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■主な内容
新型コロナウイルス
ワクチン接種について………………　３面

10月1日㈮から有料粗大ごみ処理券の
デザインが一部変わります…………　３面
4年度予算の編成方針を定めました …　３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。

2面へ

ぶんきょう食べきり協力店

　区内で61店舗（8月現在）が「ぶんきょう食べきり
協力店」に登録し、食品ロスの削減に取り組んでい
ます。ぜひ積極的にご利用いただき、「おいしく食
べきる生活」を始めましょう。

▲区

●小盛メニューの提供
●量り売り・ばら売りの実施
●一人前の惣菜の販売
●賞味期限間近による値引き販売
●食べ残した料理の持ち帰り

主
な
取
組
例

減らそう！ 食 品 ロ ス
10月は食品ロス削減月間、10月30日は食品ロス削減の日です！ 

リサイクル清掃課
☎（5803）1135

日本の食品ロスの現状
　日本では、年間約600万トンの食品ロスが発生
しています。そのうち46％は「家庭」から。

フードドライブ（未利用食品の回収）

賞味期限まで2か月以上ある
常温保存可能な食品

（例） 缶詰、インスタント・レトルト食品、乾麺、米（国
産米で精米から2年以内のもの）、調味料（塩、砂
糖は賞味期限の表示がなくても可）、飲料（アルコー
ル飲料を除く）、菓子、乳幼児食品、健康食品等

※ 開封済みの食品、包装や外装が破損している食品は
回収不可

▲区

今日から始めよう食べきり推進活動！
～おいしく楽しく食べきろう～

　食品ロスの削減には、家庭・買物・外食など生活の様々
な場面での一人ひとりの心がけが大切です。今日からで
きる食べきり推進活動をご紹介します。

日本の1年間の食品ロス

約600万トン
約324万トン 約276万トン

（事業系  　＋ 家庭系　　）

東京ドーム（体積約124万㎥）
に換算すると…

約5個分

出典：農林水産省・環境省 平成30年度推計

買い過ぎ・期限切れ・食べ残し・過剰な除去（野菜の皮など）等により、
本来食べられたはずなのに廃棄されてしまう食品のこと。食品ロスとは…

賞味期限と消費期限の違い
食品の期限表示は、「賞味期限」と「消費期限」の2種類あります。

一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、
早めに食べきりましょう。

「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」の
ことです。日持ちする食品に表示されています。賞味期限

「安全に食べられる期限」のことです。
傷みやすい食品に表示されています。消費期限

回収対象

●リサイクル清掃課（シビックセンター17階）
月～金曜午前８時30分～午後５時（祝日、12/29～1/3を除く）
●イベント回収
●自宅訪問受取サービス（指定の着払い伝票で食品を郵送）
対象：区内在住でリサイクル清掃課窓口等へ食品の持参が困難な方

受
付
窓
口

文京区の可燃ごみに含まれる
食品ロスの内訳文京区の食品ロスの現状

　文京区では、家庭（系）の食品ロスだけで、
年間約1,998トンにもなります。

出典：令和元年度文京区家庭ごみ組成分析調査

文京区の1年間の食品ロス

約1,998トン
（家庭系　　）

食べ残し使い残し

手つかず
（未利用）

40
%

32%

28
%

このステッカー
が目印です！

日本 文京区

□空腹時にはできるだけ買物を避ける
□余らせないように、食べる分だけ買う
□量り売り・ばら売りを活用する
どうしても食べきれない未開封の食品はこちらへ

買物・整理編

□食べきれる量を注文する
□  アレルギーや苦手なものなど、食べられない
ものを事前にお店の方に相談してみる
区内のぶんきょう食べきり協力店もぜひご利用ください

外 食 編

point!

区でも「食品ロス対策事業」を実施しています！
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本号は、9月13日時点の情報
で作成しています ▲区

iPhone Android

〒112-8555文京区アカデミー推進課都市交流担当☎（5803）1310

　交流のある都市の食材を活用した料理や商品を提供・販売する店舗
を巡るスタンプラリーを開催します。食欲の秋に、文京区にいながら
交流都市で作られた美味しい食材を味わってみませんか。
※詳細は区 を参照スタンプラリー

めぐり

交流都市のおいし
さ発見の旅に出か

けよう

10／1金▶12／31金10／1金▶12／31金

食

2店舗以上を巡り、スタンプ  個集めると
抽選で利用券・お買物券・特産品など

賞品が当たる!!
応募締切：4年1月14日金

3

交流都市 岩手県盛岡市、茨城県石岡市、新潟県魚沼市、石川県金沢市、山梨県甲州市、島根県津和野町、広島県福山市、福岡県北九州市
熊本県熊本市、熊本県玉名市、熊本県上天草市

店舗 住所

イタリアンキッチンSORRISOLE 春日1-15-9

タンタローバ 小石川4-18-7

チッタアルタ 小石川3-1-24 K-WING1F

つくる。 小石川4-3-12

タベルナ・アイ 関口3-18-4

蕎麦人弁慶 護国寺店 音羽2-11-18

パーネ・エ・オリオ 音羽1-20-13

湯島丸赤 湯島3-39-9

お好み焼き処　小奈や 千駄木3-43-10 トウトクビル1F

モリキネカフェ 千駄木1-23-4

SHOP&CAFE九州堂 千駄木3-40-16

パンダワイン 本駒込4-39-2 リーラ文京本駒込103
※店舗により提供期間が異なるので、事前に を参照
※年末の繁忙期など、店舗で対応できない場合あり

スタンプラリー参加店 交流都市の食材を活用したメニュー、
賞品は区 をご覧ください。

銀座の金沢
お食事券（6,000円分） 2本
銀座熊本館
ご利用券（5,000円分） 2本
TSUWANO T-Space
お買い物券（1,500円分） 6本

甲州ワイン（1本） 12本
かるたの街文京
B-ぐるバス乗車券 10本
何が届くかお楽しみ！
交流都市の特産品詰め合わせセット 30本

スタンプラリー賞品

文京区国内交流・連携事業補助金申請

　住民交流を目的としたイベント、農業体験・自然体験などを行う団体に対し、経費の一部を補助します。
　交流先をお探しの場合や人的移動を伴わない交流（インターネットによる交流）についてもご相談ください。
交付決定を受けた日～4年2月28日㈪までに、区内又は対象地域で住民同士の交流を図る事業を行う、次の全ての条件を満たす団体①非営利団体②団体の構成

員が10人以上③構成員の半数以上が区内在住・在勤・在学者④③の半数以上が区内在住者⑤活動の拠点となる事務
所の所在地又は団体の連絡先が区内にある▷補助内容 交流事業1件について経費の2分の1（上限10万円。1団体に
つき1件まで）▷対象地域 国内全域（都内を除く） 申請書及び必要書類を郵送又は直接〒112-8555文京区アカ
デミー推進課都市交流担当☎（5803）1310へ▷申請書配布 アカデミー推進課（区 にも掲載） 10月25日㈪必着
※区と協定を締結している地域は選考時に重視
※11月上旬に書類選考のうえ、交付の可否を決定
※政治的、宗教的、反社会的団体などは対象外
※他の補助金等を受けている事業（予定を含む）は対象外
※詳細は区 又はアカデミー推進課へ

追加募集

▲区

①交流先地元農家での農業体験
②ウェブを活用した郷土料理教室　など

実　施　例

※ 当選発表は発送をもってかえさせていただきます。
※ 応募は何回でも可、1店舗のスタンプのみでの応募やス
タンプの合算は不可
※ 提供された個人情報は本事業の運営管理の目的のみに使用

3個集めたら、スタンプ台紙に必要事
項を記入して応募しよう！

S T E P

❶～❸のいずれかの方法で応募
❶ 63円切手を貼ってアカデミー推進課へ郵送
❷ アカデミー推進課窓口（シビックセンター
17階）の応募箱へ投函

❸ 応募専用 b-syokustamp@city.bunkyo.
lg.jp（スタンプ台紙を写した画像又はス
キャンで取り込んだものを添付）

応
募
方
法

締
切 4年1月14日㈮（❶消印有効、❷❸必着）

スタンプラリールール 10/1から

▲区

S T E P

　右記店舗、シビックセンター、地域活動センター、
　図書館等（区 からもダウンロード可）

スタンプ台紙を手に入れよう！
▶パンフレット（スタンプ台紙付き）配布

2店舗以上を巡り、 スタンプを3個集め
よう！

S T E P

　  　1個• 飲食・商品購入

　  　　  　2個
• 交流都市の食材を活用した
メニューの飲食・商品購入
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☆10月1日から東京都最低賃金は、時間額1,041円に改正されます。
　都内で働く全ての労働者に適用されます。
　 東京労働局労働基準部賃金課☎（3512）1614、東京働き方改革推進支援センター☎0120（232）865

10月7日㈭午後2時～2時40分 不忍通りふれあい館 小鹿紀英氏 ど
なたでも 30人（申込順） 無料 電話で地域整備課 耐震・不燃化担当
☎（5803）1846へ 10月6日㈬午後5時

耐震セミナー
東京で明日起こるかもしれない大地震に備えて

10月7日㈭午後3時～4時20分 不忍通りふれあい館 弁護士・建築士・
税理士による建物の耐震化に関する相談、職員による耐震化促進事業の助
成金制度等の相談 どなたでも 無料 電話で地域整備課 耐震・不燃化
担当☎（5803）1846へ（申込順） 10月6日㈬午後5時
※相談時間は20分程度

耐震個別相談会

旧元町小学校と元町公園の区民説明会を開催します
10月9日㈯①午前10時～正午②午後2時～4時（各回同内容、受付は30分
前から） 区民センター 旧元町小学校と元町公園との一体的活用事業につ
いて 各回60人程度 電話・区 の「電子申請」又は に「区民説明会」・住所・
氏名（ふりがな）・電話番号と希望回（どちらか1回）を明記し、企画
課 (5803)1330へ 10月6日㈬ 企画課☎(5803)1126
※資料送付のみご希望の方は、電話又は に「説明会資料送付
希望」・氏名・住所を明記し、上記へ ▲区

新型コロナウイルスワクチン接種について
　新型コロナウイルスワクチン接種について以下の点にご注意ください。
　 ワクチン接種について
• 12歳になる誕生日の前日から、ワクチンの接種を受けることができます。
12～15歳の接種は保護者の同伴が必要です。一部取り扱いが異なる
接種会場もありますので、詳しくは区ホームページをご確認ください。
• 武田/モデルナ社製ワクチンを使用する大規模接種会場では、既にファ
イザー社製のワクチンを接種している方の接種はできません。

　 個別接種について
　各医療機関が実施する個別接種と区が実施する集団接種で予約・接種を
行ってきましたが、今後は、国からのワクチン供給量や接種率をふまえて、
区民の方が効率的に接種できるよう、集団接種を中心に進めていきます。
これに伴い、区内医療機関では個別接種の新規予約の受付は終了してい
ますのでご注意ください。

　ご自身でのワクチン接種予約が困難な方を対
象に、集団接種会場のインターネットによる予
約手続きを地域活動センターで支援します。
▷受付時間 月～金曜午前９時～午後５時
各地域活動センター

予約の代行

ワクチン接種　予約・問合せ
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

文京区

毎日午前9時～午後8時 ☎03（6747）4593
厚生労働省ワクチン接種　全般問合せ

新型コロナワクチンコールセンター
毎日午前9時～午後9時 ☎0120（761）770

　シビックセンター内の集団接種会場で接種
する際に、子どもを一時的にお預かりする託
児事業を実施しています。
▷受付時間 月～金曜午前９時～午後４時
子育て支援課☎（5803）1256

託児　※シビックセンター内のみ
　区内在住で、一人で新型コロナウイルスワクチン接
種会場に行くことが困難な方を対象とした「ワクチン
接種同行ボランティア」を紹介しています。
▷受付時間 月～金曜午前8時30分～午後5時15分
文京ボランティア支援センター☎（3812）3114

同行ボランティア

※希望に添えない場合あり集団接種会場でのワクチン接種について、以下の支援を行っています

　災害（大雨、台風、地震）などが発生又は予想される場合に、区が実施している集団接種を中止する場合があります。集団接種中止に関する情報は、区
ホームページ・区公式SNS（Twitter・LINE）等でお知らせします。

災害時における対応について

4年度予算の編成方針を定めました
　人口増加のペースが大きく変化したことやふるさと納税の影響による多
額の税の流出に伴い、これまでのような特別区民税の伸びを期待すること
が難しくなっています。
　また、平成28年度税制改正の影響による都区財政調整交付金の減収が平年
度化するとともに、依然として新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響
を見通すことは困難なことから、区財政は予断を許さない状況が続いています。
　このような状況の下、区としては、引き続き感染症対策や経済対策に最
優先で取り組むほか、アフターコロナを見据え、デジタル化を積極的に進
めていく必要があります。
　また、「文

ふみ

の京
みやこ

」総合戦略に掲げる主要課題の解決に向け、戦略的な事業
展開を図りながら各施策を推進するとともに、今後も行政需要の変化を的
確に捉えた区政運営を進めていく必要があります。
　加えて、今後の歳入見通しが不透明なため、財政基盤の確立に向け、事
務事業は、これまで以上に質の高いものに転換していくとともに、施設整
備等の多額の予算が必要な事業については将来の財政負担を考慮し、計画
的に実施していかなければなりません。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている区民の健康と暮らしを守
るとともに、感染症に伴う様々な社会変革にも適応しつつ、地域経済の復
興を図るための予算を優先して編成します。
　また、基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、「文

ふみ

の京
みやこ

」総合戦略に
掲げる主要課題の解決等に邁進するため、現場の視点を重視し、既存の分
野や領域を超えた柔軟な発想により、一層の創意と工夫を凝らし、効率的・
効果的に質の高いサービスを提供するための予算を編成します。
　さらに、健全な財政運営を図るため、歳入予算の見込みと基金残高の状
況を踏まえ、歳出予算の増加を抑制します。
　その他、大規模な予算を必要とする投資的経費については、事業の緊急
度、重要度及び優先度を踏まえて予算を編成し、特に、新たな事業の着手
に当たっては、基金残高や財政状況等を注視しながら、慎重に判断し、予
算を編成してまいります。

予算編成方針の基本的な考え方

　次に掲げる重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として展開
します。
①「文

ふみ

の京
みやこ

」総合戦略に掲げる主要課題の解決につながる施策②持続可能な
行財政運営を推進する施策③新型コロナウイルス感染症に対応する施策④
その他重要性の高い施策

予算の重点施策

4年2月 予算案発表（予定）、3月 区議会予算審査特別委員会
財政課☎（5803）1127　※予算編成方針は、区 に掲載

今後の主な日程

▲区

10月1日㈮から有料粗大ごみ処理券のデザインが一部変わります
　10月1日以降もお手持ちの旧券（Ａ・Ｂ券）は、そのまま使用できます。
旧券の在庫がなくなり次第、順次新券の販売を各取扱店で開始します。

文京清掃事務所☎（3813）6661

変
更
前

見本

見本

変
更
後

見本

見本

詳細はこちら

▲
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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。

木のクイズラリー イン 教育の森公園
　教育の森公園とその周辺（占春園など）で、クイズをしながら、樹木の
シールを集めて記念品をもらおう。
11月20日㈯午前10時～午後2時 区内在住・在学の小学生と保護者
130組（抽選） 無料 区 の「電子申請」又は往復はがき（1家族1

枚）に「木のクイズラリーイン教育の森公園参加希望」・住所・児童と保護
者の氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・学年と返信用にもあ
て先を明記し、〒112-8555文京区みどり公園課緑化係☎
（5803）1254へ 10月15日㈮必着
※児童のみや自転車での参加は不可

10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（1～3日、18～24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

ライフサポートナビ（4～10日）防災関連助成事業のご案内
スマイルらいふミニ（11～17日）文京区よつばクローバークラブ
（25～31日）3R推進・食品ロス削減推進月間

40 1×1（ワンバイワン）（1～3日）健康寿命の秘訣　田邊陽二さん／大和田裕美さん
（4～10日）地域の力が世界を変える　沼田洋一郎さん／大道寺勇人さん
Let’sスポーツ！（11～17日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング
（25～31日）スポーツ推進委員
Myストーリーミニ（18～24日）文京区技能名匠者　ペン画家　杉山浩一さん／東京籐工芸　木内秀樹さん

50 文京インフォメーション（～59）（1～31日）
9 00 介護予防体操（1～31日）
10 区長の部屋TV（1～3日、11～17日）水害への備え

スマイルらいふ（4～10日、18～24日）2人に1人ががんになる時代　若いうちからがん検診
スマイルらいふ（25～31日）産後の骨盤ケア教室

20 スマイルらいふ（1～3日、11～17日、25～31日）脳の健康度測定（認知症検診）事業について
Bサーチャーズ（4～10日、18～24日）今パラスポーツが熱い！ブラインドサッカーの魅力に迫る

30 おしえて！ぶんきょう子育て先生（1～3日、18～24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（4～10日）親子で防ごう！ネットトラブル
1×1（ワンバイワン）（11～17日、25～31日）
競技かるた界のホープ　東友則さん

40（手）1×1（ワンバイワン）（1～3日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん
（手）ぶんきょう浪漫紀行（4～10日）団子坂で隆盛を誇った菊人形
（手）Bサーチャーズ（11～17日、25～31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
（手）くらしのSafety（18～24日）横断　SAFETY ACTION

50 文京インフォメーション（～57）（1～31日）
12 00 ナイスキャッチぶんきょう（1～3日、11～17日、25～31日）

ぶんきょう浪漫紀行（4～10日）小石川をめぐる
すこやかCooking（18～24日）缶詰にひと工夫～野菜でさらに美味しく～

10 介護予防体操（1～31日）
20 ライフサポートナビ（1～3日）Bーぐる本郷・湯島ルート
くらしの情報室（4～10日）チャレンジショップ支援事業と起業したお店を大紹介②
（11～17日）チャレンジショップ支援事業と起業したお店を大紹介③
ぶんきょう浪漫紀行（18～24日）森鷗外記念館コレクション展「森類―ペンを執った鷗外の末子」
（25～31日）文京区の国際交流　これまでの歩みとこれからの未来
30ライフサポートナビ（1～3日）困った時の高齢者あんしん相談センター
（11～17日、25～31日）Bーぐる本郷・湯島ルート
Bサーチャーズ（4～10日、18～24日）地域連携ステーション　フミコムのあゆみ

40（手）くらしのSafety（1～3日）横断　SAFETY ACTION
（手）1×1（ワンバイワン）（4～10日、18～24日）グッドネイバーズカンパニー　清水愛子さん
（手）ぶんきょう浪漫紀行（11～17日、25～31日）団子坂で隆盛を誇った菊人形

50 文京インフォメーション（～57）（1～31日）
16 00 プレミアムステージ（1～3日）認知症ともにフォローアッププログラム講演会

（4～10日）ひざ痛予防教室　前編
（25～31日）腰痛予防教室　前編
文の京セレクション（11～17日）中畑清氏のアテネ五輪話
特別番組（18～24日）文京区の小規模保育事業

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

19 00 プレミアムステージ（4～10日）ひざ痛予防教室　後編
（25～31日）腰痛予防教室　後編
（1～3日、11～24日）（16：00の番組再放送）

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

＊番組は変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。

▲電子申請

　高齢化が進む中での賃貸市場の現状や
賃貸オーナーが高齢者に安心して住まい
を提供できるような支援策を、不動産店
の経験と地域福祉に携わる社会福祉協議
会の活動を交えて紹介します。高齢者の
住まいの確保について考えてみませんか。
10月27日㈬午後1時30分～3時30分
シルバーセンター▷出演 種田聖氏（東京都居住支援法人ホームネッ

ト）、長谷川秀樹氏（文京区住まいの協力店 宅地建物取引士）ほか 賃貸
住宅のオーナー、不動産会社等 30人（申込順） 無料 電話で福祉
政策課福祉住宅係☎（5803）1220へ（区 からも申込可）

文京区居住支援セミナー
文京すまいるプロジェクト

▲長谷川秀樹氏▲種田聖氏

介護のすてき発見 in 文京祭！（文京学院大学）
　文京学院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？ぜひ、1クリックで楽
しんで見てください！
10月1日㈮午前10時から約1年間▷参加方法 文京祭特設
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

　　　根津・千駄木下町まつり
中止のお知らせ

第23回

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「第23回
根津・千駄木下町まつり」は中止になりました。
アカデミー推進課観光担当☎（5803）1174 文
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・ドイツ文化講座
ドイツのスポーツ振興と

オリンピック・パラリンピック

　ドイツでのスポーツのあり方とオリンピック・パラリン
ピックに対する取り組みやオリンピアン、メダリスト等に
ついて、東京2020大会終了後の視点から話します。
10月30日㈯午後2時～4時 スカイホール 波多腰克
晃氏（日本体育大学准教授） 区内在住・在勤・在学者 40
人（抽選） 500円（受講料） はがき又は （件名に「ド
イツ文化講座（第4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 10月18日㈪必着

▲波多腰克晃氏

▲区

無料 アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120

文京区秋の文化祭

内容 日時 会場

華道展 10/ 1㈮～ 3㈰ 10：00～18：00
（最終日は15：00まで）

ギャラリーシビック・アートサロン

茶道展 10/ 2㈯ ・ 3㈰ アカデミー文京茶室「同心庵」

書道展 10/ 8㈮～16㈯ 10：00～18：00
（最終日は17：00まで） ギャラリーシビック・アートサロン

絵画展 10/23㈯～31㈰

※今年度は茶会の開催なし。茶室「同心庵」で茶道に関する展示を開催
※内容は変更になる可能性あり

生誕110年・没後30年　森
も り

類
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―ペンを執った鷗外の末子森鷗外記念館
コレクション展 森鷗外記念館☎（3824）5511

　森類は森鷗外の三男として生まれ、絵画を学んだ後、文筆活動にも取り組み、独自の表現
で詩や小説、エッセーを発表しました。
　森類の生誕110年・没後30年にあたる今年。本展では、時に生活苦に悩みながら、家族や
鷗外を敬愛する人々にも助けられ、不器用でも誠実に歩んだ80年の生涯と、たゆまぬ努力で
ペンを執り続けた類の文筆活動を、ご遺族からの寄贈資料をとおして紹介します。
9月17日㈮～12月27日㈪午前10時～午後6時（最終入館午後5時30分） 300円

▷休館日 9月28日㈫、10月26日㈫、11月24日㈬
　　　　　コーナー展示「於

お
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と
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り
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ぬ

―類の兄姉」同時開催 ▲森類

　都では、家庭での太陽光発電で発電された再エネ電力（固定価格での
買取期間が終了した電力（卒FIT電力）に限る）を提供いただける家庭を
募集しています。
　買取した電力は、東京都の施設に使用する再生可能エネルギー100％
電力の一部になります。
▷買取期間 10月～6年9月▷買取価格 11円/kWhで出光
グリーンパワー㈱買取 5500kWに達し次第終了（申込順）
出光グリーンパワーコールセンター☎0120（267）019

※申込方法等詳細は、都・環境局 「とちょう電力プラン」を参照 ▲都・環境局

家庭の太陽光発電で発電された電力の買取募集

10月23日㈯・24日㈰午前9時30分～午後4時
当日直接会場へ 〒113-0033文京区本郷4-8-3

男女平等センター☎（3814）6159
※詳細は https://www.bunkyo-danjo.jp/参照

10/23㈯ 10/24㈰

展示（ロビー） ポスターに見る世界の女たち

展示（資料コーナー） 「ものがたりから読みとる世界
～子どもたちにも知らせたいSDGs～」展

団体活動発表
ー作品・パネル展示ー
（研修室B・C・D）

資料展示・団体紹介・活動発表・絵手紙・植物画など（13団体）

映画（研修室A）
各35人（抽選）

10：00
～12：00

「一粒の麦
荻野吟子の生涯」

10：00
～12：10

「82年生まれ、
キム・ジヨン」

13：30
～15：40

「82年生まれ、
キム・ジヨン」

13：30
～15：30

「一粒の麦
荻野吟子の生涯」

往復はがき（1枚1人1作品）に希望日・映画タイトル・住所・氏名・電
話番号と返信用にもあて先を明記し、男女平等センターへ 10/11
㈪必着

※10/22㈮～24㈰の男女平等センター受付業務は、9：00～17：00
※10/22㈮の男女平等センター相談室は、10：00～16：00（受付は15：00まで）

事前申込

男女平等
センター

▲

　　　男女平等センターまつり
　　　だれもが生きやすい社会へ
第36回 入場

無料

アートウォール・シビック　4年度展示者募集

　シビックセンター地下1階アトリウム（吹き抜け空間）を囲む回
廊「アートウォール・シビック」は、若手芸術家の作品発表の場で
す。あなたの作品を発表しませんか？
18歳以上40歳未満の方又はグループ（区内在住・在勤・在学者
又は区内を活動の拠点としている方を優先） 無料（搬入出等にか
かる費用は出品者負担） 申込書に展示予定作品のうち1点以
上の写真（グループの場合は1人1点以上）を同封のうえ、郵送又
は直接〒112-8555文京区アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120へ
▷応募要項・申込書配布 アカデミー推進課（区 にも掲載） 12月28日㈫必着
※詳細は応募要項を参照

募集作品 絵画・版画・写真・染織など壁面に展示可能な作品

募集人数 12人（組）

審査
山口都氏（洋画）による書類
審査
※審査結果は応募者へ通知

展示期間
4年4月～5年3月のうち出品
者1人（1グループ）につき1
か月間

区

▲

環境政策課地域環境係☎（5803）1828

毎月7日は文京版クールアース・デー

10月のテーマは「グリーンコンシューマーになろう」
　グリーンコンシューマーとは、商品・サービスを選ぶ際に環境を重視する消費者
のことをいいます。10月は3R推進月間でもあります。買い物や、ごみを出す時な
ども環境に優しい行動を心がけましょう。

3Rの具体的な取組例
R
リ デ ュ ー ス

educe（ごみの発生抑制）：ごみになるものを減らすこと
•マイバッグを持ち歩き、レジ袋はもらわない
•過剰包装を断り、余分なものは買わない
R
リ ユ ー ス

euse（再使用）：くりかえし何度も使うこと
•洗剤やシャンプーなどは詰め替え商品の利用を心がける
•壊れたと思ってもすぐに捨てるのではなく、修理可能なものは修理して、できるだけ長く使う
R
リ サ イ ク ル

ecycle（再資源化）：もう一度資源として使うこと
•正しく分別し、資源は資源として出す
•トイレットペーパーやノートなどは回収された資源から作られた再生品を利用する

▲リサちゃん ▲イクルちゃん
文京区3R推進キャラクター

もの忘れ医療相談
　高齢者あんしん相談センターでは、嘱託医（認知症サ
ポート医等）による相談を予約制で実施しています。
区内在住・在宅生活の本人とその家族等 無料 電

話でお住まいの地域の高齢者あんしん相談センターへ
高齢者あんしん相談センター相談窓口
富
坂
高齢者あんしん相談センター富坂 ☎（3942）8128 白山5-16-3
富坂分室 ☎（5805）5032 小石川2-18-18

大
塚
高齢者あんしん相談センター大塚 ☎（3941）9678 大塚4-50-1
大塚分室 ☎（6304）1093 音羽1-15-12

本
富
士

高齢者あんしん相談センター本富士 ☎（3811）8088 本郷2-40-11
本富士分室 ☎（3813）7888 西片2-19-15

駒
込
高齢者あんしん相談センター駒込 ☎（3827）5422 千駄木5-19-2
駒込分室 ☎（6912）1461 本駒込2-28-10

相談の流れ（フロー図）
面接相談

認知症サポート医と認知症支援
コーディネーター（看護師等）が
困り事や心配事を伺います。

訪問相談
状況に応じてご家庭を訪問し、認
知機能の低下によりどのような生
活の困難さがあるのかを伺います。

調整
医療や介護保険サービス等の検
討、かかりつけ医や認知症専門
医との連携を行います。

支援
認知症の症状にあった対応助言
状況に応じて、認知症サポート医・専
門医・看護師・保健師・社会福祉士等
の専門職が、チームを組んで、最
長6か月間を目安に支援を行います。

月～金曜＝午前9時～午後7時
（土･日曜、祝日、12/29～1/3は午後5時30分まで）

　　月～土曜＝午前9時～午後5時30分
(日曜、祝日、12/29～1/3は休み)

分室

開
設
時
間

アクアエクササイズ（11月日曜コース）
11月7日～28日の日曜（全4回）午前10時～11時30分
総合体育館 アクアダンス・筋力トレーニング等 医師か
ら運動制限を受けていない18歳以上の区内在住・在勤・在
学者 50人予定（抽選） 2,200円（保険料込） 往復は
がき（1人1枚）に「アクアエクササイズ11月日曜コース」・
住所（在勤者は勤務先・所在地、在学者は学校名も）・氏名（ふ
りがな）・年齢・性別・電話番号と返信用にもあて先を明記
し、〒113-0033文京区本郷7-1-2総合体育館☎（3814）
4271へ 10月8日㈮必着

11月5日～26日の金曜（全4回）①午後4時～4時
50分（小学1～3年生）②午後5時～5時50分（小学4
～6年生） 江戸川橋体育館 区内在住・在学の小学
生 各30人予定（抽選） 640円（保険料込） 往
復はがきに「チャレンジスポーツ教室塾（ドッジボー
ル）」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・学
校名・学年・保護者名と返信用にもあて先を明記し、
〒112-0006文京区小日向1-7-4江戸川橋体育館
☎（3945）4008へ 10月8日㈮必着

チャレンジスポーツ教室塾（ドッジボール）

教　　室

区民ダンススポーツ大会
11月14日㈰10時30分 江戸川橋体育館 一
般＝ワルツ・タンゴ・スローフォックストロット・
ルンバ・チャチャ（重複出場可）、年代別マスター
ズ＝ブルース・ワルツ・ルンバ（カップル合計120
歳未満、120歳以上の各10歳ごと） 1カップル
のうち1人以上が区内在住・在勤・在学者又は文
京区ダンススポーツ連盟加盟サークル会員 18
組（申込順） 1種目1組1,000円（当日納入）▷服
装 平服以上（女性のヒールカバーはフロアー保
護のため、必ず新しい革製のものを装着） 往
復はがきに郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号・リーダー又はパートナーの区別・
出場種目（文京区ダンススポーツ連盟加盟団体は
団体名も）と返信用にもあて先を明記し、〒112-
0014文京区関口1-11-11文京区ダンススポーツ
連盟・野村☎（3235）1206へ▷ 申込期間 10月1
日㈮～23日㈯必着
※本大会は来年度の都民大会選考も兼ねる（年代
別マスターズブルース・ワルツ・ルンバを除く）
※健康保険証持参を推奨

区民空手道大会
12月5日㈰午前9時（午前10時30分＝小・中学生、午後1時＝
高校生以上の選手入替方式） 総合体育館 全空連ルールに
基づく競技の出来る区内在住・在勤・在学者又は文京区空手道
連盟所属の支部会員 小・中学生65人、高校生以上130人（抽
選） 1種目4,000円（銀行振込） 申込書を 又は で文京
区空手道連盟大会事務局・佐藤☎090（3902）8239 （5689）
3442 bunkyokarate@yahoo.co.jpへ▷申込書 文京区空
手道連盟 http://bunkyokarate.web.fc2.com/からダウン
ロード▷申込期間 10月4日㈪～22日㈮

対象 形 組手

小学生
1・2年 男女別なし
3・4年

男女別なし 男女別5・6年
中学生
高校生 男子のみ
一般男子 有級・有段の部

一般女子（高校生以上）
有級・有段別なしシニア男子（40歳以上）

シニア女子（40歳以上）
※競技は全日本空手道連盟審判規定に基づいて実施
※ 組手全競技に全空連認定のニューメンホー、拳サポーター、ファールカッ
プ（男子全員）、胴プロテクター、シンガード、インステップガード、メンホー
用マウスシールドの着用のこと
※競技種目の変更、統合の場合あり
※健康保険証持参を推奨

区民大会

スポーツ

フミコム朝活
届く 伝わる 心が動く
話すチカラ入門講座

10月16日㈯午前9時30分
～正午 人前で話すプレゼン
テーション力の基礎を学ぶ
竹内明日香氏（アルバ・エデュ
代表理事） 区内在住・在勤・
在学者 1,000円 社会福祉
協議会地域連携ステーション
フミコム☎（3812）3044
https://fumicom.tokyo
※詳細は上記 へ

オンライン開催
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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

▲

本郷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25日㈪～28日㈭ 本郷図書

館☎（3828）2070

文京区リカレント教育課程＊
受講料助成金をご活用ください
　リカレント教育とは、何歳になっ
ても新たに学び、社会で活躍・貢献
する機会を得ることを目的とする教
育のことです。現在就労していない
方の再就職を支援するため、教育機
関のリカレント教育課程を受講する
際の受講料の一部を助成します。
▷助成内容 受講料の2分の1（入学
試験の検定料や入学金は助成対象外、
上限額あり） 就労経験があり、現在
は就労していない60歳未満の区内在
住者 経済課 創業・就労支援担当☎
（5803）1173
※申請方法等詳細は上記へ
＊ リカレント教育課程：国や地方自治体、民
間教育機関が実施する人材の育成、職業能
力の習得等の再就職につながるプログラム
で、受講開始から2年以内に修了するもの 

マンションの適正な管理を支援します
無料▷申請書配布 住環境課（区
にも掲載） 〒112-8555文京区

住環境課管理担当☎(5803)1374
（5803）1376

事業名 支援内容等

管理組合設立支援
（年度内4回まで）

管理組合を設立し、管理
規約を制定しようとする場
合、マンション管理士を会
合等に派遣 管理組合が未
設立の区内分譲マンション
の区分所有者等からなる団
体 派遣希望日の2週間前
までに申請書を上記へ郵送
又は持参

マンション管理士
派遣
（年度内4回まで）

管理組合が開催する理事
会や勉強会等にマンション
管理士が伺い、情報提供や
アドバイスを行う 区内分
譲マンションの管理組合
派遣希望日の2週間前まで
に申請書を上記へ郵送又は
持参

分譲マンション
管理個別相談
（年度内2回まで）

月～金曜9：00～17：00（祝
日を除く） シビックセン
ター内会議室 分譲マン
ションの管理上の様々な問
題について、マンション管
理士が必要な知識や情報を
提供、助言を行う 区内分
譲マンションの区分所有者・
居住者等 相談希望日の10
日前までに申請書を上記へ
郵送・ 又は持参

10月は明るい選挙話しあい強調月間です
　明るい選挙推進委員は、政治意識
の向上と選挙に対する関心を深めて
いただくため、日ごろから地域の皆
さんと話しあい活動を行っていま
す。特に、10月を「明るい選挙話し
あい強調月間」とし、活動を重点的
に行っています。
　区内131人の明るい選挙推進委員
の呼びかけに気軽に応じ、話しあい
に参加してください。
選挙管理委員会事務局☎（5803）

1287

高齢者等住宅修築資金助成事業
　区内に所有する自宅を修築する方
に資金を助成します。
65歳以上の高齢者又は心身障害

者を含む世帯▷対象工事 バリアフ
リー化工事、浸水対策工事、り災復
旧工事（り災後60日以内のり災証明
書がある場合）▷助成金額 税抜き
工事費の10％（上限20万円）▷申請
書配布 住環境課（区 にも掲載）
住環境課管理担当☎（5803）1374
※必ず、工事着工前の申込が必要
※他の助成制度を利用していない等、
その他要件あり
※申込等、詳細は上記へ

家具の転倒防止器具の設置を助成します
　地震による家具類の転倒・落下は、
ケガの原因になるとともに、避難や
救出・救護の障害になります。
　災害時にできるだけ自宅で生活で
きるように、家具の転倒防止対策を
行いましょう。
▷助成内容 設置・器具購入費用（上
限2万円） これまで区の家具転倒
防止助成事業を受けていない区内在
住者（設置は区内の住居に限る） 申
込書を区協力事業者へ郵送又は ▷
協力事業者 区 又は防災課で確認
▷申込書配布 防災課・地域活動セ
ンター・図書館
※事前申請及び区協力事業者での設
置・器具購入が必要
※詳細は区 又は防災課へ
協力事業者募集
　家具転倒防止器具設置助成事業の
協力事業者を随時募集しています。
防災課☎（5803）1179

防災行政無線の試験放送を行います
　防災行政無線屋外スピーカーの音
達状況等を調査し改善を図るため、
試験放送を行います。試験放送は地
域を限定し、指定の時間に行います。

日時 場所

10/4㈪
14：00

～17：00

千駄木三丁目付近

10/11㈪ 大塚二、三丁目付近

10/12㈫ 水道一丁目付近

※詳細は区 へ

防災課☎（5803）1179

喫煙等禁止周知・啓発キャンペーン
を実施します
　安全で清潔な地域環
境を確保するため、区
内全域の屋外の公共の
場所において喫煙が禁
止となっています。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。

日時 実施場所
10/7㈭

8：30～9：00

湯島駅周辺
10/14㈭ 茗荷谷駅周辺

10/28㈭ 根津駅周辺
千駄木駅周辺

※ キャンペーン終了後、15分程度の吸い殻拾
いを実施
※荒天時は中止する場合あり

環境政策課地域環境係☎（5803）
1828

区民センター会議室の貸出休止
　受電設備点検による全館停電のた
め、午前・午後の時間帯の会議室の
貸出を休止します。
11月14日㈰ 区民センター☎

（3814）6731

文京区の有権者
　9月1日現在の選挙人名簿登録者
数は、以下のとおりです。

男 女 計

選挙人名簿
登録者数

86,674人
（3,140人）

98,147人
（3,082人）

184,821人
（6,222人）

前年同月比較

◀

186人 104人

◀

82人

※ （　）内の数字は前回定時登録（6/1）後に新
しく登録された方の人数

選挙管理委員会事務局☎（5803）
1287

都立駒込病院病児・病後児保育室
「ろびん」の定員枠が増えます
　10月1日㈮から都立駒込病院病
児・病後児保育室「ろびん」の区民の
利用定員が変更になります。

変更前 変更後
2人 最大4人まで

※予約方法等は変更なし
子育て支援課子育て支援推進担当

☎（5803）1256、都立駒込病院病
児・病後児保育室「ろびん」☎（3823）
1305

フラワーアレンジメント教室
10月20日㈬①午後
1時～2時②午後3時～
4時（各回15分前から受
付） 勤労福祉会館
風間弘子氏 どなたでも 各10人
（申込順） 1回1,500円 電話で
勤労福祉会館☎（3823）6711へ
※花バサミ（キッチンバサミ）を持参

障害者就労支援センター講演会
（オンライン開催）
10月8日㈮午後2時～4時
講演「ディーセントワーク
で目指す障害者雇用の戦力
化～対話を通した職場の信
頼関係づくり」 中尾文香氏ほか ど
なたでも 無料 電話・ 又は
で障害者就労支援センター☎（5805）
1600 （5805）1601 daihyo@
bunkyo-shuroushien.jpへ（申込
フォームからも申込可） 10月6日㈬

親子環境教室（オンライン開催）
お天気教室 大雨！その時、どうする？
10月23日㈯第5回＝
午前10時～正午、第6回
＝午後2時～4時 雨、
雲、雷など身近な天気の不思議につ
いて、クイズや実験、工作を交えて
楽しく学ぶ 区内在住・在学の小学
生と保護者 各15組（抽選） 無料
区 の「電子申請」から申込 10

月4日㈪ 環境政策課地域環境係☎
（5803）1276
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要
※各回同内容

東京医科歯科大学・学際生命科学東京
コンソーシアム連携事業（オンライン開催）
文
ふみ

の京
みやこ

・最先端生命科学講座第29回
10月22日㈮午後7時～9時 15歳
以上の方（中学生を除く） 80人（抽
選） 無料 https：//www.b-ac
ademy.jp/から申込 10月15日㈮
（公財）文京アカデミー学習推進係☎

（5803）1119
内容 講師（敬称略）

第1部 個体の大きさ、
臓器の大きさ

東京医科歯科大学
難治疾患研究所
所長・教授
 仁科博史

第2部

遺伝子と栄養環境
の影響を理解して
子々孫々の健康を
守る

東京医科歯科大学
難治疾患研究所
准教授
 佐藤憲子

※受講は当選者本人に限る

子育て応援！ミニ就職面接会
10月19日㈫午後1時30分～4時30
分 産業とくらしプラザ 区内の事
業所へ就職を希望する子育て中の方
（子育て中ではない方も参加可能）
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）
※保育（1歳～未就学児）希望者は申
込時に上記へ（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-hello
work/list/iidabashi.htmlに掲載

34歳以下対象 合同就職面接会
10月22日㈮午後0時30分～4時30
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（完全予
約制） 無料 電話でハローワーク
飯田橋U-35☎（5212）8609へ
※詳細は上記へ

オンラインビジネス交流会 
　異業種交流事業として、
区内外の企業とZ

ズ ー ム

oomに
よるグループミーティング
を行います。
10月28日㈭午後2時～4時 中小

企業・個人事業者 60社（申込順） 無
料 台東区産業振興事業団 https：
//www.taito-sangyo.jp/index.
htmlから申込（上記二次元コードか
らも申込可） 10月21日㈭ 台東区
産業振興事業団☎（5829）4124
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要
▷共催 台東区

準備で差がつく！クラウドファンディング
成功のヒント（オンライン開催）
10月9日㈯午後2時～4時30分
クラウドファンディング実施に必要
な準備について 高橋麻子氏（ファ
ンドレイジングコンサルタント）
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 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

医療関連産業支援セミナー
（オンライン開催）
10月19日㈫午後1時～3時
区内医療機器製販企業の
事業展開や販路拡大に役立
つ情報を発信▷出演 渡邉
研人氏、中西智之氏 医工連携に関
心のある企業等 無料 申込フォー
ムから申込（区 からもアクセス可）
経済課産業振興係☎（5803）1173
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

ふれあいサロン
初めてのスマホ体験教室
11月9日㈫・16日㈫・
24日㈬（全3回）午後2時
～4時 根津地域活動
センター スマートフォ
ンの電源の入れ方から基本操作、日常
のお役立ち情報機能等を学ぶ ソフト
バンクスマホアドバイザー 区内在
住・在勤・在学者 15人（抽選） 無料
往復はがきに6面記入例 1～5を明記

し、〒113-0031文京区根津2-20-7根
津地域活動センター☎（3822）3653へ
郵送又は持参 10月11日㈪必着
※当日貸し出すスマートフォンを使用

赤い羽根共同募金運動にご協力を
地域の福祉、みんなで参加
　10月1日㈮から第
75回赤い羽根共同募
金運動が始まります。
　募金は、地域福祉
活動の充実のため、高齢者や障害の
ある方、児童・青少年等の社会福祉施
設・団体等への活動支援として役立て
ます。今年度は、地域の実情に合わせ、
ご無理のない範囲でご協力をお願い
します。なお、キャッシュ
レス決済でもご寄付いただ
けますので、詳しくは赤い
羽根共同募金 をご覧くだ
さい。
共同募金文京地区協力会事務局

（福祉政策課）☎（5803）1202
※募金の使い道などは“はねっと”
https：//hanett.akaihane.or.jp/
hanett/pub/homeを参照

区民防災組織等と中高層マンション
の活動を支援します
　災害が発生した時
には地域の皆さんが
互いに協力して、被
害を最小限にするこ
とが大切です。そのために日頃から防
災訓練等を実施し、災害に備えましょう。
　区民防災組織等と中高層マンショ
ンに対し、訓練経費と備蓄品購入経
費を助成しています。また、区民防
災組織と中高層マンションが合同で
訓練を行った場合に各組織に対して
助成する備蓄品購入経費の上限金額
が5万円になりました。
防災課☎（5803）1745
※詳細は区 又は上記へ

行政書士無料相談
10月12日㈫午前10時～午後4時
区民センター 借地・借家、空き

家、遺言・相続、内容証明、外国人
の在留・帰化、起業・許認可等に関す
る書類作成と手続きの相談（1人30
分程度） どなたでも 当日直接会
場へ 東京都行政書士会文京支部☎
050（5438）5467

司法書士・土地家屋調査士無料相談
10月13日㈬午前10時～午後4時
区民センター 土地・建物の調査・

測量、境界問題、相続問題及び不動
産表示・権利登記に関する相談 ど
なたでも 当日直接会場へ 東京土
地家屋調査士会文京支部（松原事務
所）☎（3827）7375

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＝10月1日㈮・20日㈬、本郷支
所＝10月8日㈮・25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

全国都市交通特性調査にご協力を
　全国の都市交通の特
性や経年変化を把握す
るため、国土交通省で
は全国70市と協力し
て、人の動きに関する
交通実態調査を実施します。無作為
に抽出したご家庭に調査票を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。
▷調査主体 国土交通省関東地方整
備局企画部広域計画課 調査実施本
部☎0120（013）875（フリーダイヤル）

年金生活者支援給付金の
請求はがきが届いた方は申請手続きを
　年金生活者支援給付金は、公的年
金等の収入やその他の所得額が一定
基準以下の、年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要
です。ご案内や事務手続きは日本年
金機構文京年金事務所が実施します。
　お受け取りの対象になる方には、
日本年金機構から、請求可能な旨の
お知らせを送付します。同封のはが
き（年金生活者支援給付金請求書）を
記入し、提出してください。4年1
月4日までに請求手続きが完了する
と、3年10月分からさかのぼって受
け取ることができます。
　また、年金を受給しはじめる方は
年金の請求手続きと併せて文京年金
事務所又は区で請求手続きをしてく
ださい。
　日本年金機構や厚生労働省を装っ
た不審な電話や案内にご注意くださ
い。年金生活者支援給付金のご請求
でお困りになったときは、下記へ問
合せください。
給付金専用ダイヤル☎0570（05）

4092（ナビダイヤル）、日本年金機
構文京年金事務所お客様相談室☎
（3945）1141

会員募集
スイミング・スバル
①月曜9：45～11：45②総合体育館ほか③水中
ウォーキング・水泳④専任指導員3人⑤2,000
円⑥月4,000円⑦80歳までの女性⑧香川☎
（3811）7930
火窯会陶芸サークル
①月曜13：00～17：30②アカデミー音羽ほ

か④稲葉かおり氏⑤2,500円⑥月3,500円⑦
初心者歓迎⑧江口☎（3941）8133
太極拳　弥生会　茗拳クラブ
①水曜12：45～14：30②スポーツセンター
ほか③太極拳（簡化・88式・32式剣）④國枝優
子氏⑤1,000円⑥月2,000円⑦初心者歓迎・
体験無料⑧河原☎090（8500）8863

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 親子ふれあい体操教室 ポールウォーキング フラワーアレンジメント教室

日時 10/12㈫・26㈫
10：00～12：00

10/16㈯
10：00～11：00

10/19㈫
10：00～12：00

10/21㈭
①10：00～11：30
②13：00～14：30
③15：30～17：00

会場
問合せ

白山交流館
☎（3813）8500

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 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 9/30㈭10：00か
ら電話又は直接白山交流館へ

体操、ZUMBA等でふれあう 区内
在住の1・2歳児と保護者1人 4組（申
込順、申込開始日に定員を超えた場合
は抽選） 200円 9/30㈭10：00から
電話又は直接千駄木交流館へ
※運動しやすい服装で、バスタオル1
枚と飲み物持参

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） 10/1㈮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

ハロウィンアレンジメント
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） 10/4㈪
9：00から電話又は直接目白
台交流館へ

教育センター 
第6回

子ども科学カレッジ
第13回

子どもパソコン教室
第7回
科学教室

日時
10/23㈯ 10/23㈯ 10/30㈯

10：00～12：00 ① 9：30～11：00
②13：30～15：00

①10：00～12：00
②14：00～16：00

会場 教育センター

内容 みんなも“花咲か さん”になれる！
（品種改良）

ロボットプログラミング
～車型ロボットをプログ
ラミングしよう～

燃焼の科学

講師
（敬称略）

東京大学大学院農学生命科学研究科
生産・環境生物学専攻

育種学研究室教授　井澤　毅
教育センター専門指導員

対象 区内在住・在学の
小学4年～中学生

区内在住・在学の
小学3～6年生

区内在住・在学の
小学3年～中学生

定員 16人（抽選） 各10人（抽選） 各18人（抽選）
費用 無料

申込
往復はがきに 6面記入例 1～3・5（3は保護者分も）と6学校名・学年・メールアドレス・希
望日時（子どもパソコン教室・科学教室は第2希望記入可）を明記し、教育センターへ

※内容が変更になる可能性があるため、申込前に電話で教育センターへ
締切 10/11㈪必着 10/18㈪必着
※車での来場は不可
※キャンセルによる空き状況の確認をする場合は、前日までに電話で教育センターへ
※電子申請申込時に表示される「問合せ番号」は、当落確認の際に必要となるため、必ず控えること
※受講者が小学3年生以上の場合、保護者及び申込以外の子どもの入室・見学不可

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591

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

▲申込フォーム ▲申込フォーム

区

▲

▲赤い羽根
共同募金

▲二次元コード



10月は乳がん月間です
～2年に1回乳がん検診を
 受けましょう～
　乳がんは日本でも近年急増して
おり、女性のがんで最も多くなっ
ています。まだ受診していない方
は、乳がん検診を受けましょう。
4年3月31日㈭まで 問診・マン

モグラフィ検査 3年度に40歳以
上の偶数年齢になる女性 無料
直接指定医療機関へ 健康推進課
保健係☎（5803）1229
乳がん検診指定医療機関

医療機関名 所在地・電話

春日クリニック 小石川1-12-16
☎（3816）5840

富坂診療所 本郷1-33-9
☎（3814）2661

慈愛病院 本郷6-12-5
☎（3812）7360

東都文京病院 湯島3-5-7
☎（3831）2180

山田胃腸科外科医院 根津1-16-10☎（3821）3381

こころとからだの
元氣プラザ

千代田区神田神保町
1-105神保町三井ビ
ルディング1・2階
☎（5645）8371

東京都予防医学協会
新宿区市谷砂土原町
1-2
☎（3269）4752

いながき乳腺
クリニック

向丘1-2-5
☎（3830）0407

茗荷谷乳腺
クリニック

大塚1-5-18
大伴ビル4階
☎（5981）8288

※ 受診の際は、健康保険証を持参
※対象者には、無料受診券を送付済
※ 3年度奇数年齢になる40歳以上の女性で、
2年度未受診の方は健康推進課へ問合せ

高齢者のための口
こう

腔
くう

機能向上教室
～いつまでもおいしく食べて
 はつらつと～
10月4日㈪午前10時～11時

保健サービスセンター本郷支所
講義・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） 65歳以上の区
内在住者 10人（申込順） 無料

電話で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
（ソフトダンスエクササイズ）
～カラダに無理のない動きで
 踊って健康に～
11月10日～12月8日の水曜（全5
回）午後2時～3時30分 福祉セン
ター江戸川橋 65歳以上の区内在
住者 20人（抽選） 500円（初回
納入） 電話で福祉センター江
戸川橋☎（5940）2901へ 10月
27日㈬

フレイル予防栄養教室
11月25日㈭午後1時30分～2時
30分 保健サービスセンター
講義と調理実演「今日から始める
低栄養予防」 70歳以下の区内在
住者 12人（申込順） 無料
10月1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

認知症サポーター養成講座
10月30日㈯午後2時～
3時30分 千駄木の郷

さと

認知症の基礎知識、認知
症の方との接し方など
キャラバンメイト（高齢者あんしん
相談センター駒込職員） 区内在
住・在勤・在学者 20人（申込順）
103円（テキスト代） 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）

ぶんきょうプレパパ・ママ講座
（オンライン開催）
①10月29日㈮午後7時

～9時②11月20日㈯午後
2時～4時③12月12日㈰
午前10時～正午（各回同
内容） 塚越学氏（ファザーリング・
ジャパン理事） パートナーが妊
娠中の区内在住・在勤・在学者（妊
婦も同伴可） 各回30人（抽選）
無料 Web申込フォームから申
込 ①10月19日㈫②11月10日㈬
③12月2日㈭ 健康推進課健康増
進係☎（5803）1961
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

心身障害者・児 紙おむつ支給
　寝たきり又は失禁の状態にあ
り、現におむつを使用している方
に紙おむつを支給します。
4～64歳で次のいずれかに該当
する区内在住者①身体障害者手帳
所持者②愛の手帳所持者▷支給額
上限 月額6,000円▷支給方法
①カタログ注文による現物支給②
費用助成（入院等のため紙おむつ
の持ち込みができない場合は、紙
おむつ購入費用を後日請求）

① 生活保護法の規定により、おむ
つの一時扶助の適用を受けてい
る方

② 日常生活用具としての紙おむつ
給付対象者

③他制度での紙おむつ受給認定者
④障害者支援施設等入所者
⑤ 介護保険施設等入所者
⑥ 介護保険の認定を受けて介護保
険適用の病院に入院している方

障害福祉課障害者在宅サービス
係☎（5803）1212 （5803）1352
※詳細は上記へ

腰痛予防教室
11月10日㈬午後2時～3時30分
東急スポーツオアシス本駒込店

（本駒込2-28-12） 腰痛の予防
法に関する講義と、痛みの発生を
予防するための体操 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（現在腰痛で治療中の方、重度
の腰痛の症状がある方を除く）
20人（抽選、初めて参加の方を優
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 9月30日㈭～10月
12日㈫

親子保健講演会（オンライン開催）
孤育て不安を吹き飛ばせ！
心も体もしっかり育てる

withコロナ時代の親子遊び
11月12日㈮午後2時～
3時 鈴木宏哉氏（順天
堂大学スポーツ健康科学
部先任准教授） 3歳未満
（開催日時点）の児をもつ区内在住
の保護者 40組（抽選） 無料
区 の「電子申請」から申込▷申込
期間 9月30日㈭～10月15日㈮
保健サービスセンター☎（5803）
1807
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

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（第二希望日ま
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
10月5日㈫～15日㈮必着

日時
11/13㈯ 11/27㈯ 11/28㈰

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

10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

小石川柳町クリニック ○ ○ 小石川1-13-9 （5805）3749
坂巻クリニック ○ ― 水道2-14-7 （3941）6074
うすだクリニック ― ○ 本郷4-36-5 （5840）8250
細部小児科クリニック ○ ― 根津2-14-11 （6303）3162
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
吉田歯科クリニック ○ ― 関口1-24-4 （3267）5525
小平歯科医院 ○ ― 西片1-2-4 （3811）2303

10

三輪医院 ○ ― 千石4-26-8 （5976）9933
江戸川橋胃腸肛門クリニック ○ ○ 関口1-19-6 （3269）2020
大森内科医院 ○ ― 湯島4-9-8 （3811）0888
文京クリニック ― ○ 千駄木1-23-3 （3823）6614
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
歯科医院デンタル小石川 ○ ― 小石川4-5-6 （3817）0888
おおひら歯科 ○ ― 本駒込6-12-15（3946）4188

17

石原医院 ○ ― 小日向1-6-6 （3941）8526
上田医院 ○ ○ 音羽1-20-15 （3943）0268
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
藤原クリニック ― ○ 千駄木3-2-7 （3821）3767
松本医院 ○ ― 本駒込5-41-11（5832）9518
文秀歯科医院 ○ ― 小石川3-1-24 （3815）2692
マミ歯科クリニック ○ ― 根津1-27-4 （3828）3888

24

小石川循環器内科クリニック ○ ― 小石川2-24-14（6801）8450
大塚診療所 ○ ○ 大塚6-9-10 （3947）5521
相田医院 ○ ― 本郷2-39-13 （3811）4859
猪狩医院 ― ○ 根津1-16-8 （3822）4735
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
朝比奈歯科医院 ○ ― 小石川4-20-1 （3814）7096
山崎健幸歯科クリニック ○ ― 湯島3-26-11 （3834）4618

31

保坂こどもクリニック ○ ○ 白山5-27-12 （3946）0641
おとわ内科･脳神経外科クリニック ○ ― 音羽1-5-17 （6662）7755
大塚診療所 ― ○ 湯島3-31-6 （3831）2294
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
鈴木医院 ○ ― 本駒込2-28-35（3941）6615
飯島歯科医院 ○ ― 千石4-13-6 （3941）7605
アイ歯科医院 ○ ― 湯島1-3-4 （3814）7015

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
伊吹堂薬局水道店 ○ ― 水道2-14-7 （3946）6173
芙蓉堂薬局 ― ○ 本郷4-2-1 （3816）2410
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

10
水野薬局 ○ ― 湯島4-1-24 （5684）7755
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

17

伊吹堂薬局水道店 ○ ― 水道2-14-7 （3946）6173
紫山堂薬局音羽店 ○ ○ 音羽1-20-14 （3947）4310
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331
ウイング薬局 ○ ― 本駒込4-34-5 （5832）5757

24
さかした調剤薬局 ○ ○ 大塚6-3-3 （3947）5523
芙蓉堂薬局 ○ ― 本郷4-2-1 （3816）2410
平成調剤薬局 ― ○ 根津1-16-9 （5685）1023

31
御代の台薬局音羽店 ○ ― 音羽1-5-18 （6902）9228
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1-2-16 （5805）9331

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） 27㈬ 13：30～
14：30 21㈭ 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）
 7㈭
14㈭
28㈭

13：00～
14：30

 7㈭
21㈭

13：00～
14：30

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児（予約制） 28㈭ 9：45～ 14㈭ 14：00～

HIV抗 体 検 査
（即日検査） 検査を希望する方（予約制） 6㈬ 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（10月）

次の方は対象となりません

▲区

▲二次元コード

▲電子申請

▲区

▲申込フォーム

凡
例　

日
時　

会
場　

内
容　

講
師　

対
象　

定
員　

費
用　

申
込　

締
切　

問
合
せ　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

電
子
申
請

令和3年
（2021）

9/25
住
民
基
本
台
帳

世
帯
と
人
口

世帯…123,723 世帯 （123,910）
人口…226,801 人 （227,106）
男……107,823 人 （108,014）
女……118,978 人 （119,092）

うち
外国人
住民

計…9,876 人 （10,357）
男…4,734 人 （4,957）
女…5,142 人 （5,400）

（　　）内は前年同期　令和3年9月1日現在

印刷物番号
A0321001

区の情報はこちらをチェック！
フェイスブック ツイッター youtube（区民チャンネル）区ホームページ LINE

健康 医療 護介


