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■主な内容
新型コロナウイルスワクチン接種について …　２面
定期利用制自転車駐車場 4年度利用者 募集 …　３面

委員公募………………………………　３面
オンライン版防災フェスタ「みんなで一斉防災訓練」 …　５面

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。

★本号は、12月14日時点の
情報で作成しています ▲区新型コロナウイルスワクチン接種については2面をチェック!

2022年7月9日は、文豪・森鷗外の没後100年にあたります。年明けから年間を通じて、鷗外没後100年の記念事業を行います。

　写真をとおして、鷗外の生涯や功績を振り返る展覧会です。若き日から晩年に至
るまで、努力を重ね、自らを鍛え乗り越えてきた鷗外の顔かたちやまなざしにも注
目します。写真に残された等身大の“鷗外”を感じられる特別展をお楽しみください。

※1月19日㈬は鷗外の160回目の誕生日記念で無料！
※ギャラリートークや講演会等詳細は、記念館 参照

問合せ

2022年1月9日㈰～4月17日㈰
午前10時～午後6時（午後5時30分最終入館）

期間

一般500円
●20人以上の団体400円 ●中学生以下無料 ●その他割引あり

観覧料

Bーぐる森鷗外ラッピングバス（千駄木・駒込ルート）に乗って森鷗外記念館へ！

期間 ▼ ▼ ▼ 2022年1月9日㈰～12月末（予定）

　森鷗外（本名 森林太郎）は、1862（文
久2）年、現在の島根県津和野町に生
まれ、東京大学医学部を卒業後、陸
軍軍医の職につきました。
　ドイツ留学を経て、二度の戦地赴
任や、小倉（福岡県北九州市）への赴
任を経て、陸軍省医務局長となり、
晩年は帝室博物館総長兼図書頭など
の要職にもつきました。
　その傍らで西欧文学の翻訳、小説
や詩歌の創作、評論等を発表する、
明治・大正の知識人でありました。
　千駄木団子坂上にあった「観潮楼」
（現・森鷗外記念館）には、亡くなるまで
の30年間、家族とともに暮らしました。

　鷗外ゆかりの3自治体の伝統芸能が一堂に会します。

区内在住・在勤・在学者 往復はがき（1枚2人まで）に①「芸能
サミット」、全員の②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤勤務
先・学校名（在勤・在学者のみ）と返信用にもあて先を明記し、
〒112-8555文京区アカデミー推進課文化事業係へ（区 からも
申込可、重複申込不可） 1月10日（祝・月）必着

日時 1月29日㈯午後2時～5時（予定）
（午後1時開場）

会場 宝生能楽堂
（本郷1-5-9）

定員 400人（抽選） 費用 無料

▲宝生流能楽「清経」（文京区） ▲石見神楽「鐘馗」（島根県津和野町） ▲小倉祇園太鼓（福岡県北九州市）

■参加自治体・演目

▲ロゴマーク

▲ポスター（3種類）

文京区

▲フラッグ

休　館　日

1月25日㈫、2月21日㈪・22日㈫、3月22日㈫

鷗外ゆかりの地芸能サミット開催 

森鷗外記念館　鷗外100年の森へ 特別展「写真の中の鷗外―人生を刻む顔」 

森鷗外記念館☎（3824）5511
特別展

アカデミー推進課☎（5803）1120
芸能サミット・Bーぐるラッピングバス・ロゴ等

記念事業のデザインを都立工芸高校の
生徒さんに制作いただきました

記念事業のデザインを都立工芸高校の生徒さんに制作いただきました

▲記念館

▲区
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☆第２日曜（午前９時～午後５時）に戸籍住民課で転出入、転居、印鑑登録等の手続き及び各種証明書の取得ができます。

新型コロナウイルスワクチン接種について（12月14日時点）

65歳以上の方は、追加接種の予約は不要です

追加接種（3回目接種）のご案内！

12月20日㈪から「予防接種証明書」のデジタル化及び国内用の発行が始まりました！！

　予約の負担を減らすため、65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生ま
れた方）を対象に接種日時と会場を事前に指定して、個別にお知らせします。

　海外渡航用に紙で発行している「予防接種証明書」がデジタル化される
とともに、国内用の発行が始まりました。飲食やイベント等における行
動制限を緩和するためのワクチン・検査パッケージ制度＊への活用など、
様々な場面での利用が可能です。

　緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下において、ワクチン接種歴や陰性の
検査結果をイベント会場等で確認することで、人数制限等を緩和するものです。

＊ワクチン・検査パッケージ制度とは？

　2回目の接種を完了した日から原則8か月を経過した日以降
指定する接種日

　次の会場の中から、お住まいに近い会場を指定します。ただし、開設
状況等により最寄りの会場を指定できない場合があります。指定する時
間は、開設時間から指定します。

会場・時間

指定する会場（集団接種） 住所 開設時間
文京シビックセンター25階 春日1-16-21

9：30～16：30

大原地域活動センター 千石1-4-3
音羽地域活動センター 音羽1-22-14
向丘地域活動センター 向丘1-20-8
駒込地域活動センター 本駒込3-22-4
不忍通りふれあい館 根津2-20-7
アカデミー茗台 春日2-9-5

　区が指定した日時・会場以外で追加接種を希望する方は、次の手続が必
要です。なお、地域活動センターでは変更・キャンセルの支援を行います。
●接種する日時や会場の変更を希望する場合
　コールセンター又は予約サイトで指定された条件をキャンセルのうえ、
改めて予約
●区内指定医療機関での個別接種を希望する場合
　①コールセンター又は予約サイトで指定された条件をキャンセル
　②各医療機関に直接予約
※ 個別接種を行う区内指定医療機関については、4年1月発行の「区報ぶんきょう特集
号」でお知らせします。

事前指定の変更・キャンセル方法

詳細は
こちら

▲

予約サイト［1月14日㈮（予定）から、24時間受付］

コールセンター　☎03（6747）4593
（毎日午前9時～午後8時、12月29日～1月3日を除く）

区

▲

　２回目接種完了から追加接種までの間隔は「２回目接種完了から原則８
か月以上経過後」とされていますが、国から「８か月を待たずにできる限
り前倒す」旨の方針が示され、今後、国において詳細が決定されます。
　区では、国の決定を受け、速やかに前倒しについて準備を行います。
詳細が決まり次第、区ホームページ等でお知らせします。

追加接種の前倒しについて

申請方法 ●デジタル交付
　 新型コロナワクチン接種証明書アプ
リから申請
●紙交付
　 区 の「電子申請」又は申請書を郵送
で〒112-8555文京区予防対策課感
染症対策担当へ
　▷申請書  区 からダウンロード

（地域活動センターでも配布）
※ 申請方法の詳細は、区ホームページをご確認ください。
※ デジタル交付申請には、マイナンバーカード及びスマートフォ
ン（iOS 13.7以降又はAndroid OS 8.0以降）が必要です。
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎03(6633)2432

（毎日午前9時～午後8時、12月29日～1月3日を除く）

上記以外で、次にあてはまる方はキャンセルが必要です
●追加接種を希望しない方　　●勤務先等で追加接種を受ける方
●入所、入院されている施設で追加接種を受ける方

　接種券とは別に、追加接種（3回目接種）の１か月前をめどにお送りします。
事前指定のお知らせ送付スケジュール

3回目接種日 2回目接種完了日 接種券の発送予定日 事前指定の送付時期
4年2月上旬～中旬 3年5月下旬～6月中旬 3年12月中旬 4年1/13㈭以降
4年2月下旬 3年6月下旬 4年1月下旬
4年3月上旬 3年7月上旬 4年1月中旬 4年2月上旬
4年3月下旬 3年7月下旬 4年2月下旬

※3年8月以降に2回目接種を完了した方へも順次事前指定を行います。

ファイザー社製
ワクチン

　ブロック塀等が地震等により倒壊すると、人命等に危険を及ぼし、避難、
救助及び消防活動等に大きな障害となります。
　建築基準法では、塀の所有者・管理者の方は、適切に維持管理すること
が求められています。
　塀の所有者・管理者の方は、国土交通省が作成している「塀の安全点検の
ためのチェックポイント」を用いて、安全点検を行うようお願いします。
建築指導課監察担当☎（5803）1267
※チェックポイントは上記窓口で配布（区 にも掲載）

ブロック塀等の安全点検をお願いします

どのようにせまい道を広げていくの？

地域整備課細街路担当☎（5803）1268

―細
さ い

街
が い

路
ろ

拡幅整備事業にご協力を―

ブロック塀等の改修工事費を助成します
　大地震時に、ブロック塀等が道路に倒壊し、歩行者等に危害を及ぼすこ
とがないよう、十分な安全性が確保されていない塀の撤去費用及び設置費
用の一部を助成します。
▷助成対象 一般交通の用に供する道に面し、地震に対して十分な安全性
が確保されていないブロッ
ク塀等（新たに設置する塀
は区指定の仕様に限る）▷
助成金額 塀の撤去＝1ｍ
当たり15,000円、塀の設
置＝1ｍ当たり15,000～
30,000円 地域整備課細
街路担当☎（5803）1500

Ｑ細街路とは何ですか？
Ａ区が指定した幅員4ｍ未満の狭い道路（建築基準法
第42条第2項の規定による道路）をいいます。

Ｑなぜ細街路を広げるの？
Ａ災害に強く、安全で快適なまちづくりを行ってい
くためです。
　細街路を幅員4ｍの道路に広げることで、特に緊
急車両の乗り入れや消防活動が容易となるととも
に、避難路の安全性が高まります。

Ｑいつ広げればいいの？
Ａ建物の新築、増改築などの時にお願いしています。
　細街路に接している敷地に建物の建築や工作物を
建設する場合に、道路の中心線から2ｍ後退してい
ただき、後退部分を道路状に整備します。
　建築の計画がない場合でも、道路の拡幅整備にご協力いただけます。

Ｑ道路の整備工事（舗装など）は自分でするの？
Ａ区道・私道を問わず、原則区が無償で整備を行います。
　建物や工作物の完成する時期に合わせて道路を整備します。

Ｑ助成等の制度はあるの？
Ａ助成金制度と固定資産税の減免措置があります。拡幅整備に伴い、既存の塀などを
撤去移設する必要がある場合は、費用の一部を助成します。
　また、整備部分の固定資産税の非課税手続きは区が代行します。

詳細は、区報ぶんきょう特集号
（4年1/13㈭～19㈬全戸配布予定）で
お知らせします。

▲区
●海外利用
　・予防接種証明書

接種の事実を証明できるもの
●国内利用
　・予防接種証明書
　・予防接種済証
　・接種記録書

撮影した画像・コピー
等で代用可

▲

デ
ジ
タ
ル（
見
本
）
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☆確定申告はご自宅からのe-Taxで！
　e-Taxは、マイナンバーカード又は税務署が発行するID・パスワードがあれば、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から利用できます。
　ID・パスワードの取得は、顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、最寄りの税務署で手続きが必要です。
　 小石川税務署☎（3811）1141、本郷税務署☎（3811）3171
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iPhone Android
Catalog Pocket

～親子の関係を育てるコミュニケーションスキルを学ぶプログラム～
「育児スキルトレーニング」特別講座子育て支援講座

　毎年開催している、全7回講座の基本的な内容を、わかりやすく1回にまと
めて開催します。
4年2月22日㈫午前10時～11時30分 シルバーセンター しつけ本来の意味

や子どもの特性を知り、効果的な関わりを学ぶ 子どもの虐待防止センター公
認トレーナー 区内在住で3歳～小学6年生（2月22日㈫現在）の子どもの保護者 20人
（抽選） 無料 区 の「電子申請」又は往復はがきに「育児スキルトレーニング」特別講
座・保護者と子どもの住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号と返信用にもあて先を明
記し、〒112-8555文京区子ども家庭支援センター☎（5803）1894へ 1月17日㈪必着
※講座の参加は保護者のみ、保育（ 8か月～就学前児 8人程度）希望者は、「保育希望」・
保育する子どもの氏名と生年月日も明記

▲電子申請

Bーぐる（本郷・湯島ルート）の一部を
迂回運行します
　4年1月1日（祝・土）～3日㈪は湯島天満宮周辺の交通規制に
より、終日、迂回運行を実施します。

日立自動車交通☎（5682）1122、区民課☎（5803）1387

　スマートフォンやパソコンからBーぐるの現在位置が確
認できる運行サイトバスロケーションシステム http://
bunkyo.bus-go.com/をご利用ください。

Bーぐる運行情報

14番 東都文京病院入口、15番 湯島天神入口、19番 湯島駅、
20番 湯島天神入口

停車しないバス停

運行状況確認

▲

委員公募 文京区地域包括ケア推進委員会
　区における高齢福祉の推進に関する協議・意見具申等を行います。
40歳以上の区内在住者（区議会議員、区職員及び応募時に区の審議
会等の委員に2つ以上在籍している方を除く） 5人▷任期 4年4月か
ら2年間（地域福祉推進協議会委員を兼務する場合あり）▷会議 年5～
7回程度（平日昼間に2時間程度）▷謝礼 1回2,000円▷選考 申込書・
面接 申込書を〒112-8555文京区高齢福祉課地域包括ケア推進係
☎（5803）1843へ郵送又は持参▷申込書配布 高齢福祉課・高齢者あんしん
相談センター・地域活動センター・図書館（区 にも掲載） 1月28日㈮必着

地域福祉推進協議会
　区の地域福祉保健に関する総合的な協議・意見具申等を行います。
18歳以上の区内在住者（区議会議員、区職員及び応募時に区の審議会等
の委員に2つ以上在籍している方を除く） 3人▷任期 4年4月から2年間
▷会議 年3～5回程度（平日昼間に２時間程度）▷謝礼 1回2,000円▷選
考 申込書・面接 申込書を〒112-8555文京区福祉政策課福祉企画係☎
（5803）1201 （5803）1357へ郵送・ 又は持参▷申込書配布 福祉政策
課・高齢者あんしん相談センター・障害者基幹相談支援センター・地域活動セ
ンター・図書館（区 にも掲載） 1月24日㈪必着
＊分野別計画に係る検討を行うため、本協議会の下に「子ども部会」、「高齢者・介護保険部会」、
「障害者部会」「保健部会」の4部会を設置しますが、本募集の委員は「障害者部会」に所属予定

文京区子ども・子育て会議
　子ども・子育て支援施策について会議で意見を述べ審議します。
18歳以上の区内在住・在勤・在学者（区議会議員、区職員及び応募時に
区の審議会等の委員に2つ以上在籍している方を除く） 5人▷任期 4
年4月から2年間▷会議 年3回程度（平日夜間に2時間程度）▷謝礼 1回
2,000円▷選考 書類審査・面接 申込書を〒112-8555文京区子育て
支援課☎（5803）1256へ郵送又は持参▷申込書配布 子育て支援課・行政
情報センター・地域活動センター・図書館（区 にも掲載） 1月24日㈪必着
●無作為に抽出した方に募集案内を送付します
　住民基本台帳から18歳以上の方、300人を無作為に抽出し、子ども・子育
て会議の区民委員募集案内を12月下旬に送付します。案内が届いた方は、内
容をご覧のうえ、応募される方は、申込書をご提出ください。

メディアパートナー会議
　より身近で開かれた広報活動の実現のために、区報、区ホームページ・
ソーシャルネットワーキングサービス、有線テレビ広報活動等を活用し、
効果的な情報発信についてご意見をいただきます。
高校生以上の区内在住・在勤・在学者（区議会議員、区職員及び応募時に

区の審議会等委員に2つ以上在籍している方を除く） 15人▷任期 4年
4月から2年間▷会議 年3～5回程度▷謝礼 1回1,000円▷選考 申込
書・面接（2月中旬予定） 申込書を〒112-8555文京区広報課☎（5803）
1130へ郵送又は持参▷申込書配布 シビックセンター1階パンフレット
台・行政情報センター・地域活動センター・図書館・地域アカデミー（区 に
も掲載） 1月28日㈮必着

地域子育てステーション（1月）
事前連絡が必要です　［受付時間］9：00～17：00

保育園名 日時（4年） 主な内容 電話
藍　　染 1/18㈫

10：00

触れ合い遊びを楽しもう （3828）5509
久　　堅 12㈬ 作って遊ぼう （3811）0712
青　　柳 簡単なベビーマッサージとふれあい遊び （3941）4518
さしがや 11㈫ ホールで遊ぼう （3811）3474
駒　　込 19㈬ （3821）8800
こひなた 13㈭ お正月のペープサートを見て楽しもう （3943）4457
本　　郷 20㈭ みんなで楽しく体操をしよう （3812）2394
大　　塚

18㈫
保育園で遊ぼう （3943）1631

し お み 手作り玩具を作ろう （3827）8229
千　　石 看護師さんに聞いてみよう （3947）9220
向　　丘 11㈫ 保育園で遊ぼう （3814）6755
水　　道 18㈫ お正月遊びを楽しもう （3812）2237
本 駒 込 節分の飾りを作ろう （3822）3659
本駒込南 19㈬ パネルシアターを楽しもう （3823）3247
千 石 西 園庭で遊ぼう （3944）4688
本駒込西 25㈫ 保育園で遊ぼう （3947）2906
目 白 台 絵本を楽しもう （3945）4220
柳　　町 12㈬ 10：30 絵本で遊ぼう（ 柳町児童館） （3811）0978

※開催時間はおおむね30分～1時間。申込後、不参加の場合は園に連絡のこと

定期利用制自転車駐車場 4年度利用者 募集
〒112-8555文京区土木部管理課交通安全係☎（5803）1244 （5803）1359

一時利用制自転車駐車場
茗荷谷中央・後楽園・後楽園駅前・礫川公園前・春日・本郷三丁目・東大前・千石東・千石
西・千石南・護国寺駅西・江戸川橋交番横・江戸川橋新目白通り 2時間まで無料、以降
10時間ごとに100円

▷利用期間 4年4月1日㈮～5年3月31日㈮ 通勤・通学等で自転
車を利用する方▷使用料 年額24,000円［月額払い可（生活保護受
給者は免除、身体障害者
手帳・愛の手帳・精神障害
者保健福祉手帳の交付を
受けている方は5割減額、
区内在住の中学生以上の
学生は3割減額）］ 区
の「電子申請」又は申請書
を上記へ郵送・ 又は持
参▷申請書配布（1月14日
㈮から） 土木部管理課
（区 にも掲載）、地域活
動センター、春日・後楽
園地下駐輪場、駐輪場の
ある東京メトロの駅（東
京メトロ飯田橋駅を除
く）▷受付期間 1月14日
㈮～2月1日㈫必着
※応募数が募集数を超え
た場合、区内在住で自転
車利用距離の遠い方から
順に承認
※利用の承認・不承認通知
は2月25日㈮に発送予定

募集する自転車駐車場
場所 名称 台数

JR・都営　水道橋駅 水道橋A 80
水道橋B 80

東京メトロ　湯島駅 湯島※1 ―

東京メトロ　江戸川橋駅
江戸川橋A 50
江戸川橋B 210
江戸川公園前 60

東京メトロ　茗荷谷駅
茗荷谷A 80
茗荷谷B 90
茗荷谷駅 150

JR・都営・東京メトロ　飯田橋駅 飯田橋 37
飯田橋臨時 73

東京メトロ　東大前駅 東大前 80

東京メトロ　根津駅 根津一丁目 40
根津二丁目 20

都営・東京メトロ　本郷三丁目駅
本郷三丁目 70
本郷三丁目駅 55
本郷三丁目臨時 100

東京メトロ　本駒込駅 本駒込A 100
本駒込B 15

都営　白山駅
白山上 97
白山下 70
白山京華 70

都営　千石駅 千石南 182
都営　春日駅
東京メトロ 後楽園駅

シビックセンター
幼児2人同乗用※2 30

※1　 道路工事との調整により利用が可能になった場合、
駐車場掲示板及び区 でお知らせ

※2　 子どもを区内の幼稚園・保育園に自転車で送迎して
いる方が対象（1世帯1台まで）

▲電子申請

「フレイルチェック」しませんか？
　「フレイル＊チェック」では、筋肉量等の測定や質問票
などでフレイルの兆候を気軽にチェックすることができ

ます。また、フレイル予防について楽しく話し合うグループワークも行います。

＊フレイル：年をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下し
た状態で「健康」と「要介護状態」の間にあたります。

区内在住者 各12人程度（抽選） 無料 はがき又は に「フレイル予
防」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・希望日（いずれか1日）を明記し、
〒112-8555文京区高齢福祉課社会参画支援係☎（5803）1203 （5803）
1350へ（区 からも申込可） 1月12日㈬必着

日時（4年） 会場
1/29㈯10：00～11：30 シビックセンター　　
 2/7㈪14：00～15：30 不忍通りふれあい館　
2/24㈭10：00～11：30 福祉センター江戸川橋
 3/7㈪14：00～15：30 シビックセンター　　

※各日同内容 ▲フレイルチェックの様子

▲区
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休止（中止）・縮小・休館等を行う窓口・事務・施設・行事（イベント）について 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拡大に伴い、掲載記事は、内容（日時や開催方法等）が変更、中止・延期になる可能性があります。

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。

4年1月5日㈬～30日㈰ シビックセンター地下1階吹きぬけ周囲 本郷を創
立の地とする女子美術大学の卒業生と、その指導にあたった先生との師弟作品
展 無料 アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120

　　　美it展第19回アートウォール・シビック

毎月7日は文京版クールアース・デー 1月のテーマは「食生活とエコ」

買物編
•マイバッグを持参する（ごみの減量）
• 旬の食材を買う（季節外れの野菜等を温室で作ると、それだけで10倍の光熱費がかかる）
料理編
•鍋底からはみ出さない火加減で調理する（ガス・電気のエネルギー節約）
•野菜をまるごと皮ごと使い切る（ごみの減量）
片付け編
•鍋や皿の汚れは洗う前に古布等で拭き取る（水の節約）
•食器を洗うときは低温に設定する（ガスのエネルギー節約）
「家庭の省エネハンドブック（東京都）」「エコ・クッキングのチェックポイント（文京区）」より作成。
※「エコ・クッキング」は東京ガスの登録商標です。

環境政策課地域環境係☎（5803）1828、リサイクル清掃課リサイクル推進
係☎（5803）1135

4年1月29日㈯午後2時～3時 教育センター 主に鎌倉期～江戸期までの闘鶏
ブームから観賞用鶏作出が広まるまでの過程を紹介 工藤光平氏（東京大学総合研
究博物館特任研究員） どなたでも 20人（抽選） 無料 区 の「電子申請」又は
往復はがきに講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢（小・中学生は学校名も）・
電話番号・メールアドレスと返信用にもあて先を明記し、〒113-0034文
京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591へ 1月17日㈪必着
※車での来場は不可

ギャラリートーク②「闘鶏から観賞用鶏へ」
スクール・モバイルミュージアム「鶏玩考」

4年1月22日㈯午後2時～4時 スカイホール 西口拓子氏
（早稲田大学理工学術院教授） 区内在住・在勤・在学者 40人
（抽選） 500円（受講料） はがき又は （件名に「ドイツ文化
講座（第7回）」申込と記載）に住所（在勤者は勤務先名・所在地、
在学者は学校名も）・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・メー
ルアドレスを明記し、〒112-8555文京区スポー
ツ振興課 オリンピック・パラリンピック推進担当 
☎（5803）1309 b-dondon＠city.bunkyo.lg.jp
へ 1月12日㈬必着

文
ふ み

の京
みや こ

・ドイツ文化講座
～グリム童話の世界 絵本で旅するドイツ～

4年1月23日㈰午後2時～4時 男女平等センター 大賀一樹氏（臨床心理士）ほ
か 原則、区内在住・在勤・在学者 20人程度（申込順） 無料 区 の申込フォーム
から申込 1月20日㈭ 総務課ダイバーシティ推進担当☎（5803）1187
※終了後、講師との個別相談可（先着2人（組）、1回50分まで）

　　 文京SOGIにじいろサロン
“揺らぎ”との付き合い方～「Q」クィア＊1／クエスチョニング＊2を知る～

第5回

障害のある方向け
おでかけスポーツ（2月）

～体育館でからだを動かしてみませんか～

4年2月4日㈮午後1時15分～2時30分 スポー
ツセンター 肢体及び視覚障害者向けの軽体操
区内在住・在勤・在学で介助者なしで来館できる肢
体及び視覚障害者（介助者有の場合は要相談） 無
料 前日までに電話又は直接スポーツセンター
☎（3944）2271へ
※2月は水泳の開催なし

4年2月7日～28日の月曜（全4回）①午前9時30分～10時30
分②午前10時50分～11時50分 江戸川橋体育館 ストレッ
チ・軽度のシェイプアップ体操等 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 各35人予定（申込
順） 1,240円（保険料込） 1月24日㈪午前10時30分から
電話又は直接江戸川橋体育館☎（3945）4008へ 2月6日㈰

元気ニコニコ体操2月コース 障害者プールレクリエーション（2月コース）
4年2月13日㈰・27日㈰（全2回）午前9時45分～11時45分 総合体育館 水中ゲームなどで楽しく
身体を動かす 区内在住・在園・在学の知的障害のある幼児・小学生・中学生［幼児は介助者同伴で、お
むつが取れていること。小・中学生で介助が必要な方は、介助者（高校生以上）同伴］ 30組予定（抽選）
無料 往復はがきに「障害者プールレクリエーション2月コース」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性

別・電話番号・保護者名（在園・在学者は在園・在学先も）・介助者の有無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 1月21日㈮必着

教　　室

4年2月1日～22日の火曜（全4回）①午後3時30
分～4時15分（小学1・2年生）②午後4時30分～5時
30分（小学3年生以上） 総合体育館 チアダンス
を通して協調性・創造性を身につける 区内在住・
在学の小・中学生 各20人予定（抽選） 640円（保
険料込） 往復はがきに「チャレンジスポーツ教
室塾（チアダンス）」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性
別・電話番号・学校名・学年・保護者名と返信用にも
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 1月11日㈫必着

チャレンジスポーツ教室塾（チアダンス）

4年3月6日㈰午前9時30分～午後4時（予定） スポーツセンター 小学生以上
のチーム戦 小学生以上の区内在住・在勤・在学者で構成する3～6人のチーム（小
学生のみのチームには高校生以上の保護者同伴のこと） 40チーム（申込順） 1人
100円（当日納入・保険料込） 区 の「電子申請」又は申込書を郵送・
で〒112-8555文京区スポーツ振興課スポーツ振興係（文京区スポー

ツ推進委員会事務局）☎（5803）1308 （5803）1356へ▷申込書配布
区立スポーツ施設・スポーツ振興課（区 にも掲載） 1月28日㈮必着

3年度みんなで楽しくボッチャ大会
～ルールを知らなくても大丈夫！誰でも簡単にできる文京オリジナルルール～

イベント

スポーツ
アクアエクササイズ（2月水曜コース）
4年2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人予定（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2月水曜コース」・住所（在勤
者は勤務先名・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 1月11日㈫必着

4年2月18日～3月11日の金曜（全4回）午後1時30分～4時 駒込地域活動セ
ンター 電源の入れ方などの基礎からZ

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の使用方
法までを学ぶ（電話機能の使い方は除く） タップタップラボ 区内在住・在勤・
在学者 16人（抽選） 600円 往復はがき（1人1枚）に講座名・住所・氏名・年
齢・電話番号と返信用にもあて先を明記し、〒113-0021文京区本駒込3-22-4
駒込地域活動センター☎（3824）5801へ郵送又は持参 2月4日㈮必着
※お持ちのiPadを持参

ふれあいサロン「iPad講座」
～じぶんの世界を広げよう～

　“戦後思想界の知の巨人”などの異名で知られる吉本隆明氏は後
半生を文京区で暮らしました。4年3月に没後10年を迎える稀代の
猫好きとして知られる吉本氏の猫に関する著作や長女ハルノ宵子氏の作品を紹介します。
4年1月7日㈮～4月24日㈰午前10時～午後5時▷休館日 月曜、1月11日㈫、3

月22日㈫（1月10日㈪と3月21日㈪の祝日は開館） ふるさと歴史館 100円 ふ
るさと歴史館☎（3818）7221

「文京ゆかりの知の巨人
 吉本隆明の愛した虎

ね こ

達」

1月の番組表
広報課CATV担当☎（5803）1130

各番組の
紹介は
こちら

▲

　消防・警察等による救助訓練や一斉放水訓練の様子、はしご車・起震車の乗
車体験の映像をクイズを交えながらYouTubeでライブ配信します。イベン
ト参加者には賞品（抽選）もあります。

オンライン版防災フェスタ「みんなで一斉防災訓練」

●動画配信＆クイズ

　配信中に流れる防災行政無線等を合図に、その場で身を守る行動を取る危険回避訓練を行
います。いつ起こるかわからない地震に備え、自宅での日頃の防災対策を確認してみてください。
※視聴方法等詳細は区 参照

●危険回避訓練

　新型コロナウイルスの影響を受けている区内店舗の利用促進と活性化につなげる
ため、感染症予防対策に取り組む対象店舗で「割引・おまけ」等のお得なサービスが
受けられるキャンペーンを実施します。ぜひ、この機会に区内店舗をご利用ください。
▷実施期間  4年1月14日㈮～2月28日㈪の期間中、区内参加店舗にて実施

（実施日は店舗により異なる）

みんなでお店を応援しよう！
文京ソコヂカラ　がんばるお店応援キャンペーン

注意事項
● 区内店舗全てがキャンペーン対象ではありません。参加店舗にはキャンペーンポスター
を掲示するほか、特設サイトでも確認できます。

感染症対策実施店舗応援事業コールセンター☎080（8070）0574
　［月～金曜（祝日を除く）午前10時～午後5時］
※詳細は特設サイト参照

　文京区商店街連合会加盟店約80店舗でスタンプラリーを開催します。
対象店舗で買い物をした後、店内にある二次元コードをスマートフォンで
読み込み、スタンプを集めると、区内商店の素敵な賞品が抽選で当たります。
集めたスタンプ数に応じてスマートフォンから応募▷実施期間 4年1月11

日㈫～31日㈪ 2月3日㈭ 文京区商店街連合会☎（3811）4231
※スタンプラリー対象店舗等詳細は文京区商店街連合会特設サ
イトを確認
※当選発表は発送をもってかえさせていただきます

ぶんきょう商店スタンプラリー

　9～10月の「アイデアコンテスト」でご応募いただいた約600件の中から、一次審
査で4つのアイデアが選ばれました。商品化にあたり、あなたが「欲しい！」「誰かに
あげたい！」と思うアイデアへ投票をお願いします。 投票した方のうち抽選で20
人に賞品をプレゼント。
▷投票期間 4年1月11日㈫～2月13日㈰ どなたでも ①特設サイト内投票フォー
ムから投票②投票用紙に必要事項を明記し、〒112-0003文京区春日1-16-21文
京区観光協会へ郵送又は持参▷投票用紙 特設サイトからダウンロー
ド（1月11日㈫から観光協会でも配布） アカデミー推進課観光担当☎
（5803）1174
※商品化するアイデアは、投票・最終審査で決定

「Cheer Up!!　みんなでつくる文京みやげ」アイデア投票
4年2月5日㈯①午前10時～正午②午後1時30分～3時30分 日比谷公園（千

代田区日比谷公園1-6） 高橋康夫氏 区内在住者 各10人（抽選） 無料
区 の「電子申請」又は往復はがき（1人1枚）に「冬の日比谷公園自然
散策会」・希望時間・住所・氏名・電話番号と返信用にもあて先を明記
し、〒112-8555文京区みどり公園課緑化係☎（5803）1254へ
1月11日㈫必着

冬の日比谷公園自然散策会

時 間 番 組
8 30 区長・区議会議長・教育長　年頭あいさつ（1～3日）

くらしのSafetyミニ（4～9日、17～23日）STOP！アポ電　自動通話録音機特殊詐欺被害防止
くらしのSafety（10～16日、24～30日）横断　SAFETY ACTION
ライフサポートナビミニ（31日）文京区民生委員・児童委員のおしごと

35 くらしのSafetyミニ（4～9日、17～23日）「文の京」安心・安全まちづくり推進地区指定制度
スマイルらいふミニ（31日）文京区よつばクローバークラブ

40 Let’sスポーツ！（1～3日、10～16日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング（中級編）
Myストーリー（4～9日、17～23日）東京ケーブルネットワーク　社長　大坪龍太さん
（31日）あんしんサポート文京　生活支援員　小島泰子さん
Let’sスポーツ！ミニ（24～30日）スポーツ推進委員の仕事

45 1×1（ワンバイワン）（24～30日）文京区技能名匠者認定者　製本　島村幸夫さん
50 文京インフォメーション（～59）（1～31日）

9 00 介護予防体操（1～31日）
10 スマイルらいふ（4～9日、17～23日）認知症ともにフォローアッププログラム（前編）
（10～16日、24～30日）2人に1人ががんになる時代　若いうちからがん検診
（31日）生活習慣病予防教室「食事・運動」

20 スマイルらいふ（4～9日、17～23日）認知症ともにフォローアッププログラム（後編）
（31日）はじめての離乳食―5～6か月児―
Bサーチャーズ（10～16日）あすチャレ！運動会に潜入調査せよ!!
（24～30日）ラグビーと教育

30すくすくカレンダー（4～9日、17～23日）AI？今こそ求められる家庭教育
（31日）家庭でできる「お金教育」
Myストーリー（10～16日、24～30日）野球殿堂博物館　学芸員　井上裕太さん

40（手）Bサーチャーズ（4～9日、17～23日、31日）文京区観光ガイドツアー　細川ガラシャ
（10～16日、24～30日）文京区観光ガイドツアー　文京の坂を歩く
50 文京インフォメーション（～57）（4～31日）

12 00 区長・区議会議長・教育長　年頭あいさつ（1～3日）
1×1（ワンバイワン）（4～9日、31日）文京区技能名匠者　和菓子製造　池田功さん
（10～16日）文京区技能名匠者　江戸木版画　高橋由貴子さん
ナイスキャッチぶんきょう（17～23日、24～30日）

10 介護予防体操（4～31日）
20 くらしの情報室（4～9日、17～23日）環境ライフ講座（前編）文京区における地球温暖化への取組み

ぶんきょう浪漫紀行（10～16日、24～30日）文京区の国際交流　これまでの歩みとこれからの未来
（31日）森鷗外記念館　特別展「写真の中の鷗外―人生を刻む顔」

30くらしの情報室（4～9日、17～23日）環境ライフ講座（後編）エコライフの実践
Bサーチャーズ（10～16日、24～30日）地域連携ステーション　フミコムのあゆみ
ファイブセンスB（31日）戦争の悲劇を忘れない　文の京区民平和のつどい

40（手）Bサーチャーズ（4～9日、17～23日、31日）文京区観光ガイドツアー　春日通で春日局を偲ぶ
（手）ぶんきょう浪漫紀行（10～16日、24～30日）「和魂と洋才」ジョサイア・コンドル博士

50 文京インフォメーション（～57）（4～31日）
16 00 文の京セレクション（1～3日）令和3年度B地区学校保険協議会講演（文京区学校保健総会特別講演）

「コロナと子どものメンタルヘルス～子どもアドボカシーの視点から～」
（4～9日）介護予防講演会「老年学者が考えた、コロナ禍におけるフレイル予防術」
（10～16日）マンション管理セミナー「終の棲家として分譲マンションと上手に付き合っていく智恵」
（17～23日）文化財講演会「小日向『切支丹屋敷』とシドッチ神父」（前編）
（24～30日）新春対談 森鷗外没後100年記念　歌人が読み解く森鷗外
（31日）文の京ゆかりの文化人顕彰事業「朗読コンテスト」（青少年の部）

18 00（1～31日）（8：30の番組再放送）
10（1～31日）（9：10から9：57までの番組再放送）

19 00（1～3日、4～9日、10～16日、24～30日）（16：00の番組再放送）
文の京セレクション（17～23日）文化財講演会「小日向『切支丹屋敷』とシドッチ神父」（後編）
文の京セレクション（31日）文の京ゆかりの文化人顕彰事業「朗読コンテスト」（一般の部）

21 00（1～31日）（12：00の番組再放送）
10（4～31日）（8：40の番組再放送）
20（4～31日）（12：20～12：57の番組再放送）

＊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。

　1月1日（祝・土）～3日㈪は新春対談放送のため、特別編
成で放送します。

新春対談放送時間 9：10～/12：10～/18：10～/21：10～（47分番組）

ふるさと歴史館 3年度第2回ミニ企画

　森鷗外の没後100年に当たる令和4
年。東京大学大学院情報理工学系研
究科教授、附属図書館長（副学長）で
あり、歌人の坂井修一氏をゲストに
迎え、区長との対談をお届けします。

　毎日の食生活でエコを実践してみませんか。買物・料理・片付けのときも省エ
ネルギーやごみ減量を意識して取り組みましょう。

坂井修一氏
東京大学附属図書館館長

成澤廣修
文京区長

×

1月の見どころ番組　「新春対談」

4年1月15日㈯午前11時～正午 防災課☎（5803）1745

ポールウォーキング教室 親子ふれあい体操教室 スマホタブレットなんでも相談会 カービング教室 季節の寄せ植え講座 安楽座禅法入門　冬
日時
（4年）

1/18㈫
10：00～12：00

1/22㈯
10：00～11：00

1/24㈪
10：00～12：00

1/30㈰
①13：30～14：40②15：10～16：20

2/8㈫
①10：30～12：00②13：30～15：00

2/9㈬
13：30～15：00

会場
問合せ

目白台交流館
☎（5395）9141

白山交流館
☎（3813）8500

根津交流館〒113-0031文京区
根津1-14-3☎（3828）5269

白山交流館
☎（3813）8500

根津交流館〒113-0031
文京区根津1-14-3☎（3828）5269

内容
講師
（敬称略）
対象等

2本のポールを使
用して3㎞程度歩き
安定した歩行を目指
す 小野富雄（日本ノ
ルディック連盟東京
都指導員） 区内在
住・在勤・在学者 12
人（申込順） 200円
（ポール貸出料） 1/5
㈬9：00から電話又は
直接目白台交流館へ
※ 運動しやすい服装
で飲み物持参

体操、ZUMBA等で
ふれあう 区内在住
の1・2歳児と保護者1
人 20組（申込順）
200円 1/10（祝・月）10：
00から電話又は直接
白山交流館へ
※ 運動しやすい服装
でバスタオル1枚と
飲み物持参

一人30分程度相談
に応じる 竹箒の会
区内在住者 8人

（抽選） 無料 往復
はがきに住所・氏名・
電話番号・相談内容と
返信用にもあて先を
明記し、根津交流館
へ 1/10（祝・月）必着

香りのよい石けん
に専用のナイフで美し
く彫刻 丹後友香理
区内在住・在勤・在

学者 各6人（申込順）
850円（材料費含）

1/15㈯10：00から電話
又は直接白山交流館
へ

上手に育てれば春まで
咲く寄せ植え（植物と鉢
の重さ5㎏程度） 樺澤智
江 区内在住者 各10
人（抽選） 2,500円（花材
費） 往復はがきに講座
名・希望時間帯・住所・氏
名・電話番号と返信用に
もあて先を明記し、根津
交流館へ 1/24㈪必着
※ 定員に満たない場合、
開催しない場合あり

座禅で落ち着いた
気持ちになり、心を穏
やかにする 藤井隆
英 区内在住・在勤・在
学者 15人（抽選）
無料 往復はがきに
住所・氏名・電話番号と
返信用にもあて先を
明記し、根津交流館
へ 1/24㈪必着

交流館の教室

＊1　クィア：侮蔑語を逆手にとったアイデンティティなき概念や状態のこと
＊2　 クエスチョニング：自身の性別や性的指向に揺れを感じ、特定できないと

考える人 ▲区

▲区

▲電子申請

特設サイト

▲

▲吉本隆明氏遺影
（ハルノ宵子氏提供）

▲西口拓子氏▲区

▲電子申請
▲特設サイト

特設サイト

▲

選ばれた4つの
アイデアは特設
サイトでご確認
ください。

電子申請

▲

▲キャンペーンポスター
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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）

☆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。 休止（中止）・縮小・休館等を行う窓口・事務・施設・行事（イベント）について 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拡大に伴い、掲載記事は、内容（日時や開催方法等）が変更、中止・延期になる可能性があります。
区

▲

ゲートキーパー養成講座（オンライン開催）
①4年1月21日㈮②3月4日㈮午後6

時～8時 ①自殺リスクのアセスメン
トと基本の対応②自殺リスクの高い
ケースへの対応と連携支援 西村由
紀氏（メンタルケア協議会理事） 福
祉施設等で支援に携わっている区内
在住・在勤者 各50人（申込順） 無
料 区 の「電子申請」から申込 1
月16日㈰ 予防対策課精神保健係
☎（5803）1847
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の
接続環境が必要

認知症講演会・家族交流会
（オンライン同時開催）
講演会「老い支度講座 認知症編」
4年1月29日㈯午後1時30分～3時
老後の備え、認知症について学ぶ
新堀季之氏（高齢者あんしん相談

センター駒込センター長） 区内在
住・在勤・在学者 30人（申込順）
認知症の方を介護している家族交流会
1月29日㈯午後3時15分～4時30

分 区内在住者 15人（申込順）
共通事項
千駄木の郷

さと

無料 で高齢者
あんしん相談センター駒込☎（3827）
5422 komagome-hou
katsu@bz03.plala.or.jpへ
（右記二次元コードからも
送信可）
※オンライン開催等詳細は上記へ

フラワーアレンジメント教室
4年2月2日㈬①午

後1時～2時②午後3
時～4時 勤労福祉
会館 風間弘子氏
どなたでも 各10人
（抽選） 1回2,000円 電話で勤労
福祉会館☎（3823）6711へ▷申込期
間 1月4日㈫～15日㈯
※花バサミ（キッチンバサミ）持参

あんしん・なっとく成年後見制度（中級編）
4年2月25日㈮午前10時～正午

区民センター 後見制度の基本、利
用や手続き方法、後見人の職務内容
について 三森敏明氏（弁護士） 区
内在住・在勤・在学者 25人（申込順）
無料 1月19日㈬午前9時から電
話又は で社会福祉協議会権利擁護
センター☎（3812）3156 ansins@
bunsyakyo.or.jpへ

▲二次元コード

腰痛予防教室
4年2月7日㈪午後

2時～3時30分 諏訪
神社社務所（後楽2-
18-18） 腰痛の予
防法に関する講義、
痛みの発生を予防するための体操
次の全ての要件を満たす一人で会場
に来られる65歳以上の区内在住者
（初めて参加する方を優先）①医師か
ら運動制限を受けていない②現在腰
痛で治療中でない③重度の腰痛の症
状がない 7人（抽選） 無料 本
人が電話で高齢福祉課介護予防係☎
（5803）1209へ▷申込期間 4年1
月5日㈬～17日㈪

会場・問合せ 日時（4年） 内容

真砂中央図書館
☎（3815）6801 1/24㈪～28㈮ 館内特別整理

のため休館根津図書室
☎（3824）2608 1/17㈪～19㈬

親子生きもの調査
「冬の野鳥しらべ」参加者募集
　親子で一緒に楽し
く区内の冬の野鳥を
探し、お子さまが身
近な生きものに興味
を持つきっかけを
作ってみませんか。
▷調査期間 12月25日㈯～4年2月
6日㈰ 主に区内在住・在学の小学生
とその保護者 無料 区 掲載「親
子生きもの調査（冬の野鳥）観察シー
ト」に区内で観察した鳥の名前などを
記載し、 で環境ネットワー
ク・文京 kodomonohiro
ba2007@gmail.comへ
環境政策課地域環境係☎
（5803）1276
※参加方法等、詳細は区 参照

生活福祉課からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症
 生活困窮者自立支援金
　総合支援資金の再貸付を終了した
方等であって、一定の要件を満たす
生活困窮世帯を対象に支給する新型
コロナウイルス感染症生活困窮者自
立支援金の申請期限が4年3月31日
㈭まで延長されました。また、要件
を満たす生活困窮世帯に対し再支給
の申請が可能となりました。
生活福祉課自立支援担当自立支援

金フリーダイヤル☎0120（070）668
住居確保給付金
　住居確保給付金の特例の再支給の
申請期間が4年3月31日㈭まで延長
されました。
※再度申請するには、収入・資産等
支給要件を満たす必要あり
※すでに受給終了した方で、その後
解雇された場合は最大9か月受給可能
※詳細は区 へ
生活福祉課自立支援担当☎（5803）

1917

▲区

教育総務課からのお知らせ
学用品購入費等に充てる奨学金を給
付します
4年4月に高校等へ入学予定で次の
要件を全て満たす方①区内居住の保
護者と同居②修学意欲が旺盛③区就
学援助費補助対象者（生活保護受給
世帯は除く）④他から同種の奨学資金
の給付を受けていない▷給付額 国
公立6万円、私立10万円▷給付方法
指定の銀行口座に振込 申請書、入
学許可書又は合格通知書を直接下記
へ▷申請書配布 教育総務課（区 に
も掲載） 3月31日㈭（進学先が決ま
り次第提出）
中学生学校外学習費用助成金
2回目の申請期間が始まります
次の要件を全て満たす区内在住の

保護者①中学2・3年生の子がいる②
区就学援助費補助対象者である（生
活保護受給世帯を除く）③学習塾等
の費用を実際に払っている④同種の
助成金等の交付を受けていない▷助
成額（上限） 中学2年生＝5万円／
年、中学3年生＝10万円／年▷交付
方法 指定の銀行口座に振込 申請
書（兼請求書）に学習塾等費用の領収
書を添付し、直接下記へ▷申請書配
布 教育総務課（区 にも掲載）▷申
請期間 4年1月4日㈫～3月11日㈮
入学支度資金を融資あっせんします
　私立高校等の入学支度資金につい
て、金融機関の融資を区があっせん
するとともに、区がその利子及び保
証料を全額助成します。
4年4月に私立高校等へ入学する生
徒の保護者で次の全ての要件を満た
す区内在住者①経済的理由により融
資が必要②他から借り受けることが
困難③住民税を滞納していない④十
分な返済能力を有する▷融資額 入
学する生徒1人につき40万円以内▷
返済方法 6か月据え置き後40か月
以内の元金均等返済（利子と保証料
は全額区が金融機関に支払う） 申請
書を直接下記へ▷申請書配布（4年1
月24日㈪から） 教育総務課・区立
中学校 3月11日㈮
※融資を受けるには金融機関の審査
が別途必要
教育総務課庶務係☎（5803）1291

区報「特別区民税・都民税特集号」
を発行します
　4年1月16日㈰に新聞折込するほ
か、図書館・地域活動センターなど
の区施設で配布します。
税務課課税係☎（5803）1154・1155

特別区民税・都民税
平日夜間、土・日曜に納付相談
及び納付窓口を開設します
夜間相談＝4年1月26日㈬～28日㈮

午後8時まで、休日相談＝1月29日㈯・
30日㈰午前9時～午後4時（30日は原
動機付自転車・軽自動車等の廃車等の
相談あり） 税務課（シビックセンター
10階） 経済的な事情等で、税の納付
が困難な方、納付する機会がなかっ
た方 税務課納税係☎（5803）1156
※午後6時以降及び休日は、業務用
エレベータを使用。不明な場合は1
階受付・警備員へ

シェイプアップ教室
4年1月24日㈪・31日㈪（全2回）午前

10時30分～11時45分（15分前から受
付） 勤労福祉会館 全身運動とスト
レッチ 箕輪ナオミ氏 18歳以上の
方 25人（申込順） 400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・大き目のバスタ
オル又はヨガマットを持参

文
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介護予防体操地域会場
2月分（1か月単位、事前申込制）
高齢者の転倒予防や筋力向上のた
めの手軽な体操 医師から運動制限
を受けておらず、一人で会場に来ら
れる65歳以上の区内在住者 無料

各申込開始日午前8時30分から
必ず本人が電話で高齢福祉課介護予
防係☎（5803）1209へ
申込
開始日
（4年）

会場 日時 定員
（申込順）

1/12
㈬

アカデミー音羽

2/1㈫
8㈫
15㈫
22㈫

① 9：20～10：05
②10：20～11：05
③11：20～12：05

各
12人

不忍通りふれ
あい館

2/1㈫
8㈫
15㈫

①14：00～14：45
②15：00～15：45

各
16人

1/13
㈭

動坂会館 2/2㈬
9㈬
16㈬

① 9：20～10：05
②10：20～11：05
③11：20～12：05

各
6人

湯島地域活動
センター

①13：15～14：00
②14：15～15：00
③15：15～16：00

各
6人

1/14
㈮

福祉センター
湯島
※上履きを持参

2/3㈭
10㈭
17㈭
24㈭

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

礫川地域活動
センター

①13：00～13：45
②14：00～14：45
③15：00～15：45

各
12人

1/17
㈪ シルバーセンター

2/3㈭
10㈭
17㈭
24㈭

① 9：00～ 9：45
②10：00～10：45
③11：00～11：45

各
20人

1/18
㈫

アカデミー茗台 2/4㈮
18㈮
25㈮

① 9：20～10：05
②10：20～11：05
③11：20～12：05

各
16人

駒込地域活動
センター

① 9：20～10：05
②10：20～11：05
③11：20～12：05

各
14人

1/19
㈬

福祉センター
江戸川橋

2/7㈪
14㈪
21㈪
28㈪

① 9：00～ 9：45
②10：00～10：45
③11：00～11：45

各
12人

汐見地域活動
センター

① 9：00～ 9：45
②10：00～10：45
③11：00～11：45

各
4人

千駄木高齢者
在宅サービス
センター

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
9人

※1人1会場の利用に限る
※ 大原・音羽・向丘地域活動センターは、新型
コロナウイルスワクチン接種関係で施設の
貸出が中止となるため、2月分は開催なし

フミコム活動入門講座（オンライン開催）
今実現したい「LIFE SHIFT」の
生き方・はたらきかたワークショップ
4年1月29日㈯午前10時～午後0時
30分 芦沢壮一氏（スキルノート主
宰） 区内在住・在学者 1,000円
社会福祉協議会地域連携ステーショ
ンフミコム☎（3812）3044 https：
//fumicom.tokyo
※詳細は上記 へ

知的障害者・児移動支援従事者養成研修
4年2月5日㈯午前10時15
分～午後5時15分（30分前
から受付）・6日㈰午前9時30
分～午後4時 障害者会館
知的障害者・児に対する移動支援

サービスに従事する意思のある方
20人（申込順） 3,000円（修了後、区
への申請で返金） 電話・郵送又は
に6面記入例 1～5を明記し、〒112-
0012文京区大塚4-21-8文京槐

えんじゅ

の会
☎（3943）4300 （3943）4330へ
（ http://www.enjunokai.com/
からも申込可） 2月2日㈬必着
※ほかに施設実習が1日あり、日時
相談可
※研修修了後、修了証を発行し、区
内で知的障害者・児の移動支援サー
ビスに従事することが可能

創業支援セミナー「ワンスポットセミナー」
（オンライン開催）
4年2月6日㈰午前10時～正午 起
業のための複業とその活用ポイント
西條由貴男氏 区内で創業を希望

する方、創業後5年未満の方 30人
（申込順） 無料 はがき又は に
6面記入例 1～3・5と6 番号・メー
ルアドレスを明記し、〒112-8555
文京区経済課 創業・就労支援担当☎
（5803）1173 （5803）1936へ（区
からも申込可）

アレルギー講演会
4年2月8日㈫午後3時～4時30分

スカイホール 成人の食物アレルギー
について、予防や治療のポイント等を
学ぶ 鈴木慎太郎氏（昭和大学医学部
内科学講座呼吸器・アレルギー内科学部
門診療科長補佐） 区内在住・在勤者
40人（申込順） 無料 チラシ裏面に
6面記入例 1～3・5を明記し、〒112-
8555文京区予防対策課☎（5803）
1225へ郵送又は持参 1月17日㈪必着

▲槐の会

特別公開講座「NHKドラマの挑戦」
4年1月26日㈬午後2時～4時 ス

カイホール 「腐女子、うっかりゲ
イに告（コク）る。」「8Kドラマ・スパイ
の妻」などのNHKドラマ制作の舞台
裏について 篠原圭氏（NHKエンター
プライズエグゼクティブプロデュー
サー） 15歳以上の区内在住・在勤・
在学者（中学生を除く） 45人（抽選）
無料 往復はがきに 6面記入例 1

～5と6在勤者は勤務先名・所在地・
電話番号、在学者は学校名を明記し、
〒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） 1月14日㈮必着
▷協力 文京アカデミア生涯学習支
援者の会
※受講は当選者本人に限る

 プラスワンセミナーⅡ
労働分野のジェンダー平等
～コロナ禍の女性労働～
4年1月29日㈯午後1時30分～3時

30分 男女平等センター 浅倉むつ
子氏（早稲田大学名誉教授） どなた
でも 30人（申込順） 無料 はが
き又は に 6面記入例 1～5を明記し、
〒113-0033文京区本郷4-8-3男女平
等センター☎（3814）6159 （5689）
4534へ（ https://www.bunkyo-
danjo.jp/からも申込可） 1月24日
㈪必着
※手話通訳・保育（1歳～就学前児）希望
者は申込時に「手話通訳又は保育希望」
と記載（区内在住・在勤・在学者に限る）

交流館の体操教室
軽体操教室　2月

会場・問合せ 曜日 時間 定員
（申込順）

白山交流館
☎（3813）8500

月 　10：30～11：30 30人

火 ①13：30～14：30
②15：00～16：00 各30人

千駄木交流館
☎（3821）6695

水 ① 9：30～10：30
②11：00～12：00 各20人

木 　10：00～11：00 20人

ズンバ体操
4年2月19日㈯午前10時～11時
千駄木交流館☎（3821）6695 20
人（申込順）
共通事項
医師に運動を止められていない18
歳以上の区内在住・在勤・在学者
200円（当日納入） 1月25日㈫午前
10時から電話又は直接各交流館へ
※1人1枠の利用に限る
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若年者向け就職面接会
4年1月28日㈮午後0時30分～4時
30分 区民センター 39歳以下の
方 無料 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）
※完全予約制、申込等詳細は上記へ

大原地域活動センター会議室貸出休止
　施設の館内特別清掃のため、会議
室貸出を終日休止します。
4年2月19日㈯ 大原地域活動セ

ンター☎（3946）8594

文京区の有権者
　12月1日現在の選挙人名簿登録者
数は、以下のとおりです。

男 女 計
選挙人名簿
登録者数

86,872人
（2,061人）

98,210人
（1,995人）

185,082人
（4,056人）

前年同月比較 ▲172人 15人 ▲157人
※ （　）内の数字は前回定時登録（9/1）後に新
しく登録された方の人数

選挙管理委員会事務局☎（5803）
1287

区立小学校新入学説明会
4年4月に区立小学校へ入学予定の
児童（平成27年4月2日～28年4月1
日生まれ）の保護者 各区立小学校
小学校名 日時（4年） 持ち物
礫川 1/25㈫15：00 上履き、筆記用具、靴袋

柳町 1/27㈭14：15 上履き、筆記用具、靴袋、赤ペン（赤鉛筆）
指ヶ谷 2/16㈬14：30

上履き、筆記用具、靴袋林町 2/10㈭14：00
明化 1/27㈭15：00
青柳  2/4㈮15：00

関口台町  2/3㈭15：00 上履き、筆記用具、靴袋、
郵便局の通帳と届出の

印鑑小日向台町  2/1㈫14：00

金富 1/28㈮14：30

上履き、筆記用具、靴袋窪町  2/8㈫14：45
大塚 1/31㈪15：00
湯島  2/8㈫15：15
誠之  2/1㈫15：00 上履き、筆記用具
根津  2/7㈪14：45

上履き、筆記用具、靴袋千駄木 1/26㈬15：00
汐見 1/28㈮15：00
昭和  2/3㈭14：20
駒本  2/1㈫14：30 上履き、筆記用具
駕籠町 2/10㈭14：30 上履き、筆記用具、靴袋

本郷 1/31㈪14：00
上履き、筆記用具、靴袋、
郵便局の通帳と届出の

印鑑
※詳細は各小学校へ

学務課学事係☎（5803）1295

区立中学校希望校調査票の提出状況
　来春区立中学校に入学する方の、
希望校調査票の集計結果をお知らせ
します。なお、集計表の人数の中に
は、これから国・都・私立中学校の受
験を予定している方などが含まれて
おり、過去の区立中学校への入学率、
教室の確保等を考慮して検討した結
果、第六・第九・茗台・本郷台・音羽中
学校で抽選を実施しました。その他
の中学校は受入れ可能と判断し、抽
選を実施しないこととしました。
中学校名 希望者数

（未提出者含む）
受入可能
人数

第一 106人
105人第三 108人

第六 370人
第八  64人  70人
第九 250人

105人

第十 164人
文林  42人
茗台 268人
本郷台 200人
音羽 287人

※希望校調査票提出締切日時点
学務課学事係☎（5803）1295

第3回文京区自転車活用推進
計画等策定協議会
4年1月14日㈮午後6時30分～8時

30分 シビックセンター24階委員会
室 文京区自転車活用推進計画（素
案）について等 25人（申込順）
傍聴希望者は前日に電話で管理課交
通安全係☎（5803）1244へ

第3回文京区子ども・子育て会議
4年1月20日㈭午後6時30分～8時

30分（15分前から受付） シビックセ
ンター24階委員会室 子育て支援計
画の進行管理について等 10人（先
着順） 傍聴希望者は当日直接会場
へ 子育て支援課子育て支援推進担
当☎（5803）1256
※保育希望者は1月13日㈭までに上
記へ

第2回文京区景観づくり審議会
4年1月27日㈭午後6時～7時 シ

ビックセンター24階委員会室 第20
回文
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景観賞表彰式 10人（先着
順） 傍聴希望者は当日直接会場へ
住環境課景観担当☎（5803）1240

精神保健相談
　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＝4年1
月19日㈬、本郷支所＝1月14日㈮・
24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

3年度文京区職員働く魅力説明会
4年2月4日㈮・7日㈪①午前10時30
分②午後1時30分③3時30分（各回1
時間） スカイホール 4年度特別区
職員採用試験受験希望者（Ⅰ類事務）
各40人（抽選） 区 の「電子申請」

から申込 1月13日㈭ 職員課人事
係☎（5803）1144
※詳細は区 参照

会計年度任用職員（事務）
▷任用予定期間 4年4月1日～5年3
月31日 20人程度▷業務内容 窓口
電話対応、PC入力、相談業務等▷月
額報酬 188,233円（交通費別、上限
あり）▷勤務形態 原則週4日（29時
間） 申込書を〒112-8555文京
区職員課会計年度任用職員担当☎
（5803）1898へ郵送又は持参▷申
込書・募集案内配布 職員課（区 に
も掲載） 1月14日㈮必着
※月額報酬は給与改定の影響により
変動になる場合あり
※勤務条件に応じて期末手当の支給
あり
※配属部署によっては不規則勤務あり
※詳細は募集案内を参照

教育センター 
第1回
健康教室

第10回
科学教室

第2回
健康教室

第16回
子どもパソコン教室

第18回
子どもパソコン教室

第19回
子どもパソコン教室

第6回
やってみましょう
楽しい実験

第3回
健康教室

第11回
科学教室

日時
（4年）

1/15㈯ 1/22㈯ 1/22㈯ 1/22㈯・29㈯（全2回） 1/22㈯ 1/29㈯ 2/5㈯ 2/12㈯ 2/19㈯

10：00～12：00 ①10：00～12：00
②14：00～16：00 10：00～12：00 13：30～15：30 9：30～11：00 9：30～11：00 ①10：00～12：00

②14：00～16：00 10：00～12：00 ①10：00～12：00
②14：00～16：00

会場 教育センター

内容
コロナ禍だからこそ
知っておきたい
食のこと

地球の科学
新しい生活様式にお
ける子どもの運動・
スポーツの在り方

ロボットプログラミング
～組み立てたブロックを
プログラムで動かそう～

ロボットプログラミング
～車型ロボットをプロ
グラミングしよう～

アルゴロジック
～アルゴリズムの
基礎に触れてみよう～

モビールをつくろう/
即席カイロをつくろ
う/紙の科学

子どもの心を育む
スポーツとの関わり方

電気の流れを
目で見る

講師
（敬称略）

順天堂大学医学部
小児科学講座

非常勤助教　本田由佳

教育センター
専門指導員

順天堂大学スポーツ
健康科学部

先任准教授　鈴木宏哉
教育センター専門指導員

順天堂大学スポーツ
健康科学部

助教　川田裕次郎

教育センター
専門指導員

対象
区内在住・在学の
幼児～中学生の
保護者

区内在住・在学の
小学3年生～中学生

区内在住・在学の
幼児～中学生の
保護者

区内在住・在学の
小学4～6年生

区内在住・在学の
小学3～6年生

区内在住・在学の
小学3年生～中学生

区内在住・在学の
5歳～小学生（2年生
以下は保護者同伴）

区内在住・在学の
幼児～中学生の
保護者

区内在住・在学の
小学3年生～中学生

定員 20人（抽選） 各18人（抽選） 20人（抽選） 各10人（抽選） 各30人（抽選） 20人（抽選） 各18人（抽選）
費用 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、健康教室は子どもの氏名は不要）と6メールアドレス・学校名・学年（「科学教室」・「やってみましょう楽しい実験」は第2希望時間も）を明記し、教育センターへ
締切 1/3㈪必着 1/10（祝・月）必着 1/17㈪必着 1/24㈪必着 1/31㈪必着 2/7㈪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

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591
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電
子
申
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令和3年
（2021）

12/25
住
民
基
本
台
帳

世
帯
と
人
口

世帯…123,342 世帯 （123,402）
人口…226,458 人 （226,571）
男……107,628 人 （107,744）
女……118,830 人 （118,827）

うち
外国人
住民

計…9,799 人 （10,137）
男…4,688 人 （4,838）
女…5,111 人 （5,299）

（　　）内は前年同期　令和3年12月1日現在

印刷物番号
A0321001

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

健康 医療 護介

両親学級
区内在住で、はじめて
赤ちゃんが生まれる妊娠
24週以降の夫婦 無料
区 又は往復はがきに

「文京区両親学級」・住所・参加者氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号・出
産予定日・参加希望日（第2希望日
まで記入）と返信用にもあて先を
明記し、〒150-0012渋谷区広尾
5-6-6ポピンズプロフェッショナ
ル「文京区両親学級係」へ（オンライ
ン形式は、はがき申込不可）▷申込
期間 4年1月5日㈬～15日㈯必着

日時
（4年）

2/12㈯ 2/26㈯ 2/27㈰

10：00～11：30 13：30～
15：00

会場
方法

保健サービ
スセンター

保健サービ
スセンター
本郷支所

Z
ズ ー ム

oom（オンラ
イン会議ツー
ル）を使用

定員
（出産予定日
を考慮）

8組 5組 50組

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

母親学級（2日制）
出産・育児の話、歯科・栄養の話
妊娠24週以降の区内在住の初

妊婦 無料
保健サービスセンター

日時
4年2/4㈮・18㈮

①13：25～14：30②15：20～16：25
（10分前から受付）

定員 各15人（申込順）
申込
問合せ

1/20㈭から電話で保健サービスセ
ンター☎（5803）1805へ

保健サービスセンター本郷支所

日時
2/8㈫・15㈫

①13：25～14：30②15：20～16：25
（10分前から受付）

定員 各10人（申込順）
申込
問合せ

1/20㈭から電話で保健サービスセ
ンター本郷支所☎（3821）5106へ

※1日のみの参加も可
※ 母子手帳・筆記用具・飲み物（必要な方）
を持参
※ 会場は居住地域によって異なる、管轄す
る保健サービスセンターを区 で確認
のこと

幼児食講習会
4年1月28日㈮①午前10時30分
～11時30分②午後1時～2時 保
健サービスセンター本郷支所 講
義「幼児の食生活とむし歯予防の
ポイント」 区内在住の1歳児の保
護者（初めて参加する方を優先）
各12人（申込順） 無料 1月6
日㈭から電話で保健サービスセン
ター本郷支所☎（3821）5106へ
※筆記用具を持参

健康づくり栄養教室
備蓄食品も栄養バランス
4年2月5日㈯午後1時30分～2時
30分 保健サービスセンター 講
義と調理実演「健康を考えた備蓄
食品のコツ」 区内在住者 12人
（申込順） 無料 1月6日㈭か
ら電話で保健サービスセンター☎
（5803）1805へ
※筆記用具を持参

▲ 区

サタデーパパママタイム（オンライン開催）
4年2月5日㈯午前10時～11時
0～3か月の第1子の乳児と保護者
保護者同士の交流、助産師から

のアドバイス 15組（抽選） 無料
区 から申込▷申込期間 1月5

日㈬～15日㈯ 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
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要
※終了後、参加者同士の交流会あ
り（希望者のみ、30分）

精神保健講演会
コロナ時代のメンタルヘルス
～今私たちの心で何が起こっているか～
4年1月27日㈭午後3時～4時30

分 スカイホール 高橋晶氏（筑波
大学医学医療系災害・地域精神医学
部門准教授） 区内在住・在勤・在学
者 30人（申込順） 無料 1月6
日㈭から電話で保健サービスセン
ター本郷支所☎（3821）5106へ

精神保健福祉講演会
統合失調症と家族の支援
―“らしさ”をささえるために―（web開催）
4年2月1日㈫～28日㈪

▷配信 YouTube 森田
健太郎氏（東京大学医学
部附属病院リハビリテー
ション部精神科デイホスピタル助
教医師） 無料 申込フォーム
https://forms.gle/H1Ay81shkHi
42rQbAから申込 エナジーハウ
ス☎（3828）6517、保健サービス
センター本郷支所☎（3821）5106

あなたに合った運動をご提案！
個別運動指導
①4年1月20日㈭午後②21日㈮

午前 保健サービスセンター本郷
支所 あなたに合った運動を一緒
に考える ①寺田憲生氏（健康運
動指導士）②殿塚有希子氏（健康運
動指導士） 介護保険を利用してい
ない18～74歳の区内在住者（乳児
との参加も可） 無料 各3人（申
込順） 1月7日㈮から電話で保
健サービスセンター本郷支所☎
（3821）5106へ
※飲み物・タオルを持参し、運動し
やすい服装、歩きやすい靴で参加
※利用は1人1回限り

▲ 区

▲申込フォーム

専門医による骨粗しょう症健診
4年2月17日㈭午後1時～4時（2
時30分まで受付） 保健サービス
センター 身体測定・骨密度測定・
医師の結果説明・保健指導・栄養指
導 20・25・30・35・40・45・50・
55・60・65・70歳（4月2日～4年4
月1日に誕生日を迎える方）の区内
在住の女性（現在骨粗しょう症で治
療中の方を除く） 21人（申込順）
700円 1月20日㈭から電話で
保健サービスセンター健康相談係
☎（5803）1805へ

高齢者にマッサージのサービス
60歳以上の区内在住者 各20
人程度（申込順） 500円

日時
4年2/2㈬・16㈬
10：00～13：10

会場 福祉センター
江戸川橋 千駄木交流館

申込
問合せ

電話で福祉セン
ター江戸川橋
☎（5940）2901へ

電話で高齢福祉課
社会参画支援係
☎（5803）1203へ

申込
期間

1/21㈮9：00～
各回前日

1/21㈮8：30～
各回2日前

※1人1回の利用に限る。ただし16
㈬分のみ2/4㈮から2回目の申込可
（空きがある場合に限る）

※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、手ぬぐいを2本持参（1本は
タオル可）
※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

子どものインフルエンザ任意予防接種

対象者
区内在住の
生後6か月以上
13歳未満

区内在住の
13歳以上

中学3年生以下
助成回数
（年度） 2回 1回

助成上限 上限2,000円/回
接種機関 区内指定医療機関
助成期限 4年1/31㈪
※ 区内指定医療機関の定める接種料金から
助成額を差し引いた金額を医療機関の窓
口で支払い
※ 予防接種の区内指定医療機関及び詳細
は、予防対策課又は区 を参照
予防対策課☎（5803）1834

高齢者インフルエンザ定期予防接種
12月31日㈮現在、次のいずれ
かに該当し、本人が接種を希望す
る区内在住者①65歳以上②60～
64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機
能又はヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に重い障害（身体障
害者手帳1級）がある方 2,500円
（期間中1回）▷接種期限 4年1月
31日㈪
予防対策課☎（5803）1834
※詳細は区 又は上記へ

1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

三橋医院 ○ ○ 小石川4-20-1 （3816）3284
茗荷谷キッズクリニック ○ ― 大塚3-1-6 （5976）3077
大塚診療所 ― ○ 湯島3-31-6 （3831）2294
大森内科医院 ○ ― 湯島4-9-8 （3811）0888
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
佐藤歯科医院 ○ ― 小日向4-5-10 （3944）6716
内藤歯科医院 ○ ― 千駄木4-8-6 （3824）6482

2

祐ホームクリニック ○ ○ 千石4-25-5 050（3784）2001
吉村小児科 ○ ― 大塚2-18-6 （3943）3806
大森内科医院 ― ○ 湯島4-9-8 （3811）0888
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
土居歯科クリニック ○ ― 白山1-7-11 （5800）1033
フジタ歯科医院 ○ ― 本駒込2-8-8 （3942）0361

3

八千代診療所 ○ ― 白山1-5-8 （3811）4519
森内科 ○ ○ 大塚3-35-8 （3945）8188
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
ヒトミ歯科 ○ ― 関口1-24-6 （6280）8779
依田歯科医院 ○ ― 湯島1-2-12 （3253）8841

9

中村クリニック ○ ○ 小石川3-27-6 （3818）7677
水間クリニック ○ ― 千石4-8-1 （5976）7350
慈愛病院 ― ○ 本郷6-12-5 （3812）7360
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
松本医院 ○ ― 本駒込5-41-11（5832）9518
加賀谷歯科医院 ○ ― 大塚3-6-13 （3945）1184
堀江歯科クリニック ○ ― 本郷2-13-10 （3811）8844

10

保坂こどもクリニック ○ ○ 白山5-27-12 （3946）0641
光永クリニック ○ ― 千石4-4-1 （3943）0270
御茶ノ水ファミリークリニック ○ ― 湯島1-9-14 （5844）1401
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
茗荷谷歯科クリニック ○ ― 小石川5-3-3 （3814）7644
石神歯科医院 ○ ― 湯島3-16-10 （3835）0648

16

山村クリニック ○ ― 小石川5-37-6 （3818）5767
三浦内科クリニック ○ ○ 目白台2-12-5 （5319）3321
細部小児科クリニック ○ ― 根津2-14-11 （6303）3162
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
小家歯科医院 ○ ― 大塚3-10-3 （3946）8308
松原歯科医院 ○ ― 本駒込3-1-9 （3821）2366

23

三橋医院 ○ ○ 小石川4-20-1 （3816）3284
森こどもクリニック ○ ― 小石川5-40-21（5803）7887
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
団子坂くつろぎクリニック ○ ― 千駄木5-21-12（5834）7702
加藤診療所 ― ○ 本駒込2-18-2 （3941）7522
河野歯科医院 ○ ― 小石川1-16-11（3811）5456
根津すずらん歯科 ○ ― 根津2-28-5 （5834）8882

30

祐ホームクリニック ○ ○ 千石4-25-5 050（3784）2001
茗荷谷キッズクリニック ○ ― 大塚3-1-6 （5976）3077
本郷真砂ハートクリニック ○ ― 本郷4-20-12 （3814）1155
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
文京動坂診療所 ― ○ 千駄木4-15-3 （3822）9680
佐久間歯科医院 ○ ― 音羽2-2-2 （3941）0280
三羽歯科医院 ○ ― 本郷1-19-6 （3811）6487

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
CMS茗台薬局 ○ ○ 小石川4-20-3 （3816）8201
紫山堂薬局 ○ ― 大塚1-4-8 （3945）4310
水野薬局 ○ ― 湯島4-1-24 （5684）7755
なの花薬局さつき店 ○ ○ 千駄木2-2-16 （5834）8170

2
あかね薬局 ○ ― 大塚4-45-10 （3945）4308
水野薬局 ― ○ 湯島4-1-24 （5684）7755
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
パイン薬局 ○ ― 本駒込4-20-11（3823）8487

3
カテイ堂薬局 ○ ― 白山1-8-6 （3811）5843
今尾薬局 ○ ― 本郷4-6-3 （3811）4033
にしすが水野薬局 ○ ○ 弥生1-5-8 （5684）7755

9

ダイエー小石川店薬局 ○ ― 小石川3-27-16（3817）0155
といだ薬局 ○ ― 千石4-22-15 （3942）5041
みその薬局 ― ○ 本郷4-25-12 （3811）5320
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
ウイング薬局 ○ ― 本駒込4-34-5 （5832）5757

10

丸山町薬局 ○ ― 千石3-37-14 （5978）9333
EDOゆしま調剤薬局 ○ ― 本郷3-3-1 （3830）2121
竹内調剤薬局東大店 ○ ― 本郷7-3-1 （5844）6361
アイン薬局東大店 ○ ― 本郷7-3-1 （5844）6335
ケイワ薬局湯島店 ○ ― 湯島1-9-14 （5805）7898
竹内調剤薬局湯島店 ○ ― 湯島4-1-21 （3816）5891
雄飛堂薬局千駄木店 ○ ○ 向丘2-14-6 （3823）8551

16
スミレ薬局茗荷谷店 ○ ― 白山3-3-4 （5840）7567
本田薬局目白台店 ○ ○ 目白台3-12-2 （3944）5474
さくら薬局向丘店 ○ ○ 向丘2-14-1 （3827）0011

23 CMS茗台薬局 ○ ○ 小石川4-20-3 （3816）8201
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

30
紫山堂薬局 ○ ― 大塚1-4-8 （3945）4310
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
アイン薬局動坂店 ― ○ 千駄木4-16-2 （5814）0006

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

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） 26㈬ 13：30～
14：00 20㈭ 9：15～

10：30

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）

 6㈭
13㈭
20㈭
27㈭

13：00～
14：30

 6㈭
20㈭

13：00～
14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児（予約制） 27㈭ 9：45～
10：30 13㈭ 14：00～

14：45
HIV抗 体 検 査
（即日検査） 検査を希望する方（予約制）  5㈬ 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

※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（1月）

▲区
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