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■主な内容
新型コロナウイルスワクチンの予約・接種について …　２面
9月1日から水害・土砂災害時避難所の指定が一部変わります …　２面

東京2020パラリンピック聖火リレー
交通規制のお知らせ…………………　５面
熱中症講座③…………………………　８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。

☆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。

本号は、7月29日時点の情報
で作成しています ▲区

文京区 認知症施策総合推進事業のご紹介
高齢福祉課認知症施策担当☎（5803）1821

認知症になっても人として尊重され、希望を持って自分らしく生きることができる文京区

サポート体制があります。

『認知症の症状による行方不明が心配…』

　申請により、区・警察署・
高齢者あんしん相談セン
ターで情報共有する事で、
保護された際の迅速な身元
確認につなげます。

ただいま！支援登録

行方不明になる
おそれのある方

申請書

申請

※イメージ

区役所【登録】

区内警察署 高齢者あんしん
相談センター

保護の際の
連携

ただいま！支援SOSメール
登録者の行方不明時に、
協力サポーターへメール
を配信し、可能な範囲での
捜索にご協力いただくもの
です。

登録方法
① 登録用アドレスに空メールを送信
　tadaima@req.jp
（二次元コードからもアクセスできます）
② 登録フォームに入力して
送信

③登録完了

ただいま！支援SOSメールを受信していただく
協力サポーター募集中！

大変！おばあちゃんが
いなくなった！

おばあちゃんが
みつかった！
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発見者

ご家族

24時間365日
素早く連絡が取れる！

何かお困りの様子…
衣服の二次元コードに
アクセスしてみよう

洋服等に専用の
二次元コードラベル
を貼付けておく

この画面は保護者と
発見者のみが

見ることができます

　衣服等に貼った二次元コードを発見者が読み取ると、ご家族等へ通知
メールが届きます。
※ 利用には、スマートフォン等をお持ちで操作ができ、メールを受け取
る方（発見時にお迎えに行ける方）の登録が必要です。

おでかけ見守りシールの配付（ただいま！支援登録済みの方）
　保護された際の身元判明に役立つ靴用ス
テッカーとアイロンシールを配付します。
（名前を記入して使用）

靴用ステッカー・衣服用アイロンシールの配付

　民間事業者が運営するGPS探索システム
（専用シューズ型・持ち運び型）の利用に対
して、申込にかかる初期費用を助成します。

GPS探索サービスの初期費用助成

▲靴用ステッカー見本

▲衣服用アイロンシール見本

▲専用シューズ収納型

対
。

▲持ち運び型

利用方法・条件等、各事業の詳細は、高齢福祉課へお問い合わせください。

『最近もの忘れが心配で…』『家族が認知症と診断されたけど…』
～相談のはじめの一歩～

もの忘れ医療相談・認知症初期集中支援推進事業
　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）
が困り事や心配事を伺います。その後、医療や介護サービス
の調整及び必要に応じて認知症専門医と連携し、支援を行い
ます。

面接・訪問相談 調整 支援

年間を通して、認知症の理解を深めるための講演会や
イベントの企画があります。是非ご参加ください！
●認知症講演会
●認知症サポーター養成講座
●認知症サポーターステップアップ講座
●認PAKU~認知症に寄り添う機器展~
●VR認知症体験会など

『認知症の事を知りたい！』

●文京区認知症カフェ（愛称：ぶんにこ）
●家族交流会
●家族介護者教室

どなたでも気軽に集まれる場所があります。

『認知症のご本人や家族と交流したい！』★9月21日は世界アルツハイマーデー★
区では、様々な認知症についての事業を推進しています。

●脳の健康度測定（認知症検診事業）
　今年度から、「脳の健康度測定」事業を開始しました。タブ
レット端末を活用した脳の健康度測定を行い、医師からの助
言を受けるとともに、必要に応じて個別の健康相談、脳の健
康に係るミニ講座等を行います。

50歳代から認知機能の変化は始まると言われています。カラダの
健康と同じように、今から脳の健康づくりをはじめてみませんか。

NEW あらたな取り組み ～脳の健康度測定～

対象 当該年度中に、55・60・65・70・75歳を迎える区内在住者
※詳細は対象者に個別に通知済

ブ

健

● 認知症ともにパートナー事業
（訪問看護師による最長6か月の伴走型支援）
● 認知症ともにフォローアップ事業
（脳の健康と生活習慣を考える複合的プログラム）

検診後の支援事業

今年度実施分は申込受付を終了しました。

「自分でできる認知症気づきチェックリスト」
 （WEB版）

気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。
ご家族や身近な方がチェックすることもできます。

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

用途地域等変更（素案）説明会

現在の用途地域等の指定状況と現況との不整合がみられる箇所につい
て、都内にて一括して変更することとなりました。このたび、区の変更（素
案）について説明会を行います。
なお、今回の変更は個別の敷地内の不整合について変更するものであり、
用途地域等の範囲を大きく変更するものではありません。
▷変更箇所（2箇所） ①音羽一丁目8番付近②本郷一丁目6番、9番
①9月10日㈮午後7時②11日㈯午後3時 ①福祉センター江戸川橋②シ

ルバーセンター 各35人（申込順） 電話又は に希望日・住所・氏名・
電話番号を明記し、都市計画課都市計画担当☎（5803）1239
（5803）1358へ（区 からも申込可） 9月8日㈬
※手話通訳の希望者は、8月31日㈫までに電話又は で上記へ
※詳細は区 参照 ▲区

9月1日から水害・土砂災害時避難所の
指定が一部変わります

指ヶ谷小学校の敷地の一部が土砂災害警戒区域に含まれていることから
水害・土砂災害時の避難所を変更します。

防災課☎（5803）1744

※地震時は引き続き「指ヶ谷小学校」も避難所になります。
白山

東大前

指ヶ谷小学校 誠之小学校
第一中学校

柳町小学校

東洋大学
京北中学高等学校

筑波大学
東京キャンパス

第六中学校

小石川植物園

都
営
三
田
線

白
山
通
り

東京メトロ
丸ノ内線

指定解除指定
春
日
通
り

旧
白
山
通
り

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

水害・土砂災害時 住所
解除 指ヶ谷小学校 白山2-28-4

指定 誠之小学校
第一中学校

西片2-14-6
小石川5-8-9

魅力的な坂道が多いことで有名な文京区。区内の地形を見ると、とても
複雑な凹凸地形をしていることが分かります。NHKブラタモリ等でおな
じみの講師が、文京区ならではの凹凸地形に着目し、土地固有の魅力や文
化を紐解き、江戸・東京の発展のひみつにも迫ります。
9月11日㈯午後2時～3時30分 スカイホール 皆川典久氏（東京スリバチ
学会会長） 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「特別公開講座・スリバチ」・住所（在勤者は勤務先名・所在
地・電話番号、在学者は学校名も）・氏名・年齢・電話番号と返信用にもあて先を明
記し、〒112-0003文京区春日1-16-21（公財）文京アカデミー学習推進係☎（5803）
1119へ（ https://www.b-academy.jp/からも申込可） 8月31日㈫必着
▷協力 文京アカデミア生涯学習司の会
※受講は当選者本人に限る

凹凸地形が奏でる文京区の魅力と、江戸・東京のひみつ
特別公開講座

日時（全て土曜） 内容
10/2

13：30～15：30

開講式
10/9・16・23・30 基礎講座（博物館と展覧会①～④）
11/6・13・27、12/4 基礎演習（文学①～④）
12/18、4年1/22、2/12・19 実践演習（プレゼンテーション①～④）
2/26 修了式
※受講は当選者本人に限る

習得した知識や経験を活かし、文京区の文化遺産と区民の間をとりもつ
インタープリター（通訳者・解説者）の養成講座を行います。7割以上出席
し、最終レポートを提出した方に、区から「文の京地域文化インタープリ
ター」の認定証を交付します。
跡見学園女子大学文京キャンパス（大塚1-5-2）ほか 小仲信孝氏（跡見学園

女子大学教授）ほか 15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く） 30人
（抽選） 9,000円 往復はがきに「地域文化インタープリター」・住所（在勤者
は勤務先の名称・所在地・電話番号、在学者は学校名も）・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・インタープリターとしてやってみたいことと返信用にもあて先を明記
し、〒112-0003文京区春日1-16-21（公財）文京アカデミー学習推進係☎（5803）
1119へ（ https://www.b‐academy.jp/からも申込可） 9月8日㈬必着

文
ふみ

の京
みやこ

地域文化インタープリター養成講座（全14回）受講生募集
人材育成講座

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

新型コロナウイルスワクチンの予約・接種について

集団接種会場（7会場） 住所

文京シビックセンター 25階 春日1-16-21 文京シビックセンター 25階

保健サービスセンター 春日1-16-21 文京シビックセンター 3階

文京スポーツセンター 大塚3-29-2

順天堂大学7号館 本郷2-2-5

文京学院大学本郷キャンパス 向丘1-19-1

ファーストキャビン東京ドーム
シティ 後楽1-3-61 黄色いビル1階

東京ドーム2階コンコース 後楽1-3-61 東京ドーム ※入口は22ゲート

8月10日㈫から新規予約受付を再開します個別接種

区内医療機関での個別接種について、8月10日㈫から新規予約受付
を再開します。予約方法等詳細は、各医療機関（区ホームページ参照）
へ直接お問い合わせください。

新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

毎日午前9時～午後8時

03（6747）4593

新型コロナウイルス
ワクチン接種予約サイト

24時間受付
（予約開始日は午前8時から）

区ホームページから　
アクセス

▲

●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。

８・９月分の予約枠を追加します集団接種

右記集団接種会場（7会場）において8・9月分の予約枠を追加します。
下記予約開始日（予約サイトは午前8時、コールセンターは午前9時）
から予約できます。

予約開始日 1回目接種日

8/10㈫ 8月分（8/16㈪～31㈫）

8/23㈪ 9月分（9/1㈬～13㈪）

※ 使用ワクチンはファイザー社製となり、２回目接種は１回目接種の３週間
後（東京ドームは4週間後）に同一会場・時刻で自動的に割り当てられます。

ワクチン供給の状況により、集団接種・個別接種とも引き続き予約が取
りづらい状況となっています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただき
ますようお願いします。なお、１回目のワクチン接種を予約されている方
の、２回目接種分のワクチンは確保しておりますので、ご安心ください。

東京ドームでの接種について
● 新宿区・港区と合同で実施します。
● 使用ワクチンはファイザー社製ですが、
2回目接種は1回目接種の4週間後の同時刻となります。

集団接種会場に東京ドーム・文京学院大学等が加わりました。
詳細はこちら

▲
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☆8月は個人事業税第1期分の納期です
　8月31日㈫までにお納めください。納付の際は、非対面式のキャッシュレス納税（スマートフォン決済アプリによる納付等）の活用をお願いします。
　なお、省エネ設備の取得に係る減免の申請も受け付けています。 千代田都税事務所個人事業税班☎（3252）7141

地球温暖化対策地域推進協議会
委員の仕事
　「文京区地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、気候変動対策に係る区の施
策の推進等について、検討・協議します。

委員公募

生物多様性地域戦略協議会
委員の仕事
　「文京区生物多様性地域戦略」に基づき、区の生物多様性や、生物多様性に係
る施策の推進等について検討・協議します。

18歳以上の区内在住・在勤・在学者（区議会議員、区職員及び応募時に区の審
議会等の委員に2つ以上在籍している方を除く） 5人以内▷任期 11月4日～
5年11月3日（予定）▷会議 年2～3回程度▷謝礼 1回2,000円▷選考 書類
審査・面接（9月下旬予定） 申込書と作文を〒112-8555文京区環境政策課
☎（5803）1276へ郵送又は持参▷申込書配布（8月16日㈪から） 環境政策課・
地域活動センター・図書館（区 にも掲載） 9月6日㈪必着
※委員となった方の作文は氏名を含め公開対象

共通事項

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、個人番号をその内
容に含む個人情報（特定個人情報）を保有する事務については、特定個人情報の
保有・利用に伴って生じるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するため
の適切な措置等を、特定個人情報保護評価書により公表することとされていま
す。この評価書案についてご意見を募集します。
▷閲覧場所 税務課・行政情報センター・地域活動センター・図書館（区 にも掲載）
ご意見をお寄せください
　ご意見は、住所・氏名を明記し、持参・郵送・ 又は （区 から送信可）で下
記へ
▷募集期間 8月16日㈪～9月14日㈫必着
　お寄せいただいたご意見は、整理したうえで、個人情報を除き、区 で公開
する予定です。なお、いただいたご意見に対して個別の回答は行いません。
〒112-8555文京区税務課課税第一係☎（5803）1155 （5803）1337

「個人住民税の賦課・徴収に関す
る事務」に関する特定個人情報保
護評価書（全項目評価）について

意 見 募 集
パブリックコメント

特別児童扶養手当の申請
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方①身体障害者手

帳1～3級程度の児童②愛の手帳1～3度程度の児童③上記①②と同程度の障害
（身体又は精神）又は疾病のある児童▷手当月額 1級認定52,500円、2級認定
34,970円 必要書類［戸籍謄本（請求者及び対象児童）、認定診断書（障害に応
じた指定の診断書）、障害者手帳（お持ちの方のみ）、請求者の通帳、請求者・配
偶者・児童及び扶養義務者のマイナ
ンバーがわかるもの、請求者の身元
確認書類］を子育て支援課児童給付
係へ持参 子育て支援事業コールセ
ンター☎（5803）1288
※障害の程度により必要書類が異な
る場合あり。詳細は上記へ

所得限度額（3年度）

扶養人数 請求者 配偶者及び
扶養義務者

0人 4,596,000円 6,287,000円

1人 4,976,000円 6,536,000円

2人目以降
（1人につき）加算額   380,000円   213,000円

心身障害者等福祉手当（区制度）の支給
　心身に重い障害のある方等を対象に、心身障害者等福祉手当を支給
します。
次のいずれかに該当し、かつ所得が限度額以内の区内在住者①身体
障害者手帳1～3級・愛の手帳1～4度を取得した年齢が64歳以下の方
②脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方③特定医療費（指定難病）受給者証の
申請をした年齢が64歳以下の方▷支給額 身体障害者手帳3級及び愛
の手帳4度の方は月額13,500円、それ以外の方は月額15,500円
※施設入所者、児童育成手当の障害手当受給者は除く
※申請等の詳細は下記へ
手当を受給中の方
　「現況届」の提出が必要です。対
象者には書類を送りましたので、
8月17日㈫までに提出してくださ
い。
障害福祉課障害者在宅サービス

係☎（5803）1212 （5803）1352

所得限度額表
扶養人数 所得限度額

0人 3,604,000円

1人 3,984,000円

2人目以降
（1人につき）加算額   380,000円

※ 8/1現在20歳以上の方は本人所得、20
歳未満の方は扶養義務者等の所得

8月24日㈫午後2時～4時 シビックセンター24階委員会室 文京
区自転車活用推進計画（骨子）について、自転車ネットワーク計画の基
本方針について等 25人（申込順） 傍聴希望者は8月23日㈪に電
話で土木部管理課交通安全係☎（5803）1244へ

第2回文京区自転車活用推進計画等策定協議会

9月1日㈬午前10時～午後4時 区民センター 相続・贈与・財産分
与などの不動産登記、会社法人の登記、遺言、成年後見等に関する相
談 どなたでも 当日直接会場へ（午後3時まで受付） 東京司法書士
会文京支部☎（5940）0015又は090（6028）9881（担当：大野）

司法書士無料相談

公の施設の指定管理者を募集します
　4年4月から、公の施設の管理・運営等を行う指定管理者を募集します。

施設名 少年自然の家八ケ岳高原学園 文京区営住宅等

所在地 長野県南佐久郡南牧村大字野辺
山宇喜峯ケ丘19番1

本駒込二丁目アパート（本駒込2-12-29）
白山四丁目アパート（白山4-4-1～3）
関口二丁目アパート（関口2-2-11）
シルバーピアおおつか（大塚4-18-1）
シルバーピア千石（千石3-36-11）
シルバーピア向丘（向丘2-22-9）
シルバーピア根津（根津1-15-12）
シルバーピアはくさん（白山2-17-3）
シルバーピアはくさん台（白山4-31-4）
シルバーピア坂下通り（大塚5-14-2）
シルバーピア千石二丁目（千石2-26-3）
シルバーピア湯島（湯島3-2-3）
根津一丁目障害者住宅（根津1-15-12）

指定期間 4年4/1～9年3/31（5年間）

募集要項 8/10㈫から区 に掲載

質問受付期間 8/10㈫～27㈮

応募受付期間 9/7㈫～13㈪ 9/13㈪～17㈮

施設見学会
8/25㈬12：00（予定） 少年自
然の家八ケ岳高原学園 8/17㈫
※要申込、詳細は区 を参照

なし

問合せ 学務課施設担当
☎（5803）1296

福祉政策課福祉住宅係
☎（5803）1220

成人の日記念　はたちのつどい

　3年度は、シビックホール改修に伴い、会場及び時間帯が変更になります。
4年1月10日（成人の日・月） スポーツセンター 平成13年4月2日～14年4

月1日生まれの区内在住者

区民課 地域振興・協働推進係☎（5803）1170

日時 地区 地域

第1部 11：00～11：40
（10：30開場）

小石川地区
（郵便番号上3桁が112）

後楽、春日、小石川、白山2～5丁目、千石、水道、
小日向、大塚、関口、目白台、音羽

第2部 13：00～13：40
（13：00開場）

本郷地区
（郵便番号上3桁が113）

白山1丁目、本郷、湯島、西片、向丘、弥生、
根津、千駄木、本駒込

※ 区報12/10号に詳細を掲載予定
※ やむを得ず、該当の部に出席できない場合は、他方の部に出席可
※ 区内の小・中学校を卒業された方は、現在区内に住民登録がなくても参加可
※ 詳細は区 を参照

新成人の皆さんのご参加をお待ちしています

▲区

　新型コロナウイルスの影響を受けている区内店舗の利用促進と活性
化につなげるため、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した65
歳以上の方に「値引き・おまけ」などのサービス（消費者還元サービス）
を提供する店舗に対し、サービスにかかる費用（8月16日㈪～9月30
日㈭実施分）を補助します（要事前申請）。現在、本補助金を活用し消
費者還元サービスを実施する店舗を募集しています。
区内店舗支援事業コールセンター（店舗向け）☎080（1983）
0139（平日午前10時～午後5時）
※詳細は区 を参照 ▲区

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う区内店舗支援事業
参加店舗募集
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答えは
5面だよ！

　 車いすバスケットボール
　 ゴールボール
　 バドミントン

A
B
C

文京スポーツセンターは東京2020パラリ
ンピック競技大会の公式練習会場となって
いますが、何の競技の練習会場でしょう？

【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！

バドミントンは東京2020大会からパラリンピックの正式競技に採用され健常者のバドミン
トンと同様に、ネットを挟んでシャトルを打ち合います。日本勢も世界ランキングで上位に
位置し、中でも鈴木亜弥子選手や、ダブルスの山崎悠麻選手と里見紗李奈選手のペアに注目！

【答え】　　 バドミントンC

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。

バドミントンは
テクニカルで戦略的な
攻撃がみどころです！

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

文
ふ み

の京
みやこ

ハートフル工房（障害者施設作品展示・商品販売会）

作品展示 商品販売

日時 8/24㈫・25㈬
10：00～17：00 10：30販売開始（売切れ次第終了）

会場 アートサロン 障害者会館

内容

障害者施設の
紹介パネル及
び障害者施設
利用者の作品
展示

障害者施設の
自主製品（パ
ン・雑貨等）の
販売

森鷗外記念館

　三遊亭らっ好、三遊亭兼太郎による落語
会を開催します（2回公演）。
9月11日㈯①午後2時②午後5時 各30
人（抽選） 2,000円 8月28日㈯必着

▲三遊亭兼太郎氏
 （撮影：橘蓮二）

モリキネ落語「三遊亭のらっ好と兼太郎」

　倉本幸弘氏（森鷗外記念会常任理事）による朗読会を開催します。
各30人（抽選） 各1,000円

鷗外朗読会

往復はがき又は に「講座名」・希望日時（落語は希望時間、朗読は希
望日）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号と返信用にもあて先を明記し、
〒113-0022文京区千駄木1-23-4森鷗外記念館☎（3824）5511 bmk-
event@moriogai-kinenkan.jpへ

申込方法（共通事項）

▲三遊亭らっ好氏

内容 日時 締切（必着）
① コレクション展にちなんだ
鷗外の三男・類の随筆 9/23（祝・木）

11：00～12：00
9/6㈪

② 人気の鷗外作品「ぢいさん
ばあさん」 11/23（祝・火） 11/10㈬

倉本幸弘氏

▲

夜間開館のお知らせ
　9月11日㈯は午後8時まで開館（最終入館は午後7時30分）します。
モリキネカフェもご利用いただけます。

養育家庭（里親）＊体験発表会
「里親さんたちの体験談を

きいてみませんか」

　養育家庭（里親）制度の紹介と体験発表会
を開催します。
9月5日㈰午前10時～11時45分 シル

バーセンター 養育家庭（里親）制度の紹介・
体験発表 どなたでも 35人（申込順） 無
料 8月16日㈪～31日㈫に電話で子ども
家庭支援センター☎（5803）1894、東京都
児童相談センター☎（5937）2316へ
▷共催 東京都
※区内在住で保育（ 2歳～就学前児 5人
程度）希望者は、申込時に要予約（申込順）
＊ 養育家庭（里親）：様々な事情で親と一緒に暮ら
すことができない子どもたちを数日から数年単
位で養育していただく家庭のことです。親のも
とで生活できない子ども（東京都で約4千人）の
うち、より家庭に近い環境である里親の養育を
うけられる子どもは約1割程度。養育家庭を増
やしていく事が必要です。

「子育てサポーター」になりませんか？
第2回ベーシックサポーター認定研修受講生募集
子育て支援に関する基本的な知識や倫理、子どもへの関わ

り方、保育に関する内容、ファミリー・サポート・センター事業
など 子育てサポーターに登録し、ファミリー・サポート・セ
ンター事業等の活動ができる20歳以上の区内在住・在勤・在
学者 15人（抽選） 無料 申込書を〒164-0001中野区中野
4-11-10東京リーガルマインドへ郵送▷申込書配布 子育て支
援課・社会福祉協議会（区 ・社会福祉協議会 http://www.
bunsyakyo.or.jp/にも掲載） 8月30日㈪必着
［子育て支援制度］子育て支援課子育て支援推進担
当☎（5803）1256、［子育てサポーター認定制度］社
会福祉協議会ささえあいサポート係☎（3812）3043

日時 会場 内容
9/28㈫9：30～16：30

貞静学園短期大学
（小日向1-26-13）

子育て支援員基本研修①

29㈬9：30～17：00 子育て支援員基本研修②
ベーシックサポーター救命救急講習

30㈭9：30～12：00 シルバーセンター ベーシックサポーター認定研修
※ 3日間の研修を受講することで、子育て支援員（基本研修）及び子育てサポー
ターベーシックサポーターの認定証を交付

▲区

第39回書道展
▷募集作品 漢字（少字数を含む）・かな・調和体・刻字・てん刻。書体は自由
第72回絵画展
▷募集作品 洋画（水彩画・版画等を含む）・日本画（水墨画等を含む）

文京区秋の文化祭作品募集（書道・絵画）

書道展 絵画展
申込締切 9/8㈬必着 9/24㈮必着

搬入日時
会場

10/4㈪13：00～19：00
10/5㈫10：00～17：00

10/19㈫13：00～19：00
10/20㈬10：00～17：00

ギャラリーシビック

会期
10/8㈮～16㈯ 10/23㈯～31㈰

10：00～18：00（最終日は17：00まで）

搬出日時
会場

10/16㈯17：30～19：00
10/17㈰10：00～17：00

10/31㈰17：30～19：00
11/ 1㈪10：00～17：00

ギャラリーシビック
※地域アカデミーの受付時間は申込期間中、9：00～20：00（アカデミー千石は16：00まで）

ギャラリーシビック・アートサロン 区内在住・在勤・在学又は18歳
以上の区内を活動拠点としている書道・絵画サークルの会員▷出品点数
書道・絵画で1人各1点まで（絵画展は洋画・日本画いずれか1点）▷出品
料 1,000円（搬入時に納入） 申込書をアカデミー推進課・各地域アカ
デミーへ持参又は郵送（郵送はアカデミー推進課のみ）▷申込書配布 ア
カデミー推進課・地域アカデミー 〒112-8555文京区アカデミー推進
課文化事業係☎（5803）1120
※詳細は出品要領を参照
※申込締切、搬入・搬出等の時間厳守

共通事項

宝生能楽堂（本郷1-5-9） 小学生以上の区内在住・在勤・在学者 各回
30人（抽選） 無料 往復はがき（1枚2人まで）に「月浪能」・希望日・鑑
賞者全員の住所（在勤・在学者は勤務先・学校名も）・氏名（ふりがな）・電話
番号と返信用にも
あて先を明記し、
〒112-8555文
京区アカデミー推
進課文化事業係☎
（5803）1120へ
8月31日㈫必着

※当落の通知は9
月中旬発送予定

宝生会能楽公演ご招待

公演日時 会名 演目

10/10
㈰

13：00 月浪能

仕舞
能「実盛」
「富士太鼓」
狂言「未定」

11/14
㈰

仕舞
能「三輪」
「俊寛」
狂言「萩大名」

教　
　

室

10月1日～26日の火・金曜（全8回）午後4時45分～6時 スポーツセンター 1人で参加できる区内在
住・在学の小学生 60人予定（抽選、クロールで25ｍを泳げない方及び初めて参加の方を優先） 1,840
円（保険料込） 往復はがき（1人1枚）に「小学生水泳教室スポーツセンター10月コース」・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・泳力・過去に参加経験がある場合は参加した時期（初めての場合は「初
回」と泳力も）・学校名・学年・保護者名と返信用にもあて先を明記し、〒112-0012文京区大塚3-29-2
スポーツセンター☎（3944）2271へ 8月24日㈫必着
※必ず6回以上出席すること
※小学生水泳教室総合体育館10月コースとの同時申込は不可

小学生水泳教室スポーツセンター10月コース

①9月3日㈮②24日㈮午後1時15分～2時30
分 総合体育館 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 電話又は直接総合体育館☎（3814）

4271へ

障害のある方向けおでかけスポーツ（9月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～ 9月6日～27日の月曜（全4回）①午前9時30

分～10時30分②午前10時50分～11時50分
江戸川橋体育館 ストレッチ・軽度のシェイプ
アップ体操等 18歳以上で医師から運動制限
を受けていない区内在住・在勤・在学者 各35
人予定（申込順） 1,240円（保険料込） 8月
16日㈪午前10時30分から電話又は直接江戸川
橋体育館☎（3945）4008へ 9月5日㈰

元気ニコニコ体操9月コース

9月19日㈰午前10時 長瀞射撃場（埼
玉県） 空気銃（立射）・小口径銃（伏射・三
姿勢） 区内在住・在勤・在学の銃砲所持
者 空気銃・小口径銃（伏射）各30人、小
口径銃（三姿勢）20人（いずれも申込順）
500円（銀行振込） 又は で文京

区ライフル射撃協会・袴田☎090（8686）
8835 （3828）4450 hactoq8919@
ybb.ne.jpへ▷大会要項・申込書 区
からダウンロード▷申込期間 8月17日
㈫～31日㈫
※健康保険証持参を推奨

区民ライフル射撃大会
10月8日㈮午前9時（雨天時は15

日㈮） 六義公園運動場 区内在住・
在勤者 30人（申込順） トーナメ
ント方式 1人500円（保険料）
申込書を 又は で文京区ゲート
ボール協会・田中☎（3811）5360
（3811）5436 ton@citrus.ocn.
ne.jpへ▷申込書 区 からダウン
ロード▷申込期間 8月17日㈫～9
月23日（祝・木）
※ゲートボールの道具の貸出有
※健康保険証持参を推奨

第51回区民ゲートボール大会
10月3日㈰・17日㈰午前8時（予備日10月31日㈰） 小石川
運動場 トーナメント方式 4月1日現在18歳以上で、区内
在住・在勤・在学者で構成するチーム ファストピッチ男子（混
合含む）＝16チーム、スローピッチ男子（混合含む）＝4チー
ム（申込順） 1チーム10,000円（傷害保険料込、代表者会議
時に納入） 申込書を郵送又は で〒113-0021文京区本
駒込2-28-26文京区ソフトボール事務局・梨本☎080（3538）
9011 （5981）5250へ▷申込書 区 からダウンロード▷申
込期間 8月17日㈫～31日㈫午後5時必着
※代表者会議を9月24日㈮午後7時30分からスポーツセンター
で開催
※健康保険証持参を推奨

第27回区民ソフトボール大会
男女別9人制＝10月24日㈰、男子／混合6人制＝10月

31日㈰午前9時 総合体育館 高校生以上の区内在住・在
勤・在学者で構成するチーム及び文京区バレーボール連盟
の承認するチーム 各8チーム（申込順） 1チーム4,000円
（参加決定後に銀行振込） 申込書・ 又は、はがきに種
目・性別・チーム名・参加者全員の氏名・住所（在勤・在学者は
勤務先・学校名も）・電話番号・代表者氏名を明記し、〒113-
0021文京区本駒込5-24-7文京区バレーボール連盟・岩本
☎080（5545）2500 akiraiwamoto323@gmail.comへ
▷申込書 区 からダウンロード▷申込期間 8月17日㈫
～9月10日㈮必着
※健康保険証持参を推奨

区民バレーボール大会

区
民
大
会

　JFL（日本フットボールリーグ）に所属し、文京区を本拠地の一つとしていることから小石川・本郷
両税務署の広報大使を務める東京武蔵野ユナイテッドFCが「ぜいきんクイズマッチデー」として主催
するホームゲーム（対ヴェルスパ大分）にご招待します。
9月4日㈯午後6時キックオフ 味の素フィールド西が丘（北区西が丘3-15-1） 区内在住・在勤・

在学者 無料 当日直接会場へ スポーツ振興課スポーツ振興係☎（5803）1308
※詳細及び最新情報は、東京武蔵野ユナイテッドFC公式 https://ymfc.yokogawa-musashino-
sc.tokyo/を参照
※入場時、受付にて在住・在勤・在学を証明できるものを提示

JFL 観戦イベントへご招待します

イ
ベ
ン
ト

スポーツ

10月24日㈰午前10時30分から順次受付（種目によって異なる） スポーツセンター 区内
在住・在勤・在学者 1種目、小・中学生400円、高校生以上600円、リレー4人1組1,000円（①
銀行振込②申込時支払い） ①8月23日㈪～9月5日㈰に区民水泳大会申込フォーム https://
bit.ly/33ohsqfから申込②9月11日㈯・
12日㈰午後3時～6時30分に直接ス
ポーツセンターへ ①200人②100
人（申込順） 文京区水泳連盟・山下☎
090（4717）3358
※申込はリレーを除き、1人1種目まで
（リレーの申込は個人種目申込者に限る）
※電話・ での申込不可
※健康保険証持参を推奨

区民水泳大会

対象
種目 小学生 中学生 一般（A）

16～29歳
一般（B）
30～39歳

一般（C）
40～49歳

一般（D）
50～59歳

一般（E）
60歳～

自由形 25m 50m 25m
50m 100m 50m

背泳ぎ 50m 25m平泳ぎ
バタフライ 25m 50m
フリーリレ－＊

100m 200m 100m 100mメドレーリレー＊

＊ リレーは、年齢区分が同じ区分のメンバーで構成された組のみが正式出場。区分をまた
ぐメンバーで構成された組の参加又は男女混合の場合はオープン参加（タイムのみ計測）

▲ 申込
フォーム

子育て支援講座
「育児スキルトレーニング」（全7回）
～親子の関係を育てるコミュニケーション

スキルを学ぶプログラム～

10月5日・19日、11月2日・16日・30日、12月14日、4
年1月25日（全て火曜）午前10時～11時45分 障害者会館
しつけ本来の意味や子どもの特性を知り、効果的な関わ
りをグループワークで具体的に学ぶ 子どもの虐待防止セ
ンター公認トレーナー 10月5日㈫現在3歳～小学6年生
の子の保護者で、全回参加できる区内在住者 6人（抽選）
無料 区 の「電子申請」又は往復はがきに「育児スキ

ルトレーニング講座」・保護者と子の住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号と返信用にもあて先を明記し、〒112-
8555文京区子ども家庭支援センター☎（5803）1894へ
8月24日㈫必着
※講座の参加は保護者のみ。保育（ 8か月～
就学前児 7人程度）希望者は、申込時に「保育
希望」・保育する子の氏名と生年月日を明記 ▲電子申請

　文京区は、「ドイツ」と「パラリンピック難民選手団」のホストタウ
ンです。ドイツの選手や難民選手団にエールを送るため、皆さんか
ら応援メッセージを募集します。いただいたメッセージは、区 等
への掲載のほか、今後のホストタウン交流でもお届けする予定です。
区 の「電子申請」から申込 9月5日㈰

ドイツ&パラリンピック難民選手団の
 アスリートへ応援メッセージを送ろう！

ホストタウン！

パラリンピック難民選手団選手一覧
名前 出身（居住地） 種目

イブラヒム・アル・フセイン シリア（ギリシャ在住） 水泳
アリア・イッサ シリア（ギリシャ在住） 陸上（こん棒投げ）
パルフェ・ハキジマナ ブルンジ（ルワンダ難民キャンプ在住） テコンドー
アバス・カリミ アフガン（アメリカ在住） 水泳
アナス・アル・カリファ シリア（ドイツ在住） カヌー
シャハラッド・ナサジプール イラン（アメリカ在住） 陸上（円盤投げ）
※詳細は区 参照

▲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

　皆さんの周りの文京区ゆかりの選手について教えてください！
　詳細は区 を参照。

文京区ゆかりの選手情報・応援メッセージも募集中！

　8月20日㈮の東京2020パラリンピック聖火リレー実施に伴い、当日は走
行ルート及びルート直近の道路で、長時間にわたり交通規制がかかる予定で
す。それに伴い、Bーぐるも規制時間に合わせて運休となる予定です。詳細は、
区 をご確認ください。
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

東京2020パラリンピック聖火リレー

交通規制のお知らせ

▲区

カラーリボンフェスタ

　様々な社会問題への理解や支援のメッセージが込められたカラーリボン
（アウェアネスリボン）に関するパネル展示等を実施します。
8月25日㈬・26日㈭午前10時～午後6時（26日は午後3時まで） ギャラ

リーシビック どなたでも 無料 当日直接会場へ 総務課ダイバーシティ
推進担当☎（5803）1187

▲区
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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

▲

軽体操教室　9月
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） 8月25日㈬午前
10時から電話又は直接各交流館へ

会場・問合せ 曜日 時　間 定員
（抽選）

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
※1人1館の利用に限る

女性向け就職応援セミナー（WEB開催）
9月6日㈪・8日㈬・10日㈮午前10

時～午後4時 社会人として必要な
知識・マナー等についての研修、区
内企業とのマッチング支援 申込時
に正規雇用として就職していない区
内中小企業に就職を希望する女性
15人（申込順） 無料 電話でパー
ソルテンプスタッフ☎（6327）1793へ

就職活動準備講座（オンライン開催）
9月6日㈪～8日㈬午前10時～午

後5時 就職活動に向けての具体的
準備、自己分析の進め方等 夏原馨
氏（合同会社summerfi eld代表ほか）
未就職・求職中の29歳以下の方

15人（申込順） 無料 電話又は
に6面記入例 1・3・5を明記し、学情☎
（3545）7330 bunkyo-career@
gakujo.ne.jpへ
※希望者に企業の採用担当者や若手
社員、キャリアカウンセラー等によ
る就活カウンセリングあり（ 10
人）

尿失禁予防教室
9月10日㈮午後2時～4時 アカデ

ミー文京 下腹部の筋力や、下肢の
筋力を高めることで、軽い尿失禁の
予防と改善を目指す 金憲経氏（理学
療法士） 区内在住の65歳以上の女
性 15人（申込順） 8月16日㈪午
前9時から本人が電話で高齢福祉課
介護予防係☎（5803）1209へ
※当日は動きやすい服装で参加

STEP～ひきこもり等自立支援事業～
9月11日㈯午前10時～正午 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

ふれあいサロン
超初心者のための囲碁入門講座
10月4日～11月22日の月曜（全8

回）午前10時～正午 駒込地域活動
センター 基本ルール及び囲碁を通
じたコミュニケーションの活発化を
図る 高野典子氏（碁活研究所） 区
内在住・在勤・在学者 16人（抽選）
900円（全8回分、初回納入） 往
復はがきに6面記入例 1～5を明記し、
〒113-0021文京区本駒込3-22-4駒
込地域活動センター☎（3824）5801
へ郵送又は持参 9月17日㈮必着

ミドル・シニア実践講座
「絵本の読み聞かせ講座」
　絵本の読み聞かせを通して、ボラ
ンティア活動をしてみませんか。
9月10日～12月17日の金曜（11

月26日、12月10日を除く、全13回）
午前10時～正午 シルバーセンター
ほか おおむね50歳以上の区内在住
者 15人程度（抽選） 無料 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 8月25日㈬必着
※申込前に説明会（ 8月20日㈮午
前10時～正午 シルバーセンター
35人程度、定員に達した場合は

会場外で資料配布）又は同内容配信
のYouTube文京区公式チャンネル
を視聴すること

フミコム（オンライン開催）
フミコムcafe
8月18日㈬午後7時～8時30分 若
年層に急増しているデジタル性暴力
被害の現状や、相談現場が感じる課
題を知り、どう防ぐかを考える 金
尻カズナ氏（NPOぱっぷす） どな
たでも 無料
フミコム朝活
8月21日㈯・28日㈯午前9時30分

～正午 文字でのコミュニケーショ
ンに絵の要素を付け加えて表現を豊
かにする、グラフィックコミュニ
ケーションの基礎を学ぶ 本園大介
氏（グラフィックコミュニケータ）
区内在住・在勤・在学者 2,000円
共通事項
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

あなたに合った運動をご提案！ 
個別運動指導
①8月20日㈮午前②31
日㈫午後 保健サービス
センター本郷支所 ①殿
塚有希子氏（健康運動指
導士）②寺田憲生氏（健康
運動指導士） 介護保険
を利用していない18～74
歳以下の区内在住者（乳児との参加も
可） 無料 各3人（申込順） 8月
16日㈪から電話で保健サービスセン
ター本郷支所☎（3821）5106へ
※運動しやすい服装、歩きやすい靴
で飲み物・タオルを持参
※2回目以降の参加不可

障害のある方のための成年後見制度
（オンライン開催）
～親あるうちにそなえて～
9月14日㈫午前11時～午後1時
成年後見制度の活用方法のメリッ
ト・デメリット等 区内在住・在勤・
在学者 無料 田邉裕子氏（東京都
手をつなぐ育成会） 25人（申込順）
電話又は で社会福祉協議会権

利擁護センター☎（3812）3156
ansins@bunsyakyo.or.jpへ

シェイプアップ教室
9月6日～27日の月曜（9月20日を

除く、全3回）午前10時30分～11時
45分（15分前から受付） 勤労福祉会
館 軽快な音楽に合わせての全身運
動とストレッチ 箕輪ナオミ氏
18歳以上の方 25人（申込順） 400
円（各回） 電話で勤労福祉会館☎
（3823）6711へ
※動きやすい服装・室内用運動靴・飲
み物・汗拭きタオル・大き目のバスタ
オル又はヨガマットを持参

第4回家庭教育講座
AI? 今こそ求められる家庭教育
9月16日㈭午前10時～11時30分
アカデミー文京 青木益美氏（東

京家庭教育研究所） 年中児～中学
生を子育て中の区内在住・在勤者
48人（先着順） 無料 当日直接会
場へ 教育総務課地域教育支援担当
☎（5803）1302 （5803）1366
※保育（ 2歳以上 10人）希望者は
9月9日㈭までに電話又は で上記
へ（申込順）
※手話通訳の希望者は、9月2日㈭
までに電話又は で上記へ

 教育センター
第5回
科学教室

第3回
親子理科教室

日時
9/11㈯

①10：00～12：00
②14：00～16：00

9/18㈯
①10：00～11：30
②14：00～15：30

会場 教育センター

内容

ミクロの世界
―顕微鏡で植物細
胞を観察しよう―／
化学変化と指示薬

ポンポン船をつく
ろう

講師 教育センター専門指導員

対象 区内在住・在学の
小学3年生～中学生

区内在住・在学の
小学1～3年生の親子
（2人1組）

定員 各24人（抽選） 各12組（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（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 8/30㈪必着 9/6㈪必着

※車での来場は不可
※ キャンセルによる空き状況の確認をする場
合は、前日までに電話で教育センターへ

※ 電子申請申込時に表示される「問合せ番号」
は、当落確認の際に必要となるため、必ず
控えること

※ 受講者が小学3年生以上の場合、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

シビックホール リモートコンサート・シリーズ
　シビックホー
ルは、4月から
行われている改
修工事に伴い、
大・小ホールでの公演を休止してい
ます。その間、動画をとおして芸術
文化をお楽しみいただけるように、
期間限定で「リモートコンサート・シ
リーズ」を配信しています。
▷配信 シビックホール
https：//www.b-academy.
jp/hall/play_list/059
800.html▷配信期間 4年
3月まで

シエナ・ウインド・
オーケストラ

リモートコンサート

東京フィルハーモニー
交響楽団

リモートコンサート

出演

指揮／井村誠貴
吹奏楽／シエナ・ウ
インド・オーケスト
ラ
ご案内／富樫鉄火

指揮／渡邊一正
管弦楽／東京フィ
ルハーモニー交響
楽団
ピアノ／中野翔太

内容

『吹奏楽 珠玉の課
題曲集』
東海林修／ディス
コ・キッド、宮川彬
良／僕らのインベ
ンション　ほか
『古関裕而＆世界の
マーチ』
古関裕而／栄冠は
君に輝く、スーザ
／星条旗よ永遠な
れ　ほか

グリーグ／ピアノ
協奏曲

（公財）文京アカデミーホール事業係
☎（5803）1103

第70回文京区謡曲大会
11月27日㈯午後0時30分 宝生能
楽堂（本郷1-5-9） 謡・仕舞・狂言小舞
ほか どなたでも 235人（先着順）
無料 当日直接会場へ アカデ

ミー推進課文化事業係☎（5803）1120
※9月4日㈯から延期

苗木を配付します
　緑化啓発事業の一環
として、都の苗木配付
事業を活用した苗木配
付を行います。（サツキ、
ツツジ、ブルーベリー、
オリーブなど予定）
10月9日㈯午前10時
～正午 礫川公園 区
内在住者 150人（抽選、1家族1株）
無料 往復はがき（1家族1枚）に

6面記入例 1～3・5を明記し、〒112-
8555文京区みどり公園課緑化係☎
（5803）1254へ 9月10日㈮必着

バリアフリーパートナー
（学校等ボランティア）募集
心身の発達に遅れがみら
れるなど特別な支援を必要
とする区立幼稚園、小・中
学校に在籍する幼児・児童・
生徒への支援［保育（授業）中、給食、
プール、行事等での見守り・支援、園
外保育（校外授業）等への付添いなど］
特別支援教育に関心がある方（資格

不要）▷謝礼 1回（4時間程度）2,000
円（給食・プール等の支援を行った場
合は500円の加算あり） 教育指導課
特別支援教育担当☎（5803）1298
※詳細は区 へ

世論調査にご協力ください
　区民の方の意見・要望を区政に反
映させるため、「文京区政に関する
世論調査」を行います。
無作為に抽出した18歳以上の区民
2,500人▷調査方法 無記名方式で
調査票を郵送後、郵送又はインター
ネットから回答▷調査票発送 8月下
旬▷調査期間 8月24日㈫~9月6日㈪
広報課 広聴・相談担当☎（5803）

1129

コンビニ交付サービス＊の利用停止
　8月24日㈫は、システムメンテナ
ンスのため、コンビニ交付サービス
をご利用いただけません。
　なお、区民サービスコーナーは通
常どおりご利用いただけます。
＊ コンビニ交付サービス：マイナンバーカー
ドを利用して、コンビニエンスストアのマ
ルチコピー機で住民票の写し等の証明書を
取得できるサービス

戸籍住民課証明係☎（5803）1176、
税務課税務係☎（5803）1152

東京都3年度介護人材対策関連事業
　介護の仕事に興味のある方向け
に、以下の取組を行っています。

事業名 対象
介護人材確保対策事業
（資格取得支援、就業
促進）

学生・主婦・元気高齢
者及び離職者等

介護職員奨学金返済・
育成支援事業

新卒者・介護業務未経
験者

各種資質向上・職場環
境改善のための事業等 介護事業者

※詳細は都・福祉保健局 を参照

都・福祉保健局介護保険課☎（5320）
4267

中学校卒業程度認定試験
　合格者には高等学校の入学資格が
与えられます｡
▷試験日 10月21日㈭ 4年3月31
日現在、次の要件のいずれかに該当
する方①満15歳に達する、就学義務
猶予免除された方②満15歳に達し、
中学校を卒業できないと見込まれる
ことについて、やむを得ない事由が
あると文部科学大臣が認めた方（①
を除く）③満16歳以上で、義務教育
を修了できなかった方④満15歳以上
で、日本国籍を有しない方 9月3日
㈮ 都・教育庁地域教育支援部義務
教育課小中学校担当☎（5320）6752
※受験案内・出願書類等、詳細は上記へ

8月27日㈮～9月2日㈭は全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間です
　「いじめ」や「児童虐待」など子ども
が被害者となる悲惨な事件や、子ど
もをめぐる人権問題の解決のため「子
どもの人権110番」を設置しています。
8月27日㈮～9月2日㈭午前8時30
分～午後7時（土・日曜は午前10時～
午後5時）▷利用方法 電話で下記へ
▷相談員 人権擁護委員、法務局職
員 東京法務局人権擁護部子どもの
人権110番☎0120（007）110（全国共
通、通話料無料）
※上記期間以外も相談可[月～金曜（祝
日除く）午前8時30分～午後5時15分]
※秘密は厳守

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

肢体障害者対象
ガーデニング教室 9/15㈬

13：30～
15：30

福祉センター
江戸川橋

500円 9/1㈬

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

視覚障害者以外対象
パソコン講座

9/25㈯
26㈰ 無料 9/11㈯ 筆記用具

視覚障害者対象
陶芸教室 9/30㈭ 勤労福祉会館 500円 9/7㈫

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

※オンライン開催になる可能性あり

介護予防教室  
医師から運動制限を受けておらず、一人で会場に来られる65歳以上の区

内在住者（初めて参加する方を優先） 無料 本人が電話で高齢福祉課介護
予防係☎（5803）1209へ▷申込期間 8月16日㈪～27日㈮

教室名 日時 会場 内容 定員
（抽選）

転ばナイス教室 9/22～10/27の水曜
（全6回）

14：00～
15：30

東急スポーツ
オアシス本駒込店
（本駒込2-28-12）

転倒による骨折等が原
因で要介護状態になる
のを防ぐため、転ばな
い、骨折しないカラダ
づくりを学ぶ

20人

いきいき壱岐坂
元気力アップ教室

10/5～12/21の火曜
（全12回）

諏訪神社社務所
（後楽2-18-18）

筋力向上トレーニング
やバランス能力を向上
させる運動と、認知症
を予防するための脳ト
レなどを行う

7人

秋の文京アカデミア講座  
15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く） 往復はがきに 6面記入例
1～5と6講座番号（在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番号、在学者は学校
名も）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［ https：//www.b‐academy.jp/からも申込可（オン
ライン講座は からのみ申込）］ 8月27日㈮必着
番号 講座名 日時 定員

（抽選）
受講料

（教材費含)

1 文の京十八の町物語を聞く―文京の坂・指ヶ谷町・表町編― 10/9・16・23 土

10：30～12：00 20人
1,500

2 文の京十八の町物語を聞く―文京の町ぐらし・向丘・駒込神明町編― 10/30、11/6・20 土

3 本物で味わう江戸俳諧―与謝蕪村を中心に― 10/4・11・18・25 月 2,700
4 漢詩の魅力―陶淵明から乃木希典まで― 10/5・12・19・26、11/2 火 3,500

5 夏目漱石を読む―漱石文学に描かれた心象風景を中心に― 10/7・21、11/4・18 木 10：40～12：40 30人 2,600

6 初めての俳句―秋冬期― 10/7、11/11、12/2 木 13：00～14：30 20人 3,700

7 〈オンライン講座〉はじめての『風土記』―陽立ち昇る東の大地『常陸国風土記』の世界
10/7・21、11/4・18、
12/2・16 木 13：20～14：50 30人 3,300

8 折口信夫　恋と歌の世界 11/1・8・15・29 月 10：30～12：00 20人 3,200

9 〈オンライン講座〉『源氏物語』を読む―「源氏かるた」を手がかりに― 11/8・15・22 月 13：20～14：50
30人

1,700

10 宮沢賢治入門 12/4・11・18 土 11：00～12：30 2,50011 バーチャル文学散歩―森鷗外作品と東京を巡る 12/4・11・18 土 13：30～15：00
12 フランスの地方発見 10/1、11/5、12/3 金 14：00～15：30

20人

2,400

13 日本人の世界一周物語 10/1・8・15・22・29 金
14：00～15：30
（10/1のみ
14：00～16：00）

3,200

14
【東京大学史料編纂所協力講座】
史料編纂所と史料集の編纂
―刊行開始120周年をむかえて―

10/2・16・23、
11/6・20 土 10：30～12：00 3,000

15 ローマ帝国の成立 10/5・12・19・26、
11/2・9 火 10：00～12：00 3,600

16〈オンライン講座〉ラテンアメリカの文化と社会―メキシコを中心に・社会編―
10/12・26、
11/9・30、12/14 火 10：30～12：00 30人 4,100

17 中国を知る―ことばと文化― 10/15・29、11/12・26 金

20人

4,900

18 バーナード・リーチと日本の工芸 10/19、11/2・16・30、
12/14 火 15：30～17：00 4,100

19 Covid-19（新型コロナウイルス）と世界経済 10/30、11/6・13 土 10：30～12：00 3,70020 デジタル社会の歩みと未来 10/30、11/6・13 土 13：30～15：00
21 実存思想入門―自己とは何か― 11/8・15・29、12/6・13 月 14：00～15：30 4,100
22 江戸の旅と歩行 11/10・17・24 水

10：30～12：00

3,000
23 台湾とは何か？ 12/4・11・18 土 3,700

24 総合研究大学院大学講師陣による「科学探究講座」
9/25、10/30、
11/27、12/18 土 3,200

25 からだの科学～病気を生理学的見地から考える～
10/29、11/5・19・26、
12/3 金 3,500

26〈オンライン講座〉これから学ぶデータサイエンス入門 11/5・12・19・26 金 15：00～16：30 30人 3,300

27 木曽檜でつくる仏像～心おだやかに円空仏を彫る～ 10/7・14・21 木 13：30～16：00 12人 7,000

28 オペラの世界へようこそⅡ 10/7・28、11/4・18、
12/2 木 14：00～15：30 20人 4,000

29 西洋美術の鑑賞～キリスト教美術入門～ 11/4・11・25、12/2 木 10：30～12：00 3,600

30〈オンライン講座〉眼で・頭で・心で味わう美術の世界 11/5・12・19 金 13：30～15：00 15人 3,700

31 北欧に学ぶ居心地の良いくらし 10/5・19・26 火 15：30～17：00 20人 2,400
32 身近な税金の基礎知識 10/6・13・20・27 水 10：00～12：00     0

33 ふだんのご飯で薬膳入門味覚の秋！体力作りの養生薬膳編
10/13、11/10、
12/8 水 13：00～15：30 10人 7,500

34 イタリアワインの旅をしよう～シェフ兼ソムリエとともに～ 10/13・20・27 水 15：00～16：30
20人

1,800

35 ジャパンタイムズアルファ・リーディング講座～英字新聞をよみましょう～ 10/1・8・15・22 金 10：30～12：00 2,400

36 ねこ背改善体操 10/4・18、11/8・22、
12/13 月 14：30～15：30

10人
4,800

37 ヨーガ初級～アーサナ（ポーズ）と呼吸法～
10/7・14・21・28、
11/4・11・18 木 13：30～14：45 5,600

38 能楽の楽しみ方講座～能「黒塚」を見てみよう！～ 10/5・12・19・26 火 13：00～14：30 20人 2,300

39 マットピラティス入門～心と体をもっと元気にしよう～ 10/7・14・21・28 木 10：30～12：00
10人

2,000

40 水引細工入門～おしゃれなアクセサリーと小物をつくろう～ 10/8・15・22 金 10：00～12：00 4,800

41 フィルム「写真」を知る・楽しむ話―初めての写真教室― 10/28、11/4・11 木 10：30～12：00 20人 1,500

42 点描曼荼羅を描いてみよう 11/11・18・25 木 13：30～15：30 15人 3,700

M1〈オンライン講座〉トピック英会話 10/7・14・21・28、
11/4・11・18・25 木 10：00～11：30 12人 12,300

※ カリキュラム等の詳細は、地域アカデミー・図書館・地域活動センター等で配布する「講座案内」、
上記 で必ず確認のこと
※定員に達しない時は開講しない場合あり　※当落通知は9/3㈮発送予定
※手話通訳を付けられる講座あり。詳細は申込時に問合せのこと　※受講は当選者本人に限る

交流館の教室  
一閑張り教室 親子ふれあい体操教室 ゆかた着付け教室 カービング教室 カーレット教室 季節の寄せ植え講座

日時 8/26㈭
14：00～16：00

8/28㈯
10：00～11：00

8/28㈯
10：00～12：00

8/29㈰
①13：30～14：40
②15：10～16：20

9/1㈬・15㈬
14：00～16：00

9/7㈫
①10：30～12：00
②13：30～15：00

会場
問合せ

白山交流館
☎（3813）8500

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

竹のざるに和紙を張り、その上
から柿渋を塗り仕上げる 区内在
住者 9人（申込順※） 700円（材料
費含む） 8/15㈰10：00から電話又
は直接白山交流館へ
※ハンドタオル2枚持参（雑きん可）

体操、ZUMBA等でふれあ
う 区内在住の1・2歳児と保
護者1人 9組（申込順※） 200
円 8/15㈰10：00から電話又
は直接白山交流館へ
※運動しやすい服装でバスタ
オル1枚と飲み物持参

文庫結び・かおり結びを
マスターする 合地ケイ子
ゆかた一式を用意できる
区内在住・在勤・在学の女性
8人（申込順※） 600円

8/15㈰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※）
850円（材料費含） 8/16㈪
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10人
（申込順※） 100円 8/16
㈪10：00から電話又は直接
千駄木交流館へ

秋冬まで楽しめる寄せ植え 樺澤智江 区
内在住・在勤・在学者 各5人（抽選） 2,500
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 8/25
㈬必着
※植物と鉢の重さ5㎏程度
※定員に満たない場合、開催しない場合あり

※申込開始日に定員を超えた場合は抽選

▲シビック
ホール

▲区
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健康 医療 護介

プレママクッキング
～たまごママのお料理始め～
9月30日㈭午後1時
30分～2時30分 保
健サービスセンター
講義とデモンストレー
ション「妊娠中の栄養
と簡単マタニティご
飯」 区内在住の妊婦 12人（申込順）
無料 8月18日㈬午前8時30分

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
9月16日㈭①午前10時30分～11
時30分②午後1時～2時 保健サー
ビスセンター 講義とデモンスト
レーション「5～6か月児の離乳食づ
くりのポイント」 3年3～4月生ま
れで区内在住の第一子の保護者（初
めて参加する方を優先） 各12人（申
込順） 無料 8月20日㈮午前8時
30分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

ステップ・アップ離乳食講習会
9月9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1～2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 8月17日㈫午前8時30分

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

依存症専門相談
9月2日㈭ 保健サービスセンター
アルコールやギャンブル、薬物等
の依存症について、専門医による個
別相談（予約制、家族からの相談も可）
区内在住者 無料 電話で保健

サービスセンター☎（5803）1807へ

専門医による骨粗しょう症健診
9月16日㈭午後1時～4時（受付は
2時30分まで） 保健サービスセン

ター 身体測定・骨密度測定・医師の
結果説明・保健指導・栄養指導 20・
25・30・35・40・45・50・55・60・
65・70歳（4月2日～4年4月1日に誕
生日を迎える方）の区内在住の女性
（現在骨粗しょう症で治療中の方を
除く） 28人（申込順） 700円
8月19日㈭午前8時30分から電話で
保健サービスセンター健康相談係☎
（5803）1805へ

文
ふみ

の京
みやこ

介護予防体操地域会場
9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 会場名 日時（入替制） 定員

（申込順）

8/17
㈫

動坂会館 9/1㈬
8㈬
15㈬
22㈬
29㈬

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

8/18
㈬

福祉センター
湯島
※上履きを持参

9/2㈭
9㈭
16㈭
30㈭

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

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

各
6人

8/19
㈭ アカデミー茗台

9/3㈮
10㈮
17㈮
24㈮

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

各
16人

8/20
㈮ シルバーセンター

9/2㈭
9㈭
16㈭
30㈭

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

各
16人

8/23
㈪

駒込地域活動
センター

9/3㈮
10㈮
17㈮
24㈮

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

各
12人

8/24
㈫

汐見地域活動
センター 9/6㈪

13㈪
27㈪

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

各
4人

大原地域活動
センター

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

各
16人

8/25
㈬

福祉センター
江戸川橋

9/6㈪
13㈪
27㈪

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

各
12人

音羽地域活動
センター

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

千駄木高齢者
在宅サービス
センター

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

8/26
㈭

アカデミー音羽 9/7㈫
14㈫
21㈫
28㈫

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

各
12人

不忍通りふれ
あい館

①14：00～14：45
②15：00～15：45

各
16人

※1人1会場の利用に限る

母親学級（オンライン開催）
9月17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 8月20日㈮

～30日㈪ 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
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
を使用、接続環境が必要

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
（受付は
10分前から）

9/3㈮・10㈮

①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）

申込
問合せ

8/20㈮8：30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
（受付は
10分前から）

9/14㈫・21㈫

①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各10人（申込順）

申込
問合せ

8/20㈮8：30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

ぶんにこ駒込～老い支度ミニ講座～
9月4日㈯午後2時～3時30
分 千駄木の郷

さと

もしも認
知症になったら？人生会議に
ついて、意見交換 区内在
住・在勤・在学者 10人（申込順） 無料

又は電話で高齢者あんしん相談
センター駒込☎（3827）5422 koma
gome-houkatsu@bz03.plala.or.jp
（上記二次元コードからも送信可）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 9/8㈬・15㈬
10：00～13：10

会場 シルバーセンター 福祉センター湯島

申込
問合せ

電話で高齢福祉課
社会参画支援係
☎（5803）1203へ

電話で福祉セン
ター湯島
☎（3814）9245へ

申込
期間

8/20㈮8：30
～各回前日

8/20㈮9：00
～各回前日

※1人1回の利用に限る。ただし15㈬分
のみ9/10㈮から2回目の申込可（空き
がある場合に限る）

※1回の電話で1人まで申込可
※ マスクを着用し、ジャージ又はＴシャツ等の
軽装で、手ぬぐいを2本持参（1本はタオル可）
※住所と年齢の確認できるものを持参
※1回40分程度、施術師の指名は不可

健康診査等実施指定医療機関の追加
　新たに指定医療機関として登録し
ました。
医療機関名 所在地 電話
岡崎ハート
クリニック 関口1-21-15 ☎（6280）8234

春日後楽園
しのぶクリ
ニック

小石川1-1-7
文京ガーデンセ
ンターテラス202

☎（3813）0022

※健康診査・大腸がん・肝炎ウイルス検査を実施
健康推進課保健係☎（5803）1229

定期高齢者用肺炎球菌予防接種及び
区の任意高齢者用肺炎球菌予防接種費用助成制度について
　新型コロナウイルス感染症の流行に鑑み、重症患者発生を抑制して医療機
関の負担を軽減するため、10月1日㈮～4年3月31日㈭までに指定医療機関
で予防接種した分の自己負担額を一部助成します。

対象 回数 自己負担額 予診票

定期高齢者用
肺炎球菌予防
接種

①3年度に65・70・75・80・85・90・
95・100歳になる方
②60～65歳で心臓、じん臓、呼
吸器の機能、又はヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に重
い障害（身体障害者手帳1級）が
ある方

1回
1,500円

（23区内の指定医
療機関にて接種）

①の方＝3月末に対象者へ
送付した予診票を指定医療
機関へ
②の方＝身体障害者手帳を
持参のうえ、予防対策課へ
申請後、予診票を交付

任意高齢者用
肺炎球菌予防
接種

3年度に75歳以上になる方で、
定期予防接種対象外の方 1回

1,500円
（区内の指定医療
機関にて接種）

予防対策課で交付

※過去に文京区の高齢者用肺炎球菌予防接種をしたことがある方は対象外
※9/30㈭までに予防接種した分については、自己負担額の一部助成対象外
［予診票に関すること］予防対策課☎（5803）1834、［接種費用に関するこ
と］福祉政策課☎（5803）1201

熱中症講座③
屋内での熱中症に気を付けましょう

　熱中症は、屋外や炎天下で発生するものと思いがちですが、近年は家
の中での発生が多くなっています。屋内は昼間の熱がこもるため、夜間
でも熱中症に注意してください。
　室内での熱中症を予防するために、次のポイントに注意して効果的に
エアコンを使用しましょう。

空調設備（エアコン）使用時のポイント
•室温「28℃」になるよう冷房の設定温度を調整する
•エアコンの気流の流れや風量を工夫する
•扇風機を一緒に利用する
•窓からの直射日光を避ける
• 湯沸かし器やガスコンロなど熱を発生する機器を
居室から避ける

　夏期における食品の安全を確保するため、食品関係事業者及び区民の
皆さんに対し、8月31日㈫まで食品衛生夏期対策事業を行っています。
　高温多湿の夏には細菌の活動が活発になるため、家庭の調理でも食中
毒になる可能性があります。次のポイントに気をつけて、食中毒を予防
しましょう。

夏の食中毒予防 生活衛生課食品衛生担当
☎（5803）1228

•購入した食品はきれいな袋に入れて運び、すぐに冷蔵庫等に保管する
•調理前後、食事の前、トイレの後は石鹸で十分に手を洗う
•食材は水でよく洗う
•食品は中心部までしっかり加熱する
•使った器具類はよく洗浄する

▲区 ▲二次元コード


