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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。

★本号は、10月14日時点の
情報で作成しています ▲区

PayPayアプリ
のダウンロードはこちら

iPhone android

PayPay で文京区の商店街を元気に!!

第1弾 第2弾

最
大
最
大

最
大
最
大

二次元コードを読み込む

アプリを起動し、
「スキャン」を選択

お店に置かれた
二次元コードを
読み込む

支払金額を入力後
「次へ」を選択

次へ

店員が金額確認後、
「支払い」を選択して、

支払い完了！

支払う

バーコードを見せる

画面を店員に見せ、
バーコードを読み取って
もらい、支払い完了！

アプリを起動

対象店舗での支払い方法

PayPayの登録や使い方について
　問合せ　PayPayカスタマーサポート窓口 ☎0120（990）634
 （24時間受付）

キャンペーンについて
　問合せ　文京区キャンペーン事務局 ☎080（1983）0005
 ［月～金曜（祝日を除く）午前10時～午後5時］

　文京区商店街連合会と文京区では、「新しい生活様式」をテーマに、非接触型の決済を促進するとともに、商店街の活性化及び区内商
店の販売促進を支援するため、対象店舗においてスマートフォンによる決済サービス「PayPay（PayPay残高等）」で支払うと、利用額の
最大10％（第1弾）又は最大30％（第2弾）のPayPayボーナスを利用者に付与するキャンペーンを実施します。

11月16日㈫～30日㈫第1弾
対象：小規模店舗及び個人商店
　　　大型店・チェーン店・コンビニ等

10％付
与
率

●PayPayボーナス付与上限
1 回 あ た り　上限3,000円相当
期間合計上限　上限5,000円相当

12月1日㈬～4年1月31日㈪第2弾
対象：小規模店舗及び個人商店

30％付
与
率

●PayPayボーナス付与上限
1 回 あ た り　上限 3,000円相当
月あたり上限　上限10,000円相当
期間合計上限　上限20,000円相当

戻ってくるる
※ PayPay残高等での
支払いが対象キャンペーン！

文京戦隊BUNレンジャー
菊イエロー

▲詳細は
　こちらから
　チェック！

PayPayボーナス付与の流れ

支払い
完了BANK

チャージしたPayPay残高から支払う

セブン銀行
ATMなど

事前に
「PayPay残高」へ
チャージが必要

チャージ

チャージ

支払い

支払い

現金
口座と連動

カードから

カードから

利用者の
銀行口座

ヤフーカード

登録したヤフーカードから支払う

￥

ATM

A

A

B

B

PayPay
残高

原則支払日の
翌日から起算して
30日後に付与

　PayPayボーナス付
与の対象は、PayPay
アプリを使用し、対
象店舗で「PayPay残
高」・「ヤフーカード」又
は「PayPayあと払い
（一括のみ）」で支払
いをした場合です。

対象外
・ PayPayアプリにヤフー
カード以外のクレジッ
トカード情報を登録し、
決済

・ LINE Payアプリでの
決済

対象店舗

注意事項
・ 区内全てのPayPay加盟店がキャンペーンの対象で
はありません。
・ 本キャンペーンの対象店舗を利用する際は、手指の
消毒やマスクの着用等の感染防止対策の徹底及び
「3つの密（密閉・密集・密接）」にも十分お気をつけく
ださい。

▲第1弾ポスター ▲第2弾ポスター

店舗に掲示されるキャンペーンポスターで
ご確認ください！
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☆災害に備え、日頃から1週間分（最低3日分）の食糧や飲料水を備蓄しましょう。　 防災課☎（5803）1746
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☆衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
　 投票日　10月31日㈰　　投票時間　午前7時～午後8時
　 詳細は、区報「選挙特集号」10月22日㈮をご覧ください。
　 選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

特殊詐欺に注意
！

　被害に遭われた方のほとんどは、「自分はだまされないと思っていた。」と話してい
ます。詐欺の手口を知るとともに、一人で判断することなく、まず、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

3,913 3,815
2,896

約63億円

約85億円
約76億円
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区内特殊詐欺被害認知状況

65
86

約1億5,000万円

約1億円

約1億3,000万円
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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

▲

11月接種の予約受付中
1回目接種日 11月12日㈮・13日㈯・19日㈮・20日㈯
集団接種会場 文京シビックセンター 25階（春日1-16-21）

使用ワクチン ファイザー社製
※予約枠数は、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。
　11月中に12歳を迎える方には、10月中旬に接種券を送付しています。

自動通話録音機を無料で貸し出します
　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。
区内在住で、おおむね65歳以上の方が居住する世帯
直接危機管理課又は左記四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

メッセージ内容
「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」 （縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝）

危機管理課☎（5803）1280

これから接種を受ける方へ 接種済みの方へ

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

文京区で最も被害の多い手口　～こんな電話に注意！～

　  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！

「累積医療費の還付金がある。」
「緑色の封筒を送った。」
「払い戻し期限が今日までになっている。」

区役所等の職員を名乗って

■被害に遭わないために  
• 自宅の電話機を「留守番電話に設定」、「迷惑防止機能付電話機に変更」するなど、犯人から
の電話に出ないことが有効です。

• 区役所からの電話でも、「一度電話を切り、かけ直す」等の冷静な対応を心がけましょう。

■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。
• 若い世代から「留守番電話に設定すること」や「自動通話録音機の設置」、「防犯機能を備え
た電話用機器の活用」を高齢の家族に教えてあげましょう。

■周囲の人の協力で詐欺被害を防ごう  
• ATMで、携帯電話を使用しながら不安そうに操作している高齢者を見かけたら、一度電
話を切るように声をかけ、警察に連絡してください。

（9月末現在、18件）
還付金詐欺

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）

　1回目の接種率が8割を超え、現在、比較的予約が取りや
すい状況となっています（10月14日現在）。
　今後の集団接種は、限られた日数での実施となりますの
で、接種を希望する方は早めにご予約ください。

今後の1・2回目接種について

　区からお送りした接種券には、券の右側に「予防接種済証」の様式が付いています。
接種を終えると、接種会場でメーカーシールの貼付と接種年月日・接種場所が記載
されます。この記載がされている「予防接種済証」は、主に国内で接種を証明する
ことができます。接種後も大切に保管をお願いします。
※ 「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を参照）
※ 医療従事者の先行接種や職域接種などで、「接種記録書」を受け取っている場合は、「接種記録
書」で接種済の証明ができます。

※ 「予防接種証明書（ワクチンパスポート）」は、海外への渡航予定がある方の接種証明であり、「予
防接種済証」とは異なりますのでご注意ください。

わかっていて
もだまされる

！

それが特殊詐欺
です！

国内では「予防接種済証」によりワクチン接種の証明ができます

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

予約サイト
（24時間受付）

接種記録書

見本

国内
利用

A4
サイズ

予防接種証明書
（ワクチンパスポート）

見本

海外
利用

A4
サイズ

※ サイズが
異なる
場合あり

接種券・予防接種済証

見本

接種券 予防接種済証

国内
利用
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☆千代田区立神田一橋中学校通信教育課程生徒募集
　 ①昭和21年3月31日以前の尋常小学校卒業又は国民学校初等科修了で、高等学校に入学資格がない方②①に準ずる65歳以上の都内在住・在勤者

　 ▽選考日　12月4日㈯ 千代田区立神田一橋中学校☎（3265）5961　※申込方法等詳細は左記へ

iPhone Android
Catalog Pocket

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 ）

11㈭
14：00 本 会 議 　 　 　 　12㈮

15㈪
16㈫

10：00

子ども・子育て支援調査特別委員会
17㈬ 自治制度・地域振興調査特別委員会
18㈭ 災 害 対 策 調 査 特 別 委 員 会
22㈪ 議 会 運 営 委 員 会
24㈬ 厚 生 委 員 会
25㈭ 文 教 委 員 会
29㈪ 建 設 委 員 会
30㈫ 総 務 区 民 委 員 会

12/3㈮ 10：00 議 会 運 営 委 員 会
14：00 本 会 議 （ 議 決 ）

（一 般 質 問）

区議会11月定例議会

　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。

2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

　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。

189（いちはやく）
 「だれか」じゃなくて「あなた」から

　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。
11月9日㈫正午～午後6時、10日㈬午前10
時～午後4時 アートサロン パネル展示、
養育家庭アドバイザーの案内（10日㈬午後2
時～4時） 当日直接会場へ 子ども家庭支援
センター☎（5803）1894

児童虐待防止推進月間・里親月間 企画展

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―

　運営状況の詳細は、「文京の介護保険（令和3年版）」に掲載しています。
行政情報センター・区 でご覧いただけます。
※冊子は行政情報センターで販売（900円）

　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。2年度の介護給
付費の総額は、前年度に比べ約1.9％増加して139億9,259万3,213円と
なりました。そのうち、新規施設の開設があった地域密着型サービス費は、
2億1,695万円、15.3％の増となりました。

要支援1
1,221人
（14.3％）

要支援1
1,221人
（14.3％）

要支援2
901人

（10.6％）

要支援2
901人

（10.6％）

要介護1
2,080人
（24.4％）

要介護1
2,080人
（24.4％）要介護2

1,269人
（14.9％）

要介護2
1,269人
（14.9％）

要介護3
1,057人
（12.4％）

要介護3
1,057人
（12.4％）

要介護4
1,140人
（13.4％）

要介護4
1,140人
（13.4％）

要介護5
860人

（10.1％）

要介護5
860人

（10.1％）

8,528人

要介護度別認定者数（２年度）

※端数は四捨五入のため100％になりません

【歳入】
区分 収入済額（円）

保険料（第1号被保険者） 3,618,059,400

使用料及び手数料 3,300

国庫支出金（国） 3,380,433,057

支払基金交付金
（第2号被保険者） 3,893,384,837

都支出金（東京都） 2,168,447,224

繰入金（文京区） 2,735,160,862

繰越金（前年度残額） 224,277,142

諸収入
（不適正給付の返還金等） 10,129,902

財産収入
（基金積立金の預金利子） 794,000

合計 16,030,689,724

【歳出】

区分 支出済額（円）

総務費（人件費・事務費） 667,541,713

保険給付費 13,992,593,213

地域支援事業費 663,878,226

基金積立金 242,599,936

諸支出金
（国等への清算返還金等） 188,289,178

予備費 0

合計 15,754,902,266

※ 歳入と歳出の差額275,787,458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

2年度介護保険特別会計の決算状況

介護（予防）サービス類型別給付費内訳

総額
139億9,259
万円

総額
139億9,259
万円

訪問系サービス
26億1,100万円（18.7％）

地域密着型サービス
16億3,509万円
（11.7％）

地域密着型サービス
16億3,509万円
（11.7％）

通所系サービス
13億787万円（9.4％）
通所系サービス
13億787万円（9.4％）
通所系サービス
13億787万円（9.4％）

短期入所系サービス
2億8,372万円（2.0％）

特定施設入居者生活介護
24億4,115万円（17.4％）

福祉用具貸与
4億3,792万円（3.1％）

居宅サービス
82億976万円
（58.7％）

居宅サービス
82億976万円
（58.7％）

その他居宅サービス
11億2,810万円（8.1％）

介護老人福祉施設
20億2,684万円（14.5％）

施設
サービス
33億

1,584万円
（23.7％）

施設
サービス
33億

1,584万円
（23.7％）

介護老人保健施設
10億9,697万円（7.8％）

介護療養型医療施設
1億9,203万円（1.4％）

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

4億9,121万円（3.5％）

その他地域密着型サービス
11億4,388万円（8.2％）

その他のサービス
8億3,190万円（5.9％）

※端数は四捨五入のため100％になりません

　養子縁組を目的とせず、親の病気や虐待等、様々な事情から家庭で暮らすことができ
ない子ども（原則18歳未満）を、自らの家庭に迎え入れて養育していただく家庭のことです。

養育家庭（里親）とは？
10・11月は里親月間

　家庭の状況や収入、住居環境等の一定の要件を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。
　里親になるにあたって、子どもの養育に必要な心構えや知識を研修で学ぶことができます。
養育家庭（里親）になった後は、児童相談所や関係機関の専門職員が継続してサポートします。
都・児童相談センター☎（5937）2316

養育家庭（里親）になるには？

▲ 都・福祉
　保健局

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

　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、2年度末は8,528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、
増加傾向ですが、2年度は19.3％と
前年度と同様の値になっています。
また、2年度の認定者のうち、前
期高齢者（65～74歳）は842人、後
期高齢者（75歳以上）は7,686人と
なっております。

「２年度分の
介護保険料収納率
は98.6％でした」

・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

次の日程で開かれます
　今回の定例議会で審議する請願
の締切は、11月5日㈮午後5時です。
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。
　委員会資料は傍聴時に配付しま
す。なお、閲覧用の資料はご返却

いただきます。
　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
います。詳細は、区議会 をご覧
ください。
区議会事務局☎（5803）1313

緊急の場合（24時間365日）

〇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
〇110番通報

24時間365日

児童相談所虐待対応ダイヤル

いちはやく

1 8 9

◀

さとぺん・ファミリー
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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。

介護のすてき発見！ in 東洋大学白山祭
　東洋大学がオンラインで開催する大学祭に、介護の魅力いっぱいの動画配信で参加し
ます。介護職員による仕事についてのアツイ話や施設の紹介等、介護の“す
てき”を体験しませんか？1クリックで楽しんで見てください。
10月30日㈯・31日㈰▷参加方法 白山祭特設サイトからアクセス（区 からも
アクセス可） どなたでも 無料 介護保険課介護保険相談係☎（5803）1383 ▲特設サイト

毎月7日は文京版クールアース・デー

11月のテーマは「車の利用の工夫」
　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。
　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。

エコドライブ10のすすめ
•自分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）

環境政策課地域環境係☎（5803）1828

文京区中学生俳句大会作品募集
　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記入し、〒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/へ郵送又は
持参 11月19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・炬燵・暖房など

※特選（10句）及び入選（20句）は文京アカデミー 掲載予定（特選は区報2/10号・スクエア2月号にも掲載予定）

　文京花の五大まつりのひとつ「文京菊まつり」では、菊の衣装をまとった「菊人形」や
崖から垂れ下がるように仕立てられた「懸

けん

崖
がい

」、一本の茎に数百輪の花を咲かせる「千
せん

輪
りん

咲
ざ

き」など、約2千株の多種多様な菊を展示します。
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

文京菊まつり
11月1日㈪～22日㈪
湯島天満宮境内
入場無料

第43回

　湯島天満宮を出発し、湯島・池之端界隈まで観光ガイドがご案内します。
11月6日㈯午前11時、午後1時出発 徒歩で全行程（約1.5㎞）歩ける方 各2組（1

組5人まで先着順） 無料 文京区観光協会テント前で各15分前から受付 文京区観
光インフォメーション☎（5803）1941

菊まつりガイドツアー

予定コース（1時間程度）
湯島天満宮内観光協会テント前（出発）―湯島天満宮境内―麟祥院―無縁坂―旧岩崎邸前
―切通坂―湯島天満宮境内（解散）
※事前に区 の「文京区観光ガイド感染予防ガイドライン」を確認のこと ▲区

森鷗外記念館
　記念日当日にコレクション展「生誕110年・没後30年森類―ペンを執った鷗外の末子」
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。

11月1日㈪は開館記念日です
森鷗外記念館☎（3824）5511

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Safetyミニ（1～7日）STOP！アポ電　自動通話録音機特殊詐欺被害防止／「文の京」安心・安全まちづくり推進地区指定制度

くらしのSafety（8～14日）大切な自転車を守るために
（15～21日、29～30日）いざという時のために災害時の情報収集手段を確認しよう
（22～28日）電子レンジに潜む火災危険

40 1×1（ワンバイワン）（1～7日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん
Let’sスポーツ！ミニ（8～14日、22～28日）スポーツ推進委員の仕事
Myストーリー（15～21日）東京ケーブルネットワーク社長　大坪龍太さん
Let’sスポーツ！（29～30日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング（中級編）

50 文京インフォメーション（～59）（1～30日）
9 00 介護予防体操（1～30日）
10 スマイルらいふ（1～7日）赤ちゃんの事故予防
（8～14日、24～28日）脳の健康度測定（認知症検診）事業について
（15～20日）お口の健康を守る習慣を身につけよう　育児学級・歯科
（29～30日）転倒骨折予防体操「日常生活動作の見直し」前編

20 スマイルらいふ（1～7日）選挙にかかわる人々
（8～14日、24～28日）脳の健康度測定（認知症検診）事業について
（15～20日）2人に1人ががんになる時代　若いうちからがん検診
（29～30日）転倒骨折予防体操「イスを使ったストレッチ運動」後編
30 Let’sスポーツ！（1～7日、15～20日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング

おしえて！ぶんきょう子育て先生（8～14日）子育てを10倍楽しむコツ～1歳から3歳頃までの上手な関わり方～
すくすくカレンダー（24～28日）AI？今こそ求められる家庭教育
Myストーリー（29～30日）東京ケーブルネットワーク社長　大坪龍太さん

40（手）くらしのSafety（1～7日）横断　SAFETY ACTION
（手）Bサーチャーズ（8～14日、24～28日）文京区観光ガイドツアー　細川ガラシャ
（手）1×1（ワンバイワン）（15～20日、29～30日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん

50 文京インフォメーション（～57）（1～30日）
12 00 スマイルらいふミニ（2～7日、15～20日）文京区よつばクローバークラブ／3R・食品ロス削減推進の取り組み

ナイスキャッチぶんきょう（8～14日、24～28日）
ぶんきょう浪漫紀行（29～30日）小石川をめぐる

10 介護予防体操（1～30日）
20 ぶんきょう浪漫紀行（1～7日、15～20日、29～30日）鷗外の末子　森類の生涯
ライフサポートナビ（8～14日、24～28日）新しいBーぐる「本郷・湯島ルート」運行開始!!

30 ライフサポートナビ（1～7日、15～20日、29～30日）防災関連助成事業のご案内
ライフサポートナビ（8～14日）困った時の高齢者あんしん相談センター
ファイブセンスB（24～28日）戦争の悲劇を忘れない文の京区民平和のつどい

40（手）ぶんきょう浪漫紀行（1～7日、15～20日、29～30日）「和魂と洋才」ジョサイア・コンドル博士
（手）Bサーチャーズ（8～14日、24～28日）友好都市トルコ共和国イスタンブール市ベイオウル区

50 文京インフォメーション（～57）（1～31日）
16 00 特別番組（1～7日）文京区の小規模保育事業

文の京セレクション（8～14日）中畑清氏のアテネ五輪話
（15～20日）生活習慣病予防教室講演会「忍び寄る脂肪肝！～コロナ禍では要注意」
（24～28日）学校保健会定期講演会「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～」
（29～30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」

18 00（8：30の番組再放送）
10（9：10～9：57の番組再放送）

19 00（16：00の番組再放送）
21 00（12：00の番組再放送）
10（8：40の番組再放送）
20（12：20～12：57の番組再放送）

区議会一般質問　11/21㈰～23㈫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。
11/1㈪は衆議院議員選挙関連放送のため特別編成で放送します。
放送時間 9：47～/12：00～/18：00～/21：00～

認知症ともにフォローアッププログラム
～認知症とともに☆みんなとともに～

　認知症のご本人もご家族も、今はまだ認知症ではない方も参加できる脳と体の健康改
善プログラムです。
11月19日㈮午後1時30分～3時30分 区民センター 脳の健康度測定（タブレット端
末を活用し、脳の健康状態をスコア化）、医師のお話、シナプソロジー®体験
区内在住・在勤者 15人程度（申込順） 無料 直接・電話又は に住所・

氏名・電話番号・性別・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（区 からも申込可） 11月10日㈬ ▲区

「ただいま！支援SOSメール」協力者募集
　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

高齢者の家族 SOSメール配信受付窓口

《区委託業者》

警 察②電話にてSOSメール
配信の申し出

①警察署に連絡【行方不明者届】 ④警察に連絡

③メール送信 協力サポーター・協力事業者
日常生活や業務の中で気にかけ、対象者の
早期発見・保護に可能な範囲で協力

発見した
場合【メール配信内容イメージ】

散歩から帰ってこない…

ただいま！支援SOSメールの流れ

二次元コード

▲

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
　 ※迷惑メール対策でメールを受け取れない場合は、b-tadaima@city.bunkyo.lg.jp
からのメールが受診可能なように設定

登録方法

東京大学総合
研究博物館 スクール・モバイルミュージアム「鶏

け い

玩
が ん

考
こ う

」
　時代や文化を超え、老若男女を問わず、人類はニワトリを愛してやまない。その熱
意は、闘鶏や観賞用鶏など多様な品種を生み出すだけにとどまらず、ニワトリをモチー
フにして多彩な民芸玩具を創造した。埴輪、ぬいぐるみ、毛槍、絵画、編籠、水差し、
手炉…。様々な民芸品のニワトリが、人類の愛の深さを物語る。
展示
11月8日㈪～4年3月19日㈯午前9時～午後5時（日曜、祝日、12月29日～1月3日
を除く） 教育センター▷展示監督 工藤光平氏（東京大学総合研究博物館特任研究
員）、遠藤秀紀氏（同博物館教授） 無料
ギャラリートーク「神聖視に始まる日本鶏」
12月4日㈯午後2時～3時 教育センター 太陽信仰と関わるニワトリ

への神聖視から育種観の萌芽についての紹介 工藤光平氏 どなたでも
20人（抽選） 無料 区 の「電子申請」又は往復はがき（1人1枚）に「神聖
視に始まる日本鶏」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・メールアドレス
（小・中学生は学校名・学年）と返信用にもあて先を明記し、下記へ 11月15日㈪必着
〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591
※車での来場は不可　※展示会場の人数制限を行う場合あり

▲電子申請

秋の江戸川公園
～肥後細川庭園自然散策会 

12月4日㈯①午前10時～正午②午後1時30分～3時30分 杉﨑光明氏（樹木医） 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「江戸川
公園～肥後細川庭園自然散策会」・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 11月8日㈪必着 ▲電子申請

　文京区の歴史・文化等の話を聞き、文化人の
時代背景や功績を考えながら区内を探訪します。
12月2日㈭午後1時30分～3時30分（雨

天決行）▷集合 男女平等センター▷ガイ
ド 文京ふるさと歴史館友の会「文京まち
案内」ボランティア 高校生以上の、階段･
急坂･未舗装の通路等を自身で歩ける方（介
助の必要な方は、介助者と2人1組申込可）
30人（抽選） 30～200円程度（行事傷

害保険料等） 11月5日㈮必着

史跡めぐり「文化人ゆかりの地本郷界隈を巡る」

文
ふ み

の京
みや こ

ゆかりの文化人顕彰事業

　学生時代から長く本郷に
住んだ言語学者、金田一京
助。その業績について令孫
の金田一秀穂氏にお話いた
だきます。
12月12日㈰午後2時30

分～4時（開場午後2時）
区民センター 金田一秀穂
氏（杏林大学教授） 高校生以上 80人（抽
選） 無料 11月9日㈫必着

歴史講演会「金田一京助の仕事と文京区」

▲金田一秀穂氏
　（撮影：タカオカ邦彦氏）

当日は区民チャンネル（CATV）の収録があり、後
日放映及びYouTube文京区公式チャンネルで配
信します。

区 の「電子申請」又は往復はがき（1事業ごとに1枚2人まで）に「史跡めぐり」又は
「歴史講演会」・全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢（歴史講演会のみ）・電話番号と返信用
にもあて先を明記し、〒113-0033文京区本郷4-9-29ふるさと歴史館☎（3818）7221へ

共通事項

▲電子申請

コース（予定）
男女平等センター（説明有）―弓町本郷教会―金田一
京助･石川啄木ゆかりの地―徳田秋聲旧宅―本郷中央
会堂（解散）約3㎞

ひとりで悩んでいませんか？　男女平等センター相談室
　夫婦、パートナー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
方などの相談に、専門のカウンセラー（女
性）が応じます。
☎（3812）7149（相談室専用）
曜日 来室・電話 相談時間
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）

※男性からの相談も受付、相談は要予約

LINE、Twitterでも相談できます
　右記二次元コード又は、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。
火・木・土曜午後2時～8時（午後

7時30分まで受付）
※「LINE」の友だち追加を行うには、
「LINE」アプリのインストール、「Twitter」の
「フォロー」を行うには、アカウント登録が必要

▲ LINE

▲ Twitter

区内在住・在勤・在学者 無料 総務課ダイバーシティ推進担当☎（5803）1187
※祝日、12月28日～1月4日、男女平等センター休館日を除く

共通事項

男女平等センター相談室

▲

アクティブ介護文京2021～文京みんなのつどい～
　「いつまでも安心して暮らせる地域社会を目指して」をテーマに、
介護の魅力を伝えます。介護事務所のパネル展示による活動紹介や、
新人介護士の悩みや成長を通して介護の魅力を描いた映画、アン
バサダーのオラキオさん（元弾丸ジャッキー）＆事業所の推しスタッフ
が介護のヒミツを語る動画の上映を行います。
11月16日㈫午前10時～午後4時 どなたでも 無料 当日直接
会場へ 介護保険課介護保険相談係☎（5803）1383
▷主催 アクティブ介護文京2021文京みんなの集い実行委員会
▷共催 文京区、文京区社会福祉協議会

会場 時間 内容

ギャラリーシビック
アートサロン 10：00～16：00

•介護のしごとの魅力を伝えます
　 各事業所が特色を生かした展示で、楽しく明るい日々の
活動を紹介します。
• アンバサダーのオラキオさんと語る介護の魅力
　 介護の仕事の魅力を、お笑い芸人で介護士のオラキオさ
ん＆区内事業所の“推し”スタッフが、映像で熱く語ります。
•福祉用具コーナー
　 車いすなどの用具に、見て触れて体験してみよう。

アカデミー文京 ①10：30～12：30
②13：45～15：45

•シネマ上映会 「ケアニン～あなたでよかった～」
　 各回30人（抽選） 事前申込（詳細は区 参
照） 11/4㈭必着 区

▲

▲オラキオ氏
　区内の介護施設で働いています！

スタンプ会場
・礫川公園
・源覚寺（こんにゃくえんま）
・牛天神北野神社
・傳通院
・喜運寺（豆腐地蔵）
・護国寺

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14日㈰
午前10時～午後3時

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

　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スタンプラリーを開催します。
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

カードは各会場で配布） 児童青少年課青少年係☎（5803）1186

スタンプ・ゲーム会場
・ 教育の森公園
ジャンケン勝負ができる
・ 第三中学校
 巨大あみだくじを渡ってゴールを
めざそう
・茗台中学校
 サンダルを遠くに飛ばして遊ぼう

　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？

　9つのスタンプを集める冒険の旅に
出かけましょう！スタンプを全部集
めると「賞状」が貰えます！
　また、新型コロナウイルスの早期
終息を願って、「折り鶴」を集めます。
どんな紙でもかまいませんので、折
り鶴を作って持ってきてください！

BUNKYO9
ク

エスト～未来にむけて歩きだそう～

▲昨年のようす

•全ての会場でスタート・ゴールできます 　•小雨天決行・雨天中止
•自転車での参加はできません。

注意事項
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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

▲

アクアエクササイズ
（12月水曜コース）
12月1日～22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） 往復はがきに 6面記入例 1～
5と6性別（在勤者は勤務先・所在
地、在学者は学校名も）を明記し、
〒113-0033文京区本郷7-1-2総合
体育館☎（3814）4271へ 11月8日
㈪必着

区民バスケットボール大会
4年1月23日㈰午前9

時20分 スポーツセン
ター 区内在住・在勤・
在学の小学生チーム及
び16歳以上で構成する
チーム 一般＝男子16チーム・女子8
チーム、のんびり＝16チーム（男性
40歳以上、女性35歳以上）、小学
生の部＝男女各8チーム（申込順）
1チーム2,000円 申込書を 又
は で文京区バスケットボール協
会・酒井☎090（2523）6974 （5668）
3791 bunkyobasket@yahoo.
co.jpへ▷申込書・募集要項 協会
https://bunkyobasket.web.fc2.
com/からダウンロード▷
申込期間 11月1日㈪～13
日㈯必着
※健康保険証持参を推奨

わが家の省エネチャレンジ！参加者募集
　ご家庭の電気やガス
の使用量を見直して、
環境にも家計にも優し
い省エネにチャレンジ
してみませんか。
①電気やガスの使用量削減に3か

月間取り組む②取組後、報告書と電
気、ガスの使用量が分かる書類を提
出③昨年同月（1日当たり）と比べ1
か月でも電気又はガスの使用量が削
減できた世帯には、啓発品を贈呈
昨年と同住所で世帯人数が昨年と同
数又はそれ以上の区内在住世帯
100世帯（申込順） 無料 申込書
を〒112-8555文京区環境政策課
地域環境係☎（5803）1276へ郵送
又は持参（区 からも申込可）▷申込
書配布 環境政策課（区 にも掲載）
12月15日㈬必着

※省エネチャレンジを開始
する月の前月15日までに
申込（必着）

喫煙等禁止周知・啓発キャンペーン
を実施します
　区内全域の屋外の公
共の場所では、喫煙を
禁止しています。喫煙
マナーの向上及び地域
の環境美化の促進のた
め、啓発キャンペーンを実施します。
ボランティアで参加いただける方
は、集合場所まで直接お集まりくだ
さい。

日時 実施場所 集合場所

11/9㈫

8：30～
9：00

御茶ノ水駅周
辺（順天堂医
院、聖橋）

・順天堂医院
前（外堀通り
沿い）
・聖橋階段上
広場

11/18㈭ ・白山駅周辺
・千石駅周辺

・白山駅A1
出入口付近
・千石駅A4
出入口付近

※ キャンペーン用の青いキャップを着用して
いる職員にお声がけください
※ キャンペーン終了後、15分程度の吸い殻拾
いを実施
※雨天の場合は、区職員のみで実施
※荒天時は中止する場合あり

環境政策課地域環境係☎（5803）
1828

ねずみ防除訪問診断
　寒くなると、屋外で
生息していたねずみが
暖かい家の中へ侵入し
てきます。ねずみの入
りにくい住まいにする
ため、専門家によるねずみの侵入経
路、対処方法等に関する訪問診断を
行っています。
第2～4水曜（祝日の場合、別日に

実施予定） 区内在住者（居住の民家
対象） 1日につき4軒まで（申込順）
無料 電話で生活衛生課環境衛
生担当☎（5803）1227へ
※ねずみの駆除は行いません

戦没者ご遺族の皆さまへ
　厚生労働省では、DNA
鑑定により戦没者遺骨の身
元を特定してご遺族のもと
へお返しする事業を行って
います。
厚生労働省 社会・援護局事業課☎

（3595）2219
※案内のリーフレット希望者は、生
活福祉課☎（5803）1215へ

小学校の新入学用品費を
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（4年3月下旬の支給時

点）で生活保護に準ずると認められ
る新小学校1年生の保護者 申請
書を〒112-8555文京区学務課学
事係☎（5803）1295へ持参又は郵送
▷申込期間 11月1日㈪～4年2月25
日㈮必着
世帯人員 認定基準所得額（目安）   

2人世帯 約295万円

3人世帯 約377万円

4人世帯 約414万円

5人世帯 約507万円

※ 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

医療関連産業支援セミナー（オンライン開催）
11月11日㈭午前10時～

11時30分 コロナ禍での医
療物資の供給▷出演 松原
功氏、島田順一氏 医工連
携に関心のある企業等 無料 上記
申込フォームから申込 経済課産業
振興係☎（5803）1173

企業力向上オンラインセミナー
区内中小企業者 各60人

（申込順） 無料 右記申込
フォームから申込 経済課
産業振興係☎（5803）1173

日時 テーマ 講師
（敬称略）

11/26㈮
14：00～
15：30

テレワーク、
オンライン活用 津田宏二

12/3㈮ 事業承継 高島芳樹

12/10㈮ BCP（事業継続計
画） 廣部光紀

※ Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境
が必要

配偶者等暴力防止啓発講演会
「私のまわりの“気がつかないDV”」
―コロナ禍での現実―
11月27日㈯午後1時30分～3時
男女平等センター 加藤昌子氏（弁
護士） 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 https：//
www.bunkyo-danjo.jp/
※手話通訳・保育（1歳～就学前児）
希望者は11月17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）

PayPayを安心して使おう！
使い方説明会
～安全、簡単に「キャッシュレス決済」
を始めてみませんか？～
①11月12日㈮②

30日㈫③12月13日
㈪④21日㈫⑤4年1月
11日㈫午後2時～3時
産業とくらしプラ

ザ PayPayアプリの登録、チャージ
方法、支払方法、利用相談等 各5人
（申込順） 無料 スマートフォンをお
持ちの方 各開催日の1週間前まで
に、はがき又は に 6面記入例 1～3・
5と6参加希望日を明記し、〒112-
8555文京区経済課産業振興係☎
（5803）1173 （5803）1936へ（必着）

アートウォール・シビック
竹部裕香展～うつつ～（水彩画展）
11月2日㈫～

28日㈰ シビッ
クセンター地下
1階吹きぬけ周
囲 無料 アカ
デミー推進課文
化事業係☎（5803）1120

小石川図書館休館のお知らせ
　館内特別整理のため休館します。
11月15日㈪～19日㈮ 小石川図

書館☎（3814）6745

特別公開講座
渋沢栄一の視点から見た徳川慶喜
～時代考証の経験から見えたもの～
　大河ドラマ「青天を衝け」では渋沢
栄一の生涯が描かれています。この
ドラマの時代考証から渋沢栄一の目
を通して見えて来た、徳川慶喜像に
ついてお話しします。
11月25日㈭午後2時～4時 スカ
イホール 齊藤洋一氏（松戸市戸定
歴史館名誉館長） 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）
11月15日㈪必着
▷協力 文

ふみ

の京
みやこ

地域文化インタープ
リターの会
※受講は当選者本人に限る

音楽ではつらつ脳トレ体操教室（全10回）
12月9日～4年2月24

日の木曜（12月30日、1
月6日を除く）午前10時30
分～正午 湯島天神梅香
殿（湯島3-29-5） カラオケ機器を用
いた口ずさみながらの体操や脳トレ
南瞳氏 65歳以上の区内在住者

（今年度初めて参加の方を優先） 15
人（抽選） 1回300円（お茶代等実費）
はがき又は に6面記入例 1～5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 11月10日㈬必着

3年度特別区民税・都民税（普通徴収・
第3期分）納期限は、11月1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 税務課収納管理係
☎（5803）1153
※12月10日㈮までに申請すると、
3年度第4期分（4年1月31日㈪納期
限）から振替開始

GO!GO!高齢者就職面接会
11月16日㈫午後1
時～4時20分 東京
しごとセンター（千代
田区飯田橋3-10-3）
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、申込は各ハローワー
ク紹介窓口へ

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1日㈪～10日㈬） シビックセン
ター1階受付・福祉住宅サービス、
地域活動センター、勤労福祉会館
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

3年度以降 税務署主催
年末調整等説明会を取りやめます
　デジタル化の推進のため、年末調
整等については、今後動画配信を中
心に情報提供を行います。
小石川税務署☎（3811）1141（代

表）、本郷税務署☎（3811）3171（代
表）、税務課課税係☎（5803）1154

税を考える週間
税についての作文・標語・絵はがき展
11月15日㈪～29日㈪午前9時～
午後5時（15日は午後1時から、29
日は正午まで） 総合体育館 小・
中・高校生による優秀作品の展示
どなたでも 当日直接会場へ 税務
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（要予約）
区民センター 電話で東京税理

士会小石川支部事務局☎（3815）
3313、本郷支部事務局☎（3814）
3709へ

日時
11/8㈪ 　13：00～16：00

11/9㈫～11日㈭ ①10：00～12：00
②13：00～16：00

11/12㈮ 　10：00～12：00
※空きがあれば当日相談可

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
　施設の館内定期清掃のため、会議
室貸出及び区民サービスコーナーを
終日休止します。
12月25日㈯ 大原地域活動セン
ター☎（3946）8594

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14日㈰午後1時～4時 区内
在住・在勤・在学者 無料 11月8
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

各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

※予約制、1回25分以内（通信料は自己負担）
※秘密は厳守
※ 当日の問合せは行政情報センター☎（5803）
1132へ

催 し 物
市民公開講座
「消化器がん治療の最前線
 ―がんと闘う病院より―」
①11/27㈯14：00～17：00②オンライン（Z

ズ ー ム

oom）
③進歩の著しい消化器がん治療について④脊
山泰治氏（肝胆膵外科医長）ほか⑦ 都内在住・
在勤・在学者 都立駒込病院 https://www.
cick.jp/activity/cancer_shimin_koukai
kouza.htmlから申込⑧都立駒込病院がん拠点
事務局☎（4346）0041
東京第一友の会文京方面
「家事家計講習会」
①11/13㈯14：00～15：00、14㈰20：00～
21：00②オンライン（Z

ズ ー ム

oom）③買いすぎ、食べ
すぎ、使いすぎを見直しませんか⑦どなたで
も⑧岡田☎（3941）1292 daiichi.bunkyo@
gmail.com
赤ちゃんラボミニ講座
「幼少期の言語獲得について学んでみよう」
①11/18㈭10：30～12：00②オンライン（Z

ズ ー ム

oom）

④辻晶氏（東京大学IRCN主任研究者）⑦ 乳
幼児（0～3歳）の保護者・保育者等⑧東京大学
IRCN辻研究室☎080（4085）3043

会員募集
脳活性アートA

ア ッ ト マ ン

RTMaN
～柔軟な発想を表現するとき脳は活性します～
①原則、第2・4水曜16：00～18：00（要相談）
②ARTMaNアトリエ（本郷7-2-6シンセイビ
ル）③脳活性アート④鍋島次雄氏（ARTMaN
代表）⑤5,000円⑥月5,000円⑦ どなたで
も（認知症、障害のある方歓迎）⑧ARTMaN
☎（5801）0835 （5801）0836
学校のサポーターになりませんか？
TEPRO Supporter Bank
③学校活動（部活動支援、教職員の事務支援等）
により、教職員の負担軽減と教育の質の向上を
図る（学校活動が初めての方には、研修（動画）、
個人面談（電話）あり）⑦ 学校を支援したい個
人、企業、団体 https://www.tepro.or.
jp/から申込⑧東京学校支援機構☎（5989）
1630

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。

交流館の教室  
カーレット教室 ママとベビーの体操教室 ポールウォーキング教室 安楽座禅法入門　秋 着付け教室 フラワーアレンジメント教室

日時 11/9㈫・23（祝・火）
10：00～12：00

11/13㈯
10：00～11：00

11/16㈫
10：00～12：00

11/17㈬
13：30～15：00

11/20㈯
10：00～11：00

11/27㈯、12/3㈮
①10：00～11：30
②13：00～14：30
③15：30～17：00

会場
問合せ

白山交流館
☎（3813）8500

目白台交流館
☎（5395）9141

根津交流館〒113-0031
文京区根津1-14-3
☎（3828）5269

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

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 8人（申込順、申
込開始日に定員を超えた場
合は抽選） 100円 10/30
㈯10：00から電話又は直接
白山交流館へ

体操、ヨガ等でふれあう 区内在住
の首の据わった1歳未満児と母親 9
組（申込順、申込開始日に定員を超え
た場合は抽選） 200円 10/30㈯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

2本のポールを使用して3km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） 11/2㈫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

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 10人（抽選）
無料 往復はがきに6面記入例
1～3・5を明記し、根津交
流館へ 11/8㈪必着

着物着付（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、申込
開始日に定員を超えた場合は抽
選） 800円 10/30㈯10：00か
ら電話又は直接千駄木交流館へ

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

教育センター 
第7回

子ども科学カレッジ
第15回

子どもパソコン教室
第9回
科学教室

キッズプログラミング体験講座
〈1日コース〉

キッズプログラミング体験講座
〈3日間コース〉

第8回
子ども科学カレッジ

日時 11/21㈰
10：00～12：00

11/27㈯
①9：30～11：00
②13：30～15：00

11/27㈯
①10：00～12：00
②14：00～16：00

①12/4㈯②11㈯③18㈯
9：30～11：30

12/4㈯・11㈯・18㈯
13：30～15：30

12/4㈯
10：00～12：00

会場 教育センター

内容 動物のオスとメス、
いつから違いが表れる？ パソコンで年賀状をつくろう 化石の学習と

化石のレプリカ作り

プログラミングの基礎を学び、
実際に簡単なプログラムを組む

（各回同内容）

プログラミングを基礎から学び、
3日間で簡単なゲームを作成

昆虫の暮らしから学ぶ
自然界の掟

講師
（敬称略）

日本女子大学理学部物質生物科学科
講師　星野　由美 教育センター専門指導員 コムネットシステム

東京大学大学院
農学生命科学研究科
准教授　松尾　隆嗣

対象 区内在住・在学の
小学4年生～中学生

区内在住・在学の
小学1年生～中学生
※小学1・2年生は
保護者1人同伴

区内在住・在学の
小学3年生～中学生

区内在住・在学の
小学4～6年生

区内在住・在学の
小学4年生～中学生

定員 16人（抽選） 各10人（抽選） 各18人（抽選） 各10人（抽選） 10人（抽選） 16人（抽選）
費用 無料 200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15回子どもパソコン教室」
「第9回科学教室」「キッズプログラミング体験講座〈1日コース〉」は第2希望記入可）を明記し、教育センターへ

締切 11/8㈪必着 11/15㈪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
※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
マイナンバーカードを作りませんか？  
　以下の方法で申請・受取りしてください。（予約制）
交付時来庁方式
　インターネット・郵送等により申
請手続を行い、約2か月後、区役所
へ来庁してカードを受取る方法です。
※カードが出来上がり次第、区から
「交付通知書」を郵送。予約のうえ受
取り

申請時来庁方式
　申請するときのみ区役所に来庁し
て本人確認書類の提示等を行い、専
用タブレットで顔写真の撮影、申請
を行います。約2か月後、本人限定受
取郵便にてカードを受取る方法です。
※予約制の申請サポート実施、詳細
は下記へ

地域活動センターで、「申請時来庁方式」の出張申請サポート会を行います（予約制）
①汐見地域活動センター＝11月30日㈫午前10時～午後4時②音羽地域活

動センター＝12月3日㈮午前10時～午後4時 次の書類を全て持参できる文
京区に住民登録がある方①顔写真付き本人確認書類の原本②通知カード（窓
口で回収）③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 11月1日㈪か
ら電話で下記へ
※持参書類等詳細は下記又は区 へ
文京区個人番号カードコールセンター☎0570（02）8585

▲申込フォーム

▲申込フォーム

▲ 厚生労働
省

▲区

▲区

▲協会

▲宇曽利湖
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令和3年
（2021）

10/25
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世
帯
と
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口

世帯…123,683 世帯 （123,546）
人口…226,801 人 （226,777）
男……107,844 人 （107,828）
女……118,957 人 （118,949）

うち
外国人
住民

計…9,844 人 （10,124）
男…4,719 人 （4,819）
女…5,125 人 （5,305）

（　　）内は前年同期　令和3年10月1日現在

健康 医療 護介

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

国の風しんの追加的対策のお知らせ
　昭和37年4月2日～54年4月1
日までに生まれた男性は、定期予
防接種として風しんの予防接種を
受ける機会がなかったため、抗体
保有率が他の世代に比べて低く
なっています。区では十分な量の
風しんの抗体がない方に対して、
定期予防接種を実施しています（無
料）。対象者にお送りしている抗
体検査や予防接種を受けるための
クーポン券の有効期限が4年2月
までに延長になりました。
予防対策課☎（5803）1834

介護者教室
今こそ考えよう！高齢者の在宅医療
11月13日㈯午
後2時～3時30分
区民センター
訪問診療を知

り、よりよい在
宅介護を考える やよい在宅クリ
ニック相談員 介護をしている区
内在住・在勤・在学者 8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

あなたに合った運動をご提案！
個別運動指導
①11月18日㈭午後②19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 各日3
人（申込順） 11月8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

第17回共生のための文京地域支援
フォーラム（オンライン開催）
「こころ支える地域を目指して
 ～ある方の生活を通して～」
　こころの病を正しく理
解し、当事者のお話を伺
うことでだれもが暮らし
やすい地域づくりを考え
てみませんか。
11月21日㈰午後1時30分～3時
30分 精神障害の紹介と当事者や
支援者による講演 中山雅美氏
（銀杏企画三丁目移行分室利用者）
ほか どなたでも 200人（申込
順） 無料 地域支援フォーラム
の申込フォーム、電話又は に

氏名・住所・メールアドレス・手話通
訳・文字通訳希望の有無を明記し、
槐
えんじゅ

の会☎（3943）4300 （3943）
4330へ 障害福祉課障害福祉係
☎（5803）1211 （5803）1352
※ウェビナー（オンラインセミ
ナーツール）の接続環境が必要

はじめての離乳食講習会
11月26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「5～6
か月児の離乳食づくりのポイン
ト」 3年5～6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2日㈫から電話で

保健サービスセンター本郷支所☎
（3821）5106へ

母親学級（土曜1回コース）
12月4日 ㈯ 午 前 9 時

～10時35分 保健サー
ビスセンター 就労等
により平日の母親学級
に参加できない24週
以降の区内在住の初妊婦 15人
（申込順） 無料 11月1日㈪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（必
要な方）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 11月5日㈮～15日㈪必着

日時

12/11㈯ 12/25㈯ 12/26㈰

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

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

3

くろだ医院 ○ ○ 白山5-36-9 （5804）3211
江戸川橋さくらクリニック ○ ― 関口1-1-6 （5227）3433
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
文京内科・循環器クリニック ― ○ 本駒込2-10-3 （6304）1567
池田歯科医院 ○ ― 小石川1-16-6 （5684）4184
ファミリー歯科医院 ○ ― 本郷2-26-11 （3816）6474

7

春日後楽園しのぶクリニック ○ ○ 小石川1-1-7 （3813）0022
吉村小児科 ○ ― 大塚2-18-6 （3943）3806
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
むらい内科・循環器クリニック ― ○ 千駄木3-43-3 （3822）8010
団子坂くつろぎクリニック ○ ― 千駄木5-21-12（5834）7702
石川歯科医院 ○ ― 大塚3-38-4 （3946）8697
醍醐歯科医院 ○ ― 本駒込2-27-15（3946）6060

14

澤田こどもクリニック ○ ○ 白山1-33-16 （5840）7838
すずき医院 ○ ― 目白台1-23-7 （3941）1590
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
加藤診療所 ○ ― 本駒込2-18-2 （3941）7522
市田歯科医院 ○ ― 本駒込2-10-3 （3947）8041
吉野歯科クリニック ○ ― 向丘1-13-5 （3813）7747

21

須田整形外科クリニック ○ ― 後楽2-23-15 （3811）0881
コパーズ茗荷谷クリニック ○ ○ 小日向4-7-20 （5976）2207
西岡クリニック ○ ― 向丘1-10-2 （3812）1421
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
いなだ歯科医院 ○ ― 千石4-44-9 （3942）8148
近藤歯科クリニック ○ ― 向丘1-10-2 （3816）4118

23

セツルメント菊坂診療所 ○ ○ 小石川1-24-3 （3811）0016
白土内科 ○ ― 大塚1-5-18 （5976）2100
坂口医院 ― ○ 本郷4-9-22 （3811）1560
日原内科クリニック ○ ― 千駄木2-13-1 （3822）6262
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
入野歯科医院 ○ ― 目白台2-1-2 （3945）8662
団子坂くつろぎクリニック ○ ― 千駄木5-21-12（5834）7702

28

後楽園駅前診療所 ○ ― 小石川2-6-5 （6801）8191
田中医院 ○ ○ 関口1-1-3 （3266）1407
本郷内科クリニック ― ○ 本郷4-24-7 （5684）1009
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
今井歯科医院 ○ ― 白山5-14-5 （3941）2768
北村歯科医院 ○ ― 湯島1-7-9 （3813）8194

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

3

白山駅前薬局 ○ ○ 白山5-36-9 （5805）1886
江戸川橋ほたる薬局 ○ ― 関口1-1-6 （5228）4189
ケイワ薬局湯島店 ○ ― 湯島1-9-14 （5805）7898
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

7
あかね薬局 ○ ― 大塚4-45-10 （3945）4308
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
竹内薬局千駄木店 ― ○ 千駄木3-28-9 （5842）1216

14

たかしん薬局白山店 ○ ○ 白山1-33-16 （5801）0752
本田薬局目白台店 ○ ― 目白台3-12-2 （3944）5474
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

21
薬局文京ファーマシー ○ ― 春日2-24-12 （3811）0196
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

くみ薬局 ○ ― 小石川3-29-1 （5684）3345
さくら薬局茗荷谷店 ○ ― 大塚3-5-2 （6912）2735
今尾薬局 ― ○ 本郷4-6-3 （3811）4033
日生薬局根津店 ○ ○ 千駄木2-2-17 （3823）9181
なぎさ薬局せんだぎ店 ○ ― 千駄木2-13-1 （5834）1280
どうかん薬局 ○ ― 千駄木3-48-6 （3828）1230

28

キリン堂薬局江戸川橋店 ○ ○ 関口1-1-3 （3269）8910
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
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

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） 17㈬ 13：30～
14：00 18㈭ 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）

 4㈭
11㈭
18㈭
25㈭

13：00～
14：30

 4㈭
18㈭

13：00～
14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児（予約制） 25㈭ 9：45～
10：30 11㈭ 14：00～

14：45

HIV抗 体 検 査
（即日検査） 検査を希望する方（予約制） 10㈬ 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（11月）

▲区

▲ 区

▲ 地域支援
フォーラム

11月8日は「いい歯の日」

～8
はち

0
まる

2
にい

0
まる

運動を知っていますか～

　8020運動とは「80歳になっ
ても自分の歯を20本以上保と
う」という運動です。
　健康な歯が20本以上あれば、
ほとんどの食べ物を美味しく食
べることができると言われてい
ます。食生活の充実は、質の高
い生活を営む上で重要な役割を
果たしています。また、歯や口
の健康が心や体の健康維持にも
繋がります。生涯にわたりしっ
かり噛んで食べられるよう、健
康づくりを始めましょう。
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

～介護予防してますか～
高齢者のための口

こう

腔
くう

機能向上教室

　区内指定歯科医療機関の協力
のもと30・35・40・45・50・55・
60・65・70・76・81歳の区内在
住の方へ歯周疾患検診を実施し
ています。対象の方には受診券
をお送りしていますので、是非
この機会に受診しましょう。
※詳細は下記へ
健康推進課☎（5803）1229

歯周疾患検診を受けましょう

11月26日㈮午前10時～11時
保健サービスセンター 講義、
舌の正しい清掃方法、お口の機
能向上のための舌・顔面体操・歯
科医師による個別相談（希望者の
み先着順） 65歳以上の区内在
住者 10人（申込順） 無料
11月1日㈪から電話で保健サー
ビスセンター☎（5803）1805へ


