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■主な内容
高齢者あんしん相談センターのご案内 …　２面
教育長の就任…………………………　３面

Cheer Up!!　みんなでつくる文京みやげ …　４面
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……………………　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。

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

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

厚⽣労働省

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

区⺠の皆さんへの接種券の発送が完了しました。
年齢区分ごとの予約開始⽇以降、接種予約が可能です。

予約開始⽇を前倒ししました

予約⽅法   各予約開始時間は、コールセンターの回線が混み合うことが想定されます。可能な限り予約サイトでのご予約をお願いします。

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 ※かけ間違いに注意

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）

※メンテナンスで⼀時休⽌することあり
 （緊急の場合を除き、事前にお知らせ）

▲区 から
 アクセス

集団接種

医療機関でご予約ください。
※予約⽅法は医療機関によって異なります。詳細は、区ホームページ等でご確認ください。
 個別接種については、上記スケジュールに関わらず、接種券が届き次第、予約・接種できます。

医療機関
⼀覧はこちら▶

個別接種

対象者 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉

65歳以上の⽅

60〜64歳の⽅

12
59
歳
の
⽅

基礎疾患を有
する⽅・区内在
住の⾼齢者施
設等に従事し
ている⽅

6/1㈫〜7㈪に
申請された⽅

6/8㈫〜25㈮に
申請された⽅

55〜59歳の⽅

50〜54歳の⽅

45〜49歳の⽅

40〜44歳の⽅

12〜39歳の⽅

7/15㈭から

7/16㈮から

7/19㈪から

7/20㈫から

7/21㈬から発
送

接
種
券
の
発
送

6/18㈮

接
種
券
の
発
送

6/30㈬

5/6㈭から接種を進めています

予約・接種を開始しています

7/15㈭から

7/12㈪から

7/16㈮から

7/13㈫から

7/14㈬から

※前倒ししました

各予約開始⽇※から
4 4

予約できます

※ 予約枠の空き状況は区ホームページで
ご確認ください。

済

済

7/1㈭
済

接種券に同封のお知らせに記載のスケジュールから

集団接種会場を新規開設します8⽉以降

  接種会場への直接の問合せは、ご遠慮ください。

新たに開設する集団接種会場 開設時期 予約開始時期

①-1 窪町⼩学校 ⼤塚3-2-3 8⽉中

決まり次第、
区ホームページ等
でご案内します。

①-2 ⽂京スポーツセンター ⼤塚3-29-2 9⽉上旬〜

② ⽂京総合体育館 本郷7-1-2

8⽉上旬〜③ ⽇本サッカー協会ビル
（JFAハウス） 本郷3-10-15

④ ファーストキャビン
東京ドームシティ

後楽1-3-61
⻩⾊いビル1階

⑤ 東京ドーム 後楽1-3-61 調整中

＊既存の会場に加えて、全17会場で実施します。

集団接種会場を新たに5会場（6施設）開設します。

8⽉中は窪町⼩学校、9⽉以降
は⽂京スポーツセンターでの
ワクチン接種となります。

  7/8㈭午前6時〜12㈪午前8時は、システムメンテナン
スのため、電話・予約サイトでの申込ができません。

※メンテナンス期間中も予約申込を除く問合せはコールセンターで対応します。

区

▲
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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。

地域密着型サービス事業者の公募
　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「地域密着型サー
ビス」の事業所を整備・運営する事業者を公募しています。

事前相談のうえ、応募意向書を介護保険課事業指導係☎（5803）1204へ持
参（事前相談の際は電話予約が必要）▷応募意向書・募集要項配布 介護保険課（区
にも掲載） 3年度の最終受付は12月28日㈫

※詳細は募集要項を参照

サービスの種類 募集数 募集圏域
（看護）小規模多機能型居宅介護 1 区内全域認知症対応型共同生活介護 1

明るい選挙啓発ポスター作品募集
区内在住・在学の小・中・高校生 作品を〒112-
8555文京区選挙管理委員会事務局☎（5803）
1287へ郵送又は持参 9月10日㈮必着
▷画材 自由▷大きさ 画用紙の四つ切（542㎜
×382㎜）、八つ切（382㎜×271㎜）又はそれに
準ずる大きさ▷審査 区審査会において、小･中・
高校別に、入選・佳作を各10点選定。入選作品
の中から優秀作品を選定し、さらにその中から1
点を最優秀作品として選定。優秀作品は、東京
都のコンクールに出品▷表彰 最優秀・優秀・入
選・佳作者に賞状と賞品、その他の応募者全員
に参加賞を贈呈▷発表 11月予定▷注意 ①作
品の裏面右下に学校名､学年、氏名（ふりがな）を
明記②応募作品の著作権は主催者に帰属し、啓
発事業に活用される場合あり（氏名・学校名等を
掲載）③特定政党や個人にかかわる表現は不可

▲ 2年度（公財）明るい選挙推進協会会長・都
道府県選挙管理委員会連合会会長賞
　島野　陽菜さん（茗台中学校）の作品

　国立・私立幼稚園等及び認可外保育施設を利用する児童の保
護者が補助を受けるためには、「保育の必要性」の認定が必要です。

「保育の必要性」の認定はお済みですか

利用施設 認定手続き 提出先・問合せ

国立幼稚園
私立幼稚園等

「子育てのための施設等利用給付認定（変更）
申請書」及び必要書類を右記へ郵送又は持参

〒112-8555文京区幼児
保育課 施設給付・私立幼
稚園担当☎（5803）1823
▷申込書配布 幼児保育
課・各幼稚園（区 にも掲
載）

認可外保育施設

0～2歳児クラスの区市町村民税非課税世帯
及び3～5歳児クラスの児童の保護者
「子育てのための施設等利用給付認定（変更）
申請書」及び必要書類を右記へ郵送又は持参

0～2歳児クラスの区市町村民税課税世帯
「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保
育給付認定（変更・再交付）申請書」及び必要書類
を右記へ郵送又は持参

〒112-8555文京区幼
児保育課 入園相談係☎
（5803）1190
▷申込書配布 幼児保育
課（区 にも掲載）

※認定日の遡りは不可。認定のない期間は補助対象外
※詳細は区 を参照

▲区

7～8月は
政治家の寄附禁止PR
強化期間です

　きれいでお金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、法
律で禁止されている政治家の寄附について、周知徹底を図ることを目
的として定めています。
寄附の禁止とは
●政治家の寄附禁止
　政治家（候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者）は、
選挙区内にある者や団体に対して寄附をすると処罰されます。
　（例）入学祝や卒業祝、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家を威迫（相手に不安を感じさせる行為）して、あるいは、陥れ
る目的で寄附を求めると処罰されます。
　（例）祭りや旅行などへの差し入れ
●後援団体の寄附禁止
　後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出
すと処罰されます。
　（例）落成式や開店祝などの花輪
●あいさつを目的とする有料広告の禁止
　政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広
告を出すと処罰されます。
●時候のあいさつ状の禁止
　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるもの
を除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。
　（例）暑中見舞など

選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

処罰されると、公民権（選挙権、被選挙権）停止の対象となります。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

みんなで守ろう「三ない運動」

政治家は有権者に        を

有権者は政治家に        を

政治家から有権者への        は

寄附 をををををををを贈ららない
寄附 ををををを求めめない
寄附 はははははははははは受け取ららない

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

環境政策課環境調整係☎（5803）1259

申請期間
設備設置日 申請期間

第1期 2/1㈪～6/30㈬ 5/6㈭～8/2㈪
第2期 7/1㈭～10/31㈰ 8/2㈪～11/30㈫
第3期 11/1㈪～4年1/31㈪ 12/1㈬～4年2/28㈪

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

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

▲区

　高齢者の皆さんが健やかに安心して生活を続けられるように、介護・福祉・健康・医療など、様々なご相談をお受けします。また、地域と連携
した見守り活動を行う専任職員（見守り相談員）を配置して早期の支援や見守りにつなげています。高齢者ご本人だけでなく、周囲の方からのご
相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

センター名 メール

高齢者あんしん相談センター富坂
tomisaka-online@fukuinkai.or.jp

高齢者あんしん相談センター大塚
anshinsoudan-otsuka@rakuwa.or.jp

高齢者あんしん相談センター本富士
on-line-motofuji@mct.or.jp

高齢者あんしん相談センター駒込
komagome-houkatsu@bz03.plala.or.jp

　Z
ズ ー ム
oom（オンライン会議ツール）を利用した相

談を行っています。お住いの日常生活圏域のセン
ターへ次の項目を記載したメールを送信。

・ 相談者が本人でない場合は「相談者本人の氏名、
住所及び続柄」も記入
・ 相談までに数日かかります。お急ぎの相談は電
話で各高齢者あんしん相談センターへ
※ Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）への接続環境が必要

注 意 事 項

記 入 項 目
氏名・住所・電話番号・相談希望日時（第1～3希望
日まで）

オンライン相談高齢者あんしん相談センター窓口

富
坂

高齢者あんしん相談センター富坂 ☎(3942)8128 白山5-16-3

高齢者あんしん相談センター富坂分室　★ ☎(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

高齢者あんしん相談センター大塚分室 ☎(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

高齢者あんしん相談センター本富士分室 ☎(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

高齢者あんしん相談センター駒込分室 ☎(6912)1461 本駒込2-28-10

★は見守り相談員配置
※ 開設時間（分室を除く）は、 月～金曜＝9：00～19：00

土・日曜、祝日、12/29～1/3＝9：00～17：30
※分室の開設時間は、月～土曜＝9：00～17：30（日曜、祝日、12/29～1/3休み）

高齢者あんしん相談センターのご案内
お困り事はありませんか？ 高齢福祉課地域包括ケア推進係☎（5803）1843
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☆区民サービスコーナー（シビックセンター、大原・大塚・音羽・湯島・向丘・根津・汐見・駒込各地域活動センター）は、土・日曜、祝日も開設しています。（年末年始を除く）

　6月24日㈭開催の区議会6月定例議会本会議において、教育長に加
藤裕一氏が任命同意されました。
教育長
加藤　裕一（かとうゆういち）
（任期　令和3年7月8日～6年7月7日）
略歴
　平成28年4月企画政策部参事 30年4月子ども家
庭部長 令和元年6月教育委員会教育長
教育総務課☎（5803）1291

教育長の就任
　終戦から76年の歳月が経過した今日、あらためて平和の大切さを考えるため、
広島市及び長崎市と共催で「文の京 区民平和のつどい」を開催します。
戦災・原爆資料展
7月26日㈪～30日㈮午前10時～午後5時 ギャラリーシビック・アートサロン
戦災・原爆に関する資料の展示、証言映像の上映等 無料 当日直接会場へ

被爆体験講話
7月30日㈮午後1時 区民センター 被爆体験証言
者による講話、平和に関する映画上映 八幡照子氏
60人（先着順） 無料 当日直接会場へ
※開場1時間前より会場で整理券配布
総務課総務係☎（5803）1139

▲ 伸ちゃんの三輪車(寄贈/銕谷信
男)(所蔵/広島平和記念資料館)

文
ふ み

の京
みやこ

 区民平和のつどい

　現在ご使用の国民健康保険被保険者証は9月30日㈭が有
効期限です。10月1日㈮からは、被保険者証はウグイス色
に変わります。新しい被保険者証は、世帯ごとにまとめて、
9月中旬頃に世帯主あてに郵送します。
窓口交付をご希望の方
　8月25日㈬までに直接下記窓口へお申出ください。9
月13日㈪以降に窓口で交付します。
窓口受領方法
● 9月30日㈭までは、現在の被保険者証のみで新被保険
者証と交換。世帯全員の被保険者証を持参。
● 10月1日㈮以降は、対象世帯の世帯主又は被保険者が
本人確認書類（下記の一点）を持参（本人確認書類がな
い場合は郵送）。
本人確認書類
　運転免許証・パスポート・個人番号（マイナンバー）カー
ド・写真付住民基本台帳カード・在留カード（これ以外の
本人確認書類については下記へ確認のこと）
国保年金課国保資格係☎（5803）1192

国民健康保険被保険者証をお持ちの方へ
10月1日から被保険者証が一斉更新されます

　毎年8月1日に更新となるため、7月下旬に新しい高齢受給者証を送付します。
　今後70歳になる方には、誕生月（1日生まれの方はその前月）の下旬に高齢受給者証を送付します。
医療費の負担割合
　更新後の高齢受給者証の負担割合は、3年度の住民税の課税所得により判定します。
　70～74歳の方で、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯は3割負担、その他の世
帯は2割負担となります。
国保年金課国保資格係☎（5803）1192

70～74歳の国民健康保険被保険者証をお持ちの方へ
新しい高齢受給者証を送ります

後期高齢者医療被保険者証（保険証）をお持ちの方へ
　3年度の住民税課税所得により自己負担の割合が変わる方には、8月1日
㈰から使用する新しい保険証（オレンジ色）を7月中旬に簡易書留で郵送し
ます。現在の保険証は、同封の返信用封筒で8月1日以降に返却してください。
　なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在の保険証を引続き使
用してください。

　世帯全員が住民税非課税の方は、自己負担限度額及び入院時の食事
代が減額される「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
（減額認定証）」の交付を受けることができます。希望者は、申請が必
要です。すでに交付されていて、3年度も世帯全員が住民税非課税の
方には、新しい減額認定証を7月下旬に郵送します。

自己負担割合が1割の方
限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）

　世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未
満の場合は、保険適用の医療費の負担が所得区分に応じた自己負担額
までになる「後期高齢者医療限度額適用認定証（限度額認定証）」の交付
を受けることができます。希望者は、申請が必要です。すでに交付さ
れていて、3年度も限度額認定証の交付対象となる方には、新しい限
度額認定証を7月下旬に郵送します。
自己負担の割合の判定基準
自己負担の割合 3年度住民税課税所得（2年1～12月の所得から算出）

1割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
3割 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

自己負担割合が3割の方
限度額適用認定証（限度額認定証）

確定申告期限の延長による影響について
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、所得税の確定申告期
限が延長されました。延長期間中に確定申告を行った方がいる世帯の
場合、今回送付する保険証に記載される自己負担の割合が暫定的なも
のとなる場合があります。
　3年度住民税課税所得の決定により、送付した保険証の自己負担の
割合に変更があった場合は、変更後の保険証を送付しますので、すで
にお持ちのものと差し替えをお願いします。変更前の保険証を使用し
た場合、負担割合差額分の医療費の納付や払い戻しの手続きをお願い
することがあります。
国保年金課高齢者医療係☎（5803）1205

2年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
　区政に関する情報は、どなたでも情報公開条
例に基づいて公開請求ができます。情報公開の
実施状況の詳細は、行政情報センター及び区
で公表しています。
　また、区が保有している個人の情報は、個人
情報保護条例に基づいて自己情報の開示等請求
ができます。
総務課 情報公開・法務担当☎（5803）1381

個人情報の開示等請求件数
開 示 請 求 件 数 100

開　示
全　部 31
一　部 43

非開示（不存在を含む） 26
訂正請求件数 0
不 承 諾 0
削徐請求件数 0
不 承 諾 0

行政情報の公開請求件数
請 求 件 数 867

公　開
全　部 287 
一　部 377

非公開（不存在を含む）203
未 決 定 0

後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書を送付します
　3年度の決定通知書兼納入通知書を7月19日㈪に発送します。
　納付書が同封されている方は、期日までに金融機関・コンビニエンスストアで
納めてください。
保険料の決め方

＊ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所
得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）
を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

保険料額（年額）
100円未満切捨て
限度額64万円

均等割額
被保険者1人当たり

44,100円

所得割額
賦課のもととなる

所得金額＊×所得割率　8.72％
＝ ＋

納付方法
⑴特別徴収
　次の全てにあてはまる方は、年金受給月（偶数月）に、当月分と翌月分を年金か
ら引き落とします。
①年額18万円以上の年金を受給②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算

額が、介護保険料が引かれている公的年金の1回あたりの受給額の2分の1以下
※申出により、年金からの引き落としを口座振替に変更可。ただし、特別徴収の
停止には、対象月の3か月前までに申出が必要
⑵普通徴収
上記⑴以外の方は、納付書又は口座振替により保険料を納めてください。
保険料の軽減措置
　所得区分に応じて、次の軽減措置があります。
⑴均等割額の軽減
　同じ世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が一定の金額以下の場
合、均等割額が軽減されます。
※詳細は区 又は東京都後期高齢者医療広域連合 を参照
⑵所得割額の軽減（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）
　賦課のもととなる所得金額が20万円以下の方は、所得割額が軽減されます。
⑶被用者保険の被扶養者であった方への軽減
　制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者として、自ら保険料を納めていな
かった方には、所得割が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。ただし、加
入から2年を経過する月までの軽減となります。
※詳細は保険料額決定通知書裏面を参照
※税申告を3月16日㈫以降にした方は、保険料額や被保険者証の負担割合が変更
になる場合あり
国保年金課高齢者保険料係☎（5803）1198
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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！

　 トルコ共和国
　 難民選手団（パラリンピック）
　 中国

A
B
C

東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けて新たに文京区が登録され
たのはどこのホストタウンでしょう？

【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！

東京2020大会でも結成される難民選手団ですが、文京区はIPCやUNHCR
などの関係機関と大会中や大会期間前後の交流実施に向けて協議を進め、
6月29日付でパラリンピック難民選手団のホストタウンに登録されました。

【答え】　　 難民選手団（パラリンピック）B

みんな
わかったかな？

　区と観光協会は「みんなでつくる」をテーマに
文京区オリジナルの土産品を開発します。開発
にあたり、皆さんが「文京区」からイメージする
キーワードを教えてください！
　たとえば、「文豪」「坂」「ネコ」など。
自由な発想をお待ちしています。
観光協会 応募フォーム、電話又は、はが

きに「『文京区』からイメージするキーワード」・
住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を明記し、上記へ 7月31日㈯
必着

文京SOGI＊にじいろサロン（オンライン開催）
人生の「選択」に寄り添う～SOGIとキャリア～

第2回

　人それぞれ違う性のあり方やお悩みについて、当事者の方、アライ（支援者）
の方、少し話を聞いてみたいという方、どなたでも気軽に語り合えます。
7月25日㈰午後2時～4時 岩﨑德子氏（帝京平成大学現代ライフ学部経営
学科助教）ほか 原則、区内在住・在勤・在学者 20人程度 無料 区 の申込
フォームから申込 7月20日㈫ 総務課ダイバーシティ推進担当☎（5803）1187
※終了後、講師との個別相談可（先着2人（組）、1回50分まで）
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）への接続環境が必要
＊ SOGI：Sexual OrientationとGender Identityの頭文字をとったもので、
「性的指向」と「性自認」を意味する。 ▲区

魚沼里山トレッキングと
コケテラリウム作り

日時

9/4㈯　 12：30　やまびこ荘集合―昼食―コケ採集後、
コケテラリウム作り

  5㈰　 里山散策トレッキング（2時間程度、小学生以下は
できない可能性あり）―昼食―入浴―13：00解散

※雨天時は内容を変更予定

送迎

【迎え】高速バス　12：26　小出インターチェンジ着
　　　新幹線　　11：48　浦佐駅着
【送り】高速バス　14：51　小出インターチェンジ発
　　　新幹線　　14：55　浦佐駅発
※上記到着時刻の公共交通機関に合わせて送迎

対象 原則、小学生以上

定員 20人程度（抽選）

費用
（2泊分）

①区内在住者　大人11,150円　子ども8,400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、宿泊費、入湯税（大人のみ）の合
計額。現金のみ、カード払い不可

持ち物
トレッキングできる服装、常備薬、トレッキングシュー
ズ、雨具、日焼け止め対策（帽子・サングラス）、リュッ
クサック、タオル、カメラ等

ツアー申込
問合せ

電話でやまびこ荘フリーダイヤル☎0120（801）523
（毎日8：00～21：00）へ 7/30㈮
※ 抽選結果の確認は8/1㈰以降、自身でやまびこ荘へ問
合せ。やまびこ荘からの連絡はなし

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）

※ 魚沼までの往復の交通手段については、各自で手配
※ 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）
※ 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　12,350円
子ども 9,200円
⎫
⎬
⎭

一般開放
昭和小学校、音羽中学校

団体開放（貸切）
区立小中学校の一部 区内地域団体

（町会・PTA・スポーツ団体等）
スポーツ振興課施設等担当☎（5803）

1850

8月6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軽体操 区内在住・在勤・在学で
介助者なしで来館できる肢体及び視覚障害者（介助者有
の場合は要相談） 無料 前日までに電話又は直接総
合体育館☎（3814）4271へ
※8月は水泳の実施なし

8月2日～23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（申込順） 1,240円（保険料込）
7月19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 8月1日㈰

9月3日～28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（クロールで25ｍを泳げない方及び初めて参加の方優
先） 60人予定（抽選） 1,840円（保険料込） 往復はがき（1人1枚）に 記入例 ①～
⑤（③は保護者分も）と⑥性別・泳力・過去に参加経験がある方は参加した時期（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 7月23日（祝・金）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9月コースとの同時申込不可

8月28日、9月4日・11日の土曜午前10時～正午（全3回） 東
京ドームボウリングセンター（後楽1-3-61） 全日程参加可能な
区内在住・在学の小学4～6年生とその保護者 12組24人（抽選）
大人3,500円、子ども1,500円（3回分を初回に一括払い）

区 の「電子申請」又は、はがきに 記入例 ①～③・⑤（②～⑤は保
護者分も）と⑥学校名・学年・ボウリング経験の有無を明記し、
〒112-8555文京区スポーツ振興課スポーツ振興係☎（5803）
1308へ 7月28日㈬必着

9月7日～10月12日の火曜午前10時40分～11時40分（全6回、予備日10月19日） 後楽
公園少年野球場 3歳以上の未就学児（10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 記入例 ①
～④（③は保護者分も）と⑥年齢・性別（在勤者は勤務先住所も）を明記し、〒112-8555文
京区スポーツ振興課施設等担当☎（5803）1850へ 7月30日㈮必着
※天候や行事等により、中止・延期の場合あり

9月18日㈯①小学1・2年生親
子の部＝午後1時30分～3時②
小学3・4年生親子の部＝午後3
時40分～5時10分 総合体育
館 神谷勝則氏（（公財）日本テニス
協会公認S級エリートコーチ）
区内在住・在学の小学1～4年

生とその保護者 各部15組（抽
選） 1,000円（保険料・指導料
等） 区 の「電子申請」又は、はがきに 記入例 ①～
③・⑤（②は保護者分も）と⑥学校名・学年を明記し、
〒112-8555文京区スポーツ振興課スポーツ振興係
☎（5803）1308へ 8月6日㈮必着

小・中学校のプール無料開放

小学生水泳教室（スポーツセンター9月コース）

親子すくすく教室（3年度・第2期） 

9月5日㈰・12日㈰午前8時（予備日9月19日㈰） 竹早テニスコート・目白台運動場公園テ
ニスコート 区内在住・在勤者（学生は除く）▷種目 ダブルス（男子・女子・混合）、シニア
ダブルス［55歳以上（男子・女子）］（1人1種目） 125組（申込順） 1組1,500円（申込期限ま
でに郵便払込） 7月19日㈪～27日㈫に申込書を 又は で文京区テニス協会・鈴木☎
（3945）1552 （3813）9297 btk@mbr.nifty.comへ▷申込書 区 からダウンロード
※当日、健康保険証持参

区民硬式テニス大会

障害のある方向けおでかけスポーツ（8月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～

元気ニコニコ体操8月コース

9月25日㈯①4歳以上の未就学児の部＝午前9時30分～10時30分②小学1～3年生の部＝
午前11時～正午 総合体育館 アルバルク東京所属のコーチ 4歳以上の未就学児及び小
学1～3年生とその保護者（2人1組。保護者又は子が区内在住・在勤・在学） 各20組（抽選）
200円（保険料） 区 の「電子申請」又は、はがきに 記入例 ①～⑤（②は保護者分も）と⑥希望の部・学校名
を明記し、〒112-8555文京区スポーツ振興課スポーツ振興係☎（5803）1308へ 8月9日（休・月）必着

アルバルク東京による
初めてのバスケットボール教室★ 

親子ボウリング教室★ 「手のひらで簡単テニス」 
ヨネックスと学ぶ親子テニピン＊体験会★

　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」などのサービスを提供する店舗に対し、
サービスにかかる費用を補助します（要事前申請）。
▷補助対象者 次の全てにあてはまる方①中小企業（中小企業と同規模の法人を含む）及び個人事業主で、
区内に店舗を有している②店舗において、小売・飲食・その他生活に必要なサービス等を提供している③ワ
クチン2回接種後の65歳以上の方向けに割引等のサービス（消費者還元サービス）を実施する④店舗におい
て新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の防止に係る対策を行っている⑤緊急事態措置等により休
業又は営業時間短縮の要請をされている場合は、当該要請を遵守している▷消費者還元サービス実施期間
8月16日㈪～9月30日㈭▷対象経費 消費者還元サービス実施期間中に発生した、商品割引、サービス品
の提供等の消費者還元金額相当分▷補助額 上限10万円（申請は1店補1回のみ） 申請書及び必要書類を
郵送で〒112-8555文京区経済課ワクチン接種に伴う区内店舗支援事業担当へ▷申請書 区 からダウ
ンロード 9月10日㈮消印有効 ワクチン接種に伴う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）へ
※詳細は区 を参照
※サービス内容は、区内店舗紹介サイト「文京ソコヂカラ」に掲載

参加店舗募集

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

▲区

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「文京朝顔・ほおずき市」は中止になりました。
文京朝顔・ほおずき市実行委員会事務局（礫川地域活動センター）☎（3813）3638

文京朝顔・ほおずき市中止のお知らせ

教　
　

室

区
民
大
会

タイトルに★マークの付いている
記事は、次の注意事項を確認

★注意事項
・ 参加者は2週間前から体調チェックを行い、当日、
体調チェックシート提出のこと

・参加者以外の来場、見学不可
・ 保護者参加の場合、保護者もスポーツに適した服
装・靴を着用のこと

記入例（はがき）
①イベント名・教室名
②住所（在勤・在学の場合は、勤務先・学校名も）
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） ▲電子申請
※往復はがきの場合は、返信用にもあて先を明記

＊ テニピン：手のひら感覚で使えるラケットでスポンジボール
を打ち合う「ネット型」ゲーム

スポーツ

マークがある
記事はこちら

9月8日㈬～11日㈯ 区民センター 脳の健康度測定デジタルツール「のうKNOW（ノウノウ）」による
テストを行い、結果について医師からのアドバイスや、健康運動指導士・管理栄養士・歯科衛生士による
個別相談やミニ講座 3年度内に55・60・65・70・75歳になる区内在住者 600人（申込順） 無料 申
込書に必要事項を記入して〒112-8555文京区高齢福祉課認知症施策担当☎（5803）1821へ郵送▷申込
書 対象者へ6月24日付けで郵送した検診の案内に同封 7月17日㈯消印有効

脳の健康度測定（認知症検診事業）
～体の健康と同じように、脳の健康について考えてみませんか～

3年度に55・60・65・70・75歳を迎える区民の皆さんへ

　東京2020オ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、長時間にわたり車両の通行が
禁止されます。ご理解とご協力を
お願いします。
※詳細は、右記都 を参照

7/20㈫ 東京2020オリンピック聖火リレー交通規制のお知らせ

交通規制区間 時間

トヨタ自動車東京本社～水道橋交差点 10：05～12：05頃

水道橋交差点～春日町交差点 10：35～12：30頃

春日町交差点～教育の森公園 11：00～13：20頃

［交通規制］東京都聖火リレー実行委員会事
務局☎（6732）8484（月～金曜午前9時～午後
6時）、［明日の混雑予報ポータルサイト］東京
都オリンピック・パラリンピック準備局 大会
施設部輸送課☎（5320）4244

Bーぐる運休のお知らせ

路線 千駄木・駒込ルート 目白台・小日向ルート

運休時間 ラクーア発
始発～13：30頃まで

文京シビックセンター
（春日駅前）発
始発～13：34まで

運行再開
予定

ラクーア13：31発
千駄木駅（団子坂下）13：11発
※各停留所時刻表に詳細あり

文京シビックセンター
（春日駅前）発
13:54発

日立自動車交通株式会社☎（5682）1122、区民課☎
（5803）1387
※当日の状況により変更の場合あり

▲Bーぐる運行情報サービス

▲都

「明日の混雑予報」ポータルサイト
大会期間中の交通混雑緩和のため、
日々の混雑予報を やTwitterで発信
します。
※公開日は で発表予定

明日の混雑予報
ポータルサイト

▲

Cheer Up!!　みんなでつくる文京みやげ

貸切）
学校の一部 区
スポーツ団体等）

中 止
詳細は問合せ先へ

©写真提供　日本テニス協会

〒112-0003文京区春日1-16-21文京シビックセンター1階
観光インフォメーション内文京区観光協会☎（3811）3321

▲観光協会

開発スケジュール

7月

9月

11月

4年1～3月

キーワード募集

アイディア募集

一次審査

一般投票
最終選考
発表

※販売は4年度以降を予定

抽選で10人の方に文京区に
ちなんだ素敵な景品（2,500
円相当）をプレゼント！

　「認知症サポーターとして身近な方の脳の健康づくりを応援したい」「認知症サポーターとして活躍した
い」そんな思いをお持ちの方、本講座でシナプソロジー＊の技法を身に付けて、認知症のご本人のため、
地域のみなさんのために一歩を踏み出してみませんか。
シルバーホール 藤井直子氏（シナプソロジーアドバンス教育トレーナー） 認知症サポーター養成講

座修了者（未受講者は要相談）で両日参加できる区内在住・在勤・在学者 20人（申込順） 無料
7月15日㈭から電話又は に氏名・住所・電話番号・認知症サポーター養成講座受講の有無

を明記し、高齢福祉課認知症施策担当☎（5803）1821 （5803）1350へ（区 からも申込可）
＊シナプソロジー：手足や全身を動かしたり感覚器への刺激による脳活性の技法

認知症サポーターステップアップ講座

▲区

日時 内容

8/4㈬
14：00～16：00

シナプソロジーの紹介とロールプレイを通じて脳を活性化するための技法を習得（終了後、シナプソロ
ジー普及員受講証を交付）

4年1/28㈮ シナプソロジーのポイントの再確認とシナプソロジーのバリエーションを増やす
※受講決定の連絡はなし。定員に達した場合と感染状況によりオンライン開催の場合は連絡あり
※飲み物・汗拭きタオル・筆記用具を持参
※動きやすい服装・運動靴で来場

高校生以上の区内在住・在勤・在学者 15人（申込順） 無料 7月15日㈭から
はがき・ 又は に「ライフ講座」・住所・氏名・年齢・電話番号・メールアドレス（在
勤・在学者は勤務先・学校名と所在地も）を明記し、〒105-0004港区新橋1-18-
12新橋一丁目ビル7階、（一社）環境教育振興協会☎050（3558）5432 （3593）
0063 ecolife@eepa.or.jpへ 環境政策課地域環境係☎（5803）1276

文京ecoカレッジ

環境ライフ講座（全7回）受講生募集

日時 会場 内容

7/31
㈯

14：00
～16：00

区民センター 地球温暖化
地球温暖化を食い止めるため、カーボン
ニュートラルを目指した取組を実践・続け
るヒントを見つける

8/28
㈯ シビックセンター プラスチック問題・

資源循環
プラスチック汚染問題、ごみや資源につい
てスマートな社会にしていく方法を探る

9/11
㈯ 区内公園等 文京区の生物多様性

区の生きものの多様性や共生について、区
内の自然に触れて理解を深めるとともに、
自然に関する特別な知識がなくても自然体
験を楽しめるコツを学ぶ

9/25
㈯

区民センター

環境イベント展示物
の作業体験

環境イベントでの展示物制作の体験や普及
啓発の基礎を学ぶ10/9

㈯
10/23
㈯

地球環境保全・
歴史・文化

地球環境の現状と未来、区が誇る歴史と文
化について学ぶ

11/6
㈯

10：00
～14：00

シビックセンター
環境イベント開催 イベント見学

15：00
～17：00 修了式 講座を通じて学んだことの確認と講座修了

証の授与
※オンライン開催となる場合があり
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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

▲

会交流、子どものメンタルケア等）
及び区の支援制度 小泉道子氏（家
族のためのADRセンター）ほか 18
歳未満の児童を養育する区内在住者
各15人（申込順） 無料 区 の申

込フォームから申込 子ども家庭支
援センター☎（5803）1894

介護者教室「老い支度講座」
7月31日㈯午後2時～3時

30分 千駄木の郷
さと

自分の
望む老後、最期の迎え方、
人生会議について学ぶ 新
堀季之氏（高齢者あんしん相談セン
ター駒込センター長） 区内在住・在
勤・在学者 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 koma
gome-houkatsu@bz03.plala.or.jp
（上記二次元コードからも送信可）へ

第3回家庭教育講座
子どものいじめ・不登校を考える
8月19日㈭午前10時～11時30分

アカデミー文京 瀬戸隆博氏（こども
教育支援財団東京大志学園校長）
小・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、8月12日㈭までに電話又は で
上記へ（申込順）
※手話通訳希望者は、8月5日㈭ま
でに電話又は で上記へ

フミコムcafe（オンライン開催）
7月28日㈬午後7時～8時30分
建築家・都市デザイナーなどまちづ
くりの専門家と協働した、空き家を
活用した地域の居場所づくりの可能
性について考える 落合正行氏
（TheTradingCity研究会） 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

夏休み子ども向け研修会
産業とくらしプラザ 食や資源の

大切さ、エコなどの消費生活につい
て親子で考える 区内在住・在学の
小学生（保護者同伴） 無料 区 の
「電子申請」から申込 7月20日㈫
消費生活センター☎（5803）1105

日時 講座名 講師 定員
（抽選）

7/30㈮
13：30～
15：00

親子で学ぶ
お米の話

フード・
風土 8組

8/6㈮
星と夢見る
ライトホル
ダー作り

東都生協
文京区連
絡会

14組

※材料の用意は2人分まで

ぶんにこ本富士（認知症カフェ）
8月14日㈯午後2時30分～4時
区民センター 前半＝落語会、後半
＝シナプソロジー体操 高野太郎氏
（メディカルプロスポーツ運動指導
員） どなたでも 30人（申込順）
100円（参加費） 電話で高齢者あ
んしん相談センター本富士分室☎
（3813）7888へ

高齢者の囲碁交流会
8月25日㈬午後1時～4時 シル

バーセンター▷対局方式 クラス別2
回戦 60歳以上の区内在住者（今年
度初めて参加の方を優先） 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-
8555文京区高齢福祉課社会参画支
援係☎（5803）1203 （5803）1350
へ 7月26日㈪必着

ぶんにこ駒込～老い支度ミニ講座～
8月7日㈯午後2時～3時

30分 千駄木の郷
さと

エン
ディングノートの活用方
法、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 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（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 8/4㈬・18㈬

10：00～13：10

会場 福祉センター
江戸川橋 千駄木交流館

申込
問合せ

電話で福祉セン
ター江戸川橋
☎（5940）2901へ

電話で高齢福祉課
社会参画支援係
☎（5803）1203へ

申込
期間

7/20㈫9：00～
各回前日

7/20㈫8：30～
各回2日前

※1人1回の利用に限る。ただし18㈬
分のみ8/6㈮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

家庭生活への参画支援事業
「人生後半戦―男の介護」
8月7日㈯午後2時～4時 男女平

等センター 中谷信一氏（ゆしまの郷
さと

施設長） どなたでも 30人（申込順）
無料 はがき又は に6面記入例 1

～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 （5689）4534へ（ https：//
www.bunkyo-danjo.jp/からも申込
可） 7月30日㈮必着
※手話通訳・保育（1歳～就学前児）
希望者は申込時に要予約（区内在住・
在勤・在学者に限る）

指定医療機関変更について
　6月18日㈮から胃がん検診（エック
ス線）指定医療機関から、文京動坂診
療所☎（3822）9680（千駄木4-15-3）
が取消になりました。
健康推進課保健係☎（5803）1229
※内視鏡検査は実施

健康センターの臨時休館により、
使用していない回数券を還付（払戻し）します
3年2月15日以降に有効期間を迎

える回数券をお持ちの方 保健サー
ビスセンター健康相談係☎（5803）
1805
※希望者に申請書類を送付

生活福祉課からのお知らせ
住居確保給付金
　住居確保給付金の支給が終了した
方で、解雇以外の離職や休業に伴う
収入減少等の場合の3か月間の再支
給の申請期間を「6月末」から「9月
末」へ延長します。
　また、新型コロナウイルス感染症
対応の特例として、9月末までに申
請があった場合には、住居確保給付
金と職業訓練受講給付金との併給が
可能となりました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金
　総合支援資金の再貸付を終了した
方等であって、一定の要件を満たす
生活困窮世帯を対象に、新型コロナ
ウイルス感染症生活困窮者自立支援
金を支給します。8月31日㈫までに
郵送で申請してください。（消印有効）
※申請方法等詳細は区 又は下記へ
生活福祉課自立支援担当自立支援

金フリーダイヤル☎0120（070）668

特別区民税・都民税の納付を
忘れていませんか？
～納付相談及び納付窓口を午後8時
まで開設～
7月21日㈬・26日㈪～29日㈭

税務課（シビックセンター10階）
経済的な事情等で、税金の納付が困
難な方、納付する機会がなかった方
税務課納税係☎（5803）1156

※午後6時以降は、業務用エレベー
タを使用。不明な場合は、1階受付
又は警備員へ

原爆被爆者の方に見舞金を贈ります
8月1日現在、次の要件を全て満

たす区内在住者①被爆者健康手帳を
所持②他区市町村から同種の見舞金
を受けていない▷金額 1人5,000
円▷実施時期 8月▷受取方法 口
座振込 被爆者健康手帳・申請者
の印鑑・本人の預金口座番号の確認
できるものを生活福祉課管理係☎
（5803）1215へ持参 8月20日㈮

委員公募
住宅政策審議会
委員の仕事
　住宅政策審議会に出席し、住環境
政策に対してご意見をいただきます。
18歳以上の区内在住者（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） 2人▷任期 4年1月（予定）
から2年間▷会議 年2～3回（3年度
は1回、平日に2時間程度）▷謝礼 1
回2,000円▷選考 一次選考＝論文
審査、二次選考＝面接（10月中旬～
下旬予定） 申込書及び論文（テー
マ「住環境の維持向上に資する政策
等についての私の意見」800～1000
字程度）を〒112-8555文京区住環境
課管理担当☎（5803）1374 （5803）
1376へ持参・ ・郵送▷申込書配布
住環境課窓口、シビックセンター1
階及び地下2階パンフレット台・行
政情報センター・地域活動センター・
図書館（区 にも掲載） 8月27日㈮
必着
※委員となった方の作文は公開対象

第2回子ども科学カレッジ サンゴと光合成
8月20日㈮午後2時～4時 お茶の
水女子大学（大塚2-1-1） 服田昌之
氏（お茶の水大学基幹研究院自然科
学系教授） 区内在住・在学の小学4
年生～中学生 16人（抽選） 90円
（保険料） 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・学年を明記し、〒113-0034
文京区湯島4-7-10教育センター☎
（5800）2591へ 8月2日㈪必着
※車での来場は不可
※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
※キャンセルによる空き状況の確認
は前日までに電話で教育センターへ

夏休み小学生向けワークショップ
「サトちゃんの大切なもの」
（オンライン開催）
　紛争などで故郷を追われ
た難民の子どもたちのこと
を、アニメーションから考
えてみませんか。
8月19日㈭午後6時30分～8時
天沼耕平氏（国連UNHCR協会） 小
学生とその保護者 80人程度（申込
順） 無料 区 の「電子申請」から
申込 8月16日㈪ 総務課ダイバー
シティ推進担当☎（5803）1187
※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
8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）

7/16
㈮

汐見地域活動
センター 8/2㈪

16㈪
23㈪
30㈪

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

各
3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

7/19
㈪

アカデミー音羽
8/3㈫
10㈫
17㈫
24㈫
31㈫

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

7/20
㈫

福祉センター
江戸川橋 8/2㈪

16㈪
23㈪
30㈪

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

7/21
㈬ シルバーセンター

8/12㈭
19㈭
26㈭

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

各
16人

7/26
㈪

動坂会館 8/4㈬
11㈬
18㈬
25㈬

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

7/27
㈫

福祉センター
湯島
※上履きを持参 8/5㈭

12㈭
19㈭
26㈭

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

7/28
㈬ アカデミー茗台 8/6㈮

13㈮
20㈮
27㈮

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

各
16人

7/29
㈭

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

※1人1会場の利用に限る

パパとママの離婚講座（オンライン開催）
①8月26日㈭②10月28

日㈭③12月21日㈫④4年2
月24日㈭午前10時～正午
（各回同内容） お子さんが
いるご夫婦が離婚される場合に知っ
ておいた方がよいこと（養育費、面

就職・採用トータルサポート事業
再就職準備セミナー（WEB開催）
8月21日㈯午後2時～3時30分 仕
事の進め方やコミュニケーション力
等の再確認、新たな職業に就くため
の目標設定や再就職後の職業プラン
の作成等を支援 五十嵐ゆき氏（キャ
リア・コンサルティング技能士Disc®

認定トレーナー） 20人（申込順）
オンライン企業訪問
希望する業界や企業に関する理解
を深める機会を提供 再就職準備セ
ミナーの参加者
共通事項
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

創業入門サロン（オンライン開催）
各15人（申込順） 各500
円 パネルディスカッショ
ン、交流会・中小企業診断
士による創業相談会 主に
女性、ミドル・シニア＊、若年者で、
次のいずれかに該当する方①起業が
気になっている、起業したい想いが
あるが行動に至っていない②起業は
考えていないが、サロンの内容に興
味がある 区 の申込フォームから
申込 経済課産業振興係☎（5803）
1173

日時 対象
8/21㈯

13：00～15：00

女性
9/4㈯ 若年者
9/18㈯ ミドル・シニア
10/2㈯ 独立をお考えの方

※ Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境
が必要

＊ミドルシニア：おおむね50歳以上の方

3年度つどい・大会中止一覧
　シビックホールの改修に伴い、以
下のつどい・大会を中止します。

大会名
民踊のつどい
合唱のつどい
日本舞踊のつどい
吟剣詩舞道大会

アカデミー推進課文化事業係☎
（5803）1120

不忍通りふれあい館臨時休館
　受電設備点検で停電のため休館し
ます。区民サービスコーナーについ
ても臨時休業します。
10月25日㈪ 根津地域活動セン

ター☎（3822）3653、不忍通りふ
れあい館☎（3822）0040

「文京区子育てガイド2021」
ができました！
　民生委員・児童
委員／主任児童委
員と協働で「文京
区子育てガイド
2021」を作成しま
した。
▷掲載内容 妊娠
期から小学校入学
までの保健、医療、福祉の各種制度
や相談窓口、保育施設の案内等の子
育て支援に関する情報▷配布 母子
健康手帳の交付時に無料で配布（「母
と子の保健バッグ」に同封）
子育て支援課子育て支援推進担当
☎（5803）1256
※転入した方で、母子健康手帳をお
持ちの方や就学前のお子さんがいる
方は、ご希望により無料配布
※その他の方や2冊目以降ご希望の
方は、行政情報センターにて有償頒
布（1冊260円）

心身障害者・児
「理容・美容サービス」
　外出が困難な障害
者・児の自宅に、理容師・
美容師が訪問します。
64歳以下で次の要
件を全て満たす区内在
住者①介助があっても理髪店や美容
室へ出かけることが困難な、座位を
保てない状態にある②重度の心身障
害者・児（身体障害者手帳1・2級、愛
の手帳1・2度、脳性麻痺、進行性筋
萎縮症、特殊疾病） 1回1,000円（年
6回まで） 障害福祉課障害者在宅
サービス係☎（5803）1212 （5803）
1352
※申込方法等、詳細は上記へ

「後楽二丁目地区まちづくり整備指針」
（案）説明会（オンライン同時開催）
7月20日㈫①午後2時②
午後7時 区が指定する会
場 各78人（申込順） 電
話で地域整備課まちづくり
担当☎（5803）1848へ 7月16日㈮
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
での参加も可
※内容を区 で事前に動画配信
※詳細は区 を参照

住み替え相談会
8月10日㈫午後1時～4時 シビッ
クセンター内会議室▷相談員 東京
都宅地建物取引業協会文京区支部会
員 区内の民間賃貸住宅に住み替え
を希望する世帯（公営住宅への入居
相談は対象外） 10人（申込順）
電話又は直接福祉住宅サービス☎
（5803）1238へ

第2回文京区地域包括ケア推進委員会
7月28日㈬午後1時30分～3時30
分（予定） 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
（健康寿命の延伸について）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1回文京区地域福祉推進協議会
7月29日㈭午後2時～4時 シビッ
クセンター24階委員会室 地域福
祉保健計画の実績報告（2年度実績）
8人（先着順） 傍聴希望者は当日

直接会場へ 福祉政策課福祉企画係
☎（5803）1201

シニア生涯ワーキングセミナー
8月19日㈭午後1
時～3時45分 産業
とくらしプラザ シ
ニア世代のライフプ
ランとマネープラン
ニング演習、シニア世代の再就職の
現状と考え方 働く意欲のある55
歳以上の方 無料 7月15日㈭から
電話で専用予約窓口☎（5256）6200
へ （公財）東京しごと財団しごとセン
ター課高齢就業支援係☎（5211）
2335

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

聴覚障害者対象
紙バンド教室

8/6㈮
13：30～15：30

福祉センター
江戸川橋

500円 7/29㈭ 作品を入れる袋

精神障害者対象
英会話教室

8/26㈭
18：00～19：30 無料 8/18㈬ 筆記用具・ノート

知的障害者対象
モザイクタイル教室

8/28㈯
13：30～15：30 500円 8/20㈮

作品を入れる袋
ポケット又はウエット
ティッシュ

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（初めて参加の方を優先） 無料
必ず本人が電話で高齢福祉課介護予防係☎（5803）1209へ▷申込期間 7月15日㈭～30日㈮
教室名 日時 会場 内容 定員

（抽選）

健康脳トレ教室
（全10回）

9/6～11/8の月曜 ①13：30～14：20
②14：30～15：20

シルバーピアおおつか
（大塚4-18-1） ストレッチや頭と体の両方を使った脳トレ、簡

単な読み・書き・計算教材を使った学習により、
認知症を予防する

各6人

9/8～11/10の水曜 ① 9：20～10：10
②10：20～11：10

昭和高齢者在宅サービス
センター 各6人

9/9～11/11の木曜 ① 9：20～10：10
②10：20～11：10

湯島高齢者在宅サービス
センター 各6人

健康音楽教室
（全12回）

9/7～11/30の火曜
（11/23除く） 13：30～15：00 福祉センター江戸川橋

楽器（カスタネットやスズなど）を使い、軽く体
も動かしながら、脳機能の活性化をはかり認知
機能の衰えを防ぐ

20人

脳活エクササイズ教室
（全12回）

9/7～12/14の火曜
（9/28、11/23・30除く） 14：00～15：30 アカデミー茗台 デュアルタスクプログラムにより脳を活性化さ

せ、認知症のメカニズムや予防法について学ぶ 15人

交流館の教室  
ポールウォーキング教室 カービング教室 カーレット教室 安楽座禅法入門　夏

日時 7/20㈫
10：00～11：30

7/25㈰
①13：30～14：40
②15：10～16：20

8/10㈫
10：00～12：00

8/18㈬
13：30～15：00

会場
問合せ

目白台交流館
☎（5395）9141

白山交流館
☎（3813）8500

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

2本のポールを使用して安定した歩行を目
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） 7/15㈭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

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） 7/15㈭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 10人
（申込順） 100円 7/15
㈭10：00から電話又は直
接白山交流館へ

座禅で落ち着いた気持ちになり、
心を穏やかにする 藤井隆英 区内
在住・在勤・在学者 10人（抽選） 無
料 往復はがきに 6面記入例 1～3・5
を明記し、根津交流館へ 8/9（休・月）
必着

▲二次元コード

▲区

▲区

▲二次元コード

▲区

自衛官等募集  
試験日 対象 申込期間 合格発表

防衛大学校 1次＝11/6㈯・7㈰
2次＝12/7㈫～11㈯※

18～20歳
10/27㈬まで 1次＝11/24㈬

最終＝4年1/21㈮

防衛医科大学校
（医学科）

1次＝10/23㈯
2次＝12/15㈬～17㈮※ 10/13㈬まで 1次＝12/2㈭

最終＝4年1/31㈪

一般曹候補生 1次＝9/16㈭～19㈰※
2次＝10/9㈯～24㈰※ 18～32歳 9/6㈪まで 1次＝10/4㈪

最終＝11/16㈫

航空学生

1次＝9/20（祝・月）
2次＝10/16㈯～21㈭※
3次＝11/13㈯～12/16㈭の
うち指定する期間

海
18～22歳
空

18～20歳

9/9㈭まで

1次＝10/8㈮
2次＝ 海：11/10㈬

空：11/5㈮
最終＝4年1/18㈫

※いずれか1日を指定
※申込等詳細は下記へ
自衛隊東京地方協力本部台東出張所☎（3831）3555・3557

◀自衛隊
台東出張所

▲区
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健康 医療 護介

元気でいきいき教室
誰でも描ける！ガラス絵教室
8月17日～9月14日の火曜（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） 1回300円 電話
で福祉センター江戸川橋☎（5940）
2901へ 8月3日㈫
シニアのおしゃれ
～私が似合う色！そして若々しく！～
8月23日～9月27日の月曜（9月20
日を除く、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） 500
円 電話で福祉センター湯島☎
（3814）9245へ 8月2日㈪

はじめての離乳食講習会
8月19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2～3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
7月16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

ふたご・多胎児ママのサロン
8月23日㈪午後2時～3時30分 保
健サービスセンター ミニ講座「ふた
ご・多胎児とのおでかけ」、参加者同士
の交流会 浦田愛氏（社会福祉協議会）
区内在住の1歳6か月以下の多胎児

をもつ保護者とその児（保護者のみの
参加も可） 10組（申込順） 無料
7月15日㈭午前8時30分から電話で保
健サービスセンター☎（5803）1807へ
※0歳児は保育あり

軽体操教室　8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） 7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

（申込順）

白山交流館
☎（3813）8500

月 　10：30～11：30 19人

火 ①13：30～14：30
②15：00～16：00 各19人

千駄木交流館
☎（3821）6695

水 ① 9：30～10：30
②11：00～12：00 各10人

木 　10：00～11：00 10人
※1人1館の利用に限る

認知症家族交流会
～落語で理想の脳トレを！～
8月22日㈰午前10時～11時30分
洛和ウィズ文京大塚 林家たけ平氏
区内在住・在勤・在学者 25人（申込
順） 無料 電話で高齢者あんしん
相談センター大塚☎（3941）9678へ

母親学級（2日制）
区内在住（保健サービスセンター管

内）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
日時
（受付は
10分前から）

8/6㈮・13㈮
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）
申込
問合せ

7/20㈫8：30から電話で
保健サービスセンター☎（5803）1805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
※ 管轄する保健サービスセンターを区 で確
認のこと

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＝8月6
日㈮・18日㈬、本郷支所＝8月13日
㈮・23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

健康推進課福祉保健政策推進担当☎（5803）1231

施設名 所在地 問合せ

シビックセンター 春日1-16-21 （3812）7111

礫川地域活動センター 小石川2-18-18 （3813）3638

大原地域活動センター 千石1-4-3 （3946）8594

大塚地域活動センター 大塚1-5-17 （3947）2624

音羽地域活動センター 音羽1-22-14 （3943）0621  

湯島地域活動センター 本郷7-1-2 （3813）6554

向丘地域活動センター 向丘1-20-8 （3813）6668

汐見地域活動センター 千駄木3-2-6 （3827）8149

駒込地域活動センター 本駒込3-22-4 （3824）5801

不忍通りふれあい館（根津地域活動センター）根津2-20-7 （3822）0040

白山交流館 白山4-27-11 （3813）8500  

目白台交流館 目白台3-18-7 （5395）9141

根津交流館 根津1-14-3 （3828）5269

千駄木交流館 千駄木3-42-20 （3821）6695

ふるさと歴史館＊（7～8月中旬） 本郷4-9-29 （3818）7221

森鷗外記念館＊ 千駄木1-23-4 （3824）5511

男女平等センター 本郷4-8-3 （3814）6159

目白台運動公園（管理棟内） 目白台1-19 （3941）6153  

肥後細川庭園（松聲閣内） 目白台1-1-22 （3941）2010

教育センター 湯島4-7-10 （5800）2591

真砂中央図書館 本郷4-8-15 （3815）6801

本郷図書館 千駄木3-2-6 （3828）2070

小石川図書館 小石川5-9-20 （3814）6745

本駒込図書館 本駒込4-35-15 （3828）4117

水道端図書館 水道2-16-14 （3945）1621

目白台図書館 関口3-17-9 （3943）5641

千石図書館 千石1-25-3 （3946）7748

湯島図書館 本郷3-10-18 （3814）9242  

根津図書室 根津2-20-7 （3824）2608  

大塚公園みどりの図書室 大塚4-49-2 （3945）0734

アカデミー音羽 大塚5-40-15 （5976）1290  

アカデミー茗台 春日2-9-5 （3817）8306

※開館時間等については、各施設へ問合せのこと
※涼み処では、市販飲料や食料品等の提供はなし。食事、他作業は禁止
※ 新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、施設判断で涼み処の開設を休止する
場合があります。予めご了承ください。
＊有料施設のため、無料スペースのみ使用可

熱中症を予防するためには、水分補給に加えて、涼しいところで
休息することが大切です。外出時、暑さでの体力消耗を防ぐために、
暑さを避けて涼しくお過ごしください。

熱熱中症中症を予を予防す防するたるためにめにはは 水分水分補給補給に加に加えてえて 涼涼ししいとところで

「ぶんきょう涼み処」を
開設します～外出時の小休止にご利用ください～

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い
・咳エチケット、マスクの着用
・手洗い、手指消毒の励行
・ソーシャルディスタンス（お互いの間隔が約2ｍ）の確保
・近距離での会話や大声での発声を避ける
・滞在は1回15分以内
・ゴミの持ち帰り

どなたでも 無料

生又は加熱不十分な状態のお肉を食べた
ことによる腸管出血性大腸菌やカンピロバ
クターを原因とする食中毒が毎年発生して
います。特に子どもや高齢者、抵抗力の弱
い方などでは食中毒症状が重症化してしま
うことがあります。

お肉の取扱いに気をつけましょう
生活衛生課食品衛生担当☎（5803）1228

• お肉は生や半生で食べず、中の色が完全に変わるまで十分に加熱する
• 生肉用の調理器具と、サラダなど加熱しないで食べる用の調理器具は使い分ける
• 生肉の調理に使った包丁やまな板、生肉を触った手は、よく洗う

救急搬送人員の年別推移
（平成29年～令和2年）
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熱中症による救急搬送状況
（平成28年～令和2年）

（参考：令和2年8月の熱中症による救急搬送状況、総務省）
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新生児：生後28日未満の者
乳幼児：生後28日以上満7歳未満の者
少　年：満7歳以上満18歳未満の者
成　人：満18歳以上満65歳未満の者
高齢者：満65歳以上の者
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昨年度の熱中症による救急搬送数
は、一昨年と比較して減少傾向では
ありましたが、ここ
数年の中では多い状
況です。

救急搬送数は減少

熱中症講座①
令和2年度の熱中症状況を振り返ろう～救急搬送編～

屋内での熱中症に気をつけましょう！

昨年は新型コロナウイルス感染症
による活動自粛の影響で、小学校や
中学校、高校などで部活動が中止さ
れた時期がありました。その影響も
あり、「少年」の割合が減少していま
す。一方で「高齢者」の搬送割合は増
加しており、中でも屋内での発生が
増加しています。
身体が暑さに慣れていないこの時
期は特に注意が必要です。クーラー
を利用するなど環境を整備し、日頃か
ら規則正しい生活を心がけましょう！ ※ 構成比は各年とも調査期間全体（平成28年～令

和元年の調査期間は5月～9月、令和2年の調査
期間は6月～9月）における数値を計上している。

せきや発熱等の症状がある場合は、利用をお控え下さい。


