
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）
・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
扱うように主催者へ要請しています）。

①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話番号

法律相談（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

相続、婚姻関係、借地・借家など（弁護士が応対）
4（水）・6(金)・11(水)・13(金)・18(水)・25(水)・27(金)13時～15時45分

区民相談室（区役所２階） 区民相談室
☎5211-4176

税務相談 確定申告、相続・贈与税など　 12(木)・26(木)

13時～15時30分
（先着順）
（受け付け12時30
分～15時）

不動産相談 地代・家賃、賃貸、売買など　 5(木)・19(木)

土地家屋調査士相談 土地・建物の調査、不動産登記など　 19(木)

司法書士相談 遺言、相続、登記、借地･借家など　 12(木)

行政書士相談 相続、許認可手続き、外国人ビザなど　 3(火)・17(火)

社会保険・労務相談 社会保険、労働条件、仕事の悩みなど　 10(火)

行政相談 国政などへの苦情・要望など　 10(火)

一般相談 区政への問い合わせや日常生活のことなど　 平日8時30分～17時

消費生活相談 商品の購入・契約など消費生活で困っていること（消費生活相談員が応対）　 平日9時30分～16時
消費生活センター

（区役所2階） 消費生活センター
☎5211-4314

多重債務110番 2（月）・3（火）9時30分～16時（東京都連携事業）

若者のトラブル110番 9（月）・10（火）9時30分～16時（東京都連携事業）

多重債務相談（予約制） 債務整理、整理後の生活など（弁護士が応対）　 26（木）13時～15時45分（受け付けは15時15分まで） 区民相談室（区役所2階）

経営相談（予約制） 中小企業者
起業予定者

中小企業経営に関するさまざまな経営課題や創業に関することなど（中小企業診断士が応対）。出張相
談も可能　 平日9時～17時 経営相談室（区役所2階） 商工観光課商工融資係

☎5211-4344

M
ミ ュ ウ

IW相談室
（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

夫婦やパートナー・家族関係、子育て、人間関係、働き方、ハラスメント、DV、性に関すること、性暴力、
犯罪被害などの悩み（託児サービスあり〈有料・要予約〉／＊は英語での相談も可能）
※DVで緊急を要する場合は、生活支援課（区役所3階☎5211-4126）へ
10時30分～15時30分=4（水）・6(金）＊・7（土）・12（木）・14（土）＊・18（水）・21（土）・26（木）・

28（土）＊、16時30分～20時30分=3（火）・5(木)・10（火）・11（水）・13（金）＊・17（火）・19（木）・24
（火）・25（水）・27（金）＊・31（火）

MIW相談室
（区役所10階）

MIW相談室
☎5211-4316

（予約専用電話／話し中の場合
☎5211-8845）

女性弁護士の法律相談（女性限定）　 10（火）13時～15時30分
人権身の上相談

（予約制） 区内在住・
在勤・在学者

人権の侵害や身の上の心配ごと（人権擁護委員が応対／相談日前日17時までに要予約）
10（火）13時～15時 区民相談室（区役所2階） 国際平和・男女平等人権課男

女平等人権係☎5211-4166ＬＧＢＴｓ相談
（予約制）

性自認や性的指向に関する悩み。家族などの相談も受け付け（ＬＧＢＴｓの相談支援経験が豊かな相談
員が応対）　 12(木)16時30分～19時30分

MIW相談室
（区役所10階）

女性・ひとり親
家庭相談 区内在住者

女性のさまざまな悩み、女性・母子が配偶者などから受けているDV、ひとり親家庭の生活全般（子育
て、就労など／いずれも婦人相談員が応対し必要な場合は緊急避難などの保護、公的制度や貸付金の
案内など自立に向けた支援を実施）　 平日8時30分～17時

生活支援課生活支援係
（区役所３階）

生活支援課生活支援係
☎5211-4126

保健福祉
オンブズパーソン
相談（予約制）

区内在住者
★

保健福祉サービス全般への相談・苦情（郵送での相談も受け付け可。郵送の場合は、福祉総務課保健福祉オ
ンブズパーソン事務局〒102-8688九段南1-2-1）　 10（火）小嶋珠美氏（社会福祉士／主に高齢者・障害
者関係）、25（水）佐藤まゆみ氏（淑徳大学短期大学部准教授／主に子育て保育関係）いずれも14時～16時

区役所会議室 福祉総務課厚生係
☎5211-4211

福祉専門法律相談
（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

★

福祉や成年後見制度、消費者被害に関する悩み、相続や遺言の相談（弁護士が応対／ちよだ成年後見セ
ンター職員も同席）　 12（木）石川氏（弁護士）、26（木）澄川氏（弁護士）いずれも14時～16時20分

ちよだ成年後見センター
（九段南1-6-10かがやき
プラザ4階）

ちよだ成年後見センター
☎6265-6521成年後見制度相談 成年後見制度の利用、後見活動の悩みや不安　 平日8時30分～17時

介護カウンセリング
（予約制）

区内在住者
★

介護によって生じるストレスに関すること（介護ストレス、高齢者虐待、ターミナル期の家族の心のケア、
死後の家族の心のケアなど／専門のカウンセラーが応対）

11（水）10時～13時、28（土）13時～16時

かがやきプラザ1階相談室
（九段南1-6-10）

かがやきプラザ研修センター
☎6265-6560

障害者就労相談室
（予約制）

区内在住者
★

障害のある方の就職活動や職業訓練のアドバイス、在職中で職業上の悩みなど（ジョブコーチ〈職場適
応援助者〉が応対／障害者手帳がなくても相談可）　 18（水）9時～16時

障害者就労支援センター
（区役所3階）

障害者就労支援センター
☎3264-2153
FAX3556-1223

くらしと仕事・家計
に関する相談 区内在住者 生活の悩みごとや心配ごとの解決方法を考える。家族や身近な方の相談も受け付け

平日8時30分～17時
生活支援課生活支援係

（区役所３階）
生活支援課生活支援係
☎5211-4126

3月の各種相談（無料／受付時間は終了の30分～1時間前） 日程が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。
★家族、介護などの事業者も相談可

名 称 対 象 相 談 内 容・相 談 日 時 問 合 せ相 談 場 所

3月1日（日）～7日（土）
春の火災予防運動週間

もう一度 確認 安心 火の用心
（令和元年度東京消防庁防火標語／作
者＝菅野珠加さん〈江戸川区在住〉）
　東京消防庁では3月１日（日）から3
月7日（土）までの春の火災予防運動週
間に、各消防署で各種イベントを実施
します。詳細については、お近くの消
防署にお問い合わせください。
1丸の内消防ふれあい広場
時2月28日（金）11時～15時（当日直
接会場へ）

場有楽町駅前広場（有楽町2-7-1先）
問丸の内消防署☎3215-0119
2神田消防署庁舎開放
時2月29日（土）9時～12時30分（当
日直接会場へ）
場神田消防署（外神田4-14-3）
問神田消防署☎3257-0119
3総務省コンサート
時3月6日（金）12時20分～50分（当
日直接会場へ）
場中央合同庁舎2号館アトリウム(霞
が関2-1-2)
問麹町消防署☎3264-0119

内幸町ホール文化団体活動支援事業
内幸町ホール文化祭
時3月9日（月）～15日（日）（当日直接
会場へ）
※出演団体と各団体の開演日時は問合
せ先のHP参照
時内幸町ホール（内幸町1-5-1）
定183名（先着順）
内区内を主な活動拠点としている文化
団体の活動成果発表会
問内幸町ホール管理事務所
☎3500-5578
https://www.uchisaiwai-hall.jp

春のさくら教室

■さくらに関するミニセミナー
時3月21日（土）10時30分～12時
場上智大学四谷キャンパス2号館414
教室（紀尾井町7-1）　定100名（申込順）
内1964年東京オリンピックから56
年。時代を語る樹木たちを追う
申締切日までに電話で問合せ先へ
問上智大学公開学習センター・岡田
☎3238-3552
■さくら花数調査
時3月21日（土）①13時15分～14時
45分②13時～14時30分
集合　①区民ホール（区役所1階）②上

智大学四谷キャンパス2号館（紀尾井
町7-1）　定各回40名（申込順）
内樹木医の話を聞きながら、元気なさ
くらかどうか調査
申締切日までにファクスまたはEメー
ル（記入例参照）で問合せ先へ
問NPO法人東京樹木医プロジェクト
☎3846-8995 FAX3846-9098

fwij2713@mb.infoweb.ne.jp
―いずれも―
締3月13日（金）　他①小雨決行。雨天
の場合は3月22日（日）に順延②この事
業は千代田区さくら基金を活用してい
ます

春のメッセージフェスタ2020
in ＫＩＴＴＥ
時3月7日（土）・8日（日）10時～18時

（当日直接会場へ）
場ＫＩＴＴＥ1階アトリウム、4階旧東京中
央郵便局長室（丸の内2-7-2JPタワー）
内ワークショップや
スタンプラリーなど
を通して、手紙を送り
合う楽しさ、魅力を体
験
問春 の メ ッ セ ー ジ
フェスタ2020 in ＫＩ
ＴＴＥイベント事務局
☎080-6862-0008

千代田区コールセンター　☎3264ー3910 　令和 2年 2月 20日号（10）生活ほっとライン


