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No.1775
■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
11月25日は、「女性に対する暴力撤廃の国際デー」です …　２面

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 …　３面
年末調整・法定調書及び給与支払報告書について …　３面
第15回文京区国際交流フェスタ …　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、10月28日時点の
情報で作成しています ▲区

☆区報は、町会・自治会などを通して配付しています。
　そのほか区内の駅・区の施設・郵便局などに置いてあります。

認可保育園（区立・私立）・認定こども園・柳町幼稚園（長時間保育）

　認可保育園とは、保護者の就労や病気などの理由により保育を必要とする子どもを、保護者に代わって預かり、保育する施設です。
　手続き方法・募集予定人数などの詳細は、区 又は「2022（令和4）年度保育所等利用のご案内」（申込案内）をご覧ください。
▷申込案内配布 幼児保育課（区 にも掲載）　＊3～5歳児クラスの子ども、区民税非課税世帯の0～2歳児クラスの子どもは、幼児教育・保育の無償化の対象

区

▲

1分でまわれちゃう！おうちでぶんきょう園見学
　保育園選びや園見学を検討中の方向けの、保育園等の紹介
映像です（一部対象外の園あり）。

区

▲

子育て応援団　家庭的保育事業、文京区保育
ママの新年度受託児・入園児童募集

文京区保育ママ
　就労などにより保育ができない保護者に代わり、保育経験があり保育
士等の資格をもつ区認定の保育ママが、自宅等で家庭的な保育をします。

施設名 資格 住所 電話
根津家庭的保育室 保育士 根津1-15-12 （5834）7030
※4年度に運営事業者の再選定を行うため、原則、5年3月末日までの単年度での保育

事業所名（家庭的保育者） 住所 電話
土屋家庭的保育室（土屋美紀子） 白山4-23-2 （3946）4826
家庭的保育ぽっかぽか保育室（岩瀬昌子） 本駒込3-38-9 090（2635）7156
家庭的保育室Sandy’s（小堀奈央） 本駒込4-27-3-103 （3822）8488
Nursery room Coco（金井朝子） 白山5-17-25 080（6636）6082
家庭的保育室プチ・アンジュ（白石眞利子） 春日2-4-15 （3812）2568
※詳細は、区 又は「2022（令和4）年度保育所等利用のご案内」（申込案内）参照

家庭的保育事業
　保育が必要と認められる3歳未満の児童について、家庭的保育事業者
の自宅などで保育します。

入園児童募集令和
4年度

春日臨時保育所　春日1-15-1 ☎（3812）5922

対象 ①4年4/1時点で生後43日経過児～2歳児
②文京区認可保育園に4年度入所申請をし、入所保留となった子ども

費用 月額基本保育料：34,300円（給食費含む）、月極延長保育料：2,800円※

スポット延長保育料：400円（1回）※

申込 必要書類を幼児保育課に郵送又は持参

申込期間 11/11㈭～4年2/25㈮必着
11/24㈬・26㈮・30㈫は20：00まで幼児保育課窓口で受付

決定 選考基準により選考を行い、4年3/9㈬に結果を通知（その後、健康診断・面談を実施）
※月極延長保育及びスポット延長保育ともに満1歳となる日から利用可

●0～2歳児クラス（進級なし）　※必要書類等詳細は申込案内を参照

対象 4年4/1時点で4～5歳児

費用 月額基本保育料：無償（給食費含む）、月極延長保育料：住民税額に応じて区が定める額
スポット延長保育料：400円（1回）

申込 必要書類を幼児保育課に郵送又は持参

申込期間

［一次受付］  左表「認可保育園（区立・私立）・認定こども園（保育所部分）・柳町幼稚園
（長時間保育）」と同じ

［二次受付］ 12/7㈫～4年2/25㈮必着
※一次受付分を考慮し、空きがあった場合に選考対象

決定

入所選考にあたっては地域型保育事業（家庭的保育事業、小規模保育所、事業所内
保育所）及び3歳児までの認可保育園卒園児を優先的に入所とする
選考基準により選考を行い、一次は4年2/9㈬、二次は4年3/9㈬に結果を通知（その
後、健康診断・面談を実施）

※運営予定期間が6年3/31までのため、4年度の3歳児クラスの募集はなし

●4～5歳児クラス（進級あり）　※必要書類等詳細は申込案内を参照

対象

次のいずれかの事由に該当するために、保育を必要とする子ども
●保護者が働いている又は求職している
●保護者が出産や病気又は心身に障害がある
●保護者が同居している病気の親族又は心身に障害のある親族の介護をしている
●保護者が就学等している
●その他
※柳町幼稚園（長時間保育）は区内在住者に限る
※4年4/1時点の年齢で児童のクラスが決定

費用 条例に基づく保育料（3歳児クラス以上は、月額基本保育料は無償）

申込 必要書類を幼児保育課に郵送又は持参
※必要書類等詳細は申込案内を参照

申込期間

［一次受付］  11/11㈭～30㈫必着
11/24㈬・26㈮・30㈫は20：00まで幼児保育課窓口で受付

※4年2/28㈪までに出生予定のお子さんは、未出生でも一次受付期間に申込可
［二次受付］ 12/7㈫～4年2/9㈬必着
※一次受付で定員に達しなかった保育園のクラスを募集

決定

［一次選考］  希望する園に募集数を超える申込があった場合は、選考基準により選
考を行い、4年2/9㈬に結果を通知（その後、各園で健康診断・面接を実施）

［二次選考］  一次選考で定員枠に空きがでた場合、入所選考を行い、4年3/9㈬に結
果を通知

※配慮を必要とする児童の受入れについては、申込案内を参照
※延長保育は1歳児クラス（根津保育園は満1歳）から実施、詳細は申込案内を参照
※区外の保育園へ入園・転園を希望する場合、申込書類や申込期間は当該市区町村に確認

認可保育園（区立・私立）・
認定こども園（保育所部分）・柳町幼稚園（長時間保育）

　4年度から新規に開設される保育園も含めて125園の
認可保育園があります。既存園は、申込案内や、区 を
ご覧ください。

新規開設の保育園

園名 所在地 保育開始年齢 募集予定人数（11/1現在）
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 延長保育

私立 小石川ここわ保育園※ 小石川3-19-7 生後43日 9 15 16 20 20 ※1 実施
※1 5年度から5歳児クラスを設置予定（4年度は5歳児の募集なし）　※園への事前見学の希望は、各保育園に直接申込
※私立保育園の延長保育は、入所内定後、各保育園に直接申込　

●4年4月の新規開設園 （募集予定人数は、今後変動の可能性あり）

4年度「保育の必要性」の認定申請受付開始
幼児保育課 施設給付・私立幼稚園担当☎（5803）1823

　幼児教育・保育の無償化に伴い、国立・私立幼稚園等及び認可外保育施
設を利用する児童の保護者が補助を受けるためには、「保育の必要性」の
認定が必要です。認定日は申請書を収受した日又は施設利用開始日のい
ずれか遅い方となり日付を遡ることは出来ません。また、認定を受けて
いない期間は補助金の支給対象外となります。
※施設の利用開始日は必ず記載のこと

国立幼稚園・私立幼稚園等
　区 ・窓口又は各幼稚園から配布の「子育てのための施設等利用給付 
認定（変更）申請書」及び必要書類を各園へ提出

認可外保育施設
●0～2歳児クラスまでの区市町村民税課税世帯
　区 又は窓口で配布の「施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育
給付認定（変更・再交付）申請書」を必要書類とともに区へ直接提出
● 0～2歳児クラスまでの区市町村民税非課税世帯及び3～5歳児クラス
までの児童の保護者
　区 又は窓口で配布の「子育てのための施設等利用給付 認定（変更）申
請書」を、必要書類とともに区へ直接提出
※詳細は区 を参照

区

▲

〒112-8555文京区幼児保育課入園相談係☎（5803）1190
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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。

相談窓口 電話・受付時間

配偶者暴力
相談支援
センター

東京ウィメンズプラザ※2
（5467）1721

9：00～21：00

東京都女性相談センター※1
（5261）3110

9：00～20：00

文京区配偶者暴力相談支
援センター※1

（5803）1945

8：30～17：15

 文京区福祉事務所※1

 （生活福祉課）
（5803）1216

9：00～17：00

 警視庁総合相談センター※1
（3501）0110

8：30～17：15

最寄りの
警察署

富坂警察署生活安全課 （3817）0110

大塚警察署生活安全課 （3941）0110

本富士警察署生活安全課 （3818）0110

駒込警察署生活安全課 （3944）0110

内閣府 DV相談＋
プラス

（24時間受付） 0120（2
つ

7
な

9
ぐ

）8
は

8
や

9
く

※1　土・日曜、祝日、12/29～1/3を除く
※2　12/29～1/3を除く

総務課ダイバーシティ推進担当
　☎（5803）118711月25日は、「女性に対する暴力撤廃の国際デー」です

11月24日㈬午前11時～午後3時
ギャラリーシビック 犯罪被害者
支援等、人権に関するパネルやポス
ターの展示

オレンジデーキャンペーン「パネル展示」

　シビックセンター25階三角の屋
根をオレンジ色に照らします。
11月25日㈭～12月10日㈮午後6
時～8時

オレンジライトアップ

11月24日㈬午前10時～正午、午
後１時～3時 ギャラリーシビック
どなたでも 無料 当日直接会場
へ▷協力 区内警察4署

犯罪被害者支援出張相談所

12月19日㈰午前10時～正午 ア
サーティブ・コミュニケーションに
ついて 花崎晶氏（公認心理士） ど
なたでも 30人（申込順） 無料
区 の「電子申請」から申込 12月
14日㈫
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

対等に、さわやかに！
パートナーに素直な気持ちを伝え
るコミュニケーションを学ぼう
（オンライン開催）

LINE、Twitterでも相談できます
　区 又はID検索「@bunkyo_
soudan」から、LINEは「友だち
追加」、Twitterは「フォロー」を
して、ご活用ください。
毎週火・木・土曜午後2時～8

時（受付は午後7時30分まで）
※祝日、12月28日～1月4日を除く

　日本では、配偶者から暴力を受けたことがある女性は約4人に1人、交
際相手からは約6人に1人と、今なお多くの女性が暴力を受けている現状
です。（出典：2年度内閣府調査）
交際相手やパートナーからの暴力に悩んでいませんか？
　現在、コロナ下の生活不安やストレス、外出自粛による在宅時間の増加
等により、暴力の増加や深刻化が懸念されています。また、性犯罪や性暴
力は、被害者にとって、身体面のみならず精神面にも長期にわたって傷跡
を残す、人権を著しく侵害するものです。

　男女平等センター相談室
　夫婦や親子などの家族関係、
職場や地域での人間関係、自分
自身の生き方、性（性被害）に関
することなどの相談に、専門の
カウンセラー（女性）が応じます。
※相談は要予約☎（3812）7149
※男性からの相談も受付

● 　その他の相談窓口
　配偶者やパートナーからの暴力に関する
相談を受付しています。

●

新型コロナウイルスワクチン接種について 詳細は
こちら

▲

予約方法

区ホームページ　
 からアクセス

▲ ☎03（6747）4593

コールセンター
（毎日午前9時～午後8時）

予約サイト
（24時間受付）

1・2回目接種のご案内
接種スケジュール（予定）

1回目接種日 予約開始日

12月分 12/3㈮・4㈯・17㈮・18㈯・24㈮・25㈯ 11/17㈬

4年1月分 1/7㈮・8㈯・14㈮・15㈯ 決まり次第
お知らせします

集団接種会場 文京シビックセンター 25階（春日1-16-21）

　区民の皆さんの接種が進み、接種数が減少していることか
ら、集団接種（1・2回目）は今後も縮小していく予定です。未接
種で接種を希望の方は、お早めにご予約ください。

今後の1・2回目接種について

使用ワクチン ファイザー社製
※予約枠数等最新情報は、区ホームページでご確認ください。
※2回目接種日は、1回目接種の3週間後に同一会場・時刻に割り当てられます。
※12～15歳の方のワクチン接種は、保護者の同伴が必要です。
　新たに12歳を迎える方には、誕生日の前月に接種券を郵送します。

回数 1回の追加接種

開始時期 12月以降（2回目接種完了から概ね8か月以上後）
※ 対象は、今後、科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえて国から示されますが、2回の
接種を受けた方になることが想定されています。

追加接種（3回目接種）のご案内
　新型コロナウイルスワクチンの追加接種の実施について、国から方針が示
されました。これを受け、区では現在、関係機関と連携を行いながら、追加
接種の準備を進めているところです。スケジュール、予約方法等は決まり次第、
区報・区ホームページ等でお知らせします。

予防接種証明書のデジタル化
　現在、「予防接種証明書（ワクチンパスポート）」のデジタル（電子）化につい
ては、年内を目途に実施が検討されています。国から方針が出され次第、区報・
区ホームページ等でお知らせします。
　なお、接種時にメーカーシールの貼付と接種年月日等が記載された「予防接
種済証」等は、主に国内での接種証明になりますので、大切に保管してください。
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎03（6747）4593

マイナンバーカードの申請はお早めに！

文京区個人番号カードコールセンター☎0570（02）8585［月～金曜（祝日除く）午前8時30分～午後5時］

　マイナンバーカードは、申請から受取りまで約２か月かかりますので、お早めの申請をお願いします。
交付時来庁方式

①ご自身にてインターネット・郵送等で申請
② 約2か月後、カードが出来上がり次第、区から「交付通知書」
を郵送
③電話又は区 から受取日を予約
④区役所で直接受取り 区

▲

申請サポート
①区役所にて本人確認書類の提示等を行い、申請
 ※顔写真の無料撮影あり（予約制）
②約2か月後、本人限定受取郵便でカード受取り
 ※ ①で提示した本人確認書類等によって、受取時に再来庁が必要な場

合あり
 ※詳細は区 へ 区

▲

お悩みをひとりで抱えていませんか？
―各種相談窓口をご利用ください―

曜日 時間
月曜 10：00～16：00 受付15：00まで
水曜 14：00～20：00 受付19：00まで
金曜 10：00～20：00 受付19：00まで
※ 祝日、12/28～1/4、
男女平等センター休館
日を除く

▲区

　現在、国において、予防接種証明書の電子交付を検討しており、マ
イナンバーカードによる本人確認を前提に、スマートフォンアプリ（国
が開発予定）から行う仕組みと示されています。

デジタル化後の予防接種証明書の
 取得はマイナンバーカードが便利です

※ 予防接種済証を紛失された場合は、再発行申請できます。（詳細は、区ホームページ参照）

▲昨年の様子

▲ 女性に対する暴力根絶
のためのシンボルマーク
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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）

12月11日㈯午後1時30分～4時
（開場午後1時） 区民センター ど
なたでも 95人予定（先着順） 当日
直接会場へ 選挙管理委員会事務局
☎（5803）1287

第一部
基調講演

 『私たちの暮らしと政治』

 村尾信尚氏（関西学院大学教授）

第二部
パネル

ディスカッション

 若者フォーラム『私が創る、日本の未来！』

 林大介氏（模擬選挙推進ネットワーク事務局長）ほか

よくわかる政治と選挙のはなし
（白ばらセミナー）

▲村尾信尚氏 ▲林大介氏

　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用
促進を図るため、設置経費の一部を助成します。
▷助成対象設備 住宅用太陽光発電システム・家庭用燃料電池（エネファーム）・
家庭用蓄電システム・雨水タンク・断熱窓 助成対象設備の設置完了後、申請
書に必要書類を添えて設備設置日に応じた申請期間内に環境政策課へ持参（郵
送不可）▷パンフレット配布 環境政策課・地域活動センター等（区 にも掲載）

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

環境政策課環境調整係☎（5803）1259

申請期間
設備設置日 申請期間

第2期 7/1㈭～10/31㈰ 8/2㈪～11/30㈫
第3期 11/1㈪～4年1/31㈪ 12/1㈬～4年2/28㈪

※ 土・日曜、祝日、12/29～1/3を除く
※ 詳細は区 を参照、各種類併用可能
※ 同一世帯・住宅等で、住宅用太陽光発電システム・家庭用燃料電池（エネ
ファーム）・家庭用蓄電システム・雨水タンクを設置するときは初期導入時の
1基限りとし、断熱窓を設置する場合は1回限り
※ 申請者＝建物所有者＝領収書の名義人＝助成金の振込み名義人であること ▲区

知的障害者・児移動支援従事者養成研修
12月11日㈯午前10時15分～午後5時15分（30分前から受付）・12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「移動支援従事者養成研修」・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、〒112-0012文京区大
塚4-21-8槐

えんじゅ

の会☎（3943）4300 （3943）4330へ（ http：//www.enjuno
kai.com/からも申込可） 12月8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 ▲槐の会

区ホームページへの
 バナー広告掲載者募集

夜間窓口（午後8時まで）
11月26日㈮・29日㈪、12月2日㈭・3日㈮・6日㈪
休日窓口（午前9時～午後4時）
12月4日㈯・5日㈰ 税務課（シビックセンター10階） 経済的な事情等

で、税金の納付が困難な方、納付する機会がなかった方
※午後6時以降及び休日は、業務用エレベーターを使用。不明な場合は
1階受付・警備員へ
税務課納税係☎（5803）1156

特別区民税・都民税
夜間・休日納付相談及び納付窓口の開設

―納付を忘れていませんか？―

　経済的に厳しい子育て世帯に企業等からの寄附食品等を隔月
で宅配しています。
就学援助、児童扶養手当受給世帯等（対象者に申請書を郵送

済み。届かない方は下記へ）
この活動を支援してください
　本事業は、ふるさと納税を活用し、全国から寄附を募集しています。寄
附金を最大限に活用するため返礼品はありません。
▷支払方法 ①クレジットカード決済等（上記二次元コードを読み取り、
ふるさとチョイス から申込）②納付書払い・現金書留・現金持参（下記へ）
子育て支援事業コールセンター☎（5803）1288

▲ 二次元
コード

年末調整・法定調書及び
給与支払報告書について ▲国税庁 ▲区

▷年末調整の各種情報 国税庁 （年末調整特集ページ）を参照
▷扶養控除等申告書などの各用紙 国税庁 からダウンロード
▷年末調整の方法  インターネット番組「Web-TAX-TV」、

YouTube「国税庁動画チャンネル」を参照
▷給与支払報告書の提出 区 を参照
［源泉所得税・法定調書関係］小石川税務署☎（3811）1141、本郷税務署
☎（3811）3171（自動音声案内に従い、「1」を押す）
　 ［給与支払報告書］税務課課税係☎（5803）1154
 ※住民税の特別徴収関係の手続・申告には、e

エル タ ッ ク ス

LTAXが便利です。詳細は、
eLTAX を参照

道路に物を置かないでください 
　道路上に自転車やバイクの放置、置き看板、のぼり旗、車の乗り入れス
テップ、商品や植木鉢等の物を置くことや宅地内の植栽から伸びた枝が道
路上に出ていることで、通行する人に不便な思いをさせることがあります。
　道路上に置かれている物件や道路上にはみ出た枝で事故が発生した場
合、その物件の所有者が責任を問われることがあります。
土木部管理課道路監察係☎（5803）1245

12月10日㈮午前10時～正午 区民センター 端山亮
氏（段ボールリサイクル協議会事務局長） 区内在住・在
勤・在学者 24人（抽選） 無料 区 の「電子申請」・
はがき又は に「公開講座」・住所（在勤者は勤務先名・所
在地、在学者は学校名・所在地も）・氏名（ふりがな）・電話
番号を明記し、〒112-8555文京区リサイクル清掃課
☎（5803）1135 （5803）1362へ 11月26日㈮必着
▷共催 リサイクルイン文京

リサイクルの優等生 段ボールってすごい！
～私たちの日々の行動で地球環境を守ろう～

文京ecoカレッジ公開講座

▲電子申請

▲端山亮氏

4・5年度スポーツ推進委員公募
　区のスポーツ活動に積極的に関わるとともに、スポーツ事業に参画し、
企画・運営などを行います。また、スポーツの実技指導を行います。
25～55歳で区内に生活拠点を有する方 33人▷身分 非常勤公務員

▷任期 4年4月1日～6年3月31日▷報酬 月額10,900円程度▷選考 書
類審査・面接（1月下旬） 申込書・作文「私が考えるスポーツ推進委員の活
動」（600～800字）を〒112-8555文京区スポーツ振興課スポー
ツ振興係☎（5803）1308へ郵送又は持参 12月20日㈪必着
▷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）
※ 委員となった方の作文は氏名を含めて公開対象 ▲区

　区ホームページで企業や学校・団体のPRをしてみませんか？

▷掲載方法 区 のトップページ下部に設置する広告欄に縦60ピクセル、左
右180ピクセル（縦横サイズは固定）、ファイルサイズ10キロバイト以内の静
止画像バナー広告を掲載し、広告主の にリンクする▷掲載単位 月単位（最
大12か月、再申込可） 月額2万円（長期申込の場合は割引あり） 申込書
を〒112-8555文京区広報課 報道・ホームページ担当☎（5803）
1128へ郵送又は持参（掲載上限枠は15枠、1事業者1枠のみ）▷申
込書配布 広報課（区 にも掲載） 掲載希望月の前々月の末日
必着▷掲載決定 要領に基づき内容を審査のうえ決定

募集概要

▲区

子ども宅食プロジェクト
～とどく、つながる、みらいのために～
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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。

答えは
5面だよ！

　 菊見坂
　 花見坂
　 団子坂

A
B
C

文京区内には、幕末から明治末に菊
人形の催しで有名な坂道がありまし
た。その坂道の名前は何でしょう？

【問題】
文京トリビア

の

た ま ご

文京区にまつわる
職員考案のクイズにチャレンジ！

文京トリビア
の

た ま ご

文京区にまつわる
職員考案のクイズにチャレンジ！

みんな
わかったかな？

坂名は、坂のかたわらに団子を商う店があったことなどに由来します。またこの坂
道は、潮見坂・千駄木坂・七面坂など多くの異名を持ちます。坂の上には、かつ
て森鷗外が暮らした観潮楼（かんちょうろう）跡があります。（現：森鷗外記念館）

【答え】　　 団子坂C

　プライバシーが守られた安心・安全の場で、SOGIについてのちょっとした
お悩みや普段思っていることを話してみませんか。
11月28日㈰午後2時～4時 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） 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 11月25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）
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境が必要
＊ 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。 ▲区

　　 文京SOGI＊にじいろサロン（オンライン開催）
～心に刺さる小さなトゲについて話そう～

第4回

　文京区の就労支援事業の一環として行っており、障害者雇用への理解促進と
区内障害者施設の工賃アップや障害者の就労意欲の向上を目指しています。休
止中の区民ひろば定例即売会に代えて開催します。
障害者就労支援センター☎（5805）1600 （5805）1601

文
ふ み

の京
みやこ

ハートフル工房（障害者施設作品展示・商品販売会）

商品販売

日時

12/6㈪・21㈫・22㈬

10：00～15：00
（施設により出店時間が異なる、
パンは売り切れ次第終了）

会場 障害者会館

内容 障害者施設の自主製品
（パン・雑貨等）の販売

4年1月13日～2月3日の木曜（全4回）午後1時30分～4時 駒込地域活動セ
ンター タブレットの基礎的な操作から日常に役立つ旅行や食事の検索・予約
方法を学ぶ 竹箒の会 区内在住・在勤・在学者 16人（抽選） 400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 12月24日㈮必着
※タブレットは会場に用意

ふれあいサロン タブレット講座（Android編）

12月3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
※12月は水泳の開催なし

障害のある方向けおでかけスポーツ（12月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～

12月6日～27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） 11月15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 12月5日㈰

元気ニコニコ体操12月コース

12月28日㈫午後5時～6時 総合体育館 水中での事故に対する知識や簡
易救助法ほか 小学生以上の区内在住・在勤・在学者 30人予定（申込順）
無料 電話又は直接総合体育館☎（3814）4271へ　
※水着、水泳帽を着用のうえ、水中用の着衣、くつ、タオルをビニール袋に
入れ、プールサイドに持参
※小学4年生以下は、高校生以上の保護者の同伴が必要（保護者1人につき子
ども2人まで）

着衣水泳教室

12月11日㈯午後2時～4時（雨天決行） 小石川運動場 日本サッカー協会
区内在住・在学の小学3～6年生 90人（抽選） 100円 区 の「電子申

請」又は、はがきに「ジュニアサッカー教室」・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・学校名・学年・所属チームがあればチー
ム名を明記し、〒112-8555文京区スポーツ振興課スポーツ振
興係☎（5803）1308へ 11月24日㈬必着

JFAのコーチによるトップレベルの指導
ジュニアサッカー教室

▲電子申請

4年1月11日～2月15日の火曜午前10時40分～11時40分（全6回、予備日2月22日） 小石川運動場 3歳以上の未就学児（2月末日時点）と区内在住・在
勤の保護者（2人1組） 20組（抽選） 1組500円（保険料） 区 の「電子申請」又は往復はがき（1組1枚）に氏名（ふりがな）・住所（在勤者は勤務先名・所在地
も）・電話番号・年齢・性別・保護者氏名と返信用にもあて先を明記し、〒112-8555文京区スポーツ振興課施設等担当☎（5803）1850へ 11月30日㈫必着
※天候や行事等により、中止・延期となる場合あり ▲電子申請

親子すくすく教室（3年度第4期）

スポーツ

　ドイツワインは「モダンでスタイリッシュ」「高品質」「赤も秀
逸」と評され、世界的に需要が高まっています。ドイツワイン
の歴史、ワイン法やエチケットの読み方、各産地の個性やぶど
うの品種などから奥深い魅力に迫ります。
11月28日㈰午後2時～4時 スカイホール 吉住久美氏（日本

ドイツワイン協会連合会認定ドイツワイン上級ケナー） 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5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 11月17日㈬必着

ドイツワインの魅力文
ふみ

の京
みやこ

・ドイツ文化講座

▲吉住久美氏

区

▲

　加賀藩前田家の屋敷が区内に置かれていた歴史的つながりを
踏まえ、「金沢」の文化を学ぶ講座を金沢市と文京区の共催によ
り開催します。今回は新しい金沢の文化を創造する美術館のこ
れからを紹介します。
4年1月31日㈪午後2時～3時30分 区民センター 長谷川

祐子氏（金沢21世紀美術館館長） 区内在住・在勤・在学者 70
人（抽選） 無料 往復はがき（1人1枚）・ 又は に「かなざ
わ講座」・住所（在勤者は勤務先名、在学者は学校名も）・氏名（ふりがな）・電話
番号と返信用にもあて先を明記し、〒102-0093千代田区平河町2-4-2全国
都市会館5階金沢市東京事務所内金沢営業戦略室☎（3262）0444 （3234）
0990 tokyo_j@city.kanazawa.lg.jpへ 12月23日㈭必着
▷主催 金沢市
※当落の発送は1月中旬を予定

文
ふ み

の京
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文化発信プロジェクト
かなざわ講座「金沢21世紀美術館が創る未来」

▲長谷川祐子氏

　小・中学校の特別支
援学級や障害者施設・
個人・団体などの作品
展示を行います。
作品展
12月4日㈯～6日㈪午
前9時30分～午後4時
（6日は午後3時まで）
ギャラリーシビック、アートサロン 障害福祉課障害者在宅サービス係☎

（5803）1212 （5803）1352
※開催時間を短縮し、体験等の催しを中止。詳細は上記へ

障害者週間記念「ふれあいの集い」
12月3日～9日は障害者週間です

新型コロナウイルス感染症拡大予防対策として、例年と変更点があります。

　宝生会の協力により、能楽公演を開催します。解説付きで、初心者にもわか
りやすく楽しめる内容です。
4年1月23日㈰午後1時開演（正午開場） 宝生能楽堂（本郷1-5-9） 能「野守」

（シテ：今井基氏）、狂言「清水」（シテ：山本則重氏）▷解説 佐野登氏（シテ方宝生
流） 小学生以上の区内在住・在勤・在学者 225人（抽選） 無料（全席指定）
往復はがき（1枚2人まで）に「区民能」・鑑賞者全員の住所（在勤者は勤務先名、在学
者は学校名も）・氏名（ふりがな）・電話番号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☎（5803）1120へ 11月30日㈫必着
※終演後、出演者との質疑応答を予定

文京区民能楽鑑賞会へご招待

交流館の教室
親子ふれあい体操教室 カービング教室 ふまねっと体験会 カーレット教室

日時 11/27㈯
10：00～11：00

11/28㈰
①13：30～14：40②15：10～16：20

11/30㈫
13：00～14：30

12/1㈬・15㈬
14：00～16：00

会場
問合せ

白山交流館
☎（3813）8500

根津交流館
☎（3828）5269

千駄木交流館
☎（3821）6695

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1人 9組
（申込順、申込開始日に
定員を超えた場合は抽
選） 200円 11/15㈪
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

香りのよい石けんに
専用のナイフで美しく
彫刻する 丹後友香理
区内在住・在勤・在学

者 各5人（申込順、申
込開始日に定員を超え
た場合は抽選） 850円
（材料費含） 11/15㈪10：
00から電話又は直接白
山交流館へ

認知症と転倒を楽し
く予防する 薬師寺清
幸 区内在住・在勤・在
学者 10人（申込順）
無料 11/16㈫9：00か
ら電話又は直接根津交
流館へ

卓上カーリングで多世
代交流をはかる 区内
在住・在勤・在学者 各8
人（申込順、申込開始日
に定員を超えた場合は
抽選） 100円 11/15㈪
10：00から電話又は直接
千駄木交流館へ

　家族そろって自宅で楽しめるよう、期間限定で
映像（30分程度）を配信します。
11月8日㈪～30日㈫▷出演 人形劇団「プー

ク」 3歳以上の未就学児とその保護
者 無料▷参加方法 右記二次元コー
ドからアクセス 消費生活センター☎
（5803）1105 ▲二次元コード

幼児向け消費者教育リモート配信　人形劇「ひとまねアヒル」

シビックシネマサロン「次郎物語」
12月17日㈮午後1時30分～3時50分（20分前から開場） アカデミー文京

▷監督 森川時久▷出演 加藤剛、高橋惠子ほか 幼いときに里子を経験し
た少年の成長を家族との心の触れ合いを軸に描く。下村湖人の同名原作の映
画化 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「次郎物語」・住所（在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在
学者は学校名も）・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号と返信用にもあて先を明記
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） 12月3日㈮必着
※入場は当選者本人に限る
※全席指定、検温、途中休憩あり

11月27日㈯・28日㈰午前10時～午後
4時（28日は午後3時まで、最終入場は
午後2時45分） ギャラリーシビック、
アートサロン、シルバーセンター 高
齢者クラブ会員による作品展示（書・絵
画・写真等）、手作り作品の販売（小物・
洋服・アクセサリー等） 無料 高齢福
祉課社会参画支援係☎（5803）1203

シニアの方へ

　地域のサークル・団体の皆さん、「高
齢者クラブ」を作りませんか？登録す
ると会場の優先予約や助成金等が受け
られます。
60歳以上の区内在住者が30人以上

の団体・サークル 高齢者クラブ活動
室☎（5803）1114

いきいきシニアの集い 高齢者クラブを作りませんか？11月20日㈯～28日㈰午後5時30分～9時 肥後細
川庭園☎（3941）2010、みどり公園課☎（5803）1252
※詳細は肥後細川庭園 https://
www.higo-hosokawa.jp/参照

秋の紅葉ライトアップ―ひごあかり―

▲肥後細川
　庭園

＊ 平成28年4月に発生した熊本地
震を風化させないよう、区は熊
本を応援しています。

中 止
詳細は問合せ先へ

〒113-0034文京区湯島4-7-10
教育センター☎（5800）2591教育センター

第5回やってみましょう楽しい実験 第9回子ども科学カレッジ
日時 12/11㈯①10：00～12：00②14：00～16：00 12/18㈯10：00～12：00
会場 教育センター
内容 冬の星座を観察しよう　ドライアイスで実験しよう　視覚の不思議 水をきれいにする微生物のはたらき
講師
（敬称略） 教育センター専門指導員 中央大学 理工学部 生命科学科

教授　諏訪裕一
対象 区内在住・在学の5歳以上の幼児～小学生（小学2年生以下は保護者1人同伴） 区内在住・在学の小学4年生～中学生
定員 各30人（抽選） 16人（抽選）
費用 無料

申込
区 の「電子申請」又は往復はがき（1講座1人1枚）に講座名・希望時間（やってみましょう楽しい
実験は第2希望記入可）・学校名・学年・児童・生徒の住所・氏名（ふりがな）・保護者名・電話番号と

返信用にもあて先を明記し、教育センターへ
締切 11/29㈪必着 12/6㈪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年生以上の場合は、保護者及び申込以外のお子さまの会場への入室・見学不可

電子申請

▲

　日本伝統文化の紹介、外国の音楽・舞踊のパフォーマンス等を動画とスライ
ドショーで楽しむことができる「国際交流フェスタ」の特設ウェブサ
イトを期間限定で公開します。ライブ配信はありません。
11月1日㈪～4年2月28日㈪ 無料 どなたでも▷ウェブサイト
https://bunkyo-kokusaikouryufesta.comにアクセス アカデ

ミー推進課都市交流担当☎（5803）1310

　　　文京区国際交流フェスタ
International Cultural Exchange Festival in Bunkyo 

（Web based Event）

第15回

内容
日本の伝統文化等の紹介
おりがみ、かるた、伝統木版画、
華道、茶道、風呂敷の活用、書道
パフォーマンス
江戸太神楽、スラブ民族舞踊、トル
コ古典音楽
国際交流団体等の活動紹介
学校法人ABK学館、東京弁護士
会、せいぼじゃぱん、JICA東京
センター、日中友好会館、文京
ニュージーランド友好協会、駐日
ベナン共和国大使館、トルコ共
和国ユヌス・エムレ インスティ
トゥート東京、NPO法人IVUSA
その他
文京区姉妹都市・友好都市の紹介、
文京区観光スポットのVR動画

▲特設Webサイト

▲ドイツ賞 ▲トルコ賞

▲中国賞 ▲ベナン賞 ▲文京賞

やさしい日本語で留学生とオンライン交流会
12月18日㈯午前10時～正午 外国人にわかりやすい日本語のコツを学習

後、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「オンライン交流会」・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・電話番号・メールアドレスを明記し、
〒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30日㈫必着
※当落通知は12月6日㈪にメールで通知予定
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境が必要 ▲区

クイズとアンケートに答えて応募する
と、文京区の交流都市にちなんだ賞品
を抽選で20人にプレゼント
▷応募締切 4年2月28日㈪
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☆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

▲

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）

交流館の体操教室
軽体操教室　12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 18人

火 ①13：30～14：30
②15：00～16：00 各18人

千駄木交流館
☎（3821）6695

水 ① 9：30～10：30
②11：00～12：00 各9人

木 　10：00～11：00 9人

ズンバ体操
12月18日㈯午前10時～11時
千駄木交流館☎（3821）6695 9

人（申込順）
共通事項
18歳以上で医師に運動を止められ
ていない区内在住・在勤・在学者
200円（当日納入） 11月25日㈭午前
10時から電話又は直接各交流館へ
※申込開始日に定員を超えた場合は
抽選
※1人1枠の利用に限る

中小企業の若手社員育成支援
若手社員パフォーマンス向上講座
（オンライン開催）
12月15日㈬午前10時30
分～午後4時30分 区内中
小企業の若手社員 30人
（申込順） 16,500円（下記
補助金を利用した場合は
9,500円） 東京商工会議所 https:
//form.qooker.jp/Q/auto/ja/
tcci000109/QA/から申込 11月
26日㈮
中小企業若手社員人材育成支援事業
補助金
区内に営業の本拠（法人事業者は

登記上の本店の所在地、個人事業者
は主たる営業所）を置く中小企業者
▷補助金額 7,000円
※講座申込後、東京商工会議所文京
支部から申請方法を案内
経済課産業振興係☎（5803）1173

認知症家族交流会
12月4日㈯午後2時～4時 礫川地
域活動センター 介護者同士の情報
交換会 春名正昭氏（介護デザイナー）
認知症の家族を介護している区内

在住者 10人（申込順） 無料
電話で高齢者あんしん相談センター
富坂分室☎（5805）5032へ

フミコムcafe拡大版（オンライン開催）
11月20日㈯午後1時～4時15分
区内で地域活動を行っている方々に
よる、活動をはじめた経緯や気づき
についてのお話 どなたでも 無料
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.hp.peraichi.
com/2021
※詳細は上記 へ

人生最期のお金の行き先
（オンライン開催）
11月20日㈯午後2時～4時 人生
最期の社会貢献の形、「遺贈寄付」を
学ぶ 三浦美樹氏（司法書士法人東
京さくら代表）ほか 区内在住・在勤
者 50人（申込順） 無料 下記
の申込フォームから申込 11月18日
㈭ 社会福祉協議会文京ボランティ
ア支援センター☎（3812）3114
https：//www.bunsyakyo.or.jp/
※当日参加できない方向けに見逃し
配信あり（要申込）

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 12/1㈬・15㈬

10：00～13：10

会場 福祉センター
江戸川橋 シルバーセンター

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

11/19㈮9：00～
各回前日

11/19㈮8：30～
各回前日

※1人1回の利用に限る。ただし15㈬
分のみ12/3㈮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

ぶんにこ本富士（認知症カフェ）
～認知症を予防していきいき元気に～
12月18日㈯午後2時30分～4時
区民センター 認知症予防講座「認
知症の症状を知ろう」、転倒予防体
操 三木啓輔氏（理学療法士） どな
たでも 30人（申込順） 100円（参加
費） 電話で高齢者あんしん相談セ
ンター本富士分室☎（3813）7888へ

子育て応援！ミニ就職面接会（託児付）
12月6日㈪午後1時30分～4時30

分 産業とくらしプラザ 主に区内
の事業所へ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週間前頃ま
でにハローワーク飯田橋 https：//
jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/
list/iidabashi.htmlに掲載

礫川地域活動センター会議室貸出休止
　定期清掃・設備点検のため、午前・
午後の会議室の貸出を休止します。
12月13日㈪ 礫川地域活動セン

ター☎（3813）3638

インターンシップマッチング
面談会（オンライン開催）
12月18日㈯①午前10時～午後0

時30分②午後1時30分～4時 未就
職・求職中の29歳以下の方 各20
人（申込順） 無料 電話又は に
6面記入例 1・3・5を明記し、学情☎
（3593）1512 bunkyo-career＠
gakujo.ne.jpへ
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

第1回文京区景観づくり審議会
12月10日㈮午後2時30分～4時 シ
ビックセンター24階委員会室 第20
回文

ふみ

の京
みやこ

景観賞最終選考 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

障害者地域自立支援協議会
権利擁護専門部会・障害当事者部会
合同開催
11月30日㈫午前10時～正午 区民
センター どなたでも 傍聴希望
者は電話又は で障害者基幹相談支
援センター☎（5940）2903 （5940）
2904へ

社会保険労務士無料相談
11月17日㈬午前10時～午後4時
区民センター 年金や雇用問題、社
会保険・労働保険に関する相談 どな
たでも 当日直接会場へ 東京都社
会保険労務士会文京支部☎（6807）
2326

住み替え相談会
12月7日㈫午後1時～4時 シビッ
クセンター内会議室▷相談員 東京
都宅地建物取引業協会文京区支部会
員 区内の民間賃貸住宅に住み替え
を希望する世帯（公営住宅への入居
相談は対象外） 10人（申込順）
電話又は直接福祉住宅サービス☎
（5803）1238へ

3年度特別区立幼稚園臨時的
任用教員採用候補者募集
職種 臨時的任用教員（幼稚園）

勤務先 東京23区の区立幼稚園
（大田区・足立区を除く）

応募資格 幼稚園教諭普通免許状を現に有する者

選考方法 ①書類選考 　　　　　　
②面接　12/13㈪・14㈫※1

申込
問合せ

所定の書類（選考案内参照）を郵送で
〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1
東京区政会館17階特別区人事・厚生
事務組合教育委員会事務局人事企
画課採用選考担当☎（5210）9857へ

選考案内
配布 各区役所・上記

申込期間 11/18㈭～12/7㈫消印有効
※ 1　面接は新規申込者及び特別区
立幼稚園の臨時的任用教員とし
て最近5年間に勤務実績のない方
が対象（事前電話予約が必要）
※ 名簿登載期間が12/31で終了し、
引き続き名簿への登載を希望す
る場合は必ず申込のこと
※詳細は、特別区人事委員会 へ

認知症講演会
認知症について医学的知識より大切なこと
12月3日㈮午後2時～3時30分

エーザイ小石川ナレッジセンター（小
石川4-6-10） 認知症の正しい理解
と認知症があっても自分らしい生き
方について 繁田雅弘氏（東京慈恵会
医科大学精神医学講座教授） 区内
在住・在勤・在学者 25人（申込順）
無料 電話で高齢者あんしん相

談センター富坂☎（3942）8128へ

中小企業向けセミナー（オンライン開催）
補助金・資金繰りに強くなる！
未来を形にする事業計画の作り方
12月9日㈭午後2時30分～4時30
分 葉騰健太氏（中小企業診断士ほ
か） 40人（申込順） 無料 下記
から申込 東京商工会議所
文京支部☎（3811）2683
http：//event.tokyo-cci.
or.jp/event_detail-1089
85.html
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

尿失禁予防教室
12月3日㈮午後2時～4時 アカ
デミー文京 講義と実技「尿失禁予
防体操」 金憲経氏（理学療法士）
区内在住の65歳以上の女性 15人
（申込順） 11月16日㈫午前9時
から電話で高齢福祉課介護予防係☎
（5803）1209へ
※動きやすい服装で参加

介護に関する入門的研修
～介護を知ろう！介護未経験者向け～
12月7日㈫午後1時15分
～5時 障害者会館 介護
に関する基礎知識、介護の
基本 介護の仕事に興味の
ある方 20人（抽選） 無料 往
復はがき又は に 6面記入例 1～5と
6職業・ 番号・メールアドレスを明
記し、〒112-8555文京区介護保険
課介護保険相談係☎（5803）1383
（5803）1380へ（区 からも申込可）
11月26日㈮必着
※受講後、通所・居住・施設系サービ
スの介護職員として従事可能

ウェルカム商店街オンラインセミナー
無料 右記申込フォーム
から申込▷出演 岡本幸樹
氏（JTB総合研究所）、桑折
誠太郎氏（ラフアンドレディ）

日時 対象 内容
12/8㈬

19：00～20：30 区内小売店 Z
ズ ー ム

oomの活用方法、
オンラインでの集
客方法について12/15㈬

14：00～15：30 区内飲食店

※ Zoom（オンライン会議ツール）の接続環境
が必要

ウェルカム商店街オンラインセミ
ナー事務局☎080（7136）5244

消費生活研修会
（オンライン開催・ライブ配信）
①12月14日㈫②4年1月

28日㈮午後2時～3時30分
①「今日から実践！食品ロ
ス対策」②「エシカル消費が
知りたい！」 日本消費者協会 区内
在住・在勤・在学者 無料

オンライン開催 ライブ配信
（スクリーン視聴）

参加方法
Z
ズ ー ム

oom（オンライン
会議ツール）から参
加

会場（産業とくらし
プラザ）参加

定員 各40人程度（申込順） 各10人（申込順）
申込 区 から申込 電話で下記へ

消費生活センター☎（5803）1105

▲区

▲申込フォーム

ファミリー・サポート・センター講演会
子どもを伸ばすあそびの力
12月4日㈯午前10
時～正午 区民セ
ンター 茂木厚子
氏（発達支援「Kids
Sense」主宰） 区内
在住者 50人（申込順） 無料
電話又は で社会福祉協議会ファミ
リー・サポート・センター☎（3812）
3043 family@bunsyakyo.or.jp
へ 11月26日㈮

第7回家庭教育講座
発達障害って何？
12月7日㈫午前10時～11時30分
アカデミー文京 柏木理江氏（東京都
発達障害者支援センター（TOSCA）
相談支援員） 年中児～中学生を子
育て中の区内在住・在勤者 48人（先
着順） 無料 当日直接会場へ 教
育総務課地域教育支援担当☎（5803）
1302 （5803）1366
※保育（ 2歳以上 10人）希望者は
12月1日㈬までに電話又は で上記
へ（申込順）
※手話通訳希望者は、11月22日㈪
までに電話又は で上記へ

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
　労働者を1人でも雇っている事業
主の方は、法人・個人を問わず、労
働保険に加入することが法律で義務
付けられています。
　労働者が安心して働ける職場とな
るよう、労働保険に加入していない
事業主の方は、速やかに労働基準監
督署及びハローワークで加入手続き
を行ってください。
中央労働基準監督署☎（5803）

7383、ハローワーク飯田橋☎（3812）
6132

「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーン参加者募集

　都では、太陽光や風力などでつく
られる自然の電気をお得にご利用で
きるキャンペーンを実施します。
家庭・商店等（従量電灯B、C）▷募

集期間 4年1月31日㈪まで キャン
ペーン事務局☎0120（267）100、☎
0570（058）100（携帯電話）［月～金
曜（祝日を除く）午前10時～
午後6時］ https://group-
buy.metro.tokyo.lg.jp/
energy/shutoken/home

1/31まで

国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です
　日本年金機構から、「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が対
象者あてに発送されます。大事に保
管し、年末調整や確定申告の際にご
使用ください。
ねんきん加入者ダイヤル☎0570

（003）004（ナビダイヤル）、文京年
金事務所国民年金課☎（3945）1141
※詳細は上記へ

11月は個人事業税第2期分の納期です
　11月30日㈫までにお納めくださ
い。納付の際は、非対面式のキャッ
シュレス納税（スマートフォン決済
アプリによる納付等）をご活用くだ
さい。
千代田都税事務所個人事業税班
☎（3252）7141

シニア生涯ワーキングセミナー
12月20日㈪午
後1時～3時45分
産業とくらしプ
ラザ シニア世代
のライフプランと
マネープランニン
グ演習、シニア世代の再就職の現状
と考え方 働く意欲のある55歳以上
の方 無料 11月15日㈪から電話で
専用予約窓口☎（5256）6200へ［月～
金曜（祝日除く）午前9時～午後5時］
（公財）東京しごと財団しごとセンター
課高齢就業支援係☎（5211）2335

3年度児童館・育成室会計年度任用職員募集  
職 種 児童指導補助

(児童館土・月曜対応) 児童指導補助 児童指導補助
（障害児対応） 障害児保育補助（育成室）

勤務地 区内の児童館・育成室

採用予定者数 若干名

月額報酬 93,744円 166,320円 105,120円 199,728円

勤務日 週2日
（月・土曜）

週5日
（月～金曜）

週5日
（月～土曜のうち5日間）

勤務時間

月曜＝
9：30～18：15
土曜＝

8：30～17：15

13：15～18：45 15：15～18：15

週4日（5時間30分）
13：15～18：45
週1日（6時間30分）
11：15～18：45
(休憩1時間含む)

任用予定期間 任用開始日～4年3/31㈭

選考 書類選考後、面接

申込
問合せ

申込書と作文「今までの職務経験等」（アルバイト・ボランティア等も含む、400字
程度）を、〒112-8555文京区児童青少年課児童係☎（5803）1188へ郵送又は持参

申込書配布 児童青少年課（区 にも掲載）

※欠員がなくなり次第、募集終了
※ 交通費別途支給。任用期間が6月以上の場合、勤務形態に応じて期末手当
の支給対象となる場合あり
※詳細は区 を参照 区

▲

会員募集
初級英会話おしゃべりくらぶ
①金曜午後②シルバーセンターほか③60代
からの初心者向け英会話⑥月6,000円⑦60
代以上の初級者⑧𠮷崎☎090（6033）0263
千石書を楽しむ会
①第1・2・3土曜13：30～17：00②大原地域
活動センターほか③毛筆・硬筆の練習④今野
美晁氏⑤2,000円⑥月3,500円～⑦小学生以
上の方（初心者歓迎）⑧虫明☎080（4920）
6977

本郷スペラクラブ
①土曜13：00～16：00②男女平等センター
ほか③英語又は日本語の脳トレゲーム⑥１回
300円（年会費1,000円）⑦初回無料⑧根岸☎
080（5672）2159
アロマと漢方を楽しむ会
①月1回日曜10：00～12：00②湯島地域活動
センターほか③ネイルアロマオイルを作成④
漢方養生指導士⑥1回1,000円⑦ 女性 電
話又は から申込⑧五十嵐☎080（4125）
9605 t.igarashi@okgy.co.jp

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。

文京アカデミア講座  
15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く） 往復はがきに

6面記入例 1～5（1は講座番号も）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（オンライン講座は からのみ申込）］ 11月26日㈮必着

番号 講座名 日時（令和4年） 定員
（抽選）

受講料
（教材費込）

1 文
ふみ

の京
みやこ

十八の町物語を聞く
―白山上・町のとしつき・根津神社編― 2/19・26、3/5 土 10：30～12：00

各
20人

1,500円

2 渋沢栄一の実像と虚像 1/17、2/21、3/14 月 14：00～15：30
各

2,400円3 『伊曾保物語』『絵入教訓近道』を読む―江戸時代のイソップ絵入り本を楽しもう― 2/1・8・15・22 火 10：30～12：00

4
【バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター
協力講座】
ルーマニアの伝統と文化

1/25、2/1・8・22、
3/8 火 14：00～15：30 3,000円

5 「疫病」と「終末論」からみた中世ヨーロッパ 1/26、2/9、3/9・
16・23 水 14：00～15：30 4,400円

6 総合研究大学院大学講師陣による「科学探究講座」
1/22、2/5、3/5・
12 土 10：30～12：00 3,200円

7 大人のためのロボットプログラミング体験講座 3/3・10・17 木 10：30～12：00 15人 4,500円

8 メトロポリタン美術館で学ぶ西洋絵画史 1/15・29、2/12、3/5・12 土 14：00～15：30 各
20人

4,200円

9 西洋アンティークを紐解く 1/28、2/18、3/11 金 14：00～15：30 2,600円

10 ふだんのご飯で薬膳入門―ハレの日のおうち薬膳― 1/19、2/16、3/16 水 13：00～15：30
各
10人

7,500円

11 美しいペン字～ワンランクUPの美文字を学ぶ～
1/27、2/10・24、
3/3 木 10：30～12：00 7,100円

12 ボン・ヴォヤージュ！ 旅に役立つフランス語 1/25、2/1・8・15・22、3/1 火 10：30～12：00 15人 7,200円

13 言語学から見る英語・日本語―「なぜそう訳すのか」考えよう― 1/26、2/2・9・16 水 10：30～12：00 20人 2,400円

14 疲労解消！美姿勢エクササイズ 1/20、2/3・10・17 木 14：00～15：30 10人 6,000円

15 水彩風景画入門～自作ポケット絵具箱でスケッチ～
1/13・27、2/3・10・
17・24 木 14：00～16：30 15人 4,700円

16 楽しく学ぼう初級英会話 1/20・27、2/3・10・
17・24 木 10：30～11：45 12人 3,700円

17 伝統のお座敷舞「地唄舞」～美しい所作を学ぶ～
1/24、2/7・21、
3/7 月 14：00～15：30 10人 3,000円

18 ガラス絵をつくろう 1/26、2/2・9 水 14：00～16：00 15人 3,700円
19 誰も教えてくれない「教養としての株式」1/28、2/4・18・25 金 10：30～12：00 20人 2,000円

M1
〈オンライン講座〉
ステップアップ英会話
～スピーキングスキルを伸ばそう～

1/19・26、2/2・9・
16、3/2・9・16 水 19：00～20：30 12人 12,300円

※ カリキュラムや応募に関する詳細は、地域アカデミー・図書館・地域活動センターなどで配布す
る「講座案内」又は上記 で必ず確認のこと

※応募者が定員に達しない時は開講しない場合あり
※当落通知は12/3㈮発送予定
※手話通訳希望者は申込時に問合せ（対象外の講座あり）
※受講は当選者本人に限る

障害者対象講座 
区内在住・在勤・在学の各障害者 各8人（抽選） 電話又は に 6面記入例

1～3・5を明記し、リアン文京☎（5940）2822 （5940）2823へ
講座名 日時 会場 参加費 締切 持ち物
障害者対象
パソコン講座

12/4㈯
   5㈰

13：30～
15：30

福祉センター
江戸川橋

無料 11/25㈭ 筆記用具

肢体障害者対象
ガーデニング教室 12/8㈬

500円

11/30㈫

作品を入れる袋、エプロン、
布巾（汚れてもよいもの）、

軍手（必要な方）
※ 汚れても良い服装で参加

聴覚障害者対象
フラワーアレンジ
メント教室

12/9㈭ 障害者会館 12/1㈬ 作品を入れる袋

視覚障害者対象
陶芸教室 12/15㈬ 勤労福祉会館 12/7㈫

作品を入れる袋、エプロン、
雑巾2枚（汚れてもよいもの）
※ 汚れても良い服装で参加

精神障害者対象
文京区の歴史講座 12/18㈯

福祉センター
江戸川橋

無料
12/10㈮

筆記用具
知的障害者対象
ICT講座 12/27㈪ 14：30～16：30 障害者会館 12/20㈪

※オンライン開催になる可能性あり

▲区

▲ 東京商工
会議所

▲みい電

▲ 特別区人事
委員会

▲ 東京商工
会議所
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介護予防体操地域会場
12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 会場 日時 定員

（申込順）

11/15
㈪

動坂会館 12/1㈬
8㈬
15㈬
22㈬

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

11/16
㈫

福祉センター
湯島
※上履きを持参

12/2㈭
9㈭
16㈭
23㈭

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

向丘地域活動
センター

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

各
6人

11/17
㈬

アカデミー茗台 12/3㈮
10㈮
17㈮
24㈮

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

11/18
㈭

汐見地域活動
センター 12/6㈪

13㈪
20㈪
27㈪

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

各
4人

大原地域活動
センター

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

各
20人

11/19
㈮

福祉センター
江戸川橋

12/6㈪
13㈪
20㈪
27㈪

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

各
12人

音羽地域活動
センター

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7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

11/22
㈪

アカデミー音羽 12/7㈫
14㈫
21㈫
28㈫

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

①14：00～14：45
②15：00～15：45

各
16人

11/24
㈬ シルバーセンター

12/9㈭
16㈭
23㈭

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

各
20人

※1人1会場の利用に限る

肺がん検診指定医療機関の追加
医療機関名 所在地 電話

岡崎ハートク
リニック 関口1-21-15 ☎（6280）8234

※区の健康診査と同時実施可

健康推進課保健係☎（5803）1229

母親学級（2日制）
区内在住ではじめて赤ちゃんが生
まれる24週以降の妊婦 出産・育児
の話、歯科・栄養の話 無料
保健サービスセンター
日時

（10分前から
受付）

12/3㈮・10㈮
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）

申込
問合せ

11/22㈪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

（10分前から
受付）

12/14㈫・21㈫
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各10人（申込順）

申込
問合せ

11/22㈪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

骨髄移植ドナーに対する助成金を交付
　骨髄又は末梢血幹細胞の提供者
（ドナー）及びそのドナーが勤務する
事業所等に対し助成金を交付します。

　 ドナー ドナーが勤務する
事業所

対象 骨髄等の提供が完
了した区内在住者

骨髄等の提供時に
ドナーが勤務する
事業所（国・地方公
共団体・独立行政
法人を除く）

助成金額
（上限7日間） 日額2万円 日額1万円

申請方法

申請書及び次の
①・②を下記へ郵
送又は持参

申請書及び次の
①・③・④を下記
へ郵送又は持参

①（公財）日本骨髄バンクが発行する、
骨髄等の提供が完了したことを証明
する書類
②ドナーの氏名・住所・生年月日が記
載された本人確認書類の写し（運転
免許証等）
③勤務事業所の所在証明書
④ドナーとの雇用関係の確認書類

申請期限 骨髄の提供完了の翌日から1年以内

〒112-8555文京区予防対策課保
健予防係☎（5803）1225

介護者教室
老い支度講座（オンライン同時開催）
12月11日㈯午後2時～3
時30分 千駄木の郷

さと

自
分が望む老後の暮らし方、
介護保険について学ぶ 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 20人（申込順） 無料
電話又は で高齢者あんしん相談

センター駒込☎（3827）5422 koma
gome-houkatsu@bz03.plala.or.jp
へ（上記二次元コードからも送信可）
※詳細は上記へ

禁煙外来治療費の助成
　がんや生活習慣病の予防
をサポートするために、禁
煙外来治療費の一部を助成
します。

助成内容
医療機関の禁煙外来医療費及び薬
剤費の本人負担額のうち1万円を

上限に助成

対象 これから禁煙外来治療を受ける
20歳以上の区内在住者

定員 80人（申込順）

申込 登録申請書を ・郵送又は直接
健康推進課へ

申込書配布 健康推進課（区 にも掲載）
申込締切 11/30㈫消印有効
※ 治療開始前に申込登録のうえ、禁煙外来治
療を終了された方に助成

〒112-8555文京区健康推進課☎
（5803）1231 （5803）1355

健康講座
～コロナ禍における健康づくり～

第1回身体の内側
から健康づくり
～腸内環境を整え

る～

第2回自粛生活で
の不調改善

～あなたの身体こ
り固まっていませ
んか？～

日時 12/6㈪
14：00～15：00

12/13㈪
14：30～15：30

会場 スカイホール

講師
順天堂大学大学院
医学研究科教授

小林弘幸氏

東京医科大学病院
准教授

遠藤健司氏
対象 18～74歳の区内在住・在勤・在学者
定員 各30人（申込順）
費用 無料

申込
問合せ

11/15㈪から電話
で保健サービスセ
ンター本郷支所
☎（3821）5106へ

11/17㈬から電話
で保健サービスセ
ンター
☎（5803）1807へ

※当日は区民チャンネル撮影予定

専門医による骨粗しょう症健診
12月16日㈭午後1時～4時（受付は
2時30分まで） 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）
28人（申込順） 700円 11月

18日㈭から電話で保健サービスセン
ター健康相談係☎（5803）1805へ

ステップ・アップ離乳食講習会
12月10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 講義とデモ
ンストレーション「7～8か月児の離
乳食づくりのポイント」 3年4～5月
生まれで区内在住の子をもつ保護者
（初めて参加する方を優先） 各12組
（申込順） 無料 11月16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

はじめての離乳食講習会
12月16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 講義とデモンストレー
ション「5～6か月児の離乳食づくりの
ポイント」 3年6～7月生まれで区内
在住の第1子の保護者（初めて参加す

る方を優先） 各12人（申込順） 無
料 11月16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

健康づくり栄養教室
～パパッとパパごはん～
12月18日㈯午前11

時～正午 保健サービ
スセンター 講義と調
理実演「パパの作るご
はんで家族を元気に」
松丸奨氏（区立金富

小学校栄養士） 区内
在住で1歳未満の子どもの父親（パー
トナーが妊娠中の方も含む） 12人
（申込順） 無料 11月16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

精神障害回復途上者のデイケア事業
　デイケアは、創作、レクリエーショ
ン、コミュニケーションスキルなど
のグループ活動を通して、仲間作り
や社会復帰への準備をすすめていく
場です。
月・水・木曜の午前10時～午後3時
保健サービスセンター本郷支所

50歳までの主として統合失調症の回
復初期かつ通院治療中の区内在住者

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

介護予防教室  
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（初めて参加する方を優先） 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 11月16日㈫～30日㈫

教室名 日時 会場 内容 定員
（抽選）

脳活エクササイズ
教室

（全6回）
4年1/5～2/9
の水曜

10：00～
11：30

東急スポーツ
オアシス本駒込店
（本駒込2-28-12）

デュアルタスクプログラ
ムにより脳を活性化さ
せ、認知症のメカニズム
や予防法について学ぶ

各
20人

転ばナイス教室
（全6回）

14：00～
15：30

転倒による骨折等が原因
で要介護状態になるのを
防ぐため、転ばない、骨
折しないカラダづくりに
ついて学ぶ

パワーアップ
マシン教室
（全12回）

4年1/6～3/24
の木曜

10：00～
12：00

福祉センター
江戸川橋

ゴムの弾性を利用した筋
力向上マシンによる運
動、口

こう

腔
くう

機能の向上及び
低栄養状態や認知症の予
防について学ぶ

15人

11月10日㈬～16日㈫は
アルコール関連問題啓発週間です

　お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、適量を知
らずに飲みすぎる日々が続くことで、がんや生活習慣病、アルコール依存
症などの健康障害を引き起こす場合があります。
　適切な飲酒量を守って、正しくお酒と付き合いましょう。

　節度ある適切な飲酒量は1日平均純アルコールにして約20g（＝2ドリン
ク）程度です。女性や高齢者、フラッシング反応（飲酒後に顔が赤くなる、
動悸がするなど）を起こす人は、これより飲酒量を少なくすべきと推奨さ
れています。

飲料の
種類・量

ビール 酎ハイ 清酒 ウイスキー 焼酎 ワイン
中瓶1本
500ml

1缶
500ml

1合
180ml

ダブル
60ml

0.6合
約110ml

1/4本
約180ml

度数 5％ 5％ 15％ 43％ 25％ 14％
純アルコール量 20g（＝2ドリンク）

参考：（公社）アルコール健康医学協会

健康推進課☎（5803）1231

▲二次元コード

▲区


