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恐竜王国福井県から都心千代田区で行
う「福井フェア」へ恐竜がやって来ます。区
民ホールで、本物さながらの恐竜ショーや福

月

特集

千 代 田 区 に 恐 竜 が やって 来る！

井の名産品の物販などを行う「福井フェア」

5

日

は、見どころ満載です。開催の理由は中面
でご紹介します。

千代田区×福井県

福井県から恐竜が

やって来る!
約1億2,000万年前（中生代前期白亜紀）の日本。
そこには恐竜の世界が広がっていました。日本で
最初に学名がつけられ、全身骨格が復元された肉
食恐竜など、日本で発掘されている化石の多くが
見つかっている「恐竜王国」福井県と連携して、
「福
井フェア」を開催します。太古の世界からよみが
えったかのような大迫力の恐竜が間近に迫ります。
さあ、恐竜の世界へ出発だ！

ここにいる恐竜たちの
名前がわかるかな？
答えはさいごにあるよ！
ON-ART

写真提供：福井県立恐竜博物館

Contents

模型制作：荒木一成

― 今号の主な内容 ―

6 広報千代田を4月5日号からご家庭のポストへ直接お届けします

8・9 成年年齢が18歳に

15 千代田ふしぎ発見!「 神保町古書店街探訪」
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千代田区コールセンター

特集

☎ 03ー3264ー3910

令和 4 年 3 月 5 日号（2）

千代田に恐竜が
やってくる
千代田区から西に500㎞ほどの福井県は、日本一の恐竜化石発掘量と研究実績を誇り、
新種の恐竜が5種類も発掘されていることから「恐竜王国」
と呼ばれています。
世界三大恐竜博物館のひとつ福井県立恐竜博物館には、全国からファンが足を運びます。
その福井から千代田に、
恐竜たちがやってきます。
なぜ福井から千代田に？その謎にも迫ります!
©ON-ART

大迫力の恐竜たちに会える！ in 福井フェア

〜恐竜王国の仲間たち〜

申し込み

※3月22日（火）のみ
とき

3月22日（火）①13時30分〜14時②15時30分〜16時

会場

区民ホール
（区役所1階）

定員

各回60名
（抽選／1組4名まで）

③18時30分〜19時（開場各20分前）

対象

区内在住者
（中学生以下のみの申し込みは不可）

申込方法

3月14日（月）までにはがきまたはEメール（11面

記入例参照／参加者全員の必要事項、希望時間帯を第3希望

迫力満点の恐竜が現代によみがえ
り、自由に動き回る世界初のリアル
恐竜体験ライブショー。福井県立恐
竜博物館監修のフクイラプトルが間
近に迫ります
©ON-ART

まで記入）
で問合せ先へ ※結果は当選者のみ通知
問合せ

〒102-0074九段南1-6-17千代田会館8階
その他

写真を撮ろう

ティラノサウルスは頭部だけで高
さ1.4m、口先から後頭部までは1.5m
あり、全身では11.3ｍにも。存在感
に圧倒されること間違いなし！

恐竜が座るダイノベンチを
フ ォト ス ポ ットとし て 設
置。一緒に記念写真が撮れ
ます！

※頭骨はレプリカ

美 味しいものも 来るよ !
福井のお土産で福を呼ぼう 福井の逸品

in

福井フェア

メールは
こちらから

恐竜博士と

頭骨展示

い

・座席は指定 ・メディアの取材が入る

場合あり ・撮影可

ティラノサウルス の

お

商工観光課観光・地方連携係☎03-5211-3650

shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

さくらベーカリーで

他にも
イロイロ
、
お楽し
みに !

恐竜パンを販売 !

だんすけ

団助濃厚ごまどうふ
いちほまれ
コシヒカリを生
んだ福井県渾身
の新ブランド米。
絹のような白さ
と 艶、 甘 い 優 し
さ、 最 高 の 粒 感
と粘りが特徴

福井フェア

大本山永平寺の修行僧たち
に 食 され てきた ご まど う
ふ。伝統に育まれた香ばし
い風味となめらかさは精進
料理の代表格として、多く
の人を魅了しています

か とうきちべえ

ぼん

加藤吉平商店 梵
福井県アンテナショップで
も屈指の人気銘柄で、華や
かで芳醇な味わいが特徴の
日本酒

◀ランチボックスは恐 竜
クッキー付き。どんな恐竜
かは開けてからのお楽しみ

福井フェアの開催中、恐竜バーガーが入ったラン
チボックスや恐竜クッキーを販売します。福井県恐
竜ブランドキャラクター「ジュラチック」もかわい
いパンになって登場します。
8 時 〜 18 時 ※ 26 日
と き 3 月 22 日（火）〜 25 日（金）
（土）
は休み 場所 区役所1階さくらベーカリー

とき 3月22日
（火）
〜26日
（土）
10時〜17時
（22日
（火）
は13時〜19時、26日
（土）
は16時まで／当日直接会場へ） 会場
問合せ 商工観光課観光・地方連携係☎03-5211-3650
その他 ・来場の際はマスクを着用してください ・発熱などの症状がある方は来場を控えてください

区民ホール
（区役所1階）

各種事業は新型コロナウイルス感染症対策を行っています。本紙の情報は変更となる場合があります。 最新の情報は区の HPでご確認ください。
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（3）

特集

令和 4 年 3 月 5 日号

区役所の代表電話

☎ 03ー3264ー2111

魅力いっぱい福井 !
わくわく ! ドキドキ !

恐竜 博物館

福井県立恐竜博物館は、恐竜を中心とす
る地質・古生物学博物館です。4,500㎡の
展示室では、44体の恐竜骨格をはじめと
して標本や大型復元ジオラマ、映像などを
見ることができます。
写真提供：福井県立恐竜博物館 模型制作：荒木一成

雄大な自然の中に、卵の形をした銀色の
ドームがたたずむ

歴 史 に 関わる
スポット多 数

あの人も !

あの事件も !

ぜ〜んぶ
食べたい!

野外恐竜博物館では発掘体験もできる

美 味しいもの
満 載 !!

福井県には歴史的な名所がたくさんあります。大河ドラマ常連の戦国武
将や幕末の名君がいた場所で、歴史を感じてみませんか。

福井は美味しいものの宝庫。有名な
のは冬の味覚の王者、越前がにです
が、まだまだあります！

幕末に活躍した藩主・

越前おろしそばは福井の郷土料理。受け
継がれてきた在来種のそばは香り高く、
地域ごとに味わいが異なり、絶品

雲海に浮かぶ越前大野城は天空の城とも呼ばれる

まつ だいらしゅん がく

松平春嶽

（福井市立郷土歴史博物館所蔵）

越前がにのうち、厳しい基準を満たし
きわみ
と呼ばれる
たものだけが
「越前がに極」
み けつく
に

御食国の至
宝
若狭ぐじ
わ かさ

あさくら

いち じょう だに

戦国大名朝倉氏の城下町跡である一乗谷
朝倉氏遺跡。町並みがほぼ完全な姿で発
掘され、国の特別史跡、特別名勝に指定
されている

しば た かつ いえ

福井藩江戸上屋敷がCGでよみがえる
ただ まさ

福井藩三代藩主松平忠昌の上屋敷が再現され、
当時の豪華な様子が見られます

千代田区
×
福井県

おい

かつ とよ

戦国時代に柴田勝家の甥、勝豊によって
築かれた丸岡城。現存する天守は国指定
重要文化財
若狭（福井県嶺南あたり）
は古代から朝廷に食べ物を貢
ぐことを許された特別な国、御食国。中でも若狭ぐじ
は和の最高級食材

歴史と未来でつながる 絆
千代田区と福井県は、
「福井県及び千代田区との相互発展に向けた連携協定」を締結する予定
です。今回の福井フェアはその事業の一環で行います。これからは、災害発生時の支援、産業
や観光などの交流を通して、皆さんがますます豊かに過ごせるよう強い協力関係を築いていきます。

新幹線で
東京駅から
3時間弱に

■千代田区と福井県のつながりは江戸時代から
1619（元和5）
年
（諸説あり）、福井藩は江戸幕府から大手門前龍ノ口(現パレスホテル付近)に上屋敷を与えられ、江戸
勤めの際には藩主とその家族が住みました。その後移転を経て常盤橋門内に移り、幕末を迎えています。この江戸上
屋敷拝領400年の記念に、令和2年1月に区内で福井県の観光物産展が開催されて福井県との交流が始まりました。

福井
福井
福井

千代田

千代田
千代田

■新幹線が開通してますます近く
令和6年春には北陸新幹線が福井県の敦賀駅まで延伸。東京からの移動時間が約30分
短縮し、乗り換えなしでつながる新時代が到来します。江戸時代、参勤交代や旅など
では徒歩で約14日間かかっていた両者間は、
400年後の今、
より身近なものになります。
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千代田区コールセンター

☎ 03ー3264ー3910

区政インフォメーション

令和 4 年 3 月 5 日号（4）

2022

3

5

City Information

新型コロナウイルスワクチン
3回目接種と5歳～11歳の接種
■3回目接種 3月・4月の接種券発送時期
2回目接種日
（令和3年）

3回目接種券発送日

9月1日～30日

3月8日
（火）
（予定）

10月1日～31日

4月上旬

※発送日は今後前倒しすることがあります
■5歳～11歳のワクチン接種

満5歳〜11歳

対象

次の病院を集団接種会場として運営します。

集団接種会場の予約は1・2回
目時と同様に、千代田区新型コ
ロナウイルスワクチン接種コー
ルセンターまたは区の予約サイ
トから行えます。予約サイトへ
は区のHPまたは千代田区LINE
公式アカウントからアクセスで
きます。
※予約には接種券番号などが必
要です。予約の際はお手元に3
回目の接種券をご用意ください

（5歳になる誕生日の前日から
12歳になる誕生日の2日前）

御茶の水
美術学院
●

神

御茶

田

●

交番

2回
（接種間隔3週間程度）

使用ワクチン

ファイザー（小児用）

JR御

茶ノ

水駅

▲千代田区LINE公式
アカウントの登録

▲区のHP

三楽病院でファイザー社ワ
クチンの予約枠を新たに設
置しました。

●

●

総合健診推進センター
（モデルナ・ファイザー社）
（神田三崎町1-3-12）

個別接種会場予約方法
■2回目の接種後に千代田区に転入・住民登録
をされた方へ
他の自治体で発行された接種券を用いて2回
目の接種を受けた場合、3回目の接種券送付に
は別途申請が必要です。詳しくは千代田区新
型コロナウイルスワクチン接種コールセン
ターへお問い合わせください。

アンスティチュ･
フランセ 東京

駅

水道橋駅

駅

九段下

川

東京歯科大学
水道橋病院

東洋
高等学校
●

●

靖国神社

九段坂病院
（モデルナ社）
（九段南1-6-12）

神田
●

飯田橋郵便局

法政大学
●

●

接種回数

ノ水

川

●

●

ローソン

東京逓信病院
（モデルナ・ファイザー・
小児用ファイザー社）
（富士見2-14-23）

日本武道館

日本大学

速
首都高

集団接種会場
（三楽病院、東京逓信病院）

接種場所

三楽病院
（モデルナ・ファイザー・
小児用ファイザー社）
（神田駿河台2-5）

飯
田
橋
駅

小児用ワクチン

集団接種会場予約方法

神
田
川

3月7日
（月）
から5歳〜11歳
（小児）のワクチン接種
を開始します。これから5歳になる方には誕生日を
迎える月の上旬に接種券を発送します。接種券が届
き次第予約できます。接種は5歳になる誕生日の前
日から可能です。予約時にはご注意ください。

■接種予約
接種券が届き次第予約できます。4つの病院で行う集団接種と個別の医療機関で行う個別接種
では予約方法が異なります。詳しくは下の各予約方法をご覧ください。
※1・2回目の接種も予約を受け付けています
※予防接種法上、2回目の接種日から6か月未満での3回目接種はできません
※2月22日時点の情報です。最新の情報は区のHPでご確認ください

●

千代田区役所

各医療機関へ直接予約

1・2回目と3回目のワクチン接種予約は各医療機関へ直接ご連絡
ください。接種を行っている医療機関の一覧は二次元コードまたは
千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターにお問い
合わせください。

◀各医療
機関一覧

ワクチンは原則として同じ種類を接種することとされていましたが、3回目の接種には2
回目までとは違う種類のワクチンを接種する「交互接種」
が可能です。交互接種は抗体値が
高くなるとの報告もあげられています。

当日の持ち物
・接種券 ・予診票
（記入済みの物）・本人確認書類
・母子健康手帳
（5歳〜11歳の接種の場合のみ）
マイナンバーカードをお持ち
の方はワクチン接種証明書の電
子申請が可能になりました。詳
しくはデジタル庁のHPをご確認
ください。

副反応に
関する相談

東京都新型コロナウイルスワクチン
副反応相談センター

■ワクチン接種時の託児サービス
集団接種会場である東京逓信病院でのワクチン接種時に利用できる託児ス
ペースを設置しました。利用には事前予約が必要です。ワクチン接種の予約と
は別になります。詳しくは接種券に同封されている託児に関する案内または二
次元コードからご確認ください。
※利用は接種時間中のみになります

（24時間対応）
☎03-6258-5802

問合せ

千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎03-5211-4114（平日9時～17時）

☆掲載している情報のうち新年度のものは、原則として新年度予算の議決ののちに行われる予定です。☆
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子どもの学習・生活支援事業
利用者申し込みのお知らせ

国際交流・協力ボランティアバンク
登録者・利用者募集

男女平等推進区民会議委員を
募集します

階）

権課男女平等人権係
（区役所

見を聞くために、区民会議の委

☎03‒5211‒4166

区の男女平等施策に関する意

問合せ 国際平和・男女平等人

員を募集します。

可

し、区民の皆さんの国際交流の

権課国際平和担当
（区役所 階）

区内で生活する外国人を支援

※区のHPからダウンロードも

輪を広げるため、国際交流・協

申込書の配布場所 問合せ先
可
必要書類

ンティア内容は、通訳・日本語

者、利用者を募集します。ボラ

力ボランティアバンクの登録

ＦＡＸ03‒3264‒1466

☎03‒5211‒4165

歳以上で年 回程度の会議
（

対象 区内在住・在勤・在学の

名に対し児童・生徒 名まで）
学
・生活保護を受給している世帯

学習の支援・イベントの手伝い

＝就学援助の決定通知書の写し

報をお知らせします。

す。登録した方には利用者の情

など国際交流に関するもので

時以降に開催予定）
に出席でき

る方

定員 若干名
（選考／初めての

方を優先）

任期 委嘱日からおおむね 年

申込方法

月 日
（金）（必着）

までに郵送またはEメール
（

2‒1

〒102‒8688九段南1‒

p
j
.
g
l
.
a
d
o
y
i
h
c

・児童扶養手当を受給している

申込方法 登録希望者＝登録申

.
y
t
i
c
＠
o
j
n
a
d
i
a
s
u
k
o
k

世帯＝児童扶養手当証書の写し

請書を直接問合せ先へ。利用希

面記入例参照／応募動機、委員

としての抱負
〈800字程度／

様式自由〉
も記入）
で問合せ先へ

※応募書類は返却しません

問合せ 国際平和・男女平等人

6

.
y
t
i
c
＠
o
j
n
a
d
i
a
s
u
k
o
k

▲区のHP

2022/02/22 17:20:06
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データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

ひきこもりの受付窓口を開設
経済的な理由で学習の機会に
恵まれない子どもを対象に、無

じて一部本人負担あり
申込方法 電話またはLINE
料で受けられる個別型
（講師

ひきこもりに関する総合的な
受付窓口を開設しました。悩み
で申し込み
習支援を
（株）
トライグループ
＝担当ケースワーカーに申し出

相談窓口 福祉総務課事業調整

を聞いてほしい、専門家のアド
担当
・就学援助を受給している世帯

バイスを受けたいなどあらゆる
相談を受け付けます。詳しくは
（家庭教師のトライ）
に委託して

・非課税世帯＝非課税証明書の

望者＝利用希望書をファクス、

月〜令和 年 月の毎

写し

Eメール
（ 面記入例参照）
また

期間

分、中高生の部＝ 時〜 時

とき 小学生＝ 時 分〜 時

※その他の方は、ご相談くださ

は直接問合せ先へ

行っています。

☎03‒5211‒3593

月 日～

対象 区内在住の 歳以上
（義

分※開催日は場所によって異
い

書類の配布場所 問合せ先
※区のHPからダウンロードも

18 18

2

週 回

なる

問合せ 生活支援課生活支援係
☎03‒5211‒4126

3

4

務教育課程修了）
のひきこもり

場所 神田会場
（毎週火曜）
、神
（区役所 階）

保町会場
（毎週水曜）
、飯田橋会
場
（毎週木曜）
、麹町会場
（毎週
金曜）

p
j
.
g
l
.
a
d
o
y
i
h
c

※会場は、申し込み後、委託事

日時点

業者と保護者、児童・生徒との
月

三者面談により決定
年

1

提出方法
3月22日
（火）
（消印有効）
までに郵送、ファクスまたはEメール（11面
記入例参照、意見も記入）
で問合せ先へ
※いただいた意見に対して個別に回答はしませんが、検討結果は区の
HPに掲載します
※いただいた意見と個人情報は、戦略の検討以外の目的には使用しま
せん

で、区内在住の小学 年生～高

日
（木）
までに電話で問合せ先
へご連絡ください

☎03‒3265‒4381

千代田区DX戦略
（案）

対象 令和

校 年生で生活保護受給世帯ま
月 日
（木）
までに

たは生活困窮世帯
申込方法

申込書と必要書類を郵送または
直接問合せ先へ

に同封されています。 年前納

年度の国民年金保険料は
万6590円

※定員になり次第、募集終了

令和
月額

保険料の納付書は、 月上旬

を事前に希望する場合は、 月
合は、納付書をお持ちのうえ、

前納制度による割引額
・ 年前納＝3530円

最寄りの金融機関・郵便局・コン
てください。

・ 年前納＝ 万4540円

・半年前納＝810円
■前納制度最大 万4540円

ビニエンスストアなどで納付し

す。現金で保険料を納付する場

2

11

意見募集

3

問合せ 千代田年金事務所

2 1

とき

区のHPをご覧ください。

1

20 18

に日本年金機構から郵送されま

4

▲区のHP

3

1

4

前納用の納付書
（半年前納用、

お得

問合せ IT推進課デジタル戦略係
（区役所6階）
☎03-5211-4298 FAX03-3264-1466
it-suishin＠city.chiyoda.lg.jp
〒102-8688九段南1-2-1

6

区は、近年のデジタル技術の飛躍的な進展、新型コロナウイルス感
染症拡大を背景とした社会のあり様や価値観の変化などを踏まえ、DX
（デジタル・トランスフォーメーション）に取り組みます。
DXとは、デジタル技術を活用しサービスや仕事の進め方を変革する
ことで、区民生活をあらゆる面で豊かにすることです。時代の変化に
柔軟に対応しながら、だれもがデジタル技術の恩恵を受けることがで
きるようにし、区民の多様な幸せの実現と職員の生産性向上に向け、
DXを推進していきます。
DXを推進するにあたり、将来像を描き、その実現に向けた取り組み
を区民の皆さんと共有することで、より着実に、効果的に進めていく
ため
「千代田区DX戦略
（案）」
を策定します。
「千代田区DX戦略
（案）」
に対
する皆さんのご意見をお寄せください。
※千代田区DX戦略
（案）
は区のHP、情報コーナー（区役所2階）、IT推進
、出張所で閲覧可
課
（区役所6階）

3

19 30

4

31

1

11

3

5

17

4
3

年前納用）
は毎月用の納付書

1
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31

1

20 50

当事者またはその家族

問合せ コミュニティ総務課
管理係
☎03‒5211‒4181

15

年金手帳が廃止され
基礎年金番号通知書へ

4

1 4

▲千代田区LINE
公式アカウント

問合せ 千代田年金事務所
☎03‒3265‒4381

1

費用 原則無料※支援内容に応

燃料費の高騰などにより、
区民葬儀の火葬料金
（民営火
（金）
から次の
葬場）
が4月1日
とおり改定されます。

3

1

4月1日
（金）
から、新たに国民年金に加入された
方や再発行を希望される方は年金手帳ではなく基
礎年金番号通知書に代わります。詳しくは、問合
せ先へお問い合わせください。
改定料金 大人5万9,600円、
3万4,500円
小人
（満6歳以下）

3

区民葬儀の
火葬料金を改定

☎ 03ー3264ー2111
区役所の代表電話

区政インフォメーション
令和 4 年 3 月 5 日号
（5）

麹町の「麹」の字は、文字つぶれなどを防ぐため、略字を使用しています。

千代田区コールセンター

☎ 03ー3264ー3910

区政インフォメーション

3.11を忘れない

区政インフォメーション

地震に備える

巨大地震発生
□ 自宅・職場の損傷状況を確認
災害時に危険な場所にいる場合は、ためらわずに避難を。ただ
し安全な場所にいる人まで避難する必要はありません。

区民の皆さまへ
1

日常生活のなかで、食料や水、生活用品などを少し多く買い、
使った分だけ補充する
「日常備蓄」が注目されています。備蓄量
の目安は3日分です。
区は、災害に備えてこれらを避難所や公共施設に備蓄していますが、
新型コロナウイルス感染症の流行もあり、在宅避難の必要性が高まっ
てきています。ぜひ皆さんも日常備蓄を取り入れてください。
「何を」
「どれくらい」備蓄すればよいかは、都のHPで確認しましょう。
災害時の安否確認
「災害用伝言ダイヤル」

と ど

損傷がなく留まれる

発災後は電話やメールがつながりにくくなります。
事前に家族と話し合い、NTTの災害用伝言ダイヤル
「171」など、安否確認の手段を確保しておきましょう。

自宅が安全なら、そこに留まりましょう（在宅避難）。在宅避
難でも、避難所で水や食料は受け取れます。

損傷がひどく留まれない

安全を確認し、避難所へ
周囲の安全を確認してから行動しましょう。
道路の陥没や亀裂、ビルの看板落下などに注意し ▲避難所の
て避難しましょう。
詳細はこちら
家具類の転倒・落下・移動防止の備えを！
近年の地震による負傷者の30〜50％は、家
具類の転倒・落下・移動が原因です。 自宅や
職場で家具の対策を行い、被害の軽減に努め
ましょう。

地震発生時の避難行動などのフローと注意点をチェック！
避難、備蓄などの知識も確認しましょう。
問合せ 災害対策・危機管理課☎03-5211-4187

で災害に備える
「日常備蓄」

自宅に留まる

2

令和 4 年 3 月 5 日号（6）

事業所の皆さまへ
区では首都直下地震が発生した場合、最大約50万人の帰宅困難者が発生する恐
れがあります。帰宅困難者の発生を最小限にするため、次の点について日頃から
備えてください。
無理に出勤しない
台風など事前に予見できる災害の可能性が高まったときには、テレワークの実
施、計画的な休業などの対応を講じてください。
勤務先のリスク確認
震災など予見できない災害が発生しても適切な対応がとれるよう、日頃から勤
務先、営業先などにおける災害リスクを把握しましょう。オフィス内での安全な
場所や外出先近くでの安全な建物や広場などをチェックして、災害時にとるべき
行動を確認してください。

を

4月5日号から

ご家庭のポストへ直接お届けします！
区はより多くの皆さまへ区政情報をお届けするため、4月5日号から、
とうかん
で
広報千代田を毎号すべての世帯へポスティング（ポストへの直接投函）
お届けします
（一部地域
（★）
を除く）。
区内の住居のポストすべてに投函しますが、手違いなどにより届かな
い場合は連絡をいただいた後に再配布し、次号以降はもれがないように
改善します。また、令和3年12月5日号、令和4年1月5日号をテスト配
布していますが、届いていなかった場合は問合せ先へご連絡ください。
※現在行っている広報千代田の新聞折込でのお届けは、4月5日号から
なくなります

★配布対象除外地域
丸の内一〜三丁目、大手町一・二丁目、内幸町一・二丁目、有楽
町一・二丁目、霞が関一〜三丁目、永田町一丁目、皇居外苑、日
比谷公園、千代田
※配布対象除外地域には引き続きご希望の方への個別配付を行い
ます。今後新たに個別配付をご希望の方は、問合せ先へ左下の必
要事項（個人の場合は会社名は不要）
をご連絡ください

新聞折込で広報千代田をお読みいただいている
事業所の皆さまへ

個別郵送をご利用中の皆さまへ

事業所は、4月5日号からのポスティングによる配布の対象外となり
ますが、個別郵送で広報千代田をお届けすることができます。個別郵
送をご希望の場合は、問合せ先へ次の必要事項をご連絡ください。

個別郵送を利用している方には、広報千代田が重複して届く場合が
あります。郵送が不要となった場合は、お手数ですが郵送先住所・氏
名をEメールで問合せ先までご連絡ください。

必要事項

※郵送をご希望の方には4月5日号以降も自動で個別郵送を継続します

郵便番号・住所・会社名・氏名・電話番号

問合せ 広報広聴課☎03-5211-4175
chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

本紙の情報は変更となる場合があります。最新の情報は区のHPでご確認ください。
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（7）

のびのび子育て／いきいきライフ

令和 4 年 3 月 5 日号

令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付金の申請期限
新型コロナウイルス感染症の影響が
長期化するなか、子育て世帯を支援す
るため、臨時特別給付金を支給してい
ます。申請期限が迫っていますので、
早めに申請してください。
対象児童 平成15年4月2日から令和4
年3月31日生まれの児童※児童が婚姻
している場合は対象外
支給対象者 対象児童を養育する父母
のうち所得が高い方※児童手当の所得
制限限度額未満の方に限る
申請が必要な方 区や他の市区町村か
ら案内などが届いていない場合は、原
則申請が必要。申請先は令和3年9月
30日時点で対象者が住民登録をして
いる自治体※詳しくは区のHPへ
支給額 10万円
申 3月31日
（木）
（必着）
（新
生児については4月28日
（木）
）
までに郵送で問合せ先へ
問 子育て推進課手当・医療係
（区役所
2階）☎03-5211-4230
〒102-8688九段南1-2-1

スポーツセンターの催し

区役所の代表電話

☎ 03ー3264ー2111

（木）です。ご注意ください。
令和4年度から利用券を希望する
方へ
交付申請書を送付しますので、

を除く全8回）
①幼児クラス＝15時〜
16時②小学生クラス＝16時15分〜17
時15分
対 ①4歳以上の未就学児②小学生
（新
年度の学年） 定 各クラス10名（抽選）
費 区内在住者4,000円、その他の方
5,200円
申 3月23日
（水）
（必着）までに往復ハガ
で問合
キ（1人1枚／11面記入例参照）
せ先へ
■リズムシェイプアップ＆チビッコ体
操
時 5月11日〜7月13日の毎週水曜
（全
10回）
14時〜15時15分
対 ①リズムシェイプアップ＝15歳以
上の方（中学生を除く）②チビッコ体操
＝3歳以上の未就学児
定 各20名
（抽選／チビッコ体操のみの
参加は不可）
費 ①2,000円②1,000円
申 4月20日
（水）
（必着）までに往復ハガ
で問合
キ（1人1枚／11面記入例参照）
せ先へ
他 託児サービスなし
いずれも
場 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
問 スポーツセンター☎03-3256-8444
〒101-0047内神田2-1-8

問合せ先へご連絡ください。
問合せ 保険年金課後期高齢者医
療係☎03-5211-4206

神田地区
高齢者見守り相談窓口
はり・きゅう・マッサージ
利用券交付申請書を交付

70歳以上の介護保険サービス
未利用の高齢者を対象に、専任相

後期高齢者医療制度の被保険者
（保険料の未納がない方）に、はり・

談員（職員）が見守り訪問を行いま
からだ
す。お身体や生活の困りごとなど
を気軽にご相談ください。

きゅう・マッサージの利用券を交
付 し て い ま す（施 術 1 回 に つ き
2,000円を補助／年間12枚）。区
の国民健康保険に加入している
40歳〜74歳の方を対象とした利
用券の申請方法は、広報千代田3
月20日号でお知らせします。

対象区域 和泉橋地区
対象期間 5月下旬ごろまで
問合せ 高齢者あんしんセンター
神田☎03-5297-2255

シルバー人材センター
入会説明会
とき 毎月第2・第4火曜午後2時
〜（当日直接会場へ）
会場 かがやきプラザ4階（九段
南1-6-10）
対象 60歳以上の区内在住者
内容 事業概要や仕事内容、入会

四番町図書館 おはなし会
時 毎週土曜11時〜
（当日直接会場へ）

場 四番町図書館
（三番町14-7）※

手続きの説明
持ち物 筆記用具、印鑑、住所・
年齢がわかる公的書類

令和3年度の利用券の交付を受け
ている方へ

対 乳幼児〜

内 お子さんが本に親しむよう15分程
度の読み聞かせ
問 四番町図書館☎03-3239-6357

令和4年度の利用券交付申請書
を送付しました。申請書を提出し
た方には、3月31日（木）までに簡
易書留郵便で利用券（紫色）を送付

※3/5・12・19は中止

問合せ シルバー人材センター
☎03-3265-1903

します。なお、令和3年度の利用
券（緑 色）の 有 効 期 限 は 3 月 31 日

■キッズダンス 幼児・小学生クラス
時 4月12日〜6月7日の毎週火曜
（5/3

美術館・博物館などのお知らせ
館名

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、休館日などが変更となる場合があります。
詳しくは各館へお問い合わせください。
定期休館日「※1」：祝日は開館し、翌日を休館します／「※2」：祝日は開館し、翌日も開館します
「※3」：開館日あり。詳しくは展覧会サイトを確認してください

催し物

会期

定期休館日

アーツ千代田 3331

オルタナティブ！小池一子展
アートとデザインのやわらかな運動

（月・祝）
〜3/21

相田みつを美術館

第77回企画展 「言葉・コトバ・ことばはチカラ」

〜5/29
（日）

科学技術館

技術と科学のCharinko WORLD 2022

3/25
（金）〜4/3
（日）

神田明神資料館

神物語〜日本神話と8人の現代アーティスト〜

国立演芸場演芸資料展示室

一般料金

電話

1,000円

☎03-6803-2441

月※2

1,000円

☎03-6212-3200

3/9
（水）
・
16
（水）

（常設展示のみ入館料
880円）

〜4/10
（日）

−

300円

☎03-3254-0753

演芸資料展
「講談展−国立劇場所蔵資料にみる」

〜3/21
（月・祝）

−

無料

☎03-3265-7061

国立劇場伝統芸能情報館

新収蔵資料展

〜5/24
（火）

−

無料

☎03-3265-7061

国立公文書館

企画展
「近現代の文書管理の歴史−記録を守る、未来に活かす。−」 〜3/13
（日）

−

無料

☎03-3214-0621

JCIIフォトサロン

竹谷出作品展
「かそけきもの アルビュメン・カリタイプ・
〜3/27
（日）
サイアノタイプ・カーボンプリント」

月※2

無料

☎03-3261-0300

しょうけい館

春の企画展
「残された言葉や声をたずねて」

3/15
（火）〜5/8
（日）

月※1

無料

☎03-3234-7821

昭和館

特別企画展
「SF・冒険・レトロフューチャー×リメイク
〜挿絵画家 椛島勝一と小松崎茂の世界〜」

3/12
（土）〜5/8
（日）

月※1

無料

☎03-3222-2577

千秋文庫

中国と日本のまなざし-狩野派による模写絵画展（後期）

〜4/9
（土）

日・月・祝

450円

☎03-3261-0075

東京国立近代美術館

没後50年 鏑木清方展

3/18
（金）〜5/8
（日）

月※3

1,800円

☎050-5541-8600

東京ステーションギャラリー

ハリー・ポッターと魔法の歴史

〜3/27
（日）

月

※1

2,500円

☎050-5542-8600

日本カメラ博物館

いまも変わらぬ魅力

〜6/19
（日）

月

※1

300円

☎03-3263-7110

半蔵門ミュージアム

アジアの聖地 −井津建郎 プラチナ・プリント写真展−

〜5/22
（日）

月・火

無料

☎03-3263-1752

HOSEIミュージアム

法政理工系のサステナビリティ研究

〜4/27
（水）

日・月・祝

無料

☎03-3264-6501

三菱一号館美術館

上野リチ：ウィーンからきたデザイン・ファンタジー

〜5/15
（日）

1,900円

☎050-5541-8600

明治大学博物館

神田学生街 140年の今⇔昔

〜4/10
（日）

日・祝

無料

☎03-3296-4448

土・日・祝

無料

☎03-6734-2170

300円

☎03-3261-8326

文部科学省情報ひろば
靖國神社遊就館
時 ＝日時

場 ＝会場
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二眼レフカメラ展

月

定 ＝定員

内 ＝内容

師 ＝講師

3/19
（土）〜12/4
（日）

費 ＝費用・料金
（記載のない場合は無料）

締 ＝締切り

※区内在住者は無料

無料

（常設展示室のみ有料）

※2

（4/10を除く）

「宇宙で生きる」 極限環境での閉鎖型植物工場（公立大学法
〜3/22
（火）
人大阪）
他
特別展 海鳴りのかなた 〜波間より現れる戦中の記憶〜

対 ＝対象

−

−

申 ＝申込方法

（中学生以下無料）

問 ＝問合せ

他 ＝その他

☎03-3212-8544

HP＝ホームページ

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/18 19:36:08
2022/02/18 19:36:16
loyal_X4_CS5.5_CC

千代田区コールセンター

ピックアップ

☎03ー3264ー3910

令和 4 年 3 月 5 日号（8）

ら
令和4年4月か

成年年齢が18歳になります
令和4年4月から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます！
平成14年4月2日〜平成16年4月1日生まれの方が一斉に
「成年」になります。

18歳になったらできるようになること
■ 保護者の同意なしでの契約

クレジットカードを作る、ローンを組んで
買い物をする、携帯電話を契約するなど

■ 意思決定

千代田区消費生活センター
キャラクター「キッくん」

引き続き20歳になるまで
できないこと

■ 10年有効パスポートの取得
■ 性同一性障害者の性別変更請求


など

住む場所や進路、就職先を自分の意思だ
けで決めることができる

■ 結婚

男女とも自分の意思で結婚ができる
（女性
の結婚年齢は16歳から18歳に引き上げ）

■ 飲酒
■ 喫煙
■ 公営ギャンブル
（競馬、競輪など）
■ 国民年金を納める義務

など

成年とは、
自分で契約の責任を負う年齢になること
未成年は、契約をするときに保護者の同意が必要
になります
（自由に使えるおこづかいの範囲は除きま

■ 契約とは

す）。しかし、成年年齢に達すると1人で契約ができる
ようになり、保護者の同意は不要になります。

■ 契約の成立時点

未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は未
成年者取消権により契約を取り消すことができます
が、成年の場合は取り消すことができず、自分で契約
の責任を負うことになります。

啓発冊子を発行しました！

千代田区消費生活センターでは、成年年齢
『大
引き下げに伴い、啓発冊子
「18歳からもう
人』！成年になるってどういうこと？」
を発行
しました。下の
「消費者だより」
に記載されているトラブル以
外にも、若者が狙われやすい悪質商法についてマンガやイラ
ストで分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

消費者だより

「売りたい」と
「買いたい」の意思が互いに合致することで、法律上の責任が生じる約束です。

契約が成立するのは、互いが合意したときです。必ずしも契約書を作る必要はなく、口頭でも契約は
成立します。原則として、契約が成立したら、自己都合でやめることはできません。

■ 契約をやめられる場合もある

未成年者取消権による場合のほかにも、事業者が問題のある販売方法で契約させた場合やクーリン
グ・オフ制度が適用できる場合などは、契約をやめることができます。

■ クーリング・オフ制度

契約後でも一定の期間内であれば無条件で契約
を解除できる制度です。契約書類を受け取った日を
含めた右表の期間内に行うことができます。
クーリング・オフ通知は、特定記録郵便や簡易
書留など、必ず記録の残る書面で行いましょう。
※インターネット通販などの通信販売にはクーリング・オフ
制度はありません。返品の可否や条件について特約があれ
ば、その特約に従います。特約が表示されていない場合には、
（送
商品を受け取った日から8日間は返品することができます
料は購入者負担）

■ トラブル防止のポイント
●広告をうのみにしない
SNS上の広告は契約条件が書かれていないことが
多く、注意が必要です。通信販売には、クーリング・
オフ制度はありません。大幅な値下げや低価格、商品
の効果を過剰にうたう広告はうのみにせず、事前に
しっかり内容を確認しましょう。
●相手を信用できるか慎重に判断する
会ったことがない人からSNSを通じて勧誘される
SNS上で知り合った相手が信用できるか慎重に判断
ケースが増えています。SNSでの出会いがトラブル
しましょう。SNS上でのやり取りのみで面識のない相
のきっかけとなるケースが多いため、
注意が必要です。
手に安易にお金を払ったり、個人情報を伝えたりする
■ 事例1〜タレント・モデル契約〜
のはやめましょう。突然、相手と連絡が取れなくなる
SNSに書き込みがあったモデル事務所の募集広告 こともあります。
を見て連絡をしたら、プロフィール写真のために必
●個人情報を安易に書き込まない
要と高額な撮影料を請求された。その後も必要だか
個人情報の取り扱いには十分注意しましょう。学
らと言われ高額なモデル養成教室の契約をさせられ
生証などの身分証明書の個人情報は、一度インター
た。借金もしたが、これ以上は支払えない。
ネットで拡散されてしまうと消去が困難です。安易
な書き込みはやめましょう。
■ 事例2〜定期購入トラブル〜
●あやしいと思ったら、きっぱり断りましょう
スマートフォンでSNS広告を見て、
「初回お試し価
格500円」と表示されたダイエットサプリメントを注
悪質業者は若者を狙っています
文した。特によいと思わなかったのでそのままにして
悪質業者は社会経験の浅い若者を
いたら、同じ商品が届き、4万円請求された。2回目は
狙っています。自分は狙われていると
注文していないし、高額で支払えない。
自覚し、注意しましょう。

SNSをきっかけとした
若者の消費者トラブルが
増えています！
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訪問販売
（キャッチセールスなどを含む）

8日間
8日間

電話勧誘販売

特定継続的役務提供
（エステ、美容医療、学習塾、語学教室、 8日間
結婚相手紹介サービスなど）
訪問購入

8日間

連鎖販売取引
（マルチ商法）

20日間

業務提供誘引販売取引
（内職商法）

20日間

一人で悩まず、相談を
全国の消費生活センターなどへの相談

を見ると、未成年者と比べて20歳代の相談
件数は多く、契約金額も高額です。悪質業
者は、多くの若者が成年に達するのを待っ

ています。

トラブルに巻き込まれたかもしれないと
思ったら、一人で悩まず、あきらめずに消
費生活センターに相談してください。消費
生活センターでは話を聞いて、解決方法を
一緒に考えます。また、相談することで悪

質業者の被害が拡大することを防ぐこと
にもつながります。ぜひ、気軽にご相談く
ださい。
若者を悪質業者から守るためには、周
りの大人たちのサポートが重要です。日
頃から自分自身が注意
するとともに、ぜひ若者
の消費者トラブルにも
関心を持ってください。

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/24 16:37:38
2022/02/24 16:37:51
loyal_X4_CS5.5_CC

（9）

ピックアップ

令和 4 年 3 月 5 日号

区役所の代表電話

☎03ー3264ー2111

千代田区消費生活センターとは

消費生活全般に関わる相談窓口で、消費者教育・啓発活動を行い消費者の皆さんが安心・
安全な生活を送るためのお手伝いをしています。

気軽に
ご相談ください!

消費生活相談
商品購入やサービスを利用したときの販
売方法・契約・品質・価格などに関する、

相 談の流れ

消費者と事業者間のトラブルについて相談
を受けています。専門の資格を持った消費
生活相談員が対応します。

❶
● 相談

・相談は無料です
・契約者本人が相談してください
・事前に契約関係の書類などをできるだけ
そろえてください
・はじめに個人属性
（氏名、住所、電話番号
など）をお聞きします
・区内在住・在勤・在学者が対象です
・Eメールでの相談は受け付けていません
※相談員の指名や変更はできません

（土曜・日曜・祝日、
時間 9時〜16時30分
年末年始〈12/29〜1/3〉を除く）
場所 千代田会館8階（九段南1-6-17）
電話番号 ☎03-5211-4314

❷
● 助言、
あっせん交渉、
情報提供

中立公平な立場で、解決方法を一緒
に考え、事業者に対しどのように交渉し
たらよいかなどを助言します。必要に応
じて、より適した相談先や専門機関をご
案内します。
消費生活センターは
「解決のお手伝い
をする」機関です。そのため、原則は消
費者の自主交渉となりますが、販売方
法に問題がある場合や高齢などで自身
での交渉が難しい場合は、消費生活セ
ンターが消費者と事業者の間に入って
話し合いや交渉を行います。

消費者教育・啓発活動
■ 消費者講座

■ くらしの広場

毎日のくらしに役立つ題材をテーマにした消費者講座を開催していま
す。昨年は、小学生向けの親子講座や、くらしの広場の一環としてナチュラ
ル素材の掃除・アロマスプレー作りの講座を行いました。

毎年、生活に役立つくらしの情報を発表する消費生活展
「くらしの広場」
を開催しています。例年区民ホールで開催していますが、新型コロナウイル
スの影響により、昨年は冊子の発行により行いました。そのほか、パネル展
示、消費者講座、キッくんパンの販売も行いました。

■ 出前講座

■ 消費者だより

消費生活相談員が直接区内
の学校や施設に出向き、よく
ある消費者トラブルや未然防
止をテーマに話します。対面の
ほか、リモートでの講座も行っ
ています。

消 費 生 活に関するタイム
リーな話題を広報千代田
（毎
月5日号）に掲載しています。

キッくん

キッくんは、平成22年に
「千代
田学」の提案制度を活用し、御茶
の水美術専門学校の学生の皆さ
んにより制作されました。
「きく」
という行動の象徴である
「耳」を
モチーフにしています。

■ 啓発資料

一般消費者向け
と学生向けのパン
フレットを発行し
ています。

■ イベントやグッズに登場
くらしの広場などのイ
ベントに出演したり、パ
ンフレットやイラスト入り
のPRグッズに登場するな
ど、消費生活センターの
周知に貢献しています。

■ 動画にも出演中

Yo uTu b e の 千 代 田 区 公 式
チャンネルに、
キッくんが登場
する啓発動画を
投稿しています。

■ 消費者教育推進大使

令和3年4月1日より消費者庁から委嘱を受け、
「消
費者教育推進大使」として千代田区の消費者教育・
啓発を推進するために活躍しています。

問合せ
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消費生活センター（千代田会館8階） 相談専用 ☎03-5211-4314 講座・イベント・啓発などの問合せ
相談受付時間 9時〜16時30分（土曜・日曜・祝日、年末年始〈12/29〜1/3〉
を除く）

☎03-5211-4179

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/24 16:37:38
2022/02/24 16:37:51
loyal_X4_CS5.5_CC

千代田区コールセンター

九段カレッジ＆Café

生活ほっとライン

☎ 03ー3264ー3910

VOL.22

時 3月18日
（金）
18時30分〜19時30分
場 神田珈琲園
（鍛冶町2-13-12）
定 10名程度
（申込順）

内 コーヒーの香りの中でカードゲー

ム
（もしバナゲーム）
をしながら、みん
なで将来のことを考える
費 コーヒー代
申 3月17日
（木）
までに二次元コードか
ら申し込み
問 九段坂病院地域医療連
携部・高橋、岩楯
☎03-3262-9316

暮らしのほけん室

令和 4 年 3 月 5 日号（10）

九段坂

共同参画センター
男 女ミ ュ ウ

時 3月26日
（土）
10時〜12時（当日直接

会場へ／出入り自由）
場 かがやきプラザ1階ひだまりホール
（九段南1-6-10）
定 15名程度
内 看護師、保健師、助産師、歯科医師、
薬剤師への相談会。処方された薬や介
護、子育てのことなど自由に相談でき
る。専門職によるミニ講座も開催予定
3月のミニ講座テーマ 「暖かくなり
始めの今食中毒に気をつけよう」
問 九段坂病院地域医療連携部・高橋
☎03-3262-9316

のお知らせ

MIW相談室
夫婦やパートナー、家族との関係、人間関係、ワークライフバランス、
働き方、ハラスメント、DV、性暴力、犯罪被害、LGBTs
（性自認／心の
性・性的指向／好きになる性）に関することなど、困っていることがあっ
たら、一人で悩まずご相談ください。
時 ＝下表 ※毎月20日号の広報千代田に翌月の相談日を掲載
場 MIW
（区役所10階）
他 託児サービス・手話通訳・要約筆記あり
（いずれも2週間前要予約／詳し
くは問合せ先へ）
問 男女共同参画センターMIW☎03-5211-4316
（予約専用電話）

清水谷公園で花を植えましょう
時 3月26日
（土）
10時〜11時
（小雨決行／当日直接会場へ）

①一般相談

場 清水谷公園
（紀尾井町2-1）

問 緑キャノピーズ＆平河・隼・紀尾井町環境整備協議会

②女性弁護士による
③LGBTs相談
法律相談

月曜・水曜・木曜・土曜＝
10時30分〜15時30分 第2火曜＝
相談日時
13時〜15時30分
火曜・金曜＝
16時30分〜20時30分

戸田☎090-4128-6933

きれいに整備され
た清水谷公園で久
しぶりに春の花植
えをしましょう！

第2・4木曜＝
16時30分〜
19時30分

相談時間

1回50分

1回30分

1回50分

相談方法

初回相談は電話
2回目以降面接

電話または面接
（1回限り）

電話または
面接

※4月から一般相談に月曜が加わります。また水曜の相談時間が昼に変
わります
※②は女性のみ※①③は1回限り匿名での相談も可

プレゼント
ン
ー
ペ
ン
キャ

姉妹都

嬬恋村

▲愛妻の丘

区は姉妹都市である群馬県嬬恋村・秋田県五城目町とこれま
でさまざまな連携事業を行ってきましたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、交流事業の中止が続いています。
そこで、今年度は姉妹都市のことを学び、クイ
ズやアンケートに答えて、抽選で姉妹都市の特産
品が当たるキャンペーンを行います。クイズ・ア
ンケート内容など詳しくは区のHPをご覧ください。

市の魅

力発見！

愛妻家の聖地とも言わ
れる
「嬬恋村」
は群馬県の
西側に位置します。夏の
冷涼な気候を活かした高
原野菜の栽培が盛んで、
夏秋キャベツの出荷量は
日本一！温泉の源泉も豊富
で、オールシーズン豊か
な自然に囲まれ、四季を通
じて
「妻との時間をつくる」
ためにぴったりの場所です。

景品

五城目町

▲福禄寿酒造

景品
「高原生まれだからこそ、
お い し い」
嬬恋の名を背
負って立つ極みの味わいを
お楽しみください。

▲嬬恋村のブランド米「嬬恋米」

嬬恋村地域おこし
協力隊の坂田さん

▲だまこ鍋

室町時代から500年以
上の歴史が息づく朝市の
町
「五城目町」
は秋田県の
中央部に位置し、古くか
ら流通の拠点として栄え
てきました。写真の福禄
寿酒造は地域の湧水を仕
込み水にし、地元産の酒
米を使っています。中で
も
「一白水成」
は若い世代
にも人気の逸品です。
「だまこ鍋」
は、きりたんぽの
元 祖ともい わ れ、五 城目の
人々が長く愛し親しんできた
伝統の味です。
景品のだまこ鍋を
製造している坂谷
市右衛門商店の坂
谷さん夫妻

時 3月1日
（火）
〜18日
（金） 対 区内在住者

申 3月18日
（金）
（消印有効）
までにハガキ（11面記入例参照／クイズ・アンケートの回答も記入）で各自治体へ
応募先 嬬恋村＝〒377-1524 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原710-136嬬恋村観光商工課、五城目町＝〒018-1792秋田県五城目町西磯ノ目1-1-1五城目町まちづくり課
※1人1回限り
問 商工観光課観光・地方連携係☎03-5211-4350

ひ まつ

※広報千代田では区民の皆さんの表情をご紹介するため、飛沫防止に努めたうえで、マスク無しの写真も撮影・掲載させていただいています
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令和 4 年 3 月 5 日号

区のボランティア活動を応援
2022年度地域福祉活動提案事業助成
金〜新規団体募集
高齢者、子育て、障害者を対象とし
た区の福祉に貢献するボランティア・
市民活動に対して、審査のうえ経費の
一部を助成します。
対 次のすべてを満たす団体
・区内に活動拠点がある
・区内在住者を含む3名以上
・政治、宗教、営利を目的としない
（事業）
あたり上限10万円
助成額 1団体
申 3月31日
（木）
（必着）
までに所定の申
込書（問合せ先で配布）
を郵送またはE
メール
（記入例参照）
で問合せ先へ
2022年度ボランティア保険の加入・更
新のご案内
ちよだ ボ ランティアセンターは
の加入・
「2022年度ボランティア保険」

更新手続きを3月15日
（火）
から受け付
けます。現在、保険に加入している方
（木）
で補償期間が終了します。
も3月31日
4月1日
（金）以降も活動を継続する
方は、更新手続きが必要です。加入方
法など詳しくはお問い合わせください。
※ボランティア保険については、東京
福祉企画のHPを参照
※令和4年度より、専用
の払込用紙を使用してゆ
う ち ょ 銀 行 窓 口、 ATM
で振り込みをする際は、手数料が必要
いずれも
問 社会福祉協議会地域支援課ボラン
ティア係
☎03-6265-6522 FAX03-3265-1902
volunteer＠chiyoda-cosw.jp
〒102-0074 九段南1-6-10かがやきプ
ラザ4階

まちかどアート

区役所の代表電話

申し込みの記入例

■注意事項
・往復ハガキの場合は、返信側にも住所、氏名を記入
・Eメールの場合は、件名に催しなどの名称を記入
申し込み先からメールを受信できるように設定を
・消せるペンは使用不可
■託児サービスを希望する方へ（本文中に記載がある
場合のみ）

①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）

・子どもの氏名（ふりがな）、生年月日も記入
■在勤・在学の方へ
・勤務先（学校名）とその所在地、電話番号も記入
■応募時の個人情報について
厳重に管理し、当該催しなどの開催のためだけに利
用します
（区以外が主催のものは、このように取り扱

④年齢（学年）
⑤電話番号

うように主催者へ要請しています）。

問 文化振興課文化振興係

定 30名
（先着順）

内 太平洋戦争末期、東京下町の少女
が東京大空襲の体験をとおして厳しい
生活を生き抜く映画
いずれも
場 区民ホール
（区役所1階）
問 国際平和・男女平等人権課国際平和
担当☎03-5211-4165

☎03-5211-3628

春の平和イベント
■東京大空襲展〜戦時下の人々の暮ら
し〜
時 3月7日
（月）
〜11日（金）
9時〜17時
（7日は13時〜、11日は〜12時）
内 空襲直後の人々の暮らしや東京の
町並み・風景などの写真と、戦時下の
資料を展示
■映画上映会「ガラスのうさぎ」
時 3月11日
（金）
13時30分〜
（当日直接
会場へ／開場13時）

時 3月14日
（月）

（金）9時
〜18日
（14日は
〜17時
12 時 〜、 18 日
は〜12時／当日直接会場へ）
場 区民ホール
（区役所1階）
内 アーツ千代田3331で開催している
「3331絵画クラブ」の受講生の絵画作
品を展示

☎ 03ー3264ー2111

ちよだ猫まつり2022

〜人も猫も笑顔のチャリティイベント〜
「人・動物 かけがえのない命」
区は、
（一財）
ちよだニャンとなる会と一緒に、チャリティイベント「ちよだ猫まつり2022」
を開催します。イベント収益は、飼い主のいない猫のための医療費などに活用されます。
時 3月19日
（土）
11時〜18時・20日
（日）
10時〜17時

場 区民ホール
（区役所1階）

問（一財）
ちよだニャンとなる会
（ちよだ猫まつり実行委員会）

☎070-8957-5840
info＠chiyoda-nekofes.jp、
千代田保健所地域保健課動物愛護担当☎03-6256-8177

両日開催のイベント

ニャンダフルマーケット
猫にちなんだグッズを
販売します。

保護猫オンライン譲渡会
新しい家族を待っている猫たちをYouTubeで紹介
します。
当日会場では、
申し込みや相談を受け付けます。

19日
（土）
のイベント
11時
樋口区長とリラックマによる
テープカット

12時～12時40分
ちよだ猫まつりにワンちゃん
がやってくる！

11時10分～11時40分

11時

人にも動物にもやさしい街が
いい
樋口高顕区長×（一財）ちよ
だニャンとなる会 対談

12時

15時30分～16時

16時15分～17時
キャットリボン運動〜
乳がんで苦しむ猫をゼロに
する
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対 ＝対象

定 ＝定員

11時30分～12時
ハープミニ演奏会
出演 高山聖子氏
（ハープ）

14時～14時40分
14時

15時

内 ＝内容

師 ＝講師

猫の病気を防ぐ、猫との暮ら
し

猫のクラシックコンサート
出演 根井まり氏
（ヴァイオリ
ン）、田中健氏
（ピアノ）

16時

17時

千代田モデルを語る
出演 （一財）ちよだニャンと
なる会

13時～13時40分

13時10分～13時40分

リラックマ撮影会②

場 ＝会場

10時30分～11時

13時

14時30分～15時

時 ＝日時

20日
（日）
のイベント

10時

リラックマ撮影会①
チャリティミニライブ
出演 近藤研二氏

■新型コロナウイルス感染症対策について
・入館の際は手指を消毒してください
・会場内では常にマスクを着用してください
・感染状況により中止・延期の場合あり
・来場者数により入場制限を行う場合あり
・発熱がある方や体調のすぐれない方は来場を控えてください

16時～16時30分
猫落語
猫をモチーフにした落語
出演 春風亭百栄師匠

費 ＝費用・料金
（記載のない場合は無料）

締 ＝締切り

申 ＝申込方法

15時～15時40分
ドクター・石田の熱血授業
ウィルス最前線

皆さんのご来
場 をお 待 ちし
ています！

問 ＝問合せ

他 ＝その他

HP＝ホームページ

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/22 17:32:50
2022/02/22 17:33:03
loyal_X4_CS5.5_CC

千代田区コールセンター

☎ 03ー3264ー3910

生活ほっとライン

令和 4 年 3 月 5 日号（12）

さくらイベント情報
「千代田さくら2022ガイドMAP」
発行

秋葉原さくらまつり2022

時 3月中旬発行

配布場所 東京メトロ・都営地下鉄各駅、東京中央郵便局、東京観光情報
（九段南1-6センター
（区内5か所）、区役所、出張所、千代田区観光協会
17）
（予定）
内 千代田 花の道MAPやさくらのスポット情報、さくらの見どころ、お
店ガイドなどを掲載
問 千代田観光まちづくり実行委員会
（商工業連合会内）☎03-5244-5135

時 3月18日
（金）
〜31日
（木）

場 秋葉原商店街振興組合
「秋葉原さくらまつり2022」
参加店
（参加店は短
冊ポスターを掲示）
内「秋葉原さくらまつり2022」
参加店で2,000円以上お買い物をした方に
※無くなり次第終了
除菌ウェットティッシュを進呈
（5,000名／先着順）
問 秋葉原商店街振興組合事務局☎03-3257-0573

さくらクルーズのご案内
おうぎばしこうもん

コース① 扇橋閘門-水のエレベーター体験＆小名木川桜クルーズ

コース③ 夜桜ミステリー＆隅田川ライトアップクルーズ

（秋葉原-和泉橋防災船着場発着）
“東京のパナマ運河”とスカイツリー
桜景色が楽しめます。
時 3月26日
（土）
・27日
（日）
・30日
（水）
、
4月2日
（土）
10時〜11時30分

（秋葉原-和泉橋防災船着場発着）
どこへ行くかはお楽しみ！ライトアップされた夜桜名所へ
ご案内します。
時 3月26日
（土）
・27日
（日）
・28日
（月）18時〜19時30分

コース② 桜の神田川渓谷＆江戸城石垣観覧クルーズ
（秋葉原-和泉橋防災船着場発着）
神田川の桜景色＆江戸城石垣へご案内します。
時 3月26日
（土）
・27日
（日）
・30日
（水）
、4月2日（土）
12時〜13時30分

費 大人3,980円、子供2,980円

申 各日3日前までに電話またはEメールで問合せ先へ
問 WAmazing
（株）

いずれも

対 小学生以上※未就学児の参加はできません

定 各便35名
（申込順／最少催行人数25名）

support@wamazing.zendesk.com☎050-3612-7774
（平日10時〜18時）

今年も千代田に桜の季節がやってきます。
自慢の桜をまずは写真でお楽しみください。
また、区内でも多くのイベントなどが開催
されます。桜関連イベントへお出かけの際は、
感染症対策にもご注意ください。
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生活ほっとライン

令和 4 年 3 月 5 日号

申請を受理できない場合 次のいずれ
かに該当する場合は、申請を受理でき
ません。
・受講者が区内在住者ではない
・バウチャー対象講座ではない
・受講期間が年度内ではない
・申請期間を過ぎている
問 九段生涯学習館
（九段
南1-5-10）
☎03-3234-2841

講座・講習会バウチャー制度

みんな元気で歩こう会

令和3年度の申請は3月
16日
（水）20時まで
講 座・講 習 会 バ ウ
チャー制度は、区内の
大学やカルチャーセン
ターなどで講座や講習
会を受講した場合に、受講料の一部を
補助する制度です。
申請がお済みでない方は、早めに申
請してください。また、申請がお済み
の方も、受講証明書兼確認書と補助金
請求書の提出が必要です。
手続き方法など詳しくは、申請ガイ
ドブック
（問合せ先などで配布）
または
問合せ先のHPをご覧ください。
対 区内在住者
（木）
〜令和4年
対象受講期間 4月1日
3月31日
（木）
（年間1万円
補助額 受講料の2分の1
まで／1,000円未満の端数は切り捨て）
申 3月16日
（水）
20時
（必着）
受講証明書兼確認書・補助金請求書提
（金）
20時
（必着）
出の締切日 4月15日

時 4月3日
（日）
10時〜（受け付け9時〜

／当日直接会場へ）
場 区役所前
（集合）
→市ヶ谷→四ツ谷
→紀伊国坂→赤坂見附→弁慶橋→清水
谷公園（解散）
対 区内在住・在勤者
（幼児は保護者同
伴）
問 千代田区ラジオ体操会連盟・松島
☎090-1545-1686

区役所の代表電話

問（都）
生活文化局文事業課

☎ 03ー3264ー2111

や、ネジ留めが不要な対策器具（つっ
ぱり棒、ストッパー式留め具など）を
組み合わせて固定する方法などがあり
ます。
また、避難通路や出入り口付近に転
倒、移動しやすい家具を置かないなど
レイアウトを工夫することも対策のひ
とつです。東日本大震災から今年で
11年。あの震災を教訓に、いざとい
う時、自分の身を守る家具転対策をし
ましょう。
問 丸の内消防署☎03-3215-0119、
麹町消防署☎03-3264-0119、
神田消防署☎03-3257-0119

☎03-5388-3141

家具転対策をしよう
「家具転対策」とは、
「家具類の転倒・
落下・移動防止対策」
の略称です。過去
の地震によりケガをした方の約30〜
50％が家具類によるものです。また、
ケガ以外にも火災の危険性もあり、転
倒した家具などが避難通路をふさいで
しまうこともあります。
家具転対策としては、L型金具やベ
ルトで家具と壁をネジ留めする方法

図 書 館 の 催し
日比谷図書文化館 図書フロア企画展示
「千代田文人物語〜町名由来板が導く文化の系譜〜」

3月10日東京都平和の日

時 3月22日
（火）
〜7月15日（金）
（当日直接会場

都は3月10日を
「東京都平和の日」
と
定めています。昭和20年のこの日の
未明、大空襲により一夜にして10万
人ともいわれる尊い命が失われました。
この日を忘れることなく、先の大戦
で亡くなられた方々を追悼するととも
に、世界の恒久平和を願
い、1分間の黙とうを捧
げましょう。
時 3月10日
（木）
14時から
約1分間（当日は二次元コード参照）

へ）
休館日 4月18日、5月16日、6月20日いずれ
も月曜
場 日比谷図書文化館2階パープルゾーン（日比
谷公園1-4）
内 明治から昭和にかけて千代田のまちで暮ら
した文豪や、現在区内に設置されている「町名由来板」の執筆を
手がけた作家など、区にゆかりの“文人”についての特集
問 日比谷図書文化館☎03-3502-3340

区内在住者限定 第5回文化芸術鑑賞チケット販売
申 3月28日
（月）
（必着）
までにハガキまたはEメール（右の記入例
（1）
〜
（6）
を

すべて記入）
で申し込み
※応募多数の場合は抽選
・当選者にのみ4月上旬
（予定）
に当選通知を発送
・当選者は、当選通知と本人確認書類を持って、通知に記載のチケット交換期
間内に九段生涯学習館
（九段南1-5-10）
で代金を支払い、チケットを受け取る
申し込みの注意事項
・ハガキ・Eメール1通につき1公演2枚まで申し込み可
（公演番号9、10のみ
4枚まで可）
・公演番号9、10は、全員分の年齢を記入
（小学生以下は割り引きのため）
・同一番号の公演を複数申し込んだ場合は1通のみ有効
・申し込み後の内容変更不可
・申し込み枚数の記入がない場合は1枚

・座席の選択不可（全席指定）
当選後の注意事項
・当選後の辞退不可
・チケット受け取り後の返金不可
（公演
内容が変更の場合でも返金不可）
・チケットの再発行不可
・当選通知は当選者本人のみ有効
※感染状況により変更・中止の場合あり。
詳しくは各公演のHP参照
問 文化振興課文化芸術鑑賞チケット販売
担当☎03-5211-3628
〒102-8688九段南1-2-1
bunkashinkou＠city.chiyoda.lg.jp

記入例
文化芸術鑑賞チケット
販売に応募します
（1）
公演番号 ₁公演名○○○
枚数 2枚
（2）
住所 〒123-4567
（3）
○○町1-2-3
（4）
氏名
千代田太郎
ふりがな
（ちよだ たろう）
電話 03-1234-5678
（5）
（6）
年齢 56歳

第5回文化芸術鑑賞チケット販売
公演
番号

日時

開演時間

1

5月12日（木）

18時

2

5月14日（土）

13時

3

5月15日（日）

13時

4

5月17日（火） 13時30分

5

東京宝塚劇場S席各日20枚
4,700円
（定価9,500円）
5月26日（木） 18時30分

雪組公演 大江戸スクランブル「夢介千両みやげ」原作／山手樹一郎「夢介千
両みやげ」
、ショー・スプレンディッド「Sensational！」
出演 彩風咲奈、朝月希和ほか

6

6月12日（日） 14時30分 国立劇場1等席40枚2,200円
（定価4,500円）

6月歌舞伎鑑賞教室「解説 歌舞伎のみかた」／名作の上演

7

6月25日（土）

13時

シアタークリエ指定席20枚
6,000円
（定価12,000円）

ミュージカル
「CROSS ROAD〜悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ〜」
出演 中川晃教、相葉裕樹／水江建太
（Wキャスト）
、早川聖来
（乃木坂46）
、
青野紗穂、畠中洋、山寺宏一／戸井勝海
（Wキャスト）
、香寿たつきほか

8

7月22日（金）

19時

紀尾井ホールS席30枚
4,000円
（定価8,800円）

紀尾井ホール室内管弦楽団 第131回定期演奏会
出演 アントネッロ・マナコルダ（指揮）、池松宏（コントラバス）、
紀尾井ホール室内管弦楽団

9

7月24日（日）

15時

10

7月30日（土）

16時

東京国際フォーラム
（ホールC）
S席各日40枚
大人4,000円、子ども2,500円
（定価大人8,500円、子ど
も5,500円）※子どもは3歳以上小学6年生以下。3歳未
満は保護者のひざの上での観劇に限り無料

ブロードウェイミュージカル「ピーターパン」
出演 吉柳咲良、小西遼生ほか

時 ＝日時

場 ＝会場
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対 ＝対象

劇場名・席種・販売枚数・料金

公演名・出演者

日生劇場S席28枚
7,000円
（定価14,000円）

ミュージカル
「四月は君の嘘」
出演 小関裕太／木村逹成（Wキャスト）、生田絵梨花、唯月ふうか、
水田航生／寺西拓人（Wキャスト）ほか

国立演芸場指定席各日20枚
1,000円
（定価2,200円）

5月中席公演 落語協会真打昇進披露公演
出演 5/14＝春風亭ぴっかり☆改メ蝶花楼桃花ほか
5/15＝三遊亭美るく改メ三遊亭律歌ほか

定 ＝定員

内 ＝内容

師 ＝講師

費 ＝費用・料金
（記載のない場合は無料）

締 ＝締切り

申 ＝申込方法

問 ＝問合せ

他 ＝その他

HP＝ホームページ

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/22 17:32:50
2022/02/22 17:33:03
loyal_X4_CS5.5_CC

千代田区コールセンター

生活ほっとライン

☎ 03ー3264ー3910

令和 4 年 3 月 5 日号（14）

個人事業税の申告は
3月15日
（火）
までに
前年に事業主控除額を超える事業所
得などのある個人事業主は申告が必要
です。
申告期限 3月15日（火）
申告先 主たる事業所または事業所が
所在する区を所管する都税事務所
※所得税の確定申告や住民税の申告書
を提出した方は、申告不要
※事業を廃止した場合は、廃止の日か
（死亡による廃止の場合
ら1か月以内
に個人の事業税の申告
は4か月以内）
が必要
問 千代田都税事務所個人事業税班
☎03-3252-7144

ゲートボール講習会
時 4月9日〜5月7日の毎週土曜
（全5回）

9時30分〜
場 西神田公園
（西神田2-3-11）
対 区内在住・在勤者 定 20名
（申込順）
費 1,000円
（保険料を含む）
申 4月8日
（金）
までに電話またはファ
で問合せ先へ
クス（11面記入例参照）
問 千代田区ゲートボール協会・隠岐
☎03-3256-4186 FAX03-3256-4186

特別区民税・都民税
未納の方は早めの納付を
令和3年度の住民税
（特別区民税・都
民税）
第1期〜第4期分が未納の方に、督
促状や催告書などをお送りしています。
未納の方は、金融機関・郵便局、指
定のコンビニエンスストアなどで早め
に納めてください。なお、延滞金（★）
が発生している場合、納期限の翌日よ
り計算し、別途請求します。計算の方
法など詳しくは、区のHPをご覧くだ
さい。
★納期限までに納めた方との公平を保
つために税額に加算して徴収するもの
納付でお困りの際は必ず相談を
病気や事業の廃止など、やむを得な
い事情により住民税の納付が困難な方
は、早めにご相談ください。詳しい事
情を伺い、納付方法などの相談に応じ
ます。
相談なく納付がない場合には、納付
の意思がないと判断し、財産調査を進
め、差押えなどの滞納処
分を行うことがあります。
問 税務課特別整理係
☎03-5211-4194

弓道大会
時 4月17日
（日）
13時〜

場 スポーツセンター弓道場
（内神田2-1-8）
対 区内在住・在勤者

スポーツセンターの催し

費 500円

申 3月31日
（木）
までにEメール
（11面
記入例参照）
で所定の申込書を問合せ
先に請求
問 千代田区弓道連盟・高橋
☎080-5512-0369
2020Chiyoda.kyudo＠gmail.
com

次世代区相撲指導者講習会
時 4月〜令和5年3月の毎月第2土曜

（全12回）14時〜17時
場 ス ポ ー ツ センター相撲場
（内神田
2-1-8）
対 アマチュア相撲選手、
千代田区相撲連盟所属者
または所属希望者
申 3月31日
（木）
までにHP、Eメール
（11
面記入例参照）
または直接問合せ先へ
問 千代田区相撲連盟事務局・荒木
（ス
ポーツセンター内）
☎050-5307-9080
chiyoda.sumo＠gmail.com

■はじめてのバレエエクササイズ
時 4月3日〜5月22日の毎週日曜
（全8回）14時〜15時 定 9名
（抽選）
費 区内在住者4,000円、その他の方5,000円／すぽすたちよだクラブの
区内在住者2,800円、その他の方3,200円
締 3月18日
（金）
（必着）
■卓球教室1期
時 4月4日〜5月9日の毎週月曜
（4/18を除く全5回）
①入門・初心者クラ
ス10時〜12時②中級者クラス13時〜15時
対 ①初めてラケットを持つ方から基本技術を学びたい経験者②フォ
ア・バック・ツッツキのラリーが50本以上できる経験者
定 各8名
（抽選） 費 7,500円
締 3月23日
（水）
（必着）
■エアロビクス
時 4月13日〜6月8日の毎週水曜
（5/4を除く全8回）10時〜11時
※新型コロナウイルス感染防止策として実施時間を短縮して開催
定 15名
（抽選） 費 2,000円
締 3月23日
（水）
（必着）
いずれも
場 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
対 15歳以上の方
（中学生を除く）
申 往復はがき
（1人1枚／11面記入例参照／性別も記入）
で問合せ先へ
問 スポーツセンター☎03-3256-8444
〒101-0047内神田2-1-8

自動車・オートバイ・軽自動車を
お持ちの方へ
自動車税・軽自動車税は、4月1日（金）時点の所有者（割賦販売の場合は
使用者）
に課税されます。譲渡、廃車、定置場の変更、名義人の住所変更
などがあった場合は各問合せ先で手続きをしてください。手続きをして
いないと、所有していないのに課税される場合があります。
■自動車、オートバイ
（125cc超）
問 東京運輸支局
（品川区東大井1-12-17）☎050-5540-2030
■軽自動車（排気量660cc以下の四輪車、三輪車）
問 軽自動車検査協会東京主管事務所
（港区港南3-3-7）
☎050-3816-3100
■オートバイ（125cc以下）
、小型特殊自動車
問 税務課納税促進係☎03-5211-4193

新型コロナウイルス感染症の相談窓口
症状のある方

予防・検査・医療に関すること

かかりつけ医等

一般相談窓口
（コールセンター）
■厚生労働省電話相談窓口
■千代田区電話相談窓口（コールセンター） （コールセンター）

かかりつけ医等、地域の身近な医療
機関にお電話ください。

☎03-5211-4111
（平日８時30分〜17時）

受診相談窓口

■東京都新型コロナコールセンター

かかりつけ医がいないなど、受診する
医療機関に迷う方

■東京都発熱相談センター

☎03-5320-4592、
☎03-6258-5780（いずれも24時間365日）

0120-565653

（毎日9時〜21時）

☎0570-550571（多言語・ナビダイヤル） ■外国人旅行者向け（観光庁）
FAX03-5388-1396
（聴覚障害がある方など） ☎050-3816-2787
（24時間365日）

（毎日9時〜22時）

ワクチンについて

■千代田区新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

☎03-5211-4114

（平日9時〜17時）

■厚生労働省新型コロナウイルス
ワクチンコールセンター

0120-761-770

（毎日9時〜21時）

広告

3月15日

4月5日

4月19日

5月17日
03-6362-6715

☆広報千代田では有料広告の掲載を募集しています。広告掲載希望は広報広聴課へ。☎ 03-5211-4175 ☆
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（15）

ピックアップ

令和 4 年 3 月 5 日号

千代田区公式
YouTube
チャンネル

区役所の代表電話

☎ 03ー3264ー2111

千代田ふしぎ発見！

「神保町古書店街探訪」
神田神保町古書店街には、神保

千代田ふしぎ発見！

町の名前の由来や神保町に古書店
が多い理由など、知っているようで
知らないふしぎがいろいろあります。
神保町で古くから開業し、小説家
の司馬遼太郎氏ともゆかりの深い
「高山本店」
と古地図を専門に取り
扱っている
「秦川堂書店」
に突撃取
材をしてお話をうかがいました。

あらぶんちょでも放映
3月7日（月）〜4月3日
（日）
放送分

神田神保町
古書店街探訪

1月から千代田区公式YouTube
チャンネルとあらぶんちょで毎月
新番組をお届けしています。
「つな
がる」をテーマとした「わがまち千
代田」
と、区内のふしぎに迫る
「千
代田ふしぎ発見！」
を交互に放送
しているので、ぜひご覧ください。

番組クイズでプレゼント！

“区が誕生した年”の
貴重な区内地図
秦川堂書店からいただいた千代田区が誕生した昭和22年発
行の区内地図を限定1名様にプレゼントします。
応募方法

神保町の町名は江戸時代、ここに旗本の○○長治の

広大な屋敷があったからと言われています。番組をヒントに○○
に入る文字を記入のうえ、3月31日
（木）
（必着）
までにハガキま
たはEメール（11面記入例参照）で、ご応募ください。
千代田ふしぎ発見！

神田神保町
古書店街探訪

※当選者のみ、4月上旬にお知らせします
問合せ・申し込み

広報広聴課映像広報担当☎03-5211-4174

〒102-8688 九段南1-2-1

press@city.chiyoda.tokyo.jp

千代田区公式
YouTube
チャンネルは
こちらから

〜3月17日
（木）
〜21日
（月・祝）
には神田神保町古書店街で神田古本まつりを開催します〜

第61回東京名物 神田古本まつり
世界最大の古書店街で神保町の総力を挙げて大量の古書
が販売される
「青空掘り出し市☆ワゴンセール」
を開催します。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により2年連続で
中止でしたが、今回は時期を3月に変更し、感染対策を万
全にしての開催です
時 3月17日
（木）
〜21日
（月・祝）10時〜18時
（21日は17時ま

で／雨天中止）
場 神田神保町古書店街
（駿河台下交差点三省堂書店付近〜

専大前交差点の靖国通り南側）
、岩波ビル前広場
問 神田古書店連盟☎03-3293-0161
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こんなに魅力的なまちは
他にはありません！
「古本ま
つりをきっかけに区内のさま
ざまな所にお出かけくださ
い。
」
と言える世の中に早く
なることを願っています。
神田古書店連盟会長の伊藤さん（魚山堂書店）

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2022/02/21 14:07:03
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千代田区コールセンター

特集

☎ 03ー3264ー3910

令和 4 年 3 月 5 日号（16）

「地味にすごい、
「地味にすごい、福井」
福井」の魅力
の魅力

もっと
あります !
受け継がれる
たくみ

匠の技

世界に誇る技術
優れたものづくりのまちでもある福井。世界・国内シェアが上位の製品や、
オンリーワンの技術を持つ企業が数多くあります。

フレーム生産
1500年の伝統があり、繊細
は国内シェア
優雅な肌合いと種類の豊富
9 割 以 上。
「め
が ね の 聖 地」 さが魅力の越前和紙。その
技法は紙幣の
「すかし」
にも
として有名

江戸時代からその技法が大切に守られてきた
わか さ ぬり
わん
美しい若狭塗。箸や碗などの日用品も多数

豊かな自然を

感じる

景勝地 の 数々
▲福井の観光情
報はこちらから

のんびり

くつろぐ

「福井の魅力」
満載のロゴ

千代田区公式
YouTube チャンネルで｜配信中｜

日本海に面し、豊かな自然に恵まれた福井には
有名な景勝地が数多くあります。

波に荒々しく削られ
た岩肌の柱状 節理
（柱状の割れ目）
が約
とう じん ぼう
1キロも続く東尋坊

恐竜やカニなど

常磐橋と福井の
お

い

美味しいつながり

水の色が四季折々
に変化をみせ、
「五
色の湖」
ともいわ
み かた ご こ
れる三方五湖

名湯 で 癒しのひととき
長歩きで疲れたらまずは温泉。露天風呂や足湯、目の前に
広がる大自然に身も心もととのいます。

関西の奥座敷とも呼ばれるあわら温泉。総ひの
き造りの芦湯
（足場）
や屋台村
「湯けむり横丁」
も
おすすめ

フクイラプトル

越前温泉。日本海に沈む夕陽を眺めながら入る
露天風呂も魅力的

福井で見つかった恐竜たち
僕らの仲間を
復元姿でご紹介。
化石は国の天然記念物にも
指定されているジュラよ！

フクイベナートル

体 重は 25 ㎏ ほど、羽
毛があり雑食だったと
考えられています

▲福井県恐竜ブランドキャラクター
「ジュラチック」

▲表紙の恐竜をここから探そう！

福井市との共同制作。徳川慶喜
とともに幕末の幕政改革を担った
越前福井藩主、松平春嶽の江戸
上屋敷があった常盤橋地区の歴
史や福井の魅力をお届けします。

見つかった骨格は全長
4.2ｍ。大きな爪や走行
に適した長い脚をもつ
肉食恐竜です

フクイサウルス

全長約5ｍと推定される
草食恐竜。国産恐竜で初めて全身
骨格が復元されました

コシサウルス

「がっしり」
のフクイサウルスに比
べ、
「ほっそり」
した体つきの草食
恐竜。発見された化石は、子ども
であることが分かっています

フクイティタン

全長が10ｍと推定される草食恐竜。
りゅうきゃく る い
日本で最初に学名がついた竜脚類です
写真提供：福井県立恐竜博物館 模型制作：荒木一成

上にいない恐竜たちの答え（左上から右回りに）アロサウルスの全身骨格、ディノ二クスの全身骨格、
ティラノサウルスの全身骨格、フクイラプトルの全身骨格、
フクイラプトル、
ダイノベンチの恐竜博士（フクイラプトル）

福井県を満喫できましたか。恐竜、グルメ、温泉など、本当にいいところばかりですね。これからもさまざまな交流をしながら、末永く
友好をつないでいきましょう。私も恐竜ファンなので、福井県にはずっと熱い視線を向けていました。新しく開通する新幹線に乗って、恐
竜に会いに行きたいです。
（宮越）
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