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■主な内容
新しい暮らしの中に  図書館   を
～電子書籍・オーディオブックのタイトルを追加しました～ …　２面

新型コロナウイルスワクチン接種について …　３面
B－ぐる（千駄木・駒込ルート）のバス停新設及びダイヤ改正 …　３面
スポーツ施設等の無料開放…………　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、9月30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。

　幼稚園は、遊びを中心とした生活を通して、幼児の興味・関心や好奇心を養い、自分か
ら何でもやってみようとする意欲を育てるところです。また、集団での遊びや活動など、
様々な体験をしながら社会性や創造性、思考力や表現力を身に付け、豊かな心をはぐくみ
ます。なお、幼稚園では就労している保護者を支援するため、預かり保育を実施しています。

3歳児＝2018年4月2日～2019年4月1日生まれ
4歳児＝2017年4月2日～2018年4月1日生まれ
5歳児＝2016年4月2日～2017年4月1日生まれ

区内在住の3・4・5歳児（私立は区内在住要件なし）応募資格

下表参照募集人員

 幼稚園名 所在地 電話番号
募集人員

3歳児 4歳児 5歳児

愛
あい

星
せい

幼稚園 白山2-37-3 （3813）8617 30 5 若干名

音
おと

羽
わ

幼稚園 大塚5-40-1 （3941）0649 50 若干名 若干名

京
けい

北
ほく

幼稚園 本駒込2-13-5 （3941）7090 35 若干名 0

彰
しょう

栄
えい

幼稚園 白山4-14-15 （3941）1239 35 10 0

聖
み

園
その

幼稚園 関口3-16-15 （3941）8580 30 10 若干名

共
きょう

立
りつ

大
だい

日
にち

坂
ざか

幼稚園 小日向2-17-7 （3941）5570 35 10 0

○中
ちゅう

央
おう

会
かい

堂
どう

幼稚園 本郷3-37-9 （3812）0273 15 若干名 若干名

貞
てい

静
せい

幼稚園 大塚1-2-10 （3943）3711 40 0 0

○同
どう

仁
じん

美
み

登
ど

里
り

幼稚園 目白台3-10-9 （3941）6630 65 0 0

日
に

本
ほん

女
じょ

子
し

大
だい

学
がく

附
ふ

属
ぞく

豊
ほう

明
めい

幼稚園 目白台1-18-14 （5981）3852 募集時期が異なります

○福
ふく

寿
じゅ

幼稚園 小石川3-2-23 （3811）3978 35 0 0

文
ぶん

京
きょう

学
がく

院
いん

大
だい

学
がく

文
ぶん

京
きょう

幼稚園 向丘2-4-1 （3813）3771 60 0 0

明
めい

照
しょう

幼稚園 小石川4-12-8 （3811）1306 50 6 2

○大
やま

和
と

郷
むら

幼稚園 本駒込6-9-7 （3941）3620 100 若干名 0

弓
ゆみ

町
ちょう

本
ほん

郷
ごう

幼稚園 本郷2-35-14 （3811）3075 15 若干名 若干名

※ 満3歳児クラス（平成31年4/2以降に生まれ、入園日現在、満3歳に達する幼児）は、中央会堂
幼稚園で5人、明照幼稚園で12人、弓町本郷幼稚園で5人募集
※ 預かり保育は、一部の園を除き実施。○印は長時間預かり保育実施園

▲区

願書配布　10月15日㈮から各園
申　　込　11月1日㈪から入園希望の園へ持参
※詳細は希望する園へ
長時間預かり保育
　次の幼稚園では、長時間保育を実施しています（長期休業中も実施）。
•中央会堂幼稚園・・・午前7時30分～午後6時30分
•同仁美登里幼稚園・・・午前8時～午後7時
•福寿幼稚園・・・午前8時～午後6時
•大和郷幼稚園・・・午前8時～午後6時
※教育課程の時間を含む
※受入人数は各園で異なるため、直接希望の園へ
保育料などの補助
　私立幼稚園児の保護者（区内在住）の方は、次のような補助を受
けることができます。
※ 新制度移行園（弓町本郷幼稚園、4年度から聖園幼稚園も移行予定）は入園
補助金及び預かり保育料補助金が対象
•入園補助金　30,000円
• 保護者負担軽減補助金　世帯の所得と世帯から就園している園
児数に応じ、年額21,600円～164,400円

• 施設等利用費補助金　世帯から就園している園児数に応じ、年
額308,400円

• 預かり保育料補助金　「保育の必要性」の認定がある園児の預か
り保育の費用に応じ、日額450円まで補助（月額上限有）

幼稚園名 所在地 電話番号
募集人員

3歳児 4歳児 5歳児

第
だい

一
いち

幼稚園 西片2-17-6 （3811）0072 20 31 17

※柳
やなぎ

町
ちょう

こどもの森　柳町幼稚園 小石川1-23-6 （3811）0978 ― 52 37

※明
めい

化
か

幼稚園 千石1-13-9 （3946）1706 20 34 28

青
あお

柳
やぎ

幼稚園 大塚5-40-18 （3947）4989 ― 26 17

根
ね

津
づ

幼稚園 根津1-14-2根津小学校内 （3828）8703 20 6 7

小
こ

日
ひ

向
なた

台
だい

町
まち

幼稚園 小日向2-2-2 （3947）0581 20 31 14

本
ほん

駒
こま

込
ごめ

幼稚園 本駒込4-35-15 （3828）3200 20 5 9

千
せん

駄
だ

木
ぎ

幼稚園 千駄木5-43-3 （3823）4605 40 16 9

※後
こう

楽
らく

幼稚園 後楽1-7-7 （3811）5041 ― 26 9

※湯
ゆ

島
しま

幼稚園 本郷3-10-18湯島総合センター内 （3814）9243 20 8 5

※ お茶の水女子大学こども園（幼稚園部分）大塚2-1-1 （5978）5127 11 0 0

※ 募集人員は今後増減する場合あり。詳細は、10/18㈪から区 で公開する「令和4年度文京区
立幼稚園入園児（3歳児、4歳児、5歳児）募集要項」を参照
※ 区立幼稚園とお茶の水女子大学こども園（幼稚園部分）の併願は不可
※ 柳町こどもの森では、幼保一元化施設として「基本保育」及び「長時間保育」を実施
　（長時間保育の募集は、区報11/10号を参照）
※ 柳町幼稚園・明化幼稚園・後楽幼稚園・湯島幼稚園については、改築に伴う新施設開設時（7年度
以降を予定）に認定こども園となる予定。なお、認定こども園に移行後も区立幼稚園として存続
※ お茶の水女子大学こども園（幼稚園部分）の詳細は「令和4年度お茶の水女子大学こども園入園
児募集要項」を参照

▲区

募集要項　10月18日㈪から区 参照
※ 幼児保育課窓口・各幼稚園でも募集要項・パンフレット
を配布［月～金曜（祝日を除く）午前9時～午後4時］

申　　込　原則、電子申請（郵送も可）
申込期間　11月2日㈫～5日㈮
※電子申請は5日㈮午後7時受信有効
※郵送は幼児保育課入園相談係あてに5日㈮必着
※電子申請又は郵送ができない場合は幼児保育課へ持参

入園予定者の決定（応募多数の場合は抽選）
3・4・5歳児＝11月11日㈭シビックセンター21階会議室で抽選
（会場及び時間は変更する場合あり、詳細は区 を参照）
※ 心身の発達に心配などがある子どもの入園を希望する場合も申込可能
※申込は1人1園に限る

令和
4年度 幼 稚 園 入 園 児 募 集

私立幼稚園
幼児保育課 施設給付・私立幼稚園担当☎（5803）1823

区立幼稚園・
認定こども園（幼稚園部分）
〒112-8555文京区幼児保育課入園相談係☎（5803）1190

区立幼稚園の
申込は

電子申請で!



令和3年10月10日 2 面

☆「油・断・快適！下水道」キャンペーン～下水道に油を流さないで！～
　 下水道に油を流すと下水道管内で冷えて固まり、つまりや臭気の原因になります。また、大雨が降ったとき、固まった油は、はがれてオイルボールとなり
川や海に流出してしまうことがあります。下水道管のつまりを防ぐため、川や海の良好な水環境を保つためにも、皆さんのご協力をお願いします。
　 都・下水道局北部下水道事務所お客さまサービス課☎（5820）4347
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日時 内容・対象・定員等

11/3（祝・水）
13：00～17：00

図書館×b-lab企画
文京ワカモノ未来PROJECT～プロ作家さんが伝授す

る『調べる×書く』コツを教わろう!～
中・高校生 10人（申込順）

11/6㈯
14：00～16：00

映画会
「アイネクライネ ナハトムジーク」（2019年 日本 119分）
▷監督 今泉力哉▷主演 三浦春馬、多部未華子
中学生以上 25人（申込順）

11/7㈰
①13：30～14：10
②15：30～16：10

子ども映画会
「くまのがっこう～パティシエ・ジャッキーとおひさまの
スイーツ～」（アニメーション33分）
4歳～小学生 各20人（申込順）

11/13㈯
10：00～11：30

大人のためのStorytime～秋～（大人向けおはなし会）
▷出演 おはなしユニット「たちまちいまち」
中学生以上 25人（申込順）

11/14㈰
14：00～16：00

バリアフリー映画会（音声ガイド・日本語字幕・手話通訳付）
「最強のふたり」（2011年 フランス 113分）
▷監督 エリック・トレダノ、オリビエ・ナカシュ
▷主演 フランソワ・クリュゼ、オマール・シー
障害のある方とその関係者 25人（申込順）

11/20㈯
14：00～16：00

映画会
「ジュディ 虹の彼方に」（2019年 イギリス 118分 字幕版）
▷監督 ルパート・グールド▷主演 レネー・ゼルウィガー
中学生以上 25人（申込順）

会期中
10：00～17：00

子ども読書スタンプラリー
～本を読んでスタンプを集めよう～
「アニメ・えいがになったほん」 4歳～小学生

会期中 利用者おすすめ資料の紹介
「利用者おすすめ資料」を募集して紹介 どなたでも

日時　11月3日（祝・水）～21日㈰
会場　真砂中央図書館
費用　無料
申込　10月18日㈪午前9時から
　　　 電話又は直接真砂中央図書館☎（3815）6801へ
　　　 （区立図書館 https://www.lib.city.bunkyo.

tokyo.jpからも申込可）
※「図書館×b-lab企画」は、b-lab https://b-lab.tokyo/
event/26023から申込

真砂中央図書館サービス事業係☎（3815）6801

　今年（2021年）から、電子書籍やオーディオブックサービスの提供を始めました。
現在、歴史小説や英語の語学学習教材、絵本など、電子書籍は約3,000点、オーディオブックは約4,000点取り揃えています。
来館することなく利用できる新しい生活様式の中で電子図書館をぜひご活用ください。

図書館 ▶

〇図書館カードをお持ちの方
　利用者ID・パスワードは図書館利用カードと
共通のため、来館せずすぐに利用可能

〇図書館カードをお持ちではない方
　区内の図書館・図書室にて利用者登録が必要
　区内在住・在勤・在学を確認できる証明書類（保険証・運転免許証・学生証等）を持参のこと

電子書籍・オーディオブックの利用には、図書館の区民登録が必要です

みなさんのとっておきの1冊を
紹介してください！

図書館ファンウィーク開催
申込はこちら▼

　本を開く時間がとれない方も、通勤や家事の合間に、“ながら聴き”で
気軽に読書を楽しんでみませんか。
＊ オーディオブック：プロのナレーターや声優が書籍を朗読する「耳で読む本」

オーディオブック（耳で読む本）

貸出点数制限・返却期限等なし

オーディオブック ＊

　一部の資料は、画面上での文字の拡大、縮小、
読み上げ機能があります。

2週間 （延長2週間）電子書籍

3点まで

電子書籍

▲電子書籍

応募者には
オリジナルブックカバー
プレゼント！

図書館員おすすめの本5冊
を読んだ方に、オリジナル
キーホルダープレゼント！ 

 真砂中央図書館

▲

イメージキャラクター　
「まさごろう」　

▲昨年開催の様子

利用方法

① 図書館ホームページにログイン
② 資料検索等からコンテンツを探す
③ 自宅のパソコンやスマートフォンで再生
※イヤホン等の利用推奨

利用方法

① 電子書籍サービスのページにログイン
② 借りたい資料を検索
③ 「借りる」ボタンを押す

来館者に
オリジナル
カレンダー
プレゼント！

～電子書籍・オーディオブックのタイトルを追加しました～ 
新しい暮らしの中に  図書館  を



3 面 令和3年10月10日

☆10月15日㈮～21日㈭は東京都違反建築防止週間です
　10月20日㈬に、東京都一斉公開建築パトロールが行われます。建築のルールを守り、市街地の良好な環境づくりにご協力ください。
　 建築指導課監察担当☎（5803）1267
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　日本医科大学付属病院への乗り入れに伴い、病院敷地内にバス停を新設するととも
に、一部バス停においてダイヤを改正します。また、「7三田線春日駅」が「7文京小石
川クリニック（三田線春日駅）」、「15日本医大前」が「15向丘二丁目」に変更となります。
▷変更日 11月1日㈪

認知症の方への支援

11月12日㈮午後5時～6時30分 作業療法とは？認知症のリハ
ビリってどんなもの？など 大橋幸子氏（文京学院大学保健医療技
術部作業療法学科教授） どなたでも 無料 電話又は に氏名・
電話番号・メールアドレスを明記し、社会福祉協議会地域福祉推進
係☎（5800）2942 cielblue.bunkyo@gmail.comへ 11月10日㈬
午後5時

認知症のリハビリ～作業療法士さんに聞いてみよう～（オンライン開催）

変更後ダイヤ
停留所 所要時間 各時間（分）始発 最終

6 ラクーア 11 31 51 7：11 19：51
7 文京小石川クリニック（三田線春日駅） 2 13 33 53 7：13 19：53
8 文化シヤッター前 3 14 34 54 7：14 19：54
9 クイーンズ伊勢丹小石川店前 4 15 35 55 7：15 19：55
10 指ヶ谷小学校 5 16 36 56 7：16 19：56
11 白山下 9 0 20 40 7：20 20：00
12 白山駅 10 1 21 41 7：21 20：01
13 白山上 12 3 23 43 7：23 20：03
14 向丘一丁目 14 5 25 45 7：25 20：05
15 向丘二丁目 16 7 27 47 7：27 20：07
16 日本医大病院 17 8 28 48 7：28 20：08
17 千駄木二丁目 20 11 31 51 7：31 20：11
18 千駄木駅（団子坂下） 21 12 32 52 7：12 19：52
19 特養ホーム千駄木の郷 24 15 35 55 7：15 19：55
20 千駄木小学校 25 16 36 56 7：16 19：56
21 駒込病院 27 18 38 58 7：18 19：58
22 本駒込三丁目 28 19 39 59 7：19 19：59
23 富士神社前 29 0 20 40 7：20 20：00
24 昭和小学校（上富士前） 30 1 21 41 7：21 20：01
25 六義園入口 32 3 23 43 7：23 20：03
26 南北線駒込駅 33 4 24 44 7：24 20：04
27 六義公園運動場入口 34 5 25 45 7：25 20：05
28 本駒込六丁目 36 7 27 47 7：27 20：07
29 千石駅 39 10 30 50 7：30 20：10
30 特養ホーム白山の郷 40 11 31 51 7：31 20：11
31 東洋大学前 41 12 32 52 7：32 20：12
32 白山五丁目 42 13 33 53 7：33 20：13
11 白山下 45 16 36 56 7：36 20：16
33 指ヶ谷小学校 48 19 39 59 7：39 20：19
34 白山一丁目 49 0 20 40 7：40 20：20
35 文化シヤッター前 50 1 21 41 7：41 20：21
36 三田線春日駅 53 4 24 44 7：44 20：24
1 文京シビックセンター（春日駅前） 59 10 30 50 7：50 20：30
2 小石川後楽園入口 61 12 32 52 7：52 20：32
3 後楽一丁目 63 14 34 54 7：54 20：34
4 東京ドームホテル 65 16 36 56 7：56 20：36
5 ミーツポート 68 19 39 59 7：59 20：39
6 ラクーア 1周70分

※変更

※変更
※追加

変更前ダイヤ
停留所 所要時間 各時間（分）始発 最終

6 ラクーア 11 31 51 7：11 19：51
7 三田線春日駅 2 13 33 53 7：13 19：53
8 文化シヤッター前 3 14 34 54 7：14 19：54
9 クイーンズ伊勢丹小石川店前 4 15 35 55 7：15 19：55
10 指ヶ谷小学校 5 16 36 56 7：16 19：56
11 白山下 9 0 20 40 7：20 20：00
12 白山駅 10 1 21 41 7：21 20：01
13 白山上 12 3 23 43 7：23 20：03
14 向丘一丁目 14 5 25 45 7：25 20：05
15 日本医大前 17 8 28 48 7：28 20：08
16 千駄木二丁目 19 10 30 50 7：30 20：10
17 千駄木駅（団子坂下） 20 11 31 51 7：11 19：51
18 特養ホーム千駄木の郷 23 14 34 54 7：14 19：54
19 千駄木小学校 24 15 35 55 7：15 19：55
20 駒込病院 26 17 37 57 7：17 19：57
21 本駒込三丁目 27 18 38 58 7：18 19：58
22 富士神社前 28 19 39 59 7：19 19：59
23 昭和小学校（上富士前） 29 0 20 40 7：20 20：00
24 六義園入口 31 2 22 42 7：22 20：02
25 南北線駒込駅 32 3 23 43 7：23 20：03
26 六義公園運動場入口 33 4 24 44 7：24 20：04
27 本駒込六丁目 35 6 26 46 7：26 20：06
28 千石駅 38 9 29 49 7：29 20：09
29 特養ホーム白山の郷 39 10 30 50 7：30 20：10
30 東洋大学前 40 11 31 51 7：31 20：11
31 白山五丁目 41 12 32 52 7：32 20：12
11 白山下 45 16 36 56 7：36 20：16
32 指ヶ谷小学校 48 19 39 59 7：39 20：19
33 白山一丁目 49 0 20 40 7：40 20：20
34 文化シヤッター前 50 1 21 41 7：41 20：21
35 三田線春日駅 53 4 24 44 7：44 20：24
1 文京シビックセンター（春日駅前） 59 10 30 50 7：00 20：30
2 小石川後楽園入口 61 12 32 52 7：02 20：32
3 後楽一丁目 63 14 34 54 7：04 20：34
4 東京ドームホテル 65 16 36 56 7：06 20：36
5 ミーツポート 68 19 39 59 7：09 20：39
6 ラクーア 1周70分

B-ぐる運行情報
　スマートフォンやパソコンからB-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。
日立自動車交通☎（5682）1122、区民課☎（5803）1387

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

B-ぐる（千駄木・駒込ルート）のバス停新設及びダイヤ改正

　認知症のご本人が住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域で
はどのように対応するのが望ましいのか、考え、体験するプログラ
ムです。
11月13日㈯午前9時30分～正午 福祉センター江戸川橋とその周
辺地域 認知症についての基礎知識や対応方法の講義及び認知症の
症状による行方不明事案の発生から捜索・声かけ、保護までの一連の
流れを地域で体験 鷹部屋宏平氏（東京都認知症介護指導者） 区内
在住・在勤・在学者 15人程度（申込順） 無料 10月15日㈮から電
話又は に氏名・住所・電話番号・生年月日を明記し、高齢福祉課認知
症施策担当☎（5803）1821 （5803）1350へ（右記申込
フォームからも申込可）
※歩きやすい服装で、飲み物、筆記用具を持参
▷協力　小日向台町町会

うちに帰ろう模擬訓練～認知症の本人を地域で見守ろう～

▲申込フォーム

第20回文京エコ・リサイクルフェア
～未来につなげようエコの環

わ

～10月は3R推進月間です

11月5日㈮・6日㈯午前10時～午後2時 ギャラリーシ
ビックほか 家庭でできるごみ減量の工夫、環境・3R＊に
関するパネル展示・解説 リサイクル清掃課（文京エコ・リサイクル
フェア実行委員会）☎（5803）1135

▲区

6日㈯のみ実施
①フードドライブ（未利用食品の回収）②各種資源回収（ペットボトルキャップ・古
本・食用廃油・未使用の陶磁器製食器類・使用済み小型家電9種・水銀使用計器類・
小型の金属類）③陶磁器製食器類の無料頒布（未利用食品や各種資源をお持ちい
ただいた方が対象、1人3点まで）※マイバッグ持参

＊3R… 廃棄物の削減にむけた行動、「リデュース（ごみの発生抑制）」「リユース
（再使用）」「リサイクル（再生利用）」の総称

アンケートにお答えいただいた方へ
エコグッズをプレゼント！（なくなり次第終了）

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月分の集団接種は、文京シビックセンター25階にて行います。
接種希望で未接種の方や、新たに12歳を迎える方は、この機会に予約を
お願いします。

危機管理課☎（5803）1280

10月11日㈪～20日㈬は、
 「全国地域安全運動」期間です 
守ろうよ　わたしの好きな　街だから

これから接種を受ける方へ 
11月接種の予約スケジュール

※接種者数は、国のワクチン接種記録システム（VRS）から
　取得した速報値（9月30日時点）

1回目 81.5%　2回目 73.9%
文京区の接種率（接種者数＋予約者数／接種対象者数）

接種済みの方へ 
「予防接種済証」について

区ホームページから　
 アクセス

▲

予約サイト（24時間受付）
予約開始日は午前8時から

コールセンター（毎日午前9時～午後8時）
☎03（6747）4593

予約方法（予約サイト又はコールセンター）

※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。
　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。

予約開始日 10月20日㈬
1回目接種日 11月分（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）

「ワクチンパスポート」とは異なります

ファイザー社製
ワクチン使用

　ワクチンを接種したことを証明する「予防接種済証」は、接種券の右側に
付いているシール型の様式です。接種の際に接種日等の記載が行われ、「予
防接種済証」として利用できるようになります。「予防接種済証」を接種済の
証明として利用するときのために、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。

接種券

見本

予防接種済証

○○○○接種会場

2021
8 1

2021
8 22

○○○○接種会場

見本

▲ 運行状況
確認

金曜夜 土曜

Sat.
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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！

　 90㎏級
　 100㎏級
　 100㎏超級

A
B
C

東京2020大会男子柔道で見事、金メダルを獲得した
文京区立第一中学校卒業生であるウルフ・アロン選手。
さて金メダルを獲得した階級は何㎏級でしょう？

【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！

日本男子代表監督を務めた井上康生氏以来、
21年振りの金メダル。母校の文京区立第一
中学校では懸垂幕で先輩をお祝いしています。

【答え】　　 100㎏級B

みんな
わかったかな？

紅葉の魚沼の景色と手ろくろ陶芸を楽しもう
やまびこ荘主催

日時

11/7㈰　 12：30 やまびこ荘集合―昼食（やまびこ荘で用意）―開山堂西福寺見学（500円）
8㈪　手ろくろ陶芸体験―昼食―紅葉ドライブ（魚沼スカイライン）
9㈫　やまびこ荘解散

※体験メニューは天候等により変更の場合あり

送迎

【迎え】新幹線　　11：48　浦佐駅着
　　　高速バス　11：26　小出インターチェンジ着
【送り】高速バス　10：51　小出インターチェンジ発
　　　新幹線　　10：54　浦佐駅発
※魚沼までの往復の交通手段については、各自で手配
※ 上記到着時刻の公共交通機関に合わせて送迎。送迎時間は、交通機関のダイヤ改正等
により、変更の可能性あり

定員 15人程度（抽選）

費用
（2泊分）

①区内在住者　大人18,300円
②区内在勤・在学者
③区内在住者と同行する区外在住の家族
④区内在勤者と同行する同居の家族
※上記金額は、参加費（大人7,000円）、宿泊費、入湯税（大人300円）の合計額
※現金のみ、カード不可

持ち物 歩きやすい服装、雨具、リュック、カメラ等

ツアー申込
問合せ

やまびこ荘フリーダイヤル☎0120（801）523（毎日8：00～21：00）へ 10/17㈰
※抽選結果の確認は10/20㈬以降、自身でやまびこ荘へ問合せ。抽選結果の連絡なし

主催 湯之谷薬師スキー場管理組合（やまびこ荘運営事業者）

※ 当日、区内在住を証明できる健康保険証・運転免許証等、区内在勤・在学を証明できる社員証・
学生証等を必ず提示（いずれもコピー可）
※料金は全て税込み。大人は中学生以上、子どもは3歳～小学生
※キャンセル時は早めに連絡のこと（キャンセル料が発生する場合あり）

大人20,700円
⎫
⎬
⎭

湯島図書館休館のお知らせ
　館内特別整理のため休館します。
10月18日㈪～20日㈬ 湯島図
書館☎（3814）9242

介護の魅力発見シネマ上映会
「ケアニン～あなたでよかった～」

11月16日㈫①午前10時30分～午後0時30分②午後1時45
分～3時45分 アカデミー文京 どなたでも 各回30人（指
定席、抽選） 無料 往復はがき（1枚1人）に「シネマ上映
会」・鑑賞希望回（①又は②）・住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年
又は職業・電話番号・メールアドレスと返信用にも
あて先を明記し、〒112-8555文京区介護保険課
介護保険相談係☎（5803）1383へ（区 からも申
込可） 11月4日㈭必着 ▲区

親子で楽しむ「はじめてのバレエレッスン」
11月28日㈰Ⓐ午前10時～10時50分Ⓑ午前11時30分～午後0
時20分 シビックセンター 牧阿佐美バレヱ団団員 4～6歳（3
年4月1日時点）と保護者 各回7組（抽選） 1組1,000円 文京ア
カデミー https://www.b-academy.jp/hall/から申込 11月
1日㈪ （公財）文京アカデミーホール事業係☎（5803）1103
※ 以外の申込を希望する場合は電話で上記へ

▲文京
　アカデミー

第8回科学教室 第14回子どもパソコン教室 第4回親子理科教室 第1回体力向上イベント 第2回体力向上イベント

日時
11/6㈯

①10：00～12：00
②14：00～16：00

11/6㈯・13㈯の2日間
13：30～15：30

11/20㈯
①10：00～11：30
②14：00～15：30

11/6㈯
10：00～11：30

11/13㈯
10：00～11：30

会場 教育センター 総合体育館

内容 酸・アルカリと化学変化
ロボットプログラミング
～組立てたブロックを
プログラミングで動かそう～

ホバークラフトを
つくろう

ボール遊びで体力・運動
能力を高めよう！

楽しく遊んで運動神経
を伸ばそう！

講師
（敬称略） 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

 准教授　荻原朋子
順天堂大学スポーツ健康科学部
 助教　高梨雄太

対象 区内在住・在学の
小学3年～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1～3年生とその保護者1人

区内在住・在学の
小学3・4年生

区内在住・在学の
小学5・6年生

定員 各18人（抽選） 10人（抽選） 各12組（抽選） 各20人（抽選）
費用 無料 800円 無料

申込 区 の「電子申請」又は往復はがき（1講座1人1枚）に希望講座名・希望時間（第2希望記入可）・学校名・学年・児童
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 10/25㈪必着 11/8㈪必着 10/25㈪必着 11/1㈪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（親子理科教室を除く）

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

総合体育館☎（3814）4271
スポーツセンター☎（3944）2271
江戸川橋体育館☎（3945）4008
竹早テニスコート☎（3814）0427
小石川運動場（後楽公園少年野球場）☎（3811）4507
六義公園運動場☎（3947）4438
目白台運動公園☎（3941）6153

問合せ

9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30

小
石
川
運
動
場

運動場

A 東京武蔵野ユナイテッドFC
大人のサッカー広場
30歳以上 50人

★東京武蔵野ユナイテッドFC
Jrサッカーひろば（少雨決行）
①小学1～2年生②小学3～6年生 各20人

グラウンドゴルフ体験会B

C 健康コミュニティハブ
体幹ストレッチ　 20人

★親子サッカーひろば
4歳～年長 40組 グラウンド一般開放

D ①
★とびばこ・てつぼう教室
小学1～3年生 20人

★とびばこ・てつぼう教室
4歳～年長 20人

② スラックライン体験会
管理棟
2階 ボルダリング体験会　 幼児～小学2年生

スポーツひろば ローラースポーツ体験会　 3歳～小学3年生
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17:00

9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30
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芝生広場 ★青空ヨガ
20歳以上 15人

絵本の
読み聞かせ

★バギーエクササイズ
20歳以上 10人

絵本の
読み聞かせ

多目的広場 一般開放（8：00～）
大玉で遊ぼう！　 小学生以下

フットサルコート 東2・3 一般開放（8：00～）　＊当日予約（1時間単位）

テニスコート 東 ★初心者テニススクール　 小学生以上 各15人
①10：15～11：45（未経験の小学1～3年生）②12：45～14：15（未経験の小学4～6年生）③14：20～15：50（経験者の小学2～6年生）

西 一般開放（8：00～）　＊当日予約（1時間単位）
～
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③ ～ 験 2

17:00

9：00 9：30 10：00 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 15：30 16：00 16：30

竹早テニスコート

1コート 硬式テニス開放 硬式テニス開放 硬式テニス開放 軟式テニス開放 軟式テニス開放 軟式テニス開放 軟式テニス開放2コート
3コート

軟式テニス開放 軟式テニス開放 軟式テニス開放 硬式テニス開放 硬式テニス開放 硬式テニス開放 硬式テニス開放4コート
5コート

六義公園運動場 ボールあそび個人開放（ボールの貸出なし。硬球・バット・ラケット等ボール以外の持込不可）
後楽公園少年野球場 あおぞらすくすく開放
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競技場 ★世界柔道覇者「朝比奈沙羅選手」と
元バドミントン日本代表選手「栗原文音さん」の

ハイブリットスポーツ教室
4歳～小学生（未就学児は保護者参加）

未就学児5組、小学生20人

ボクシングエクササイズ教室
どなたでも 70人（初心者参加可） バドミントン個人開放① バドミントン個人開放②

武道場（畳） 朝比奈沙羅選手に
よるハイブリット
トレーニング講座

むかしあそび（けん玉、コマ、お手玉、ゴムダンなど）

武道場（床） ★マット運動教室①
年中～年長 15人

★マット運動教室②
小学1～4年生 15人

アーチェリー・弓道場 ★アーチェリー教室①
小学4年生～中学生 10人

★アーチェリー教室②
中学生～成人 10人

アーチェリー開放①
承認書発行済の方

アーチェリー開放②
承認書発行済の方

卓球場 卓球開放① 卓球開放② 卓球開放③ 卓球開放④ 卓球開放⑤
トレーニングルーム 一般開放

スポーツ多目的室 ★フラダンス
15歳以上 15人

★パワーヨガ
15歳以上 9人 インボディ測定

プール
一般開放　＊毎時55分、5分間の休憩時間あり

種目別レッスン（各回15分前から受付）
クロール 背泳ぎ バタフライ 平泳ぎ
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競技場 バドミントン開放① バドミントン開放② バドミントン開放③ なわとび教室
小学生

大縄跳びチャレンジ
どなたでも

剣道場 ★kids チアダンス①
小学1～2年生 15人

★kids チアダンス②
小学3～6年生 15人

★親子ハッピー体操
0歳～年長 10組

★kids エアロビック
小学生 15人 一般開放

柔道場 むかしあそび（けん玉、コマ、お手玉、ゴムダンなど）

弓道場 ★青空ストレッチ・スラックレール
15歳以上 15人

★青空ピラティス
15歳以上 15人 弓道教室①　 15歳以上（中学生を除く） 弓道教室②　 15歳以上（中学生を除く）

スポーツ多目的室 雨天時会場（青空ストレッチ＆スラックレール・青空ピラティス） ★スラックレール親子体験会
未就学児と保護者 10組

★スラックレール体験会
小・中学生 15人

卓球場 卓球開放①　7台 卓球開放②　7台
★和太鼓ビクス　 ①8組②③各15人

①13：30(4～6歳と保護者)②14：15 入門（小学生）
③15：15 初級(小学3年生以上)

会議室 インボディー測定 ※12：00以降はトレーニングルームへ
トレーニングルーム 一般開放

プール
一般開放（16：10退水）　＊毎時55分、5分間の休憩時間あり スタート練習教室

高校生以上誰でもアクア
エクササイズ

※プールでのタイムトライアルは、安全上飛込スタート不可
（プールサイドで15分前から受付）

25m・50mタイムトライアル
高校生以上

教育の森公園
ソフトボール投げ
未就学児
～小学生

50M走タイム
トライアル①
どなたでも

50M走 タイム
トライアル②
どなたでも
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競技場 ビーチボール開放
（指導員1人常駐）

★小学生ドッジボール教室　 各30人
①10：30（小学1～2年生）②11：30（小学3～6年生）

★ミニテニス教室　 各20人
①13：00(小学1～3年生と保護者)②14：00（小学4年生～中学生）

ゴールボール・
サウンドテーブルテニス体験会

剣道場 レク・ニュースポーツ開放①
（ボッチャ・カローリング）

はじめてファンダンス
15歳以上 20人

はじめてエアロビクス
15歳以上 20人

バレトン
15歳以上 20人

ジャズ
15歳以上 20人

レク・ニュースポーツ開放②
（ボッチャ・カローリング）

柔道場 ★エアートランポリン体験教室
4～6歳 18人

ピラティス
15歳以上 20人

コンディショニング St
15歳以上 20人

ヨガ
15歳以上 20人

リズム体操＆コーディネーション
15歳以上 20人

★スラックレールエクササイズ
高校生以上 10人

多目的室 卓球開放(1台) 卓球開放(1台) 卓球開放(1台) 卓球開放(1台) 卓球開放(1台) 卓球開放(1台)卓卓
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スポーツ施設等の無料開放（祝・水）（祝・水）

1111
3

身長115㎝以上

事前に区 掲載の「スポーツ施設にお
ける新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策」の注意事項を確認、厳守して
ください。

新型コロナウイルス
感染拡大防止

区
▲

屋内施設 （17：00　閉館・閉場）

屋外施設 （17：00　閉館・閉場）

障害のある方向けおでかけスポーツ（11月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～

①11月5日㈮午後1時15分～2時30分②26日㈮午後1時45分～3時
スポーツセンター 肢体及び視覚障害者向けの①軽体操②水泳（ど

ちらか1日のみの参加も可） 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

11月1日～22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）
電話又は直接江戸川橋体育館☎（3945）4008へ▷申込期間 10月18
日㈪午前10時30分～31日㈰

元気ニコニコ体操11月コース

教　　室

11月27日㈯、12月4日㈯各日午前9時15分～10時
15分（未就学コース）、午前10時45分～11時45分（小
学生コース） 江戸川橋体育館 保護者又は子が区内
在住・在勤・在学者（未就学コース＝4歳以上の未就学児
とその保護者、小学生コース＝小学1～3年生とその
保護者） 各コース12組（抽選） 1組200円（保険料）

区 の「電子申請」又は、はがき（1枚1組）に「親子
フットサル教室」・参加希望日・該当のコース・児童と保
護者の住所（在勤の場合は勤務地、在学の場合は学校
名も）・氏名（ふりがな）・電話番号・児童の年齢又は学年
を明記し、〒112-
8555文京区スポー
ツ振興課☎（5803）
1308へ 10月29日
㈮必着

親子フットサル（サッカー）教室

▲小学生申込

未就学申込

▲

11月2日～12月14日の火曜午前
10時40分～11時40分（全6回、予
備日12月21日） 後楽公園少年野
球場ほか 3歳以上の未就学児（12
月末日時点）と区内在住・在勤の保護
者 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「親子すくすく教
室」・住所（在勤者は勤務先住所も）・
氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・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 10月25日㈪必着

親子すくすく教室（3年度・第3期）

▲電子申請

スポーツ

区民大会

TOKYO UNITED CUP 2021
各チーム5試合想定 区内在住･在学の中学生で構成

するチーム又は区内を活動拠点とするチーム 25,000
円（複数チーム申込の場合、1チーム20,000円） 6チー
ム（抽選） 参加可能な日・時間帯を明記のうえ、申込
書を郵送・ 又は直接〒112-8555文京区スポーツ振興
課☎（5803）1308 （5803）1356へ▷申込書配布 ス
ポーツ振興課（区 にも掲載） 11月8日㈪必着

日時 会場

12/12㈰・19㈰  8：30　　　
　　～16：30　

小石川運動場
4年2/5㈯・12㈯、3/5㈯ 14：30　　　

　　～20：30　

※全日程の参加ができなくても申込可
※11/15㈪18：30から代表者会議をオンラインで開催（予定）

カイザースラウテルン市長杯
文京区少年サッカー大会

区内在住･在学の小学生で構成するチーム又は区内
を活動拠点とするチーム 無料 申込書を 又は直
接スポーツ振興課☎（5803）1308 （5803）1356へ
▷申込書配布 スポーツ振興課（区 に掲載） 10月
28日㈭必着

区分 日時 会場

小学1・2年生 12/5㈰・12㈰
（予備日19㈰） 9：00～17：00 六義公園運動場

小学3・5年生 4年1/9㈰・10（祝・月）
（予備日23㈰）

8：30～18：30 小石川運動場
小学4・6年生 4年2/11（祝・金）・20㈰

（予備日23（祝・水））
※全て8人制で学年別の区分とする
※ 11/8㈪18：30から代表者会議をオンラインで開催（予定）

区民馬術大会
11月28日㈰午後1時 岡本ライディングクラ
ブJapan（静岡県御殿場市沼田378） ①ジムカー
ナ（クロス障碍あり）②小障碍飛越（80㎝まで）
日馬連騎乗者資格B級以上で、18~59歳の区内在
住・在勤・在学者 ①・②合わせて20人（申込順）
エントリー12,000円（参加料、会場費、貸馬料込、
当日納入） 又は で文京区馬術連盟・池田☎
045（682）4112 045（682）4111 y.ikeda@
jp-ads.comへ▷申込期間 10月18日㈪～11月
8日㈪
※貸与馬の場合は、頭数制限あり
※傷害保険には各自必ず加入
※騎乗馬決定後のキャンセルは、参加料全額負担
※健康保険証持参を推奨

● ★マークのついたイベントは、事前申込が必要（申込順）。
　10/10㈰10：00以降、電話又は直接各施設へ。
● ★マークのついていないイベントは「自由参加」。
定員がある場合は先着順。
※詳細は開催施設へ問合せのこと
※ 屋外イベントの雨天判断は文京区スポーツ施設
公式LINEで発信

注意事項

▲ 文京区スポーツ
施設公式LINE
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フレイル＊予防プロジェクト
第1回介護予防講演会
老年学者が考えた、
コロナ禍におけるフレイル予防術
11月5日㈮午後2時

～3時30分 区民セン
ター 田中友規氏（東京
大学高齢社会総合研究
機構特任研究員） 区
内在住者 50人（申込
順） 無料 10月18
日㈪から本人が電話又は に 6面記入例
1～3と6 番号・生年月日を明記
し、高齢福祉課介護予防係☎（5803）
1209 （5803）1350へ
※手話通訳あり
＊ フレイル：加齢とともに心身の活力（筋力、
認知機能、社会とのつながりなど）が低下
した状態

STEP～ひきこもり等自立支援事業～
11月13日㈯午前9時30分～11時

30分 シビックセンター内会議室
ひきこもりでお困りの家族同士の情
報交換等 ひきこもり等の状態にあ
る子を持つ家族（区内在住者を優先）
20人（申込順） 無料 電話又は
に 6面記入例 1～3・5を明記し、茗

荷谷クラブ☎（3941）1613 （3947）
0766へ

文
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ゆかりの文化人顕彰事業
「朗読コンテスト」観覧者募集
11月14日㈰午後1時～4時 跡見
学園女子大学（大塚1-5-2） どなた
でも 100人（抽選） 無料 はが
き・ 又は に 6面記入例 1～3・5と6
観覧人数を明記し、〒112-8687文
京区大塚1-5-2跡見学園女子大学文
京キャンパス事務室朗読コンテスト
係 （3941）8333 d-chiiki@atomi.
ac.jpへ 10月22日㈮必着 ふるさ
と歴史館☎（3818）7221

登録団体企画助成事業
おもしろ！歌舞伎の裏話
～400年の歳月を超えて
 「新しい歌舞伎」の芽生え～
11月18日㈭午後2時～4時 男女
平等センター 喜熨斗勝氏（歌舞伎
研究家） どなたでも 30人（抽選）
無料 往復はがき（1枚2人まで）

に参加者全員の 6面記入例 1～3・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へ 10月31日㈰必着

「文京区三曲のつどい」出演者募集
4年2月20日㈰午

前11時～午後7時
宝生能楽堂（本郷1-
5-9） 筝

こと

・十七弦、
三弦、胡弓、尺八のいずれか又は組
合せによる合奏 区内在住・在勤・在
学者及び区内を活動拠点とするグ
ループ 30曲（抽選） 1曲につき500
円 申込書を郵送で〒112-0011文京
区千石4-33-8-101文京区三曲連盟
事務局・佐野へ▷申込書・募集要項配
布 アカデミー推進課・アカデミー文
京・地域アカデミー 10月30日㈯必
着 アカデミー推進課文化事業係☎
（5803）1120
※詳細は募集要項を参照

フミコムcafe（オンライン開催）
「夜のパン屋さん」から考える
ロスのない循環する仕組みづくり
10月20日㈬午後7時～8時30分
佐野未来氏（ビッグイシュー日本東京
事務所） 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.tokyo
※詳細は上記 へ

シビックシネマサロン
「フェデリコという不思議な存在」
11月19日㈮午後1時30分～3時30
分（20分前から開場） アカデミー文
京▷監督 エットレ・スコーラ▷出演
トンマーゾ・ラゾッティほか イタ
リアが世界に誇る映画監督フェデリ
コ・フェリーニの実像に迫る 15歳
以上の区内在住・在勤・在学者（中学
生を除く） 30人（抽選） 無料
往復はがきに 6面記入例 1～5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5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

東京都空き家フォーラムin文京
区民センター（YouTubeでのオン
ライン同時配信実施） 空家所有者
等（予定者含む） 各回30人（申込順）
無料 電話でネクスト・アイズ☎

0120（406）212へ（ https：//www.
nexteyes.co.jp/event/からも申込可）

日時 内容・講師（敬称略）

11/27
㈯

10：00
～16：00 個別相談会

11：00
～12：00

講演
「将来この「家」どうする？
人生100年時代の住まいの
整理術」
ファイナンシャルプランナー

有田美津子

13：30
～14：30

講演
「賢い空き家の売り方・活か
し方～空き家に“しない”活
用法～」
住まいと街設計事務所

代表取締役　川道恵子
※詳細は上記 へ

住環境課管理担当☎（5803）1374

高齢者いきいき囲碁交流会
11月17日㈬午後1時～4時 福祉
センター江戸川橋▷対局方式 クラ
ス別2回戦 60歳以上の区内在住者
20人（抽選） 無料 はがき又は
に6面記入例 1～5と6段（級）を明記

し、〒112-0006文京区小日向2-16-
15福祉センター江戸川橋☎（5940）
2901 （5940）2902へ 10月27日
㈬必着

心身障害者・児バスレクリエーション
アンケートを実施します
　区 の「電子申請」からご
回答ください。
区内在住の身体障害者手

帳・愛の手帳保持者 11月
15日㈪ 障害福祉課障害者在宅サー
ビス係☎（5803）1212 （5803）1352
※11月実施予定のバスレクリエー
ションは中止

幼児向け消費者教育
人形劇「ひとまねアヒル」
11月7日㈰①

午前11時～11時
45分②午後2時
～2時45分（各
回同内容、30分
前から開場） スカイホール▷出演
人形劇団「プーク」 区内在住・在園の
3歳以上の未就学児とその保護者（小
学生を除く） 各15組［抽選、1組4人
（保護者は2人）まで］ 無料 往復
はがき（1家族1枚）に参加者全員の
6面記入例 1～3・5と6子どもの氏名・
年齢（11月7日㈰現在）・希望回・区内在
園の場合は「在園」を明記し、〒112-
8555文京区消費生活センター☎
（5803）1105へ 10月25日㈪必着

犬の飼い主さんへ
　飼い犬が人をかんだ
ときは、東京都動物の
愛護及び管理に関する
条例第29条で定めら
れている次の対応を
行ってください。犬を飼い始めたら、
ルールとマナーを守りましょう。
•怪我をした人への応急手当を行う
•事故の再発防止を行う
• 24時間以内に事故発生地の保健所
へ事故発生届を提出する

• 48時間以内に飼い犬に獣医師によ
る狂犬病の検診を受けさせる

生活衛生課環境衛生担当☎（5803）
1227

障害者週間記念「ふれあいの集い」
作品展 出展作品募集
絵画・写真・手芸品など 区内在

住・在勤の心身障害者・児▷募集期間
10月15日㈮～11月5日㈮
※申込方法等詳細は、障害福祉課へ
作品展
12月4日㈯～6日㈪ 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

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
「自転車の代わりに置こう思いやり」
10月22日㈮～31日㈰
　キャンペーン期間
中、駅周辺の放置自
転車をなくすため、
警察署等関係機関の
協力を得て、自転車の適正な利用の
啓発と放置自転車の撤去を重点的に
行います。
　一人ひとりがルールとマナーを守
り、放置自転車のない安全で美しい
まちづくりにご協力をお願いします。
一時利用制自転車駐車場　
後楽園・後楽園駅前・礫川公園前・春
日・千石東・千石西・千石南・護国寺駅
西・東大前・本郷三丁目・江戸川橋交番
横・江戸川橋新目白通り・茗荷谷中央
第一及び第二自転車駐車場 2時間
まで無料、以後10時間ごとに100円

土木部管理課交通安全係☎（5803）
1244

思わず応援したくなる寄付チラシ
のつくりかた（オンライン開催）
10月23日㈯午後2時～4時30分
林田全弘氏（グラフィックデザイ

ナー） 区内を活動範囲に含む非営
利活動を行っている団体・個人の方
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

サイバーセキュリティセミナー＠文京区
（オンライン開催）
11月4日㈭・5日㈮午後1時30分～

4時30分 区内中小企業等の経営者、
管理職、情報管理担当部門の方 各
30人 無料 に 6面記入例 1・3・5
と6会社名・受講希望日を明記し、
cs-semi2021-f@keishicho.tokyo.
jpへ 警視庁サイバーセキュリティ
対策本部☎（3581）4321［内線☎
（7861）2234］、経済課産業振興係
☎（5803）1173
▷共催 警視庁、東京商工会議所文
京支部
※Microsoft Teams（オンライン会
議ツール）の接続環境が必要

知的障害者・児移動支援従事者養成研修
福祉センター江戸川橋 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 11月12日㈮

日時（15分前から受付）

講義
11/20㈯ 9：00～16：30

11/21㈰ 9：00～15：30

演習 11/23（祝・火） 9：00～18：00

※ 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

中小企業向けセミナー（オンライン開催）
コロナ禍において事業主が注意すべき
労務管理のポイント
11月12日㈮午後2時～4時 馬場
一成氏（ばば社労士事務所代表ほか）
40人（申込順） 無料 東京商工

会議所 http：//event.tokyo-cci.or.
jp/event_detail-107870.htmlか
ら申込 東京商工会議所文京支部☎
（3811）2683
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

特別公開講座「人類と感染症の歴史」
～ペスト・コレラ・インフルエンザ～
11月20日㈯午後2時～4時 スカ
イホール 人類と感染症との闘いを
西洋史の観点から紐解く 樺山紘一
氏（歴史家） 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
10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

消費生活研修会
学んで安心！キャッシュレス講座
11月26日㈮午後2時～4時 産業
とくらしプラザ キャッシュレス決
済の使い方や利点、現状や今後の動
向など 山本正行氏（山本国際コン
サルタンツ代表） 区内在住・在勤・
在学者 25人（申込順） 無料
電話で消費生活センター☎（5803）
1105へ

文化財講演会
小日向「切支丹屋敷」とシドッチ神父
11月13日㈯午後2時～4時30分
区民センター 「切支丹屋敷」につ

いて歴史的史料や絵図等の調査結果
を紹介 渋谷葉子氏（徳川林政史研
究所研究員）ほか どなたでも 50
人（抽選） 無料 往復はがきに
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
文京区教育総務課文化財保護係☎
（5803）1305へ 10月28日㈭必着
※当日は区民チャンネル（デジタル
11ch）撮影予定

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 区 の
申込フォームから申込 経
済課産業振興係☎（5803）
1173

日時 内容 講師（敬称略）

11/5㈮

14：00
～15：30

SDGs 尾関眞里子

11/12㈮ Society5.0/
DX 松井淳

11/19㈮
働き方改革
ワークライフ
バランス

石和信人

※ Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境
が必要

第6回家庭教育講座
ICTを活用した授業と
 基礎学力・身体的影響
11月8日㈪午前10時～11時30分
アカデミー文京 相澤崇氏（都留

文科大学准教授） 年中児から中学
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、11月2日㈫までに電話又は で
上記へ（申込順）
※手話通訳の希望者は、10月25日
㈪までに電話又は で上記へ

ウェルカム商店街オンラインセミナー
無料 申込フォームから申込（下

記二次元コードからアクセス可）
日時 対象 内容

11/10㈬
19：00
～20：30

区内
小売店 キャッシュレス決済と

最新IOT技術活用
（PayPayポイント還元
事業についても紹介）

11/24㈬
14：00
～15：30

区内
飲食店

※ Z
ズ ー ム

oom（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

福祉のしごと 相談・面接会
10月30日㈯午前11時～
午後2時（受付は午前10時
45分～午後1時50分） 区
民センター 介護等福祉の
しごとに関する施設・事業
所担当者による相談・面接会（施設・
職場見学の相談可） どなたでも
無料 社会福祉協議会 https：//
www.bunsyakyo.or.jp/から申込
10月26日㈫ 社会福祉協議会総

務係☎（3812）3040
※服装自由

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
事業者の公募
　高齢者が住み慣れた地域
で安心して生活を続けてい
くために「定期巡回・随時対
応型訪問介護看護」を実施
する事業者を募集します。
▷応募意向調査票受付期間 10月
20日㈬～11月19日㈮▷募集要項配
布（10月20日㈬から） 介護保険課
（区 からもダウンロード可） 介護
保険課事業指導係☎（5803）1204
※申込方法等詳細は区 を参照

臨時休館のお知らせ
会場・問合せ 日時 理由

不忍通りふれあい館
☎（3822）0040

10/25㈪ 受電設備点検で停電のため

根津地域活動センター
区民サービスコーナー
☎（3822）3653

根津図書室
☎（3824）2608

※根津図書室は、10/18㈪9：00～17：00開館

コミュニティ助成事業＊

　（一財）自治総合セ
ンターのコミュニ
ティ助成事業によ
る宝くじの助成金
を受け、音二町会
が曳

ひき

太
だい

鼓
こ

を整備し
ました。
＊ コミュニティ助成事
業：コミュニティ活動
の促進と健全な発展
を図るとともに、宝く
じの社会貢献広報を
目的としています。
区民課 地域振興・協働推進係☎

（5803）1170

シルバーパスの新規購入

内容
都バス、都営地下鉄、都電、日
暮里・舎人ライナー、都内民営バ
スを利用可

有効期限 4年9/30㈮

対象 70歳以上の都民
（寝たきりの方を除く）

費用

住民税非課税者＝1,000円
課税者＝20,510円（2年の合計所得
金額が135万円以下の方は1,000
円）

発行場所

都バス巣鴨・早稲田自動車営業所、
都営地下鉄上野御徒町駅ツーリス
トインフォメーションセンター、都
営地下鉄巣鴨駅定期券発売所ほか

手続きに
必要なもの

①健康保険証又は運転免許証
②1,000円でパスを購入する方は、
上記①のほか非課税又は合計所
得金額を証明する書類が必要

※詳細は下記へ

東京バス協会☎（5308）6950

住居確保給付金の再支給申請期限が
延長となりました
　住居確保給付金の受給が一度終了
した方でも、11月30日㈫までに再
度申請することで、3か月受給でき
るようになりました。（再支給の利
用は一度限り）
生活福祉課自立支援担当☎（5803）

1917
※支給要件等詳細は区 参照
※すでに受給が終了した方で、その
後解雇された場合は最大9か月受給
可能

第2回文京区子ども・子育て会議
10月29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 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（15分
前から受付） 子育て支援課子育て
支援推進担当☎（5803）1256
※保育希望者は10月22日㈮までに
上記へ

第1回文京区リサイクル清掃審議会
10月18日㈪午後3時～5時 シビッ
クセンター24階委員会室 リサイ
クル清掃審議会委員の委嘱、文京区
一般廃棄物処理基本計画について
10人（先着順） 傍聴希望者は当日直
接会場へ リサイクル清掃課リサイ
クル推進係☎（5803）1135

第25回在宅医療検討部会兼
第15回医療介護連携専門部会
10月19日㈫午後1時30分～3時30
分 シビックセンター24階委員会室
かかりつけ相談窓口の実績につい

てほか 10人（先着順） 傍聴希望者
は当日直接会場へ 高齢福祉課地域
包括ケア推進係☎（5803）1843

第3回文京区地域包括ケア推進委員会
10月29日㈮午後1時45分～3時30
分 シビックセンター24階委員会室
中・長期的な視点での地域包括ケ

アシステムの検討についてほか 10
人（先着順） 傍聴希望者は当日直接
会場へ 高齢福祉課地域包括ケア推
進係☎（5803）1843

イキイキ人生♪保育のお仕事セミナー
11月19日㈮午
後2時～4時30分
（20分前から受付）
シルバーセン

ター 保育の基本
や保育施設で働くことの楽しさやや
りがいについて 60歳以上の区内在
住者 20人（申込順） 無料 電話
又は に6面記入例 1～5を明記し、シ
ルバー人材センター☎（3814）9248
（3811）9100へ▷申込期間 10月
15日㈮～11月5日㈮

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

内部障害者対象
キャッシュレス講座 11/8㈪

13:30
～15:30

福祉センター
江戸川橋

無料 10/25㈪ ―

肢体障害者対象
紙バンド教室 11/12㈮

500円

10/28㈭ 作品を入れる袋

視覚障害者対象
ガーデニング教室 11/17㈬ 11/2㈫

作品を入れる袋、エプロン、
ふきん（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

知的障害者対象
音楽教室 11/20㈯

無料
11/5㈮ ―

内部障害者対象
ICT講座 11/30㈫ 14：30～16：30 障害者会館 11/15㈪ 筆記用具

※オンライン開催になる可能性あり

交流館の教室  
着付け教室 カービング教室 カーレット教室 季節のリース型寄せ植え講座

日時 10/30㈯
14：00～16：00

10/31㈰
①13：30～14：40
②15：10～16：20

11/3（祝・水）・17㈬
14：00～16：00

11/9㈫
①10：00～12：00
②13：30～15：30

会場
問合せ

千駄木交流館
☎（3821）6695

白山交流館
☎（3813）8500

千駄木交流館
☎（3821）6695

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

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 10/15㈮10：00から電話又は
直接千駄木交流館へ

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） 10/15㈮10：00か
ら電話又は直接白山交流館へ

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 10/15㈮
10：00から電話又は直接千駄
木交流館へ

リース型寄せ植え（植物とリース台の重
さ5kg程度） 樺澤智江 区内在住・在勤・
在学者 各5人（抽選） 3,000円（花材費）
往復はがきに 6面記入例 1～3・5と6希望

時間帯を明記し、根津交流館へ 10/25㈪
必着
※定員に満たない場合、開催しない場合あり

▲申込フォーム

▲田中友規氏

▲申込フォーム

▲区

▲区

▲ 社会福祉
協議会
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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

▲
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印刷物番号
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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

iPhone Android
Catalog Pocket

いい歯の日講演会（オンライン開催）
～新型コロナウイルス感染症等と
 口

こう

腔
くう

の健康～
10月29日㈮午後7時
～8時30分 有川量崇
氏（日本大学松戸歯学
部衛生学教授） 区内
在住・在勤者 30人（抽
選） 無料 区 の「電子申請」から申
込 10月20日㈬ 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

文
ふみ

の京
みやこ

介護予防体操地域会場
11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）

10/15
㈮

汐見地域活動
センター

11/1㈪
8㈪
15㈪
22㈪
29㈪

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
16人

10/18
㈪

アカデミー音羽 11/2㈫
9㈫
16㈫
30㈫

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

10/19
㈫

福祉センター
江戸川橋

11/1㈪
8㈪
15㈪
22㈪
29㈪

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

10/20
㈬

千駄木高齢者
在宅サービス
センター

11/1㈪
8㈪
15㈪
22㈪
29㈪

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

シルバーセンター
11/4㈭
11㈭
18㈭

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

各
16人

10/21
㈭

アカデミー茗台 11/5㈮
12㈮
19㈮
26㈮

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
12人

10/22
㈮

福祉センター
湯島
※上履きを持参

11/4㈭
11㈭
18㈭
25㈭

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
10人

向丘地域活動
センター

11/18㈭
25㈭

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

各
6人

10/25
㈪

動坂会館 11/10㈬
17㈬
24㈬

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

各
5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人1会場の利用に限る

精神保健相談
精神的な悩みで困っている方に
　精神科医による個別相談（予約制）
です。家族からの相談も可能です。

保健サービスセンター＝11月5
日㈮・17日㈬、本郷支所＝11月12
日㈮・29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

元気でいきいき教室
「かをりを楽しむお香」
11月15日～12月13日の月曜（全

5回）午前10時～11時30分 福祉セ
ンター湯島 65歳以上の区内在住者
14人（抽選） 各1,000円 電話
で福祉センター湯島☎（3814）9245
へ 10月18日㈪

子育て世帯応援事業
　コロナ禍で子どもを産み育て続け
る家庭への支援として、10万円相当
（送料含む）の育児用品や子育て支援
サービス等を提供します。
2年4月28日～12月31日生まれで
3年9月1日まで引続き区内に住民票
がある世帯 健康推進課健康増進係
☎（5803）1961
※申込不要、対象者へは10月下旬
（予定）に簡易書留で郵送

介護者教室
～役に立つ防災とお片付け講座～
11月28日㈰午後2時～4時 福祉
センター江戸川橋 赤プル（防災士）
区内在住・在勤・在学者 35人（申込
順） 無料 電話で高齢者あんしん
相談センター大塚☎（3941）9678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 11/10㈬・17㈬

10：00～13：10

会場 福祉センター
江戸川橋

福祉センター
湯島

申込
問合せ

電話で福祉セン
ター江戸川橋
☎（5940）2901へ

電話で福祉セン
ター湯島
☎（3814）9245へ

申込期間

10/22㈮9：00～各回前日
※1人1回の利用に限る、ただし17
㈬分のみ11/12㈮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

ぶんにこ駒込（オンライン同時開催）
11月13日㈯午後2時～3
時30分 千駄木の郷

さと

オ
ンラインツール（Z

ズ ー ム

oomな
ど）の使い方、活用方法、
意見交換 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 10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 komagome-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

母親学級（オンライン開催）
11月19日㈮午後2時～3時35分
沐
もく

浴
よく

デモ・妊娠中の口
こう

腔
くう

ケア・妊娠中
の食事の話・助産師の話・産後の話
妊娠24週以降の区内在住の初妊婦
（集合型の母親学級に参加している
方は不可） 15人（抽選） 無料 区
から申込▷申込期間 10月20日

㈬～30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

8・9月利用分ベビーシッター利用料
助成金交付申請の受付を開始しました
　満2～6歳になる年度の末
日までの児童がベビーシッ
ターの派遣による保育サー
ビスを受けた際の保育料の
一部を助成します（書類審査後指定
された口座に振込）。受付締切日を
過ぎた場合の助成金は原則お支払い
できません。
保育サービス（8・9月分）を利用した
領収書等の必要書類を〒112-8555
文京区子育て支援課子育て支援推進
担当へ郵送又は持参 10月29日㈮必
着 子育て支援事業コールセンター
☎（5803）1288
※詳細は上記又は区 参照

健康フェスティバル
歯科検診・お口の中のなんでも相談会
文京区歯科医師会☎（3812）9627

薬に関する街頭相談・血管年齢・骨密度測定
文京区薬剤師会☎（3943）4686

10月17日㈰午前11時～午後3時
本郷台中学校 どなたでも 無料
当日直接会場へ

ステップ・アップ離乳食講習会
11月11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「7～8か月児の離乳食づ
くりのポイント」 3年3～4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人（申
込順） 無料 10月19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

はじめての離乳食講習会
11月18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 10月22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

共通事項

専門医による骨粗しょう症健診
11月18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
10月21日㈭から電話で保健サー

ビスセンター健康相談係☎（5803）
1805へ

交流館の体操教室 
軽体操教室 　11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
11月20日㈯午前10時～11時
千駄木交流館☎（3821）6695 9人
（申込順）

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） 10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 

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）

11/5㈮・12㈮
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）
申込
問合せ

10/20㈬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

（10分前から
受付）

11/9㈫・16㈫
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各10人（申込順）
申込
問合せ

10/20㈬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

共通事項

～秋の食中毒予防～ 生活衛生課食品衛生担当
☎（5803）1228

　さば・さんまといった魚には、アニサキスという寄生虫が潜
んでいる場合があります。アニサキスに寄生された魚を食べて
しまうと、激しい腹痛を起こすことがあります。魚を食べる際
は中心部まで十分に加熱しましょう。

アニサキスに注意

　秋はキノコによる食中毒が増加する季節です。キノコに毒があるかを見分
けるのは非常に難しいことです。安全に食べられると判断できないものは絶
対に「採らない」「食べない」「人にあげない」ようにしましょう。

毒キノコに注意

生魚を食べる際の注意点
• 内臓には多くのアニサキスが寄生しているので、早めに内臓を
取り除く

•－20℃以下で24時間以上冷凍する
• 調理時は、部屋を明るくして、アニサキスがいないか確認し、
確実に取り除く

▲電子申請

▲二次元コード

▲区


