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文京区
シンボルマーク

▲ 区制70周年を契機に
制定した区のシンボ
ルマークです。

☆ 現在、「区報ぶんきょう」は新聞（朝日、毎日、読売、産経、東京、日本経済）
折込で区内世帯に配布しています。
そのほか、区の施設に置いてあります。

■主な内容
11月は児童虐待防止推進月間です …　２面
元年度の介護保険運営状況をお知らせします …　３面

新型コロナウイルス感染拡大防止のための
集会施設の定員制限による施設使用料の取扱いについて …　６面
新型コロナウイルス感染症に関する区内統計情報 …　８面

わかっていてもだまされる！それが特殊詐欺です！
危機管理課☎（5803）1280

　特殊詐欺は次々と新しい手口が発生しています。
　手口を知るとともに、一人で判断することなく、家族や警察に相談して、被害に遭わないようにしましょう。

都内特殊詐欺被害認知状況 区内特殊詐欺被害認知状況

　ガス点検業者等を名乗って、「ガスが漏れて
いるので修理費用が必要だ。ガス代の集金に来
ました。」といった詐欺が増えています。ガスの
契約会社に点検を行っているか確認して被害を
防ぎましょう。

点検業者を装った強盗にも注意！

被害の多い手口～こんな言葉に注意してください～

区役所等の職員を名乗って
• 累積医療費の還付金がある。
•緑色の封筒を送った。

還付金詐欺  
ATMで医療費や保
険料の還付手続きを
させることは絶対に
ありません！

警察官や全国銀行協会、大手百貨店等の職員を装い
• 詐欺グループを捕まえたら名簿の中にあなたの名前 
があった。
•あなたのキャッシュカードが偽造されている。

キャッシュカード詐欺盗  
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被害に遭わないために
• 自宅の電話を「留守番電話に設定」して電話に出ないのが有効です。
• 他人にキャッシュカード等のカード類は渡さないようにしましょう。
（封筒に入れて返されたものは、すり替えられたニセのカードです。）
• 「本人に代わって現金を取りに来た」と言われても、知らない人に現 
金は渡さないようにしましょう。

家族の絆で詐欺被害を防ごう
•家族と頻繁に連絡をとり、家族が被害に遭わないように注意しましょう。
•詐欺の手口を知り、その対策について家族で話し合いましょう。

自動通話録音機を無償で貸し出します
　自宅の電話機に取り付けることで、電話着信時
に相手方に警告メッセージが流れ通話内容を自動
的に録音するため発信者（犯人）に通話を断念さ
せ、被害を未然に防止する効果があります。
自動通話録音機のメッセージ
　「この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被害防止
のため、会話内容が録音されます。これから呼び
出しますので、このままお待ちください」
区内在住で、おおむね65歳以上の方が居住する世帯 無料 直接危

機管理課又は最寄の警察署生活安全課へ
※代理申請も可能
※一部接続できない電話機あり、詳細は危機管理課へ

（縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝）

　110番、警視庁総合相談センター＃9110又は最寄の警察署へ
少しでも不審に感じたら、警察に連絡してください。

富坂警察署　　☎（3817）0110　　大塚警察署　☎（3941）0110
本富士警察署　☎（3818）0110　　駒込警察署　☎（3944）0110

2面 区内の飲食店・宿泊施設のレシートをLINEで応募！
電子マネー等の還元キャンペーンのお知らせ
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今後、感染の拡大を防ぐため、区のイベント等の内容が変更になる可能性があります。詳細は区 へ（右記二次元コードからもアクセス可）
☆新型コロナウイルス感染症に伴い、中止・延期になった催し物等について

区

▲

■ ■ ■ 区議会11月定例議会 ■ ■ ■
次の日程で開かれます
　今回の定例議会で審議する請願の締切りは、11月5日㈭です。

議会の傍聴について
　会議の当日午前8時30分から区議会事務局で傍聴の受付を行
います。受付開始時に定員を超えた場合は抽選となります。
　なお、委員会資料は閲覧用のものを除き、傍聴時に配付します。
　また、議案及び委員会資料は、原則として、本会議及び各委
員会終了後7日以内に、区議会 で公開します。
インターネット生中継について
　本会議（一般質問）の生中継を行う予定です。詳細は区議会
をご覧ください。
区議会事務局☎（5803）1313

月日 開会時間 会議名等

11/9㈪ 10：00 議 会 運 営 委 員 会
14：00 本 会 議 （ 付 託 ）

13㈮
14：00 本 会 議（ 一 般 質 問 ）17㈫

19㈭
24㈫

10：00

子ども・子育て支援調査特別委員会
25㈬ 自治制度・地域振興調査特別委員会
26㈭ 災 害 対 策 調 査 特 別 委 員 会
30㈪ 議 会 運 営 委 員 会

12/1㈫ 厚 生 委 員 会
2㈬ 文 教 委 員 会
3㈭ 建 設 委 員 会
4㈮ 総 務 区 民 委 員 会

8㈫ 10：00 議 会 運 営 委 員 会
14：00 本 会 議 （ 議 決 ）

事業名 支援内容等

管理組合設立支援
（年度内4回まで）

管理組合を設立し、管理規約を制定しようとする場合、マンション管
理士を会合等に派遣
管理組合が未設立の区内分譲マンションの区分所有者等からなる団

体 派遣希望日の2週間前までに申請書を上記へ郵送又は持参

マンション管理士派遣
（年度内4回まで）

管理組合が開催する理事会や勉強会等にマンション管理士が伺い、情
報提供やアドバイスを実施
区内分譲マンションの管理組合 派遣希望日の2週間前までに申請

書を上記へ郵送又は持参

分譲マンション
管理個別相談
（年度内2回まで）

分譲マンションの管理上の様々な問題について、マンション管理士が
必要な知識や情報を提供、助言
月～金曜9：00～17：00（土・日曜、祝日を除く） シビックセンター

内会議室 区内分譲マンションの区分所有者・居住者等 相談希望日
の10日前までに申請書を上記へ郵送・ 又は持参

　マンションの適正な維持管理を支援するため、マンション管理士が情報
提供やアドバイスを行います。
無料▷申請書配布 住環境課（区 にも掲載） 〒112-8555文京区住環

境課管理担当☎（5803）1374 （5803）1376

マンションの適正な管理を支援します 耐震化促進事業

非木造（鉄骨造・鉄筋コンクリート造等）住宅

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

非木造建築物耐震診断
費用の2分の1

 50万円
非木造住宅耐震設計  40万円
非木造住宅耐震改修工事 300万円

分譲マンション

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

分譲マンション耐震診断
費用の2分の1

150万円
分譲マンション耐震設計 250万円
分譲マンション耐震改修工事 2,000万円

木造住宅

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

診断 木造建築物（一般） 費用の10分の8  10万円
木造建築物（高齢者等） 費用の全額  20万円

工事

耐震改修工事（一般） 費用の2分の1 120万円
耐震シェルター等設置（一般）  20万円
耐震改修工事（高齢者等） 費用の4分の3 240万円
耐震シェルター等設置（高齢者等）  40万円
除却工事（解体） 費用の2分の1 100万円

　区内にある昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐
震診断・耐震改修工事等を行う所有者の方に、費用の一部を助成しています。
　また、「耐震化アドバイザー派遣」も行っています。
※工事の契約前に申請の手続きが必要、必ず事前に相談のこと

申請書を地域整備課 耐震・不燃化担当☎（5803）1846へ持
参 12月18日㈮▷申請書配布 地域整備課（区 にも掲載） ▲区

子ども家庭支援センター☎（5803）1894

「189（いちはやく）知らせて守るこどもの未来」
11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です

　子ども家庭支援センターでは、子どもと家庭、子育てに関する総合相談を行ってい
ます。「つらい」「苦しい」ときは、まず相談してください。また、地域で子どもの様子
など、「おかしいな」と感じた場合もご連絡ください。
相談専用ダイヤル
子ども家庭支援センター相談専用☎（5803）1109
緊急の場合
全国共通ダイヤル☎189（イチハヤク）、110番通報又は東京都児童相談センター＝［平
日］☎（5937）2314、［土・日曜、祝日、12月29日～1月3日、夜間（午後5時45分～翌
午前8時30分）］☎（5937）2330

　児童虐待防止のための取組や、親のもとで生活できない子どもたちを公的に育てる
社会的養護の内容などに関する展示を行います。会場では養育家庭（里親）制度につい
ての相談コーナーもあります。
11月10日㈫正午～午後6時、11日㈬午前10時～午後4時 アートサロン パネル
展示、養育家庭相談コーナー（11日㈬午後2時～4時） 当日直接会場へ

児童虐待防止推進月間･里親月間 企画展

厚生労働省では、10月を「里親月間」、11月を「児童虐待防止推進月間」としています。

文京区「食べ歩きレシート」キャンペーン アカデミー推進課観光担当
☎（5803）1174

行っ得！

食べ得！
応募方法

❶ 文京区観光協会LINE公式アカ
ウントを友達追加
❷ トーク画面で、期間中に取得
したレシート（利用日時、店
舗名、品名、合計金額がわか
るように）を撮影し、画像を
送信

※ 対象となるレシートは、期間中に取
得したもののみ
※ 文京区商店街連合会で実施予定の
「LINE Payポイント還元キャンペー
ン」や「Go To Eatキャンペーン」など
他のキャンペーンと併用可

▲文京区観光協会
　LINE公式アカウント

●対　　象　区内在住・在勤・在学者
●対象店舗　 区内の飲食店（テイクアウト・デ

リバリー可）・宿泊施設
　　　　　　 （スーパー・コンビニ等は対象外、

詳細は区 を参照）
●応　　募　・ 最低金額（1口あたり）：5,000円

（税込）
　　　　　　・ 1口で5枚まで合算可能
　　　　　　・ 3口まで応募可能
●還　　元　・ 還元額（1口あたり）：1,000円分

の「選べる電子マネーギフト」を
プレゼント

区内店舗の皆さんへ
店舗の皆さんから参加登録等をしていた
だく必要はありません。
区内の全飲食店・宿泊施設を対象とさせて
いただきます。
ご協力をよろしくお願いします。

　区と観光協会では、観光振興・経済活性化を目的に、期間中に
区内の飲食店又は宿泊施設で取得したレシートを撮影し、LINE
で応募された方に、電子マネー等を還元するキャンペーンを実施
します。 ▲区

11/1㈰～3年1/31㈰ ※予定額に達し次第終了施実 期間

5,000円以上の
レシート（5枚まで合算可）を

撮影し、  で応募！

1,000円分還元！
「選べる電子マネーギフト」
をプレゼント！

※ LINEとは…無料でインターネット電話やテキストチャットでのコミュニケーションを行うこと
ができる。スマートフォンやパソコン等向けのアプリケーション
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☆区民サービスコーナー（シビックセンター、大原・大塚・音羽・湯島・向丘・根津・汐見・駒込各地域活動センター）は、土・日曜、祝日も開設しています。（年末年始を除く）

元年度の介護保険運営状況をお知らせします
介護保険課介護保険管理係☎（5803）1389、介護保険課給付係☎（5803）1388

　介護保険は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えあう仕組みです。区では、適正な介護保険制度の運営を図りながら、介護サービスの向上に取り組んでいきます。

介護給付費は増加しています

・訪 問 系 サ ー ビ ス： 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪
問リハビリテーション

・通 所 系 サ ー ビ ス： 通所介護、通所リハビリテーション
・短期入所系サービス： 短期入所生活介護、短期入所療養介護
・その他居宅サービス： 福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理

指導、居宅介護支援
・その他地域密着型サービス： 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜

間対応型訪問介護、認知症対応型通所介
護、小規模多機能型居宅介護、地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護、看
護小規模多機能型居宅介護、地域密着型
通所介護

・その他のサービス： 特定入所者介護サービス費、高額介護
サービス費、高額医療合算介護サービス
費、審査支払手数料

・介護療養型医療施設は介護医療院も含む

　介護サービスの利用にかかる経費は、原則として利用者が所得により費用の1割・2割・3割を支払
い、残りを区が保険給付します。元年度の介護給付費の総額は、前年度に比べ約2・6％増加して137
億3,019万2,021円となりました。そのうち、居宅サービス費は、前年度から1億7,220万円、2・1％
の増となりました。また、新規施設の開設があった介護老人保健施設費は、7,461万円、7・1％の増
となりました。

　運営状況の詳細は、行政情報センター・区 でご
覧ください。
「文京の介護保険（令和2年版）」は行政情報センター
で販売（850円）

介護（予防）サービス類型別給付費内訳

総額
137億3,019
万円

総額
137億3,019
万円

訪問系サービス
24億6,614万円（18.0％）

地域密着型サービス
14億1,814万円
（10.3％）

地域密着型サービス
14億1,814万円
（10.3％）

通所系サービス
13億9,798万円（10.2％）
通所系サービス
13億9,798万円（10.2％）
通所系サービス
13億9,798万円（10.2％）

短期入所系サービス
3億3,945万円（2.5％）

特定施設入居者生活介護
24億8,111万円（18.1％）

福祉用具貸与
4億1,644万円（3.0％）

居宅サービス
82億2,377万円
（60.0％）

居宅サービス
82億2,377万円
（60.0％）

その他居宅サービス
11億2,265万円（8.2％）

介護老人福祉施設
18億8,529万円（13.7％）

施設
サービス
32億

8,637万円
（23.9％）

施設
サービス
32億

8,637万円
（23.9％）

介護老人保健施設
11億3,145万円（8.2％）

介護療養型医療施設
2億6,963万円（2.0％）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
4億3,520万円（3.2％）

その他地域密着型サービス
9億8,294万円（7.1％）

その他のサービス
8億191万円（5.8％）

※端数は四捨五入

高齢者の約19％は支援・介護を必要としています

　第1号被保険者における要介護（要支援）認定者数は、前年度に比べ増加し、元年度末は8,483人となっています。
　認定率〔第1号被保険者に占める要介護（要支援）認定者の割合〕も、年々、増加傾向にあり、元年度は19・3％となっています。また、元年度の認定者のうち、
前期高齢者（65～74歳）は807人、後期高齢者（75歳以上）は7,676人となっております。

【歳出】
区分 支出済額（円）

総務費（人件費・事務費） 593,056,423
保険給付費 13,730,192,021

地域支援事業費 738,257,584
基金積立金 305,898,241

諸支出金（国等への清算返還金等） 285,298,315
予備費 0
合計 15,652,702,584

【歳入】
区分 収入済額（円）

保険料（第１号被保険者） 3,673,668,900
使用料及び手数料 6,600
国庫支出金（国） 3,270,464,685

支払基金交付金（第２号被保険者） 3,797,206,759
都支出金（東京都） 2,146,009,167
繰入金（文京区） 2,565,003,000

繰越金（前年度残額） 416,054,115
諸収入（不適正給付の返還金等） 7,885,500
財産収入（基金積立金の預金利子） 681,000

合計 15,876,979,726

元年度介護保険特別会計の決算状況

※ 歳入と歳出の差額224,277,142円は、繰越金として翌年度の
歳入となる
※ 保険料の収入額は、還付未済額を含む

「元年度分の
介護保険料収納率
は98.6％でした。」

要支援1
1,193人
（14.1％）

要支援1
1,193人
（14.1％）

要支援2
923人

（10.9％）

要支援2
923人

（10.9％）

要介護1
2,023人
（23.8％）

要介護1
2,023人
（23.8％）要介護2

1,286人
（15.2％）

要介護2
1,286人
（15.2％）

要介護3
1,062人
（12.5％）

要介護3
1,062人
（12.5％）

要介護4
1,032人
（12.2 ％）

要介護4
1,032人
（12.2 ％）

要介護5
964人

（11.4％）

要介護5
964人

（11.4％）

8,483人

要介護度別認定者数（元年度）

※端数は四捨五入

　認知症の症状による行方不明が発生した時に、その方の情報（写真・服装など）を協
力者に一斉にメール配信し、迅速な発見・保護につなげるものです。早い段階で発見
できることが、ご本人やご家族の安心につながります。
高齢福祉課認知症施策担当☎（5803）1821

「ただいま！支援SOSメール」の協力者を募集

登録方法等
① tadaima@req.jp又は右記二次元コードに空メールを送信
② 登録フォームに必要事項を入力
　 ※迷惑メール対策をしている場合はメールを受け取れない場合あり
　 b-tadaima@city.bunkyo. lg. jpからのメールが受信できるように設定してく
ださい。

③ 行方不明者が発生した時にメールを配信します。自身の生活の中で行方不明になっ
た方の特徴等について気にかけていただき、早期発見・保護にご協力をお願いします。

▲二次元コード

認知症の方への支援

うちに帰ろう模擬訓練
～認知症の本人を地域で見守ろう～
　認知症のご本人が住み慣れた地域で暮らし続けるために、地
域ではどのように対応するのが望ましいのか、考え、体験する
プログラムです。
11月28日㈯午前9時30分～正午 スポーツセンターとその
周辺地域 認知症の症状による行方不明事案の発生から捜索・
声かけ、保護までの一連の流れを地域で体験するプログラム
鷹部屋宏平氏（東京都認知症介護指導者） 区内在住・在勤・在
学者 若干名（申込順） 無料 10月30日㈮から電話・ 又は
申込フォームに氏名・住所・電話番号・生年月日を明
記し、高齢福祉課認知症施策担当☎（5803）1821
（5803）1350へ（右記申込フォームからも申込可）
※歩きやすい服装で飲み物、筆記用具を持参

▼協力 大塚上辻 町会、ちいきみまもり連絡会
▲申込
　フォーム

若年性認知症の会シエルブルー企画
「認知症と生活にかかわるお金のい・ろ・は②」
11月19日㈭午後6時～7時30分 若年性認知症と診断された時、
知っておくべきお金の制度 保坂勇人氏（東京都社会保険労務士
会文京支部） どなたでも 無料 電話又は に氏名・電話番
号・メールアドレスを明記し、社会福祉協議会地域福祉推進係
☎（5800）2942 cielblue.bunkyo@gmail.comへ 11月13日㈮
※インターネット環境のない方に限り、会場にて受講可能（
区民センター 10人程度（申込順））
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今後、感染の拡大を防ぐため、区のイベント等の内容が変更になる可能性があります。詳細は区 へ（右記二次元コードからもアクセス可）
☆新型コロナウイルス感染症に伴い、中止・延期になった催し物等について

区

▲

☆催し物等に参加する際はマスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底にご協力ください。
　また感染が疑われる、発熱などの症状があり体調がすぐれない場合は参加をお控えください。

文京区スマホ 　
　スタンプラリー 

DE

開催中

もうすぐ終了！10/31㈯まで

日時

12/19㈯　 11：30 道の駅ゆのたに集合―昼食―餅つき＆鏡もちづくり
体験―各宿泊施設へ

20㈰　 各宿泊施設へお迎え―にんじん収穫体験―昼食―終了後、解
散予定

※体験メニューは天候等により変更の場合あり

送迎

【迎え】高速バス　10：26　小出インターチェンジ着
　　　新幹線　　10：35　浦佐駅着
【送り】高速バス　13：51　小出インターチェンジ発
　　　新幹線　　14：55　浦佐駅発
※魚沼までの往復の交通手段については、各自で手配
※上記到着時刻の公共交通機関に合わせて送迎

定員 20人程度（抽選）

費用

宿泊施設は魚沼市観光協会の取扱う宿泊施設又はやまびこ荘へ各自予
約をお願いします。
※体験に落選した方の各宿泊施設へのキャンセルは各自でお願いします。
●魚沼市観光協会の取扱う宿泊施設に宿泊する場合
宿泊費は、大人1人7,200円～17,900円程度（宿泊施設により異なる）。
詳細は、魚沼市観光協会 を参照又は電話で魚沼市観光協会に問合せ。
※宿泊費のほか、別途ツアー参加費（大人・子ども8,500円）がかかる。
●やまびこ荘に宿泊する場合
①区内在住者　大人14,150円、子ども12,400円
②区内在勤・在学者
③区内在住者と同行する区外在住の家族　　
④区内在勤者と同行する同居の家族
※ 上記金額は、宿泊費、ツアー参加費（大人・子ども8,500円）、入湯税（大
人のみ150円）の合計額。現金のみ、カード不可。

ツアー申込
問合せ

はがきに「魚沼鏡もちづくり＆にんじん収穫体験」・参加者全員の住所・
氏名・年齢・電話番号を明記し、〒946-0075 新潟県魚沼市吉田1144（一社）
魚沼市観光協会へ（  https：//www.iine-uonuma.jp又は二次元コード
からも申込可） 11/23（祝・月）
※11/25㈬から郵送にて結果発表

主催 （一社）魚沼市観光協会☎025（792）7300（9：00～17：00・年中無休）

※ 当日、区内在住を証明できる健康保険証・運転免許証等、区内在勤・在学を証明で
きる社員証・学生証等を必ず提示（いずれもコピー可）
※料金は全て税込み。大人は中学生以上、子どもは3歳～小学生
※キャンセル時は早めに連絡のこと（キャンセル料が発生する場合あり）
※送迎については、交通機関のダイヤ改正等により、多少変更の可能性あり
※新型コロナウイルス感染症対策は徹底するが、中止の場合あり

⎫
⎬
⎭
大人　15,350円
子ども13,200円

スポーツ 区民大会
区民ソフトテニス大会
12月13日㈰午前9時（雨天の場合は20日㈰） 竹早テニスコート 高校生以上の区内在住・

在勤・在学者（学連ソフトテニス登録者を除く）、文京区ソフトテニス連盟又は社会教育関係
団体登録団体の会員▷種目 男子・女子（高校生・一般・成年（40歳以上）、男女シニア（55歳以
上、ペア入れ替え方式、単独申込） 全体で80人（申込順）▷試合方法 リーグ戦、決勝戦はトーナメン
ト 1人500円（当日納入） 申込書を ・ で文京区ソフトテニス連盟・稲垣 （5976）3264 inagaki-
yukio@hb.tp1.jpへ▷申込書 区 からダウンロード▷申込期間 11月4日㈬～28日㈯ スポーツ振
興課☎（5803）1308
※当日、健康保険証、在住・在勤・在学を証明できるものを持参
※参加費はおつりのないよう用意

教　　室

12月2日～23日の水曜
（全4回）午前10時～11時
30分 総合体育館 アクアダンス・筋力
トレーニング等 医師から運動制限を受
けていない18歳以上の区内在住・在勤・在
学者 50人（抽選） 2,200円（保険料込）

往復はがき（1人1枚）に「アクアエク
ササイズ12月水曜コース」・住所（在勤者
は勤務先・所在地、在学者は学校名も）・
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号と
返信用にもあて先を明記し、〒113-0033
文京区本郷7-1-2総合体育館☎（3814）
4271へ 11月9日㈪必着
※定員は変更になる場合あり

アクアエクササイズ
（12月水曜コース） 　親子で楽しくフットサル（サッカー）をしま

せんか。区と協定を結んでいる東京ユナイ
テッドFCのスタッフがわかりやすく教えます。
11月28日㈯、12月5日㈯午前9時～11時45分 江戸川橋
体育館 保護者か子が区内在住・在勤・在学者、未就学コー
ス＝4歳以上の未就学児とその保護者、小学生コース＝小学
1～3年生とその保護者 各コース12組24人（抽選） 100円
（保険料） 区 の「電子申請」又は、はがき（1枚1組）に「親
子フットサル教室」・参加希望日・該当のコース・児童と保護者
の住所（在勤者は勤務地、在学者は学校名も）・氏名（ふりが
な）・電話番号と児童の年齢又は学年を明記し、〒112-8555
文京区スポーツ振興課☎（5803）
1308へ 11月9日㈪必着
※定員に達しない場合、開催し
ない場合あり

親子フットサル（サッカー）教室

区民課庶務係☎（5803）1169

　季節の言葉（季語）を一つ取り入れ、学校生活や日々の
喜び・発見などを、自由に5・7・5で表現してみましょう！
▷選者 佐怒賀正美氏・松澤雅世氏（ぶんきょう俳壇選
者） 区内在住・在学の中学生 無料 指定の投句用
紙に必要事項を明記し、〒112-0003文京区春日1-16-
21（公財）文京アカデミー学習推進係☎（5803）1119
https://www.b-academy.jp/へ 11月20日㈮必着▷
投句用紙配布 アカデミー文京・地域アカデミー（上記
からもダウンロード可）
テーマ 句数 季語（季節感を表す言葉）

自由句
（秋から冬の季節の
言葉【季語】をひとつ
含む句）

1人2句まで

◆秋の季語（例）
紅葉・くり・柿・菊・コスモス・虫・月・
台風・いわし雲・天の川・秋風など
◆冬の季語（例）
落葉・手袋・マフラー・コート・セー
ター・焚火・炬

こ

燵
たつ

・暖房・さざんか・こ
がらし・雪・クリスマス・大みそか・除
夜の鐘など

※ 特選（10句）は区報2/10号・スクエア2月号・文京アカデミー 、入選
（20句）は に掲載予定

文京区中学生俳句大会

作 品 募 集

11月の番組表
広報課CATV担当☎（5803）1130

各番組の
紹介は
こちら

▲

時 間 番 組
8 30くらしの情報室（1日）大学発ベンチャー支援事業のご紹介

（2～8日）創業機運醸成プロジェクト　創業入門サロン
（9～15日）ひとりひとりに寄り添って～家庭的保育事業～
（16～22日）チャレンジショップ認定店舗のご紹介　Part 1
（23～29日）チャレンジショップ認定店舗のご紹介　Part 2
（30日）すまいる住宅登録事業

40 Bサーチャーズ（1日、30日）ブラインドサッカーの魅力に迫る！
ぶんきょう浪漫紀行（2～8日、16～22日）東洋大学の創設者・井上円了
（9～15日、23～29日）団子坂の菊人形

50 文京インフォメーション（～59）
9 00 文の京介護予防体操
10 くらしのSafety（1日）危険物による火災を防ぐ／地域の防災力を上げるまちかど防災訓練車
（2～8日）道路横断セーフティアクションを身に付けよう！
（9～15日）「新しい日常」における防災訓練
（16～22日）自転車の盗難を防ぐには
（23～28日）わかっていてもだまされる！それが特殊詐欺です

20 すこやかCooking（1日、16～22日）秋の食材で免疫力アップ！
スマイルらいふ（2～8日、23～28日）文京学院大学　まちラボの取り組み
（9～15日）母親学級沐浴編

30 おしえて！ぶんきょう子育て先生（1日）たのしくあそんでこどもはそだつ
（2～8日）知的好奇心を高める算数のイロハ
（9～15日）甘えさせ上手になろう
（23～28日）子育てが楽しくなるちょっとしたコツ！
1×1（ワンバイワン）（16～22日）文京区技能名匠者　和菓子製造　池田功さん

40 手話付番組（1日）ごみ処理に関する新しい施策
（2～8日、16～22日）オーラルフレイル予防（基礎教養編）
（9～15日、23～28日）村田省蔵がみつめた情景

50 文京インフォメーション（～57）
12 00 旬感！ぶんきょうタイム
10 文の京介護予防体操
20（8：40からの番組再放送）
30 おしえて！ぶんきょう子育て先生（1日）甘えさせ上手になろう
（2～8日）スマホ時代を生きる子どもたちに大人ができること
（9～15日）たのしくあそんでこどもはそだつ
1×1（ワンバイワン）（16～22日）文京区技能名匠者　江戸木版画　高橋由貴子さん
（23～29日）内容未定

40 手話付番組（1日）特別養護老人ホームのご紹介
（2～8日、16～22日）オーラルフレイル予防（実践編）
（9～15日、23～28日）フミコムのあゆみ

50 文京インフォメーション（～57）
16 00プレミアムステージ（1日、16～22日）認知症関連講演会

（2～8日）ひざ痛予防教室　前編
（9～15日）がん検診講演会『専門医に学ぶ！大腸がんの予
防と早期発見・治療～気になる生活習慣と大腸がん～』
（23～28日）文京すまいるプロジェクト　文京区居住支援セミナー

18 00 旬感！ぶんきょうタイム
10（9：10から9：57までの番組再放送）

19 00 プレミアムステージ（1日、9～28日）16：00から16：57の番組再放送
（2～8日）ひざ痛予防教室　後編

21 00（12：00の番組再放送）※21：10～21：20は8：30～8：40の番組再放送
区議会一般質問11/29㈰～30㈪期間中は特別編成で放送します。
放送時間 9：10～/12：00～/16：00～/18：00～/19：00～/21：00～
＊番組は変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

　区 で区内の生きものを紹介してい
ます。トンボやバッタ、ハギ、ススキ、
クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバ
カマ、キキョウの花など、自宅のまわ
りで身近な生きものを見つけたら、写
真館に投稿してみませんか。
環境政策課地域環

境係☎（5803）1276
※投稿方法は、区
を参照

オンライン開館

文
ふ み

の京
みや こ

生きもの
写真館
秋の生きもの写真を募集中！

　文京区はトルコ共和国イスタンブール市ベイオウル区と友
好都市提携協定を結んでいます。ねこ写真家のこがまゆ氏が
トルコで撮影した猫の写真を展示します。また、会場ではベ
イオウル区の紹介映像の上映や文京区との交流のあゆみなど
も紹介します。海外旅行が難しい中、文京区でイスタンブー
ルの魅力に触れてみませんか。
11月11日㈬～16日㈪午前10時～午

後6時（16日㈪は午後4時まで） ギャ
ラリーシビック どなたでも 無料
当日直接会場へ アカデミー推進課都
市交流担当☎（5803）1310
▷主催 文京区、ユヌス・エムレトル

コ文化センター
▷共催 駐日トルコ共和国大使館
※入場制限をする場合あり。展示の様子はCATVでの放送、
YouTubeでも配信予定

文京菊花展文京菊花展
　今年度の「文京菊まつり」は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、規模を縮小し「文京菊花展」として開催します。
11月1日㈰～22日㈰ 湯島天満宮境内（湯島3-30-
1） 無料 文京菊まつり実行委員会（湯島天満宮内）☎

（3836）0753、アカデ
ミー推進課観光担当☎（5803）1174

11月1日㈰は
開館記念日です
　記念日当日に特別
展「森家の歳時記－
鷗外と子どもたちが
綴った時々の暮ら
し」をご観覧の方全員に、オリジナル
ポストカードを1枚プレゼントします。

森鷗外記念館
☎（3824）5511

•礫川地域活動センター
•千石公園
•窪町東公園
•音羽児童遊園
•本郷台中学校
•駒本小学校
•不忍通りふれあい館
•保健サービスセンター本郷支所
•神明都電車庫跡公園

　新型コロナウイルスの早期終息を願っ
て、また、医療従事者への感謝を込め
て、スタンプラリー参加者を中心に折鶴
を集めます！どんな紙でもかまいません
ので、折鶴をたくさんつくって持ってき
てください！

スタンプ会場

•教育の森公園
•本郷小学校

ゴール会場（景品交換所）

めざせ！5670（コロナゼロ）羽！

＊会場間の移動には交通ルールを守り、十分お気をつけください。
※スタンプ数に応じて景品あり、景品はなくなり次第終了

　文京区の青少年のすこやかな成長を目的に活動しているボラン
ティア団体です。
地域の大人たちが力を合わせ、様々なイベントを区や学校と協力し
実施しています。
　区内には9つの青少年健全育成会があり、総勢約750人の委員が
活動しています。

「青少年健全育成会」って知ってる？

どこからでも
スタート
できます

文
京
区

青少
年健
全育成会九地区合同行事文の京

こどもまつり

スタンプラリー
日 11月8日㈰
午前10時～午後3時

区内を巡
る

ふみ みやこ

午後2時30分
スタンプラリーカード配布終

了
雨天中止

　9つの青少年健全育成会が集まって開催するイベントで
す。今年は内容を変更し、スタンプラリーのみ開催します！
中学生以下（小学4年生以下は保護者同伴） 無料 当日

直接スタンプ会場へ（スタンプラリーカードは会場で配布）

▲未就学コース

鏡もちづくり
＆

畑でにんじん収穫体験

米どころ魚沼で

魚沼市観光協会

▲

▲区

トルコ・イスタンブール市ベイオウル区
 友好交流写真展

トル コの ねこ

▲こがまゆ氏
ねこ写真家。「イ
スタンブールが世
界で一番好きな
街」とコメントし、
これまでにトルコ
を15回訪問。

親子ふれあい体操教室 着付け教室 フラワーアレンジメント教室

日時 11/20㈮
10：00～11：00

11/21㈯
10：00～12：00

11/28㈯、12/4㈮
①10：00～12：00
②13：00～15：00

会場
問合せ 千駄木交流館☎（3821）6695 目白台交流館☎（5395）9141

内容
講師

（敬称略）
対象等

体操、ZUMBA等でふれあう 区内在住の1～2歳児と
保護者 5組（申込順） 200円 10/30㈮9：00から電話
で千駄木交流館へ
※運動しやすい服装でバスタオル1枚と飲み物持参

きもの着付け（名古屋帯）をマスターする 合地ケイ子
着物一式を用意できる区内在住・在勤・在学の女性 8

人（申込順） 800円 10/30㈮9：00から電話で千駄木交
流館へ

クリスマスリース 水野エイジ 区内在住・在勤・在学
者 各20人（申込順） 2,000円（教材費） 11/5㈭9：00
から電話又は直接目白台交流館へ

　エコドライブを意識し、二酸化炭素の
排出量を抑えましょう。
　また、複数人が共同で特定の自動車を
利用するカーシェアリングは、自動車の
維持費の負担軽減だけでなく、二酸化炭
素排出量の削減に効果があります。その
ほか、移動手段として電車やバス、自転
車の利用もエコにつながります。
環境政策課地域環境係☎（5803）1828

～11月のテーマは
 「車の利用の工夫」～

毎月7日は文京版
 クールアース・デー

• 自分の車の燃費を把握しよう
• ふんわりアクセル「eスタート」（発進する
ときは、最初の5秒で時速20㎞程度が目安）
• 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の
少ない運転
• 減速時は早めにアクセルを離そう
• エアコンの使用は適切に
• ムダなアイドリングはやめよう
• 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
•タイヤの空気圧から始める点検・整備
• 不要な荷物はおろそう
• 走行の妨げとなる駐車はやめよう
（出典：エコドライブ普及連絡会
リーフレットより作成）

エコドライブ10のすすめ 交流館の教室交流館の教室

11月15日㈰午後2時～4時 男女平等セ
ンター▷出演 原ミナ汰氏（共生社会をつく
るセクシュアル・マイノリティ支援全国ネッ
トワーク代表）、一橋大学LGBTQ＋Bridge 
Network 原則、区内在住・在勤・在学者
12人程度（申込順） 無料 区 の申込
フォーム又は電話で総務課ダイバーシティ推
進担当☎（5803）1187へ 11月13日㈮
※終了後、講師との個別相談可（先着2人、1
回50分まで）

　　 文京SOGI
にじいろサロン
第3回

アウティングのない社会へ
～大学生の挑戦

＊ SOGI：Sexual OrientationとGender Identity
の頭文字をとったもので、「性的指向」と「性自認」
を意味する

宇田幸正・一井洋子二人展（油彩画）
　初めての展示となる2
人は、美術の教員として
勤務する傍ら、画家とし
て創作活動を行っていま
す。今回は人物・風景な
どコラージュを元にした
心象絵画を展示します。
11月5日㈭～29日㈰

アートウォール・シビック（シビックセンター
地下1階吹きぬけ周囲） 無料

アートウォール・シビック
アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120

　シビックセンター地下1階アトリウム
（吹き抜け空間）を囲む回廊「アートウォー
ル・シビック」は、若手芸術家の作品発表の
場です。あなたの作品を展示しませんか？
18～40歳の方又はグループ（応募者多数

の場合は区内在住・在勤・在学者、又は区内
を活動の拠点としている方を優先） 無料
（搬入出等にかかる費用は出品者負担） 申
込書に必要事項を記入し、展示予定作品の
うち1点以上の写真（グループの場合は、1
人1点以上）を同封のうえ、〒112-8555文
京区アカデミー推進課文化事業係へ郵送又
は持参▷応募要項・申込書配布 アカデミー
推進課（区 にも掲載） 3年1月29日㈮必着

募集作品 絵画・版画・写真・染織など壁面に展示
可能な作品（詳細は応募要項を参照）

募集者（組）数 8人（組）※7・8・10・11月は除く

審査 山口都氏（洋画家）による書類審査
※審査結果は応募者へ直接通知

展示期間 3年4月～4年3月のうち出品者1人（1グ
ループ）につき1か月間

▲宇田幸正「流れ」

3年度展示者募集

児童青少年課青少年係☎（5803）1186

11月20日㈮午前10時～正午 男女平等センター 舩尾豊子氏
（ 男女平等参画推進みなと事務局長） どなたでも 30人（先着順）
無料 当日直接会場へ 男女平等センター☎（3814）6159

（5689）4534 https://www.bunkyo-danjo.jp/
※手話通訳、保育（1歳～就学前児）希望者は11月10日㈫までに上
記へ（区内在住・在勤・在学者に限る）。上記 からも申込可

「コロナ禍!!エスカレートするDV
～一人一人にあった支援を～」

配偶者等暴力防止啓発講演会

▲小学生コース
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今後、感染の拡大を防ぐため、区のイベント等の内容が変更になる可能性があります。詳細は区 へ（右記二次元コードからもアクセス可）
☆新型コロナウイルス感染症に伴い、中止・延期になった催し物等について

区

▲

☆催し物等に参加する際はマスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底にご協力ください。
　また感染が疑われる、発熱などの症状があり体調がすぐれない場合は参加をお控えください。

1希望講座・教室 2住所
3氏名（ふりがな） 4年齢
5電話番号 6その他（各記事

に明示）
※往復はがきの場合、返信用にもあて先を明記

1人（組）1枚
はがき・FAX
などの 記入例

◀区ホームページ・携帯版の「電子申請」は
　左記二次元コードへ

　（　　　マークがある記事に限る）

新型コロナウイルス感染拡大防止のための
集会施設の定員制限による施設使用料の取扱いについて
　地域団体への活動支援のため、現在、利用定員を制限している以
下の施設について使用料の減額・免除を行います。対象となる団体
には昨年度中、同一施設を定期的に利用しているなど条件があるた
め、詳細は区 又は各施設へ問合せください。

施設 問合せ

礫川地域活動センター 礫川地域活動センター （3813）3638

大原地域活動センター、駕籠町会館 大原地域活動センター （3946）8594

大塚地域活動センター、かるた記念大塚会館、大塚北会館 大塚地域活動センター （3947）2624

音羽地域活動センター 音羽地域活動センター                （3943）0621

湯島地域活動センター、本郷会館 湯島地域活動センター            （3813）6554

向丘地域活動センター、白山東会館 向丘地域活動センター              （3813）6668

汐見地域活動センター 汐見地域活動センター               （3827）8149

駒込地域活動センター、動坂会館 駒込地域活動センター （3824）5801

白山交流館 白山交流館 （3813）8500

千駄木交流館 千駄木交流館 （3821）6695

目白台交流館 目白台交流館 （5395）9141

根津交流館 根津交流館 （3828）5269

不忍通りふれあい館 根津地域活動センター （3822）3653

シビックセンター区民会議室 区民課 （5803）1170

勤労福祉会館 勤労福祉会館 （3823）6711

総合体育館内　一部施設 総合体育館 （3814）4271

スポーツセンター内　一部施設 スポーツセンター （3944）2271

江戸川橋体育館内　一部施設 江戸川橋体育館 （3945）4008

小石川運動場内　一部施設 小石川運動場 （3811）4507

区民センター 区民センター （3814）6731

シビックホール（会議室等）、スカイホール、
アカデミー文京、アカデミー千石 （公財）文京アカデミー （5803）1100

アカデミー向丘 アカデミー向丘 （3813）7801

アカデミー湯島 アカデミー湯島 （3811）0741

アカデミー音羽 アカデミー音羽 （5976）1290

アカデミー茗台 アカデミー茗台 （3817）8306

シルバーセンター シルバーセンター （5803）1113

福祉センター江戸川橋 福祉センター江戸川橋 （5940）2901

福祉センター湯島 福祉センター湯島 （3814）9245

肥後細川庭園松聲閣集会室 肥後細川庭園 （3941）2010

大塚公園集会所 大塚公園みどりの図書室（3945）0734

男女平等センター 男女平等センター （3814）6159

障害者会館 障害者会館 （5803）1115

課☎（5803）1152
▷共催 小石川税務署、本郷税務署、
文京都税事務所、関係民間団体
税理士による税の無料相談
11月16日㈪午後1時～4時、17日㈫
～20日㈮午前10時～午後4時（正午～
午後1時を除く） 東京税理士会小石
川支部事務局☎（3815）3313、本郷
支部事務局☎（3814）3709

やさしい日本語で
留学生とオンライン交流会
～英語じゃなくてもいいんです。や
さしい日本語を学んで、外国人との
交流を体験してみましょう～
12月12日㈯午前10時～

正午 外国人にわかりやす
い日本語表現、各国からの
留学生とやさしい日本語を
使った交流 亀山稔史氏（ABK学館
日本語学校教務主任） 小学生以上の
区内在住・在勤・在学者 30人（抽選）
無料 はがきに 6面記入例 1～5と

6メールアドレス（在勤者は勤務先、
在学者は学校名も）を明記し、〒112-
8555文京区アカデミー推進課都市交
流担当☎（5803）1310へ（区 からも
申込可） 11月20日㈮消印有効
※当落通知は11月27日㈮に発送予定
※「Zoom（オンライン会議ツール）」
を使用、接続環境が必要

文京区キャリアデザイン
プロジェクト
シビックホール会議室 無料

電話又は に6面記入例 3・5を明記し、
学情☎（3545）7330 bunkyo-career
＠gakujo.ne.jpへ

保護者向け講座 オープニング講演会

日時
11/21㈯

10：30～12：00 14：00～16：00

内容
今どきの就職活動の
実態や適切な子ども
のサポート方法

就職活動の成功に
向けた秘訣

対象 未就職・求職中の子を持つ保護者
未就職・求職中の
29歳以下の方

定員
（申込順） 20人 30人

ミニ就職面接会（託児付）
11月18日㈬午後1時30分～4時30
分 区民センター 区内の事業所に
就職を希望する子育て中の方 無料
直接都内各ハローワーク窓口へ

ハローワーク飯田橋事業所第二部門
☎（3812）8609（自動音声に従い「32#」
を押す）
※1歳～未就学児は保育あり（申込順）
※対象求人を開催日の1週間前までに
ハローワーク飯田橋 https：//jsite.
mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/
list/iidabashi.htmlに掲載

大原地域活動センター会議室
貸出及び区民サービスコーナー休止
　受電設備点検で停電のため、午前
の会議室の貸出及び区民サービス
コーナーを休止します。
11月14日㈯午前9時～11時 大原
地域活動センター☎（3946）8594

2年分年末調整等説明会
シビックホール大ホール 年末調

整、法定調書、給与支払報告書につ
いて

日時 対象地域

11/11㈬ 13：30～15：50
小石川・小日向・後楽・西
片・根津・湯島

11/12㈭

9：40～
12：00

水道・関口・千石・目白台・
本郷1～3丁目・向丘

13：30～
15：50

大塚・音羽・春日・白山・千
駄木・本郷4～7丁目・本
駒込・弥生

小石川税務署☎（3811）1141、本
郷税務署☎（3811）3171、税務課課
税係☎（5803）1154

2年度特別区民税・都民税
（普通徴収・第3期分）
納期限は、11月2日㈪です
　口座振替をご利用の方は、振替口
座の残高不足がないようにご注意く
ださい。
口座振替をご利用ください
口座振替依頼書に必要事項を記

入・押印し、口座のある金融機関又
は税務課へ提出▷口座振替依頼書
電話で右記へ 税務課収納管理係☎
（5803）1153
※12月10日㈭までに申請すると、2年

1㈬ 13 3015：50
小石川 小日向 後
片・根津・湯島

2㈭

9：40～
12：00

水道・関口・千石・目
本郷1～3丁目・向丘

13：30～
15：50

大塚・音羽・春日・白
駄木・本郷4～7丁
駒込 弥生

中 止
詳細は問合せ先へ

度第4期分（3年2月1日㈪納期限）から
振替開始

小学校の新入学用品費を
入学前に支給します
　就学援助において、
新入学準備に必要な学
用品費を入学前の3月
に支給します。希望者
は、10月上旬に送付した就学時健康
診断通知書に同封の案内及び申請書
を確認のうえ、申請してください。
区内在住（3年3月下旬の支給時

点）で生活保護に準ずると認められ
る新小学1年生の保護者 11月2
日㈪～3年2月26日㈮に学務課学事
係☎（5803）1295へ申請書を持参

世帯人員 認定基準所得額（目安）

2人世帯 約279万円

3人世帯 約356万円

4人世帯 約390万円

5人世帯 約476万円

※ 世帯全員の所得の合算が認定基準所得額以
下の場合、援助（収入の有無に関係なく税
申告が必要）
※ 表中の認定基準所得額は世帯構成や年齢等
により異なる
※審査前に認定基準所得額の計算は不可
※ 生活保護受給中の方は生活福祉課より別途
支給あり

健康センターを一部再開します
基礎コース
　中止していた基礎コース対象者の
自主トレーニングについて、11月1
日㈰から再開します。

再開する事業

・基礎コース対象者の自主ト
レーニング（予約定員制）
・健康検査（基礎コース継続者
のみ、3年1月から実施）

引き続き中止
する事業

・健康検査（基礎コース新規申
込者）
・自主トレーニング内のレッスン
・健康づくり運動教室

※ 自主トレーニングの利用方法、基礎コース
の申込方法等詳細は、基礎コース利用登録
者に送付した再開の案内を確認のこと
心電図等コース
　健康センターで運動をするために
は、心電図等コースを受けてください。
健康センター 電話で下記へ▷申

込期間 11月10日㈫～20日㈮

日時 12/19㈯8:30～13:00
（受付は9:45までの時間予約制）

内容 安静時心電図検査・身体測定・体力測定・運動指導

対象

次のいずれかの条件を満たす区内在住・
在勤・在学者
（医師から運動をとめられている方・脳
塞等のリハビリを目的とした方を除く）

・75歳以上
・心疾患・糖尿病・高血圧・脂質異常など
で加療中

定員 12人（抽選）

費用 区内在住者＝3,600円
区内在勤・在学者＝4,300円

※ 健康診断結果記録〔血圧・血液検査（血清脂
質・肝機能・血糖・貧血）１年以内で直近のも
の〕が必要、当日持参しない場合は利用不可
※服薬されている方は「お薬手帳」を持参
※ コース修了者は２年間トレーニング室を利
用可（有料、11月から平日夜間、土・日曜、
祝日のみ実施）

保健サービスセンター健康相談係
☎（5803）1805

ファーストバースデー
サポート事業
　1歳を迎える子どもがい
る家庭へアンケートを送付
し、回答いただいた方に育
児パッケージ（こども商品
券）を配付します。
2年4月1日以降に1歳を迎える区内
在住（申請日時点）の子 保健サービス
センター☎（5803）1805、保健サービ
スセンター本郷支所☎（3821）5106へ

文京区謡曲大会出演者募集
3年1月30日㈯午後
0時30分開始 宝生能
楽堂（本郷1-5-9） 謡・
仕舞・囃子・狂言小舞ほ
か（1グループにつき入退場を含め15
分以内） 区内在住・在勤・在学者、区
内を活動拠点とするグループ 20番
程度（抽選） 1番500円 申込書・出
演者名簿を各流派の代表者へ郵送▷
申込書配布 アカデミー推進課・アカ
デミー文京・地域アカデミー 11月
16日㈪必着
流派 申込先

観世流 〒113-0031　文京区根津1-4-1
文京区謡曲連盟　石野

宝生流 〒112-0001　文京区白山4-34-2
文京区謡曲連盟　岩津

喜多流
その他

〒112-0011　文京区千石1-8-12
文京区謡曲連盟　岩崎

アカデミー推進課文化事業係☎
（5803）1120

高齢者にマッサージのサービス
11月18日㈬午前10
時～午後1時10分
60歳以上の区内在住
者 各20人程度（申
込順） 500円
会場 白山交流館 福祉センター湯島

申込
問合せ

11/2㈪8：30から前
日までに電話で高齢
福祉課社会参画支
援係
☎（5803）1203へ

11/2㈪9：00から前
日までに電話で福祉
センター湯島
☎（3814）9245へ

※1回の電話で1人まで申込可
※ マスクを着用し、ジャージ又はＴシャツ等
の軽装で、タオル又は手ぬぐいを2本持参
※住所と年齢の確認できるものを持参
※1回40分程度、施術師の指名は不可

シビックシネマサロン
たけくらべ（16mmフィルム）
11月20日㈮午後1時30分～3時20
分（20分前から受付） アカデミー文
京▷監督 五所平之助▷出演 美空
ひばり/岸惠子ほか 15歳以上の区内
在住・在勤・在学者（中学生を除く）
30人（抽選） 無料 往復はがきに
6面記入例 1～5を明記し、〒112-0003
文京区春日1-16-21（公財）文京アカデ
ミー学習推進係☎（5803）1119へ（
https：//www.b-academy.jp/か
らも申込可） 11月13日㈮必着
※全席指定、検温、途中休憩あり

税を考える週間
税についての作文・標語・絵はがき展
11月16日㈪～23日（祝・月）午前9時

～午後5時（16日は午後1時から） 区
民ひろば（シビックセンター地下2階）
小・中・高校生による優秀作品展

どなたでも 当日直接会場へ 税務

健康体操教室（全4回）
11月5日・12日・19日・
26日（全て木曜）午後2
時～3時（受付は15分前
から） 勤労福祉会館
健康維持のためのス
トレッチや簡単な筋力
トレーニング 山浦泉氏（オーエン
ス） 18歳以上の方 20人（申込順）
300円（各回） 電話で勤労福祉

会館☎（3823）6711へ
※動きやすい服装・室内用運動靴・飲
み物・汗拭きタオルを持参

両親学級
区内在住ではじめて赤

ちゃんが生まれる夫婦 無
料 区 から申込▷申込期
間 11月5日㈭～15日㈰

集団形式 オンライン形式

日時 12/12㈯ 12/26㈯
9:00～11:30

会場
方法

保健サービス
センター

Ｚoom（オンライン会
議ツール）を使用

定員
（抽選、出産
予定日を考慮）

8組 30組

保健サービスセンター☎（5803）
1807

母親学級（土曜1回コース）
12月5日㈯午前9時～10時30分
保健サービスセンター 区内在住で
就労等により平日の母親学級に参加
できない24週以降の妊婦 15人（申
込順） 無料 11月2日㈪午前8時
30分から電話で保健サービスセン
ター☎（5803）1805へ
※平日の母親学級参加者は不可
※母子手帳・筆記用具・飲み物を持参

都営住宅入居者募集
家族向、単身者向、若年夫婦・子育
て世帯向（定期使用住宅＊）
次の要件を全て満たす方①家族向
＝都内に居住し同居親族がいる、単
身者向＝高齢者又は障害者等で都内
に3年以上居住している②収入が定
められた基準内③住宅に困っている
④暴力団員でない▷申込書配布（11月
4日㈬～12日㈭） シビックセンター1
階受付・地域活動センター・勤労福祉
会館・福祉住宅サービス 東京都住
宅供給公社都営住宅募集センター☎
（3498）8894
＊定期使用住宅：10年に限り入居できる住宅

※詳細は申込書を参照

高年齢者就職面接会
11月17日㈫①午後0

時30分～2時②午後2時
50分～4時20分（受付は
30分前から） 東京し
ごとセンター（千代田区飯田橋3-10-
3） 複数の企業と面接 55歳以上の
方 無料 ハローワーク飯田橋シニ
アコーナー☎（5211）2360
※完全予約制、申込等詳細は上記へ

第1回地域保健推進協議会
11月6日㈮午後2時～4時 シビッ
クセンター24階委員会室 保健医療
計画の実績報告について等 8人（先
着順） 傍聴希望者は当日15分前まで
に直接会場へ 生活衛生課管理計画
係☎（5803）1223

第4回文京区地域福祉推進協議会
11月4日㈬午後2時～4時 シビッ
クセンター24階委員会室 新たな地
域福祉保健計画の中間のまとめにつ
いて 8人（先着順） 傍聴希望者は
当日直接会場へ 福祉政策課福祉企
画係☎（5803）1201

精神保健相談
精神的な悩みで困っている方に
　精神科医による個別
相談（予約制）です。家
族からの相談も可能で
す。
保健サービスセン

ター＝11月5日㈭・18日㈬、本郷支所

＝11月12日㈭・30日㈪ 区内在住者
無料 電話で保健サービスセン
ター☎（5803）1807、保健サービス
センター本郷支所☎（3821）5106へ

特別相談（無料電話相談）
　平日に行っている相談を日曜に開
設します。日常生活の中で起こる問
題や悩みごとに専門家が助言をしま
す。
11月15日㈰午後1時～4時 区内
在住・在勤・在学者 無料 11月9
日㈪午前9時から電話で広報課 広
聴・相談担当☎（5803）1129へ

内容 相談員 定員
（申込順）

法律 法律に
関すること 弁護士 12人

税務 税金に
関すること 税理士 6人

不動産
不動産売買、
賃貸借に
関すること

宅地建物
取引士 6人

※予約制
※秘密は厳守
※ 当日の問合せは行政情報センター☎（5803）
1132へ

新型コロナウイルス感染症にかかる
こころといのちの法律相談
　新型コロナウイルス感染症の影響
により、様々な心の悩みを抱えてい
る方のために、弁護士による電話相
談を受け付けます。
相談電話番号
☎0120（556）289
（東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城県発
信限定）
11月2日㈪、12月1日㈫、3年1月22
日㈮午後3時～7時 無料 東京弁護
士会人権課☎（3581）2205

裁判員制度
まもなく名簿記載通知を発送します
　3年の裁判員候補者名簿
に登録された方には、11月
中旬に名簿に登録されたこ
との通知をお送りします（3
年1月1日時点で20歳以上の
方に限る）。この通知は、令和3年中
に裁判員に選ばれる可能性があるこ
とを事前にお伝えするものです。実
際に裁判所に来ていただくことになっ
た場合は、別途お知らせします。
東京地方裁判所☎（3581）5411
※詳細は、裁判員制度 https：//
www.saibanin.courts.go.jp/index.
htmlを参照

催 し 物
不動産鑑定士等による相続・不動産無料
電話相談
①月～金曜（休・祝日除く）9：00～16：30⑦区
内在住者及び区内に不動産を所有する方⑧日
本地主家主協会☎（3320）6281

会員募集
APPLE英会話
①火曜18：00～19：00②福祉センター江戸川
橋ほか③初心者向け英会話⑥月4,000円⑦50

歳以上、初心者歓迎、体験無料⑧イトウ☎
080（1520）8481（17：00以降）
イルカスイミングクラブ
①木曜9：45～11：30②総合体育館ほか③個々
の力に合わせ四泳法の習得を目指す⑤2,000円
⑥月3,900円⑦女性⑧瀬戸☎（3828）6415
GnGガイド会（Guest-n-Guide）
①月3回水曜13：00～14：30②区民センターほ
か③英語で日本のことを話す④菅野典代氏（全
国通訳案内士）⑥月5,000円（会場費別途500
円）⑦英語中・上級者向け⑧石橋☎090（9857）
1641

①日時 ②会場 ③内容 ④講師 ⑤入会金
⑥会費 ⑦対象その他 ⑧問合せ
・掲載内容の責任は当事者で。
・費用の記載のないものは無料。
・催し物で申込方法の記載がないものは申込不要。

　区内サークル・公共性のある団体の情報を掲載
します。紙面の都合で掲載できないこともあり
ます。なお、営利や売名を目的とするもの、前
回の掲載から1年を経過していないもの、会費が
多額なものは掲載できません。

教育センター 
第4回

親子理科教室
第9回
科学教室

日時 11/21㈯
17：00～18：30

11/28㈯
①10：00～12：00
②14：00～16：00

会場 教育センター
内容 天体観測をしよう 超低温の世界（液体窒素）
講師 教育センター専門指導員

対象 区内在住・在学の
小学1～3年生とその保護者 区内在住・在学の小学3～6年生

定員 10組（抽選） 各15人（抽選）
費用 1,500円 無料

申込
往復はがきに 6面記入例 1～3・5（3は保護者分も）と6学校名・学年・メールアドレス・希

望日時（第2希望記入可）を明記し、教育センターへ
※内容が変更になる可能性があるため、申込前に電話で教育センターへ

締切 11/9㈪必着 11/16㈪必着
※車での来場は不可
※キャンセルによる空き状況の確認をする場合は、前日までに電話で教育センターへ
※電子申請申込時に表示される「問合せ番号」は、当落確認の際に必要となるため、必ず控えること
※ 受講者が小学3年生以上の場合、保護者及び申込以外の子どもの入室・見学不可（「親子理科教室」
は保護者1人のみ同伴）

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591

介護者教室  
今すぐ始める生前整理

～遺品整理人からのアドバイス～ 座ったまま出来る健康体操！！

日時 11/28㈯
10：00～11：30（開場は30分前から）

12/12㈯
13：00～14：30

会場 区民センター 音羽地域活動センター
講師

（敬称略）
あんしんネット
石見良教

LE訪問看護リハビリテーション御茶ノ水
三木啓輔

対象 区内在住・在勤・在学者
定員 各15人（申込順）
費用 無料
申込
問合せ

電話で高齢者あんしん相談センター本富士
分室☎(3813)7888へ

電話で高齢者あんしん相談センター大塚
☎(3941)9678へ

▲ 裁判員
制度

▲区

▲区

▲区

▲区
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世帯…123,546 世帯 （123,551）
人口…226,777 人 （225,304）
男……107,828 人 （107,161）
女……118,949 人 （118,143）

うち
外国人
住民

計…10,124 人 （11,429）
男… 4,819 人 （5,488）
女… 5,305 人 （5,941）

（　　）内は前年同期　令和2年10月1日現在

区の情報はこちらをチェック！
フェイスブック ツイッター youtube（区民チャンネル）区ホームページ LINE
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フレイル＊予防プロジェクト
介護予防講演会
―人生100歳時代到来―
健康長寿と支え合いのまちづくり
～つながりが健康をつくる～
11月13日㈮午後2
時～3時30分 区民
センター 神谷哲朗
氏（東京大学高齢社
会総合研究機構特任
研究員） 区内在住
者 50人（申込順）
無料 10月30日㈮から本人が電
話又は に「介護予防講演会」・住
所・氏名・ 番号・生年月日を明記し、
高齢福祉課介護予防係☎（5803）
1209 （5803）1350へ
＊ フレイル：加齢とともに心身の活力（筋
力、認知機能、社会とのつながりなど）
が低下した状態のこと
※手話通訳あり

11月の休日医療のご案内
休日診療当番医

電話で待ち時間等を確認のうえ、健康保険
証を持参して受診（医療受給者証などの交
付を受けた方は、あわせて持参）。
は内科、 は小児科、 は歯科。

〔診療時間〕 昼　間 9：00～17：00
準夜間17：00～22：00

日 医療機関名 昼間 準夜 所在地 電話

1

八千代診療所 ○ ○ 白山1-5-8 （3811）4519
森内科 ○ ― 大塚3-35-8 （3945）8188
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
クマモトクリニック ― ○ 千駄木3-37-17（5685）0811
森谷医院 ○ ― 千駄木5-43-11（3821）0128
中崎歯科 ○ ― 千石2-35-18 （5319）2881
清 歯科医院 ○ ― 本郷4-15-3 （3818）4188

3

春日クリニック ○ ○ 小石川1-12-16（3813）0080
やすだクリニック ○ ― 大塚4-45-4 （3945）5055
根津宮永町診療所 ― ○ 根津2-13-6 （3824）2588
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
文京内科・循環器クリニック ○ ― 本駒込2-10-3 （6304）1567
歯科医院デンタル小石川 ○ ― 小石川4-5-6 （3817）0888
丸山歯科医院 ○ ― 本駒込5-44-2 （3821）2294

8

春日駅前あべファミリークリニック ○ ○ 小石川2-1-12 （3830）0395
東京健生病院 ○ ― 大塚4-3-8 （3944）6111
タツノ内科・循環器科 ○ ― 本郷5-1-16 （5800）0203
文京クリニック ― ○ 千駄木1-23-3 （3823）6614
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
ナミキ歯科医院 ○ ― 西片2-15-13 （5842）5877
アイ歯科医院 ○ ― 湯島1-3-4 （3814）7015

15

小林クリニック ○ ― 小石川3-16-19（5689）2025
神楽坂ホームケアクリニック ○ ○ 関口1-13-14 （5579）2331
西片クリニック ○ ― 西片2-25-8 （5803）7080
田代医院 ― ○ 向丘2-20-3 （3823）0871
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
西村歯科医院 ○ ― 大塚6-17-2 （5940）2021
森歯科医院 ○ ― 千駄木4-13-6 （3821）2676

22

千晶こどもクリニック ○ ○ 小石川1-24-3 （3868）0703
茗荷谷なかむらクリニック ○ ― 小日向4-5-16 （3945）6161
細部小児科クリニック ○ ― 根津2-14-11 （6303）3162
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
藤原クリニック ― ○ 千駄木3-2-7 （3821）3767
のぶもり歯科 ○ ― 小石川1-12-10（3815）6788
マミ歯科クリニック ○ ― 根津1-27-4 （3828）3888

23

小石川柳町クリニック ○ ○ 小石川1-13-9 （5805）3749
しおざわクリニック ○ ― 小日向4-4-3 （3945）3711
きたなかこども成長クリニック ○ ― 本郷2-37-6 （3817）0976
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
吉行医院 ― ○ 千駄木2-34-10（3821）7994
はせがわ歯科 ○ ― 音羽1-5-11 （3942）8052
大野歯科医院 ○ ― 本郷2-25-14 （3813）8281

29

坂巻クリニック ○ ― 水道2-14-7 （3941）6074
江戸川橋胃腸肛門クリニック ○ ○ 関口1-19-6 （3269）2020
坂口医院 ― ○ 本郷4-9-22 （3811）1560
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
駒込かせだクリニック ○ ― 本駒込4-19-16（5832）5665
橋口歯科医院 ○ ― 白山1-33-27 （5615）8320
小平歯科医院 ○ ― 西片1-2-4 （3811）2303

休日調剤薬局
〔受付時間〕昼間9：00～17：00　準夜間17：00～22：00
日 薬局名 昼間 準夜 所在地 電話

1
カテイ堂薬局 ○ ○ 白山1-8-6 （3811）5843
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
谷根千薬局 ― ○ 千駄木2-34-6 （5842）1455

3
岡崎薬局2 ○ ○ 小石川1-12-14（5689）2778
あかね薬局 ○ ― 大塚4-45-10 （3945）4308
なの花薬局さつき店 ○ ○ 千駄木2-2-16 （5834）8170
なぎさ薬局千石駅前店 ○ ― 本駒込2-10-4 （6902）2477

8
ひかわ調剤薬局 ○ ― 千石3-4-3 （3944）1327
芙蓉堂薬局 ○ ― 本郷4-2-1 （3816）2410
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

15
不二薬局 ○ ― 西片2-25-8 （3811）4451
雄飛堂薬局千駄木店 ― ○ 向丘2-14-6 （3823）8551
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

22
グッド薬局小石川店 ○ ○ 小石川1-24-1 （6801）5153
鈴薬局茗荷谷店 ○ ― 小日向4-7-20 （6304）1423
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

23
鈴薬局茗荷谷店 ○ ― 小日向4-7-20 （6304）1423
EDOゆしま調剤薬局 ○ ― 本郷3-3-1 （3830）2121
今尾薬局 ○ ― 本郷4-6-3 （3811）4033
さくら薬局向丘店 ○ ○ 向丘2-14-1 （3827）0011

29
伊吹堂薬局水道店 ○ ― 水道2-14-7 （3946）6173
今尾薬局 ― ○ 本郷4-6-3 （3811）4033
谷根千薬局 ○ ― 千駄木2-34-6 （5842）1455
パイン薬局 ○ ― 本駒込4-20-11（3823）8487

医療機関案内
機関名 電話 受付時間

東京都子供の健康相談室
（小児救急相談）

（5285）8898
短縮「#8000」

月～金曜（休日を除く）18：00～翌朝8：00
土・日曜、祝日、12/29～1/3 8：00～翌朝8：00

東京都医療機関案内
サービス「ひまわり」（5272）0303

24時間（年中無休）
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁
救急相談センター

（3212）2323
短縮「#7119」

小石川消防署 （3812）0119
本郷消防署 （3815）0119
文京区かかりつけ医・
在宅療養相談窓口 （6912）0810 月～金曜（祝日・12/29～1/3を除く）9：00～17：00
文京区地域包括ケア
歯科相談窓口 090（4544）8020 月～金曜（祝日・8/13～8/16・12/29～1/4を除く）

11：00～16：00
豊島文京（平日準夜間）
こども救急 （3941）3211 月～金曜（祝日・12/29～1/4を除く）20：00～23：00

保健サービスセンター
☎（5803）1805

保健サービスセンター本郷支所
☎（3821）5106

区分 対象 日（曜） 受付時間 日（曜） 受付時間
健康相談（有料）
※骨密度測定可

義務教育を終了している15歳以上の区
内在住者

未定
※再開については区 を確認 ― ―

アレルギー相談 15歳未満で小児ぜん息などの心配のあ
る方（予約制） 25㈬ 13：30～14：30 19㈭ 9：30～10：00

歯科保健相談※1

※2歳児の定期歯科健診も実施 乳幼児（予約制） 12㈭・19㈭・26㈭ 13：00～14：30 5㈭・19㈭ 13：00～14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児（予約制） 3年3/31まで中止
HIV抗体検査（即日検査） 検査を希望する方（予約制） 4㈬ 13：00～13：50 ― ―
ハッピーベイビー健康相談 妊娠を希望する方 月～金曜 8：30～17：00 月～金曜 8：30～17：00ネウボラ相談※2 妊娠・出産・子育てについて相談を希望する方

母親学級 はじめて妊娠した方（2日制・予約制） 6㈮・13㈮ 17㈫・24㈫
※10/30㈮から電話で予約、詳細は区 を確認

※1　フッ素塗布中止、歯科健診のみ実施　※2　八千代助産院でも実施。☎（5940）2102 9：00～17：00（通年対応）

保健サービスセンターの健康相談（11月）

ノロウイルス等による感染性胃腸炎や食中毒に注意
　ノロウイルス等による感染性胃腸炎や食中毒は秋から春先にかけて多発します。ノロウイルスは非常に感染
力が強いため集団感染、集団食中毒の恐れもあります。しっかりと予防しましょう。

　調理の前後、食事の前、トイレ後には石
せっ

鹸
けん

をよく泡立ててこすり洗いし、流水でしっかりすすぎましょう。

　ノロウイルスによる食中毒は加熱調理することで予防できます。二枚貝の生食は控え、中心温度85度から90度で、
90秒以上しっかりと加熱して食べましょう。

　ノロウイルスの症状は2日ぐらいで回復しますが、症状が治まった後もしばらくは便からウイルスが排出されるの
で、食品を取り扱う作業を控えましょう。

　アルコール消毒はノロウイルスには効果が十分ではありません。熱湯や適切な濃度に希釈した塩素系漂白剤を使用
し消毒しましょう。

1．手洗いの徹底

2．食品は中心部まで火を通す

3．下痢やおう吐等のノロウイルスの症状がある方

4．消毒について

予防対策課保健指導係☎（5803）1836、生活衛生課食品衛生担当☎（5803）1228

 本統計数値には、都内における届件数の他、検疫法に
よる届出や他の都道府県からの届出についても含むため、
東京都の公表資料と異なります。

新型コロナウイルス感染症に
関する区内統計情報

新型コロナウイルス感染症予防のために

材料 ① 家庭用塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム水溶液濃度5%）

　　 ②500mlペットボトルの水1本

日常の拭き取り掃除用
（次亜塩素酸ナトリウム水溶液濃度0.05%）

例）ドアノブ、蛇口、冷蔵庫の取っ手など

500ml

500mlペットボトルの
水にキャップ1杯の
家庭用塩素系漂白剤

約5ml

トイレの消毒
（次亜塩素酸ナトリウム水溶液濃度0.1%）

500ml

500mlペットボトルの
水にキャップ2杯の
家庭用塩素系漂白剤

約5ml

　きれいな布で水拭きするなど、
常に清潔を保つことが大切です。
　消毒液を使用するときは、ペー
パータオルなどに含ませて拭きます。
　家庭用塩素系漂白剤の希釈液を
使用する場合は、金属を腐食する
ことがあるため消毒後10分後に
水拭きをしましょう。

手でよく触れる場所や身のまわり
の物は清掃・消毒をしましょう。

※ 左記作り方は5％の濃度の次亜塩素酸ナト
リウム水溶液を想定、消毒液を作る際は漂
白剤の濃度を確認のこと

換気は十分に！
作り置きは
しない！

消毒液の作り方

ラベルを貼る等、誤飲しない
よう気を付けましょう！

誤飲
注意

▲二次元コード
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陽性確定患者 無症状病原体所有者

▲区

▲神谷哲朗氏

※数値は統計作成日時点の数値、後日訂正される場合あり
※ 発生状況等により更新は不定期となりますので、御理解の程お願い申し上げ
ます。

●2020年1月～9月の月別陽性者数＊（9月30日時点）
＊陽性者数：医療機関等から報告を受けた区民の人数


