い渋沢栄一の関連図書や、
ゆかりの地を紹介します。
挨無料
逢日本橋図書館
☎（３６６９）６２０７

午前9時～
秋の撮影フレームを どなたでも、入場自由
午後9時
つくろう！

11月13日（土）
～15日（月）

－

各講座の詳細は、環境情報セ
環境活動フェス2021 ンターのホームページをご覧
ください。

①午後1時～
1時45分
②午後2時～
11月13日（土）
竹紙折り紙
2時45分
③午後3時～
3時45分

11月15日（月） 午後2時～4時 竹細工教室
11月27日（土）

申し込み
不要

各回10組程度
（申し込み多数の場合は抽選）

11月2日
（火）

18歳以上12人
11月3日
（申し込み多数の場合は抽選）

（祝）
環境マスタークラブ限定（※）


【自由工作コーナー】
午前9時～
ミニクリスマスリー どなたでも、入場自由
午後9時
スをつくろう！

申し込み
不要

11月6日
午前10時30分
小学生以上の親子20人程度
いきもの発見会（秋）
（申し込み多数の場合は抽選） （土）
～正午
（※）環境マスタークラブとは、18歳以上の区内在住・在勤・在学者を対象とした環境活動クラ
ブです。
11月28日（日）

(5)

Ｅメールアドレス

区民文化祭作品展

日本橋図書館展示

11月６日（土）

ホームページアドレス

亜
登録の有効期限が12月31日（金）ま
での団体
［受付期間］
11月 １日
（月）～12月28日（火）
（閉
庁日を除く）
［手続き方法］
登録責任者が区役所８階スポーツ
課の窓口で手続きをする。
［手続きに必要なもの］
・体 育施設団体利用登録申請書（区
内在勤者で構成する団体は、在職
証明欄に在職証明記載内容の問い
合わせ部署、担当者氏名および電
話番号の記載が必要）
・登録責任者本人を確認できるもの
（健康保険証・運転免許証など）
・体育施設団体利用登録証
◎体育施設団体利用登録申請書は、
区役所８階スポーツ課窓口で配布
している他、区のホームページか
らダウンロードすることもできま
す。
逢
スポーツ課体育施設係
☎
（３５４６）
５５２９
茜
https://www.city.chuo.lg.jp/
bunka/suportu/mosikomihoho/
taiikusisetugoriyouhouhou.html

問い合わせ
（申込）
先

体育施設団体利用登録の継続
手続き

申し込み方法

11月８日
（月）は、施設の保守点検
のため休館します。
逢
総務課女性施策推進係
☎
（５５４３）
０６５１

 前10時～午後８時（14日は午後
午
４時まで）
娃築地社会教育会館屋内体育場 他
日本橋社会教育会館
唖
11月18日
（木）～21日（日）
午 前10時～午後６時（21日は午後
４時まで）
娃日本橋社会教育会館ホール 他
月島社会教育会館
唖
11月25日
（木）～28日（日）
午 前10時～午後６時（28日は午後
４時まで）
娃月島社会教育会館ホール 他
話または環境情報センターのホー
共 通
環境情報センターイベント情
ムページから申し込む。
亜どなたでも
報（11月）
◎詳しくは環境情報センターのホー
阿区民の皆さんによる絵画や写真、
ムページをご覧いただくか、お問
書道作品、手芸品（人形・編み物・
［日時など］
い合わせください。
刺しゅう・和洋裁作品など）、工
別表のとおり
逢環境情報センター
芸品（革製品・鎌倉彫・陶芸など）、 娃環境情報センター
☎（６２２５）２４３３
生け花などの作品を各社会教育会
挨無料
茜https://eic-chuo.jp/
館で展示します。
姶各イベントの申込期限までに、電
別表
挨無料
日 時
タイトル
対象・定員など
申込期限
逢築地社会教育会館
10月９日
（土）
～
午前9時～
申し込み
☎（３５４２）４８０１
中央区の森紹介展
どなたでも、入場自由
11月10日（水）
午後9時
不要
日本橋社会教育会館
小学生とその保護者13組
10月

午後2時～
こどもの宇宙環境講 （申し込み多数の場合は抽選）
☎（３６６９）２１０２
26日
11月３日（祝）
◎Zoomを使用したオンライ
3時30分 座
（火）
月島社会教育会館
ンでの実施となります。
☎（３５３１）６３６７

【自由工作コーナー】

費用

女性センターの臨時休館

唖
12月18日（土）
午後２時～３時30分
娃月島社会教育会館
亜１歳～３歳のお子さんの保護者
（区内在住・在勤・在学者）
阿音楽を取り入れたおもちゃの遊び
方をお伝えします。自宅にあるお
もちゃを一つお持ちください。
愛
10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨無料
姶
12月４日（土）までに電話またはフ
ァクスで①～⑤（５面記入例参照）
を記入して申し込む。
逢月島社会教育会館
☎（３５３１）６３６７
ＦＡＸ（３５３１）６３６９

定員

逢
地域振興課区民施設係 ☎（３５４６）５６２３
茜
保養施設予約システム
https://www.11489.jp/Chuohoyou/annai/

ひ

子どもを惹きつける！簡単なおう
たや音をつかった音楽遊び～おも
ちゃ遊びをもっとわくわくにする
方法～

内容

◎保養施設予約システムは、区のホームページや、区役所に設置してある利用者端末をご利用
ください。
◎４月１日から、両施設の一部客室を試行的に禁煙室としています。喫煙室をご希望される方は、
施設に直接ご連絡ください。
◎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。
◎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。
◎利用者の人数に応じて、バスはジャンボハイヤーに変更する場合があります。
◎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いただくか、区役所・区民センター・
区民館などに置いてあるパンフレットをご覧ください。
◎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。

唖
11月26日（金）
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～未就学のお子さ
んの保護者
阿子どもが素直な気持ちを表現し、
親もありのままの気持ちで子ども
と接するための方法を学ぶ講座で
す。
［講師］
椙山女学園大学教育学部准教授
丹羽 健太郎
愛
12人程度（申し込み多数の場合は
抽選）
挨無料
姶
11月11日（木）までに電話またはき
らら中央窓口で直接申し込む（電
子申請も可）。
［託児］
１歳から未就学
のお子さんをお預
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（１歳未満のお
子さんは一時預かり保育などをご利
用ください）。
◎新型コロナウイルス感染症の感染
状況などによっては、オンライン
開催となる場合があります
（その
場合、託児はありません）。
逢子ども家庭支援センター「きらら
中央」
☎（３５３４）２１０３

対象

（

フラワーアレンジメント～ドライ
フラワーになるリース～
唖
12月４日（土）
午後２時～４時
娃築地社会教育会館
亜
18歳以上の区内在住・在勤・在学
者
阿生花を使って、フラワーリースを
作ります。
愛
10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨
2,500円
姶11月20日（土）までに電話またはフ
ァクスで①～⑤（５面記入例参照）
を記入して申し込む。
逢築地社会教育会館
☎（３５４２）４８０１
ＦＡＸ（３５４２）３６９６

子育て支援講座
子どもに伝わるほめ方・しか
り方

会場

ヴィラ本栖
伊豆高原荘
専用はがき（区内在住者優先利用申込書）
11月14日（日）各施設必着
在住者優先
保養施設予約システム
11月1日（月）午前7時～14日（日）午後11時
申し込み
抽選日
11月16日（火）
保養施設予約システムによる申し込み
11月20日（土）午前0時～
フロントへの電話による申し込み
11月20日（土）午前10時～
空室申し込み 逢ヴィラ本栖フロント
逢伊豆高原荘フロント
どなたでも
☎（0120）162312
☎（0120）
151307
申し込めます
（東京23区内からのフリーダイヤル） （東京23区内からのフリーダイヤル）
☎0555（87）2711
☎0557
（53）
1163

社会教育会館ゆめ講座

日時

施

１人１枚
限り

凡例

◎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。

令和３年（2021年）
10月21日
（木曜日）

子育て女性向けセミナー in八
丁堀

凡例

「わたし」
も
「子ども」
も大切にしながら
働きたい！～
「私らしく両立」
を考える～

日時

唖11月30日
（火）
午前10時～正午
娃
女性センター
「ブーケ21」
亜
育児をしながら就職を考えている
女性
（３歳までの子ども同伴可、
ただし託児なし）
阿
いろいろなワークを行いながら、
参加者同士で考えを共有し、自分
の働き方
（スタイル）を考えるセミ
ナーです。
［講師］
女性しごと応援テラス就職支援ア
ドバイザー 伊東 百合子
愛
20人
（先着順・予約制）
挨
無料
姶
10月25日
（月）から、電話または東
京しごとセンターのホームページ
から申し込む。
逢
東京しごとセンター女性しごと応
援テラス
☎
（５２１１）
２８５５
茜
https://www.tokyoshigoto.jp/
jyosei/

会場

対象
内容
定員
費用
申し込み方法

2021年 子どもとためす環
境まつり WEB版

問い合わせ
（申込）
先

～ネットを通して環境について学ん
でみよう！～

ホームページアドレス

［公開日］
10月16日
（土）
～
［開催方法］
インターネット配信
◎右の２次元コードを
読み取り、アクセス
してください。
阿
子どもから大人まで誰でも楽しみ
ながら環境について体験学習でき
るイベントです。
［主催］
中央区環境保全ネットワーク
［後援］
中央区、中央区教育委員会、環境
省関東地方環境事務所、東京都環境
局、東京商工会議所中央支部、中央
区社会福祉協議会
逢
中央区環境保全ネットワーク事務
局 担当：岸本
☎
（３５３６）
４４８８
茜https://ckhnet.web.fc2.com/

Ｅメールアドレス

ベビーマッサージ教室

区のおしらせ 10 月 21 日号

「中央区イクメン講座」
パパの読み聞かせ講座

11月27日（土）
唖
午前10時～11時30分
娃
女性センター「ブーケ21」
亜区内在住で、０歳～未就学のお子
さんを持つ父親
阿絵本の読み聞かせの方法を学びま
す。
［講師］
子どもと読書のコーディネーター
植田 たい子
愛
12人程度（先着順）
挨無料
姶
10月23日（土）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。11月19日（金）
までにお申し込みください（月齢に
より定員あり）。
逢総務課女性施策推進係
☎（５５４３）０６５１

天体観望会「木星と土星を見
よう」
唖
11月13日（土）
午後６時～７時30分
娃タイムドーム明石屋上
亜区 内在住・在勤者（中学生以下は
保護者同伴が必要）
阿大型の天体望遠鏡を使って、木星
や土星を、専門の解説員の解説を
交えながら観察します。観察の前
にはプラネタリウムを使って当日
の星空や天体の解説を行います。
◎当日、天候により観察できない場
合は、ホールでの解説のみとなり
ます。
愛
50人（申し込み多数の場合は抽選）
挨無料
姶
10月31日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（５面記入例参照）、⑥参
加者全員の氏名、年齢⑦在勤・在
学の方は会社所在地、学校名を記
入して申し込む（電子申請も可）。
逢〒104－0044
中央区明石町12－１
郷土天文館「タイムドーム明石」
☎（３５４６）５５３７

紙おむつ講習会～らくらく紙
おむつの選び方・漏れないあ
て方～

唖
11月26日（金）
午後２時～３時
唖11月17日
（水）
亜区 内在住者（紙おむつを使用する
午前10時～11時30分
高齢者を介護している方など）
娃
豊海区民館１階２号室
阿紙おむつの正しい選び方や使い方
亜
区内在住・在勤者と３カ月～１歳
を説明し、紙おむつに関する悩み
前後の赤ちゃん
や疑問にお答えします。
阿
夜泣きの改善やリラックス効果が
［開催方法］
あるといわれるベビーマッサージ
オンライン（Zoomを使用）
を行います。
愛20人（先着順）
愛
６組
（申し込み多数の場合は抽選）
挨
挨無料
500円
姶
［持ち物］
10月25日（月）から11月23日（祝）ま
バスタオル、お子さん用の飲み物、
でにメールで①参加者氏名②電話
いつものお出掛けセット
番号③資料の届け先住所④
「紙お
姶10月23日
むつ講習会申し込み希望」と記入
（土）から11月１日（月）ま
して申し込む。
でに電話で申し込む（受け付けは
◎オンライン環境はご自身でご準備
午前９時～午後５時）。
ください。
◎当選者には11月３日（祝）までに電
◎事前に講習会への参加手順をお送
話で連絡します。
りしますので、初めての方もご安
逢
豊海区民館
心ください。
☎
（３５３６）
４００５

(6)

No.１４８１

逢・講習会申し込み・内容について
白十字販売㈱おむつ相談係
☎（０１２０）１５７２９０
絢m-eguchi@hakujuji.co.jp
・講習会全般について
高齢者福祉課高齢者サービス係
☎（３５４６）５２２５

ある、もしくは膝痛・腰痛予防に
関心のある65歳以上の方（要介護
１～５の方を除く）
阿現在実施中のはつらつ健康教室の
一部を体験する講座です（ストレ
ッチ・バランストレーニング・レ
クリエーションなど）。
愛
12人（先着順）
保健衛生講座
挨無料
「コロナ禍の今できる体力づくり
［持ち物］室内用靴
～すっきり！ロコモ・フレイル予防～」
姶
10月23日（土）から11月12日（金）ま
でに電話で申し込む（受け付けは
唖
11月25日（木）
祝日を除く月～土曜日の午前９時
午後２時～３時
～午後６時）。
娃日本橋保健センター４階講堂
逢京橋おとしより相談センター
亜区内在住・在勤者
☎（３５４５）１１０７
阿自粛生活で脚力が衰えないよう、
医師が体操や食事のこつをご案内
親族後見人向け講習・交流会
します。
「後見監督人は何をする人？」
［講師］
日本橋医師会 田中まき整形外科
唖
11月20日（土）
院長 田中眞希
午前10時30分～12時30分
愛20人（先着順）
娃社会福祉協議会３階会議室
亜親 族の成年後見人（保佐人・補助
挨無料
人）になっている区内在住・在勤
◎動きやすい服装でご参加ください。
者（被後見人などが区内在住の場
姶
10月25日（月）から11月24日（水）ま
合も可）
でに、電話またはファクスで①～
◎後見人就任予定の方も含みます。
⑤（５面記入例参照）を記入して申
阿後見監督人の役割や実際の支援内
し込む。
容、家庭裁判所へ報告や相談をす
逢日 本橋保健衛生協力会事務局（日
る際のポイントについて学びます。
本橋保健センター内）
交流会では後見人同士の交流と情
☎（３６６１）３５１５
報交換の他、講師が相談に応じます。
ＦＡＸ（３６６１）３５０３
［講師］
ＧＯ！ＧＯ！高年齢者就職面
第二東京弁護士会所属弁護士
接会
中川 佳代子
愛15人（先着順）
唖
11月16日（火）
午後０時30分～４時30分（受け付
挨無料
姶
けは正午～午後３時）
10月25日（月）から11月17日（水）ま
娃東京しごとセンター地下２階講堂
でに電話またはファクス、Ｅメー
（千代田区飯田橋３－10－３）
ルに①～④（５面記入例参照）を記
入して申し込む。
亜おおむね55歳以上の方
逢中央区社会福祉協議会成年後見支
阿完全予約制の就職面接会です。参
援センター「すてっぷ中央」
加希望の方はハローワーク飯田橋
☎（３２０６）０５６７
にご連絡ください。
ＦＡＸ（３５２３）６３８６
逢
ハローワーク飯田橋シニアコーナー
絢step@shakyo-chuo-city.jp
☎（５２１１）２３６０

高年齢者の再就職支援セミナー

終活講座
～成年後見制度について～

唖
11月18日（木）
午後１時30分～４時
唖
11月19日（金）
娃女性センター「ブーケ21」３階研修
①午後３時～５時
②午後６時～８時
室１・２
◎いずれの回も同じ内容です。
亜おおむね55歳以上の方
娃浜町メモリアル４階会議室
阿採用に打ち勝つ応募書類の書き方
および面接のポイントを学びます。 亜区内在住・在勤・在学者
阿成年後見制度のメリットとデメリ
［テーマ］
ットや、実践的な法的制度の例を
人生100年時代に向けて
紹介し、注意点を分かりやすく解
［講師］
説します。
キャリアコンサルティング技能士
［講師］行政書士 島田満俊
１級、公認心理師 金子 由美子
愛各回20人（先着順）
愛20人（先着順）
挨無料
挨無料
姶
［持ち物］筆記用具
10月25日（月）から電話で申し込む
姶
（受け付けは祝日を除く月～金曜
10月23日（土）から電話で申し込む
日の午前９時～午後５時）。
（受け付けは午前10時～午後８時）。
逢中央区社会福祉協議会シルバーワ
逢浜町メモリアル
ーク中央
☎（５６９５）８０５１
☎（３５５１）９２００
お詫びと訂正
いきいき元気！
「区のおしらせ ちゅうおう」
10月11日号に誤りがありました。
出前「はつらつ」体験講座
お詫びして訂正します。
唖
11月15日（月）
６面
「いきいき館 秋のおすすめ
午後１時30分～３時
イベント」
いきいき浜町 出演者
娃いきいき桜川（桜川敬老館）トレー
正 竹内章人
ニングルーム
誤 竹内彰人
亜区内在住で、転倒に対する不安の

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。

令和３年（2021年）10月21日
（木曜日）

中央区消費生活展2021
～快適なくらしを求めて～

保険料休日納付相談
（国民健康保険・介護保険・
後期高齢者医療制度）

仮住宅使用者の募集

国民健康保険加入者を対象と
した医療費通知

ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

(7)

問い合わせ
（申込）
先

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。

申し込み方法

その他

費用

国保・年金

定員

（一社）京橋薬剤師会
◎当日、直接会場へお越しください。
◎混雑状況により整理券を配布する
場合があります。
◎会場の都合などにより、
中止となる
場合があります。その際は区のホ
ームページなどでお知らせします。
逢福祉保健部管理課保健係
☎（３５４６）５３９７

内容

建て替えやリフォームの工事期間
中に利用できる仮住宅の使用者を募
～血管年齢測定会＆薬剤師によるお
集します。
薬相談会～
［募集期間］
この通知は、国民健康保険制度に
対する理解を深め、健康維持の大切
11月１日（月）～30日（火）
［日時など］
さを認識していただくため医療費の
［申し込み資格］
別表のとおり
総額などをお知らせするものです。
区内に居住している方で工事期間
亜
どなたでも
今回は令和２年11月から令和３年６
中、他に仮住宅を求めることが難し
挨
無料
く、事業施行後も引き続き区内に居
月までの診療分についてお知らせし
［共催］
住をする方
ます。
別表
11月8日（月）
11月17日（水）
11月22日
（月）
［対象事業］
◎11月下旬に送付します。
日 時
正午～午後3時（受付時間は午後2時30分まで）
区内において施行される、建築物
◎病院などからの請求が遅れている
日本橋特別出張所
月島特別出張所
の新築、増築、改築、修繕または模
場合は、お知らせしませんのでご
会 場
区役所1階ロビー
1階ロビー
1階会議室
様替えを行う事業で、上記入居開始
了承ください。
足指力測定
血管年齢測定
血管年齢測定
期間内に仮住宅の使用が開始できる
◎世帯主に対して、国民健康保険加
◎素足で測定します。
内 容
測定結果に基づく健康相談
事業
入者全員の医療費などを通知しま
お薬相談会
－
お薬相談会
◎申し込みが募集戸数を超えた場合
す。
は、抽選により決定します。
◎送付を希望しない場合は保険年金
［募集総戸数］
課にご連絡ください。
特別支給の老齢厚生年金を受
手帳
◎医療費通知の再発行はできません。
53戸
けている方が65歳になった
逢保険年金課給付係
◎施設ごとの募集戸数や各施設につ
ときは、老齢基礎年金と老齢
☎（３５４６）５３６１
いて詳しくは、区のホームページ
65歳になったら老齢基礎年
厚生年金の請求を
をご覧ください。
金の請求を
現在、特別支
［使用決定日］
給の老齢厚生年
老齢基礎年金は、原則として、保
12月８日（水）
金
（厚 生 年 金 の
険料を納めた期間と免除や納付猶予
［入居開始日］
図書館利用案内
加入期間が１年
などの期間を合わせた期間が10年以
令和４年２月１日（火）～４月28日
上ある方に、65歳から支給されます。 以上あり、老齢
（木）
毎年10月27日から11月９日までは
基礎年金の受給
その他、合算対象期間（国民年金
［使用期間］
「秋の読書週間」です。この機会に、
資格期間を満たしている場合に、60
に任意加入できる方が任意加入しな
原則として３カ月以上２年以内
ぜひ図書館をご利用
かった期間など）がある方は、事前
歳代前半に支給される年金）を受け
姶上記募集期間内に、区役所５階住
ください。
に年金事務所にご相談ください。
ている方は、65歳から老齢基礎年
宅課の窓口で配布している申込書
［休館日］
受給には手続きが必要で、65歳の
金・老齢厚生年金に分けて計算され
に記入の上、申し込む。
・京橋図書館
るため、年金請求書の提出が必要で
逢住宅課計画指導係
誕生日の前日から請求できます。
第３木曜日、年末年始
す。
☎（３５４６）５４６６
［繰り上げ請求］
・日本橋図書館、月島図書館
該当する方には、65歳の誕生月の
第４木曜日、年末年始
60歳以上65歳未満の間に請求して
祝日のごみ収集
◎保守点検などにより臨時休館とな
老齢基礎年金を受け取ることもでき
の初め頃（１日生まれの方は前月の
る場合があります。
ます。ただし、繰り上げ請求をした
初め頃）に日本年金機構から｢年金請
11月３日（祝）
「文化の日」は、水曜
［開館時間（３館共通）］
時点に応じて一定の割合で年金額が
求書（国民年金・厚生年金保険老齢
日の収集地域で通常どおり、燃やす
・平日
減額されます。
給付）
〈はがき様式〉｣が送付されます
ごみ・燃やさないごみ、資源および
午前９時～午後８時
［繰り下げ請求］
ので、住所・氏名などを記入の上、
プラスチック製容器包装の収集を行
・土曜日
誕生月の末日（１日生まれの方は前
66歳以降に請求して老齢基礎年金
います。
午前９時～午後７時
月末日）までに提出してください。
を受け取ることもできます。この場
逢中央清掃事務所作業係
・日曜日、祝日・休日
老齢基礎年金のみまたは老齢厚生
合は、繰り下げ請求をした時点に応
☎（３５６２）１５２１
午前９時～午後５時
年金のみを66歳以降に加算された額
じて一定の割合で年金額が増額され
豊海区民館の位置の表示が変
［本などを借りるとき］
ます。なお、いったん繰り上げまた
で受けることを希望する場合は、
「は
わりました
図書館で図書館利用登録をしてく
は繰り下げ請求をすると、生涯同じ
がき｣の繰り下げ希望欄の老齢基礎
ださい。登録には、住所を確認でき
割合で減額または増額された年金を
年金・老齢厚生年金のどちらかに丸
豊海区民館の位置の表示が、「勝
る公的証明書（健康保険証・運転免
受け取ることになります。
印を記入してください。
どき６丁目７番８号」から、「豊海町
許証など）が必要です。
［請求先］
老齢基礎年金と老齢厚生年金両方
２番６号」に変わりました。
［身体が不自由な区民の方へのサー
の繰り下げを希望される場合には、
20歳から60歳までの間、国民年金
◎表示のみの変更です。従来と同じ
「はがき」を提出する必要はありません。 ビス］
第１号被保険者期間のみの方は区役
場所で運営しています。
郵送貸し出し、録音図書の貸し出
なお、繰り下げを希望した場合は、
所または日本橋・月島特別出張所で、
逢地域振興課区民施設係
しや対面朗読など、図書館への来館
その他の方は、年金事務所で手続き
☎（３５４６）５６２２
66歳以降の受け取りを希望するとき
や一般図書の利用が困難な区民の方
をしてください。
に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ
人口と世帯（住民基本台帳） 10月1日現在
へのサービスを実施しています。
逢
保険年金課年金係
請求書」を年金事務所に提出してく
人口
171,401人（うち外国人 8,175人）
［子ども向けの催し「お話し会」］
☎
（３５４６）
５３７１
ださい。
男
81,566人（うち外国人 4,057人）
子どもの心の発達に良い影響を与
中央年金事務所お客様相談室
逢中央年金事務所お客様相談室
女
89,835人（うち外国人 4,118人）
える読み聞かせを中心とした「お話
☎
（３５４３）
１４１１（代表）
☎（３５４３）１４１１（代表）
世帯
96,710
し会」を実施しています。詳しくは、
音声案内①→②
音声案内①→②

受けよう健診！キャンペーン

対象

～建て替えやリフォームをご計画の
方へ～

会場

窓口および電話で納付相談を受け
付けます。納付が困難な場合は、その
ままにせず、早めにご相談ください。
唖
11月21日（日）
午前10時～午後４時
娃区役所４階保険年金課
◎11月15日に発送される催告書で未
納の確認ができます。
◎未納がある場合、区から電話で納
付のお願いをします。
逢保険年金課収納係
☎（３５４６）５３６５

図書館のホームページをご覧いただ
くか、各図書館にお問い合わせくだ
さい。
逢京橋図書館
☎（３５４３）９０２５
日本橋図書館
☎（３６６９）６２０７
月島図書館
☎（３５３２）４３９１
茜中央区立図書館
http://www.library.city.chuo.
tokyo.jp/

日時

午前10時～午後３時30分
娃月島区民センター1階
［主催］
中央区、中央区消費者友の会
［参加予定団体］
・（生協）パルシステム東京
・（生協）コープみらい
・（一財）関東電気保安協会
・東京ガス（株）
・都計量検定所
・都水道局
・都下水道局
逢中央区消費生活センター
☎（３５４６）５３３２

No.１４８１

凡例

消費者を取り巻く環境は大きく変
化しています。
私たち消費者にも自己責任が求め
られる時代になり、的確に商品やサ
ービスの選択ができるよう、確かな
知識をもつ必要が生じています。
そこで、生活に密着した知識・情
報を幅広く提供することで、これか
らの暮らしに役立てていただけるよ
う、パネル展示を中心とした消費生
活展を開催します。
唖11月14日
（日）

区のおしらせ 10 月 21 日号

