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文京区
シンボルマーク

▲ 区制70周年を契機に
制定した区のシンボ
ルマークです。

本号は、5月31日時点の情報
で作成しています ▲区

☆4月25日号から、区報は、町会・自治会などを通しての配付を再開しました。
　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。

　6月15日㈫（状況により早まることがあります）から、身近なかかりつけ医で安心して新型コロナウイルスワクチン接種を受けていただ
けるよう、地域の医療機関での直接予約受付を開始します。対象は、区から発送した接種券をお持ちの65歳以上の方となります。対象
年齢等は、今後順次拡大し、区ホームページ等でご案内します。なお、対象医療機関等の詳細は、区ホームページやコールセンターでご
確認ください。

①65歳以上の方

　16～59歳の基礎疾患を有する方・区内在住の高齢者施設等の従事者の方は、申込により、優先して接種券を発送しますのでお申込くだ
さい。接種券は、6月中旬から順次発送を予定しており、60～64歳の方へも同時期に発送します。
　現在、7月以降の接種開始に向けて準備を進めています。なお、予約・接種開始時期については、決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。

②基礎疾患を有する方 、③高齢者施設等の従事者、④60～64歳の方

文京区保健衛生部 新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
☎03（6747）4593
毎日午前9時～午後8時

ワクチン
接種
問合せ

厚生労働省 新型コロナワクチン
コールセンター

☎0120（761）770
毎日午前9時～午後9時

ワクチン
全般
問合せ

●申込（②③の方のみ）

申込期間　6月1日㈫～25日㈮

コールセンターから申込

☎03（6747）4593
毎日午前9時～午後8時

区ホームページから申込
区ホームページ内
「新型コロナウイルスワクチン接種について」から
電子申請フォームへ（二次元コードからもアクセス可）

区

▲

●対象

※１　基礎疾患を有する方
⑴以下の病気や状態で、通院・入院している方
▷ 慢性の呼吸器の病気
▷ 慢性の心臓病（高血圧を含む）
▷ 慢性の腎臓病
▷ 慢性の肝臓病（肝硬変等）
▷ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又はほかの病気を併発している糖
尿病
▷ 血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
▷ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
▷ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
▷ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
▷ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
▷ 染色体異常
▷ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
▷ 睡眠時無呼吸症候群
▷ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福
祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ
継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

⑵基準（BMI30以上）を満たす肥満の方
※BMI＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）
※BMI30の目安： 身長170㎝で体重87㎏、身長160㎝で77㎏
＊今後変更となる可能性があります。 

※２　高齢者施設等の範囲
⑴介護保険施設
▷介護老人福祉施設▷地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
▷介護老人保健施設▷介護医療院

⑵居住系介護サービス
▷特定施設入居者生活介護▷地域密着型特定施設入居者生活介護
▷認知症対応型共同生活介護

⑶老人福祉法による施設
▷養護老人ホーム▷軽費老人ホーム▷有料老人ホーム

⑷高齢者住まい法による住宅
▷サービス付き高齢者向け住宅

⑸生活保護法による保護施設
▷救護施設▷更生施設▷宿所提供施設

⑹障害者総合支援法による障害者支援施設等
▷障害者支援施設▷共同生活援助事業所
▷重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る）
▷福祉ホーム

⑺その他の社会福祉法等による施設
▷社会福祉住居施設（日常生活支援住居施設を含む）
▷生活困窮者・ホームレス自立支援センター▷生活困窮者一時宿泊施設
▷原子爆弾被爆者養護ホーム▷生活支援ハウス▷婦人保護施設
▷矯正施設（患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る）
▷更生保護施設

② 基礎疾患を有する方（16～59歳）※１
③ 区内在住の高齢者施設等の従事者（16～59歳）※２
④ 60~64歳の方（昭和32年4月2日～37年4月1日生まれ） ④接種券を同時期（6月中旬）に発送（申込不要）

②③接種券を優先して発送するために
 申込が必要 

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ 区

▲

（5月31日現在）※①～④に該当する方はご覧ください。
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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

▲

会期 6月19日㈯～7月25日㈰

ふるさと歴史館☎（3818）7221

▲ 名所江戸百景　せき口上水端はせを庵椿やま　歌川広重画
椿山荘周辺の江戸時代の風景で、現在と違い建物もなく田
んぼが広がっている様子がわかります。

▲EDOCAWA TOKYO
明治から大正頃まで、現在の中の橋付近が桜の名所として知られていました
が、現在ではなくなってしまいました。

「小石川をめぐる―資料でみる名所―」
ふるさと歴史館 開館30周年記念 収蔵品展

開館案内

▷時間
　午前10時～午後5時
▷休館日
　 毎週月曜
　（祝日の場合は翌日）
▷入館料
　 100円（20人以上の団体は
70円、中学生以下・65歳
以上・友の会会員は無料、
障害者手帳等提示の方と介
護者1人無料）、森鷗外記
念館との相互割引あり

東京都議会議員選挙 投票日 7月4日㈰ 投票
時間 午前7時～午後8時

選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

選挙資格
（投票できる方）

平成15年7月5日以前に生まれた方年齢要件

住所要件 ①文京区に3年3月24日までに転入の届出をし、引き続き3年6月24日まで文京区に住んでいる方
② 3年6月24日までに都内他区市町村に転出し、引き続き都内に居住しており、本区から転出前に本区の住民基本台帳に引
き続き3か月以上記録され、かつ転出後4か月を経過していない方　※住所変更した方はご注意ください

選挙公報を全戸配布します
　7月1日㈭までに全戸配布
するほか、区内の公共施設に
も配架する予定です。

区報「選挙特集号」を発行します
　6月23日㈬の朝刊に折り込
むほか、図書館・地域活動セ
ンターなどの区内の公共施設
などに配架します。

　6月25日㈮から世帯全員分
の投票所入場整理券と案内チ
ラシをお送りします。ご自分
の投票所入場整理券をお持ち
ください。

投票所入場整理券
を封書でお送りします

時
詳細は

区報「選挙特集号」
又は区 を参照

　3年度の収蔵品展では、文京区の西部にあたる小石川地域の名所
にまつわるものを紹介します。江戸時代から昭和の初めにかけての
小石川の名所を、館蔵資料を通してめぐることができます。
※ 最新情報は区 を参照

▲区

期日前（不在者）投票ができる方

郵便等による不在者投票ができる方【別表1】
障害等の区分 障害等 等級等

身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級

内臓機能（心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸） 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級まで

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症から第2項症まで

内臓機能（心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓）特別項症から第3項症まで
介護保険
被保険者証 要介護状態区分 要介護5

※ 投票用紙等に自書できない方（【別表2】代理記載人による投票ができる方を
除く）は非該当

● 出張先・滞在地での不在者投票
　 事前に選挙管理委員会に投票用
紙等の請求が必要。

● 入院している病院などでの不在
者投票

　 都道府県に指定されている病院
等施設に限る。

● 郵便等による不在者投票
　 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・
介護保険被保険者証をお持ちの
方で、一定の要件に該当する方。
事前に選挙管理委員会に投票用
紙等の請求が必要。

不在者投票の制度

郵便等による不在者投票で代理記載人による投票ができる方【別表2】
障害等の区分 障害等 等級等
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症まで
※ 上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便
等による不在者投票をすることができる選挙人（【別表1】該当者）でなけれ
ば、代理記載は不可

アートサロン
（シビックセンター1階）

6/26㈯
～7/3㈯

8：30～20：00
（土・日曜も同様）大原地域活動センター

音羽地域活動センター
汐見地域センター

6/27㈰
～7/3㈯

期日前（不在者）投票の場所・受付期間及び時間

※事前に郵便等証明書の交付が必要

● 投票日に仕事に従事する予定があるため投票所
に行けない方
● 投票日に用事やレジャーなどで、投票区外に出
かける予定の方
● 入院・出産などのため、投票所に行けない見込
みの方
● 都内に転出した方、又はその予定の方

　投票所入場整理券がお手元に届いている方は、裏面を記入してお越しください。

▲区

都
営
三
田
線

本郷小学校

順天堂大学

本郷台中学校

旧元町小学校
本郷給水所公苑

元町公園

桜蔭学園
中・高校

東洋学園大学

都営大江戸線

東京メトロ丸ノ内線

本郷三丁目

JR 中央線

投票所・開票所の変更
旧元町小学校の投票所
（第14投票区）

➡ 本郷台中学校（体育館）
へ変更

開票所　スポーツセンター
➡ 総合体育館へ変更
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☆6月は固定資産税・都市計画税第1期分の納期です
　6月30日㈬までに、お手元の納付書でお納めください。スマートフォン決済アプリでの納付や便利な口座振替等もご利用ください。
　 ［納税］文京都税事務所徴収課徴収管理班☎（3812）3241［口座振替］主税局徴収部納税推進課☎（3252）0955
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区政への理解を深めていただくため、毎年2回、区の財政状況を公表しています。
今回は、2年度予算の執行状況をお知らせします。 財政課☎（5803）1127

2年度予算執行状況

お知らせします 区の財政状況 ―みなさまの税を有効に活用しています―

※ 各会計の収入・支出済額の数字は、3年3月31日現在のもので、出納整理期間（3年4月1日～5月31日）の数字は含まれていません。そのため、最終的な決算額とは異なります。

2年度の一般会計予算は、当初予算1,112億7,000万円に、5回の補正を行い、最終予算額は1,381億5,575
万円となりました。
元年度からの繰越事業費を含めた予算現額では1,410億3,139万円となります。
2年度予算は、3年3月31日現在、次のとおりとなっています。

一般会計 予算現額 1,410億3,139万円

特別会計 特別区税収入の推移 ＊ 2年度までは最終予算額、3年度は
当初予算額を基に算出しています。

特別区税区民負担の推移
特別区税を区民1人当たり及び1世帯当たりの平均負担額で表したグラフです。
＊ 2年度までは最終予算額、3年度は当初予算額を基に算出しています。

区有財産、特別区債及び一時借入金の状況
区有財産　4,941億7,088万円 特別区債   48億1,843万円 一時借入金

土　地 建　物 有価証券 物　品 基　金 教育施設の
建設などに

その他施設
の建設などに

住民税減税
補てん債などに

　一時的に支払資
金が不足する場合
に、年度内に返済
することを条件に、
金融機関などから
借り入れる資金を
いいます。
　2年度の借入実
績はありません。

3,579億
8,311万円

762億
1,092万円 1,600万円

32億
2,332万円

567億
3,753万円

18億
9,846万円

18億
8,055万円

10億
3,942万円

536億4,864万円（38.0％）
521億1,738万円【97.1％】

362億7,131万円（25.7％）
323億8,041万円【89.3％】

196億8,800万円（13.9％）
211億7,274万円【107.5％】

116億7,109万円（8.3％）
116億7,891万円【100.1％】

66億3,540万円（4.7％）
66億3,540万円【100.0％】

57億8,758万円【103.3％】

27億6,987万円（2.0％）
25億9,168万円【93.6％】

19億3,820万円（1.4％）
14億4,878万円【74.7％】

17億8,706万円（1.3％）
16億7,474万円【93.7％】

10億2,182万円（0.7％）
12億1,684万円【119.1％】

56億円（4.0％）

496億4,487万円（35.1％）
415億646万円【83.6％】

260億6,571万円（18.5％）
250億5,601万円【96.1％】

190億6,740万円（13.5％）
132億1,143万円【69.3％】

143億5,259万円（10.2％）
104億8,042万円【73.0％】

99億139万円（7.0％）
38億4,341万円【38.8％】

57億7,502万円（4.1％）
46億3,120万円【80.2％】

45億8,332万円（3.2％）
31億6,854万円【69.1％】

37億7,286万円（2.7％）
35億3,267万円【93.6％】

36億4,239万円（2.6％）
36億4,237万円【100.0％】

42億2,584万円（3.1％）
36億8,627万円【87.2％】

民　生　費

教　育　費

資源環境費

産業経済費

そ　の　他

総　務　費

衛　生　費

諸 支 出 金分担金及び負担金

国・都支出金
特 別 区 税
特別区交付金
繰　入　金
繰　越　金
地方消費税交付金

そ　の　他

使用料及び手数料
諸　収　入

歳　出歳　入 支出済額　１,127億5,878万円
執行率　80.0％

収入済額　１,367億446万円
収入率　96.9％

都市整備費

土　木　費

予算現額
構成比
収入済額
収入率

（　　）

【　　】

予算現額
構成比
支出済額
執行率

（　　）

【　　】

国民健康保険特別会計　予算現額　193億8,702万円

介護保険特別会計　予算現額　161億1,563万円

収入済額
177億7,718万円
91.7％

支出済額
177億880万円
91.3％

収入済額
158億2,571万円
98.2％

支出済額
145億933万円
90.0％

保険給付費など
支払基金交付金、保険料、
国庫支出金、繰入金、都支
出金など

後期高齢者医療特別会計　予算現額　53億5,738万円

収入済額
50億7,611万円
94.8％

支出済額
51億4,656万円
96.1％

広域連合納付金など後期高齢者医療保険料、
繰入金など

都支出金、国民健康保険
料、繰入金など

保険給付費、国民健康保
険事業費納付金など

歳入 歳出

歳入 歳出

歳入 歳出

317億
1,074万円

328億
1,456万円

334億
4,432万円

347億
5,870万円

362億
7,131万円 350億

8,628万円

平成28年度 ３年度２年度令和元年度30年度29年度
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4,802円

１人当たり
の負担額
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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！

　 古墳
　 大提灯
　 見ざる聞かざる言わざるの3猿の彫刻

A
B
C

白山神社はあじさいで有
名ですが、もう一つ有名
なものは何でしょう？

【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！

小さな円墳があります。あじさいまつ
りの期間中にのみ墳丘にあがれます。
※3年度あじさいまつりは中止

【答え】　　 古墳A

みんな
わかったかな？

　石川啄木の生誕の地・盛岡市と、終
しゅう

焉
えん

の地・文京区は平成31年
2月20日に友好都市として提携しました。平成19年度から盛岡
市及び（公財）盛岡観光コンベンション協会との共催で行っている
本講座ですが、今年度は、歌人の松平盟子氏を招き、「晶子さ
んは姉のような気がする～啄木日記の中の与謝野晶子～」と題
した講演、石川啄木記念館の森義真館長と「啄木が愛した女性
たち～節子、晶子、智恵子、小奴～」と題した対談を行います。
7月9日㈮午後2時～4時30分 区民センター 区内在住・在勤・在学者
70人（抽選） 無料 往復はがき（1人1枚）に「啄木学級」・住所（在勤 ・在学
者はその旨記載）・氏名・ふりがな・電話番号と返信用にもあて先を明記し、
〒020-0871盛岡市中ノ橋通1-1-10（公財）盛岡観光コンベンション協会☎
019（621）8800へ 6月25日㈮消印有効

「啄木学級　文の京講座」
文
ふみ

の 京
みやこ

文化発信プロジェクト

▲松平盟子氏

区内在住・在学の小学生（講座により対象学年あり） 往復はがき（1枚1講座1
人、保護者同伴の場合2人1組）に希望講座番号（6・7は①か②、5・12は　か　、
4は　か　と①か②を選択）・住所・子どもの氏名（ふりがな）・学校名・学年・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（（公財）文京アカデミー https://www.
b-academy.jp/からも申込可） 6月23日㈬必着
※対象学年等詳細は「講座案内」又は（公財）文京アカデミー を必ず確認のこと
※受講は当選者本人に限る

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

夏休み子どもアカデミア講座にみんな集まれ！

講座 日時
1 こどものための哲学教室―哲学ってなんだろう― 7/10㈯ 14：00～16：00
2 紙立体でキャンドルづくり～未来都市出現!?～ 7/24㈯ 10：00～12：00
3 バランスの達人～スラックラインと伝承遊び～ 7/27㈫ 10：00～11：30
4 南極くらぶ～南極を知ろう、見よう、さわろう！～ 　7/27㈫　　8/3㈫ ①10：00～11：30　②13：30～15：00
5 ぴかぴかどろだんごを作ろう 　7/28㈬　　8/7㈯ 10：00～12：00
6 自分の天体望遠鏡を作ってみよう！ 7/29㈭ ①10：00～12：00　②14：00～16：00
7 マイ海そうカードを作ろう！ 7/29㈭ ①13：00～14：30　②15：00～16：30
8 糸かけ曼荼羅を作ろう！～数って不思議～ 8/2㈪ 13：00～15：00
9 光るスライムを作ろう！ 8/4㈬ 10：30～12：00
10 紙1枚から立体を作る！ペーパークラフト 8/4㈬ 13：30～14：30
11 ～考えるチカラを伸ばす～やってみよう！プログラミング 8/5㈭ 13：30～15：00
12 人工イクラ（アルギン酸ボール）をつくろう！ 　8/5㈭　　8/6㈮ 13：30～15：00
13 iPadでアニメーションをつくろう！ 8/6㈮ 13：30～15：30

A Ｂ

A Ｂ

A Ｂ

7月10日㈯午後2時～4時 屋成和昭氏（アウト・
ジャパン代表取締役）ほか どなたでも 80人程
度（申込順） 無料 区 の「電子申請」から申込
7月7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

文京SOGIにじいろ映画会

「I Am Here―私たちはともに生きている―」
（オンライン上映＋トークライブ）

▲区

6月27日㈰午前10時30分～午後4時（予定） 宝生能楽堂（本郷1-5-9） 区内
で活動する民謡・民舞愛好者の発表 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

ぶんきょう民謡大会

7月21日㈬午後1時30分～3時 講義「野菜がもっと好きになる！旬・
味の違いを知ろう」 南谷志保氏（日本食育ランドスケープ協会野菜ソム
リエプロ） 次の要件を全て満たす区内在住・在学の小学3・4年生①課題
（野菜調べ・自宅調理レポート等）に取り組むことができる②
Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の操作ができる 20人（申込
順） 無料 6月15日㈫から区 の「電子申請」から申込 健
康推進課保健係☎（5803）1124

夏休み子ども野菜塾（オンライン開催）
～野菜を知って、子ども野菜大使になろう!～

▲電子申請

7月15日㈭午後2時～4時 障害者会館 建築士・弁護士・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 7月14日㈬（オ

ンライン希望は7月12日㈪）
※オンライン希望者は、Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境が必要

耐震個別相談会（オンラインも同時開催）
崖等整備も
相談可

会場・問合せ 日程 内容

目白台図書館
☎（3943）5641 6/28㈪～7/1㈭ 館内特別整理のため休館

図書館
入場無料

　就学相談の一環として、特別支援学級の指導方針等を理解していただ
くため、説明会を行います。
区内在住で4年4月に小・中学校に就学予定の幼児・児童の保護者等

申込書を郵送又は で〒112-8555文京区教育指導課特別支援教育担当☎
（5803）1298 （5803）1368へ▷申込書配布 教育指導課・教育センター（区 にも掲載）

▲区

区分 主な指導 会場 日時

小学校 固定制
知的

礫 川 小 9/ 9㈭

10：00～11：00

柳 町 小 7/12㈪
林 町 小 9/16㈭
湯 島 小 7/16㈮
汐 見 小 9/10㈮

自閉症・情緒 小日向台町小 9/30㈭
駒 本 小 9/ 7㈫

通級制 難聴・言語 金 富 小 7/ 2㈮ 10：30～11：30

中学校 固定制 知的

第 一 中 9/24㈮

10：00～11：00
第 三 中 9/13㈪
第 八 中 7/14㈬
第 九 中 9/14㈫

自閉症・情緒 茗 台 中 9/22㈬
※詳細は上記へ

区立小･中学校特別支援学級説明会

　区の様々なボランティアや地域活動を紹介する情報誌「セカンドステージ・サポー
ト・ナビ」の編集をミドル・シニアの皆さんと行うセミナーを開催します。デザイン
やカメラ撮影などに関する講座を受講したのち、巻頭インタビューページの作成な
ど編集の一部に携わっていただきます。
福祉センター江戸川橋 おおむね50歳以上の区内在住者 10人（抽選） 無料
電話・はがき又は に「セカンドステージサポートゼミ」・住所・氏名（ふりがな）・年

齢・電話番号を明記し、〒112-8555文京区高齢福祉課社会参画支援係☎（5803）
1203 （5803）1350へ（区 からも申込可） 6月30日㈬必着

日時 内容・講師（敬称略）

 　 7/17㈯

13：30
〜

16：30

公開講座
広報スキルアップ
講座

「伝わるデザイン～誌面を『良いデザイン』にするために～」
滝川雄貴（ソースボックス代表取締役）

 　 8/21㈯ 「伝わる写真～日常の写真を『良い写真』にするために～」
山田秀隆（フォトグラファー）

 　 9/11㈯ 「伝わる編集・ライティング～プロから学ぶ読み手の興味
をかき立てる編集とは～」 エイデル研究所

 　 9/18㈯ 事業オリエンテーション
 　10/ 2㈯

企画・編集会議

「企画力を高める！」
 　10/23㈯ 「インタビューをやってみよう」
 　11/13㈯ 「インタビュー原稿を校正する」
 　12/11㈯ 「ゲラを校正する」
4年 1/15㈯ 「最終チェック」
 　 3/26㈯ 発表・報告会

※公開講座のみの参加可（申込時にその旨記入）

セカンドステージサポートゼミ

都市計画審議会
委員の仕事
　都市計画法に基づき設置する都市計画審議会において、区長から諮
問された都市計画等に関する事項について審議します。
20歳以上の区内在住者（区議会議員、区職員及び応募時に区審議会
等の委員に2つ以上在籍している方を除く） 3人以内▷任期 10月1
日から2年間▷会議 年3回程度▷謝礼 1回2,000円▷選考 書類審
査・面接（8月上旬予定） 申込書と作文「都市計画についての私の意
見」（800字程度）を郵送・ 又は直接〒112-8555文京区都市計画課都
市計画担当☎（5803）1239 （5803）1358へ▷申込書配布 都市計画
課・シビックセンター1階パンフレット台・行政情報センター・地域活動
センター（区 にも掲載） 7月9日㈮必着
※委員となった方の作文は氏名を含め公開対象

委員公募

　ひとり親家庭等への学校給食費の補助を行います。
区内在住で文京区立の小・中学校に通い、次のいずれかの要件を満たす
児童・生徒の保護者▷補助金額 給食費実費分 6月14日㈪～7月16日
㈮に直接学務課学事係☎（5803）1295へ
対象

対象となる要件 申請時に持参するもの

① ひとり親家庭
・ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）や児童扶養手当
証書の写し等（ひとり親家庭と確認できる書類）

・ 預金通帳

② 特別支援学級 ・ 預金通帳

③ 小・中学校の児童・生徒を3人以上扶養
し、第三子以降の児童・生徒が在籍 ・ 預金通帳

④ 愛の手帳又は身体障害者手帳を所持 ・ 愛の手帳の写し又は身体障害者手帳の写し
・ 預金通帳

認定となる所得の例

世帯人員 認定基準所得額（目安）

2人世帯 約393万円

3人世帯 約509万円

4人世帯 約562万円

5人世帯 約693万円

※ 表中の認定基準所得額は目安で、世帯構成や年齢等により異なる。審査前に認定基準所
得額の計算は不可

※前年度申請者も申請が必要

3年度の給食費補助の申請を受け付けます

　文京ミューズネット加盟施設の講道館柔道資料館・日本サッカーミュー
ジアム・野球殿堂博物館の3館の協力を得て、過去のオリンピック・パラリ
ンピックで獲得した金メダルや着用したユニフォーム等を公開します。
7月16日㈮～23日（祝・金）午前10時～午後6時 ギャラリーシビック

3年度
企画展

東京2020
～区内で触れるオリンピック・パラリンピック展!!～

「中畑清氏のアテネ五輪話」
　アテネオリンピック野球日本代表監督を務めた元プロ野球選
手の中畑清氏がトークショーを行います。
7月17日㈯午後2時～3時30分（予定） 区民センター 区内
在住・在勤・在学者 85人（抽選） 無料 区 の「電子申請」
又は往復はがき（1枚2人まで）に「7/17トークショー」・全員の
氏名（ふりがな）・住所・電話番号（在勤・在学者は勤務先・学校名も）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 6月25日㈮必着
※手話通訳が必要な方や車いすの方は申込時に記載

▲中畑清氏

関連
トークイベント

▲電子申請 シビックホール
シビックチケット☎（5803）1111
〒112-0003文京区春日1-16-21（公財）文京アカデミーホール事業係
☎（5803）1103 https://www.b-academy.jp/hall/

東京オペラシティ リサイタルホール（新宿区西新宿3-20-2）

　シビックホール改修中のため、今年度は他のホールで主催公演を開催しま
す。〈休憩なし、約70分の室内楽コンサートです。〉

響きの森クラシックin 東京オペラシティ

小学生以上 全席指定1,500円▷区民先行抽選販売 web
申込フォーム又は往復はがきで上記へ（詳細はシビックホール
参照） 6月25日㈮必着▷一般発売 7月17日㈯午前10時からシ
ビックチケット（窓口・電話）へ
※発売初日のチケット購入・予約は、1公演1人4枚まで。席の希望不可
※6公演を好きな組み合わせで購入できるお得な「セレクトチケット」も発売

共通事項

日時 出演（敬称略） 曲

第1回 10/8㈮
19：00

東京フィルハーモニー交響楽団
による弦楽合奏

ヴィヴァルディ／ヴァイオリ
ン協奏曲集「四季」　他

第2回 4年3/17㈭ 東京フィルハーモニー交響楽団
による木管五重奏 プーランク／六重奏曲　他

夜クラシック in 東京文化会館
東京文化会館 小ホール（台東区上野公園5-45）

日時 出演（敬称略） 曲

第1回 12/9㈭ 19：00
山田武彦（ピアノ）、
奥村愛（ヴァイオリン）

ベートーヴェン／ヴァイオリ
ン・ソナタ第5番　他

第2回 4年2/17㈭ 山田武彦（ピアノ）、笹沼樹（チェロ）ポッパー／ハンガリー狂詩曲　他

BUNKYO SIENA POPS in 東京文化会館
東京文化会館 小ホール（台東区上野公園5-45）

日時 出演（敬称略） 曲
第1回 4年1/14㈮

19：00
須川展也（サクソフォン）、シエ
ナ・サックス＆ビーツ（サクソ
フォン＆打楽器）

ジョプリン／ラグタイム組曲　他

第2回 4年3/10㈭ フォスター／草競馬、金髪の
ジェニー、スワニー河　他

▲ 区民先行販売
申込フォーム

シビックホール

▲

　子どもの読書環境を整備するため、文京区子ども読書活動推進計画策定検
討委員会において、これまで取組んできた計画事業の成果を踏まえ、新たな
課題等に対応した今後5年間の計画について検討してきました。
　このたび、素案がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 図書館・行政情報センター・地域活動センター・区
ご意見をお寄せください
　ご意見は、住所・氏名を記入のうえ、持参・郵送・ 又は （区 から送信可）
で真砂中央図書館へ
▷閲覧・募集期間 6月17日㈭～7月16日㈮必着 〒113-0033文京区本郷
4-8-15真砂中央図書館計画担当☎（3815）6801 （5689）4500

第3次文京区子ども読書活動
 推進計画（素案）について

　入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究で、最新の知見が
得られたこと等を踏まえ、公衆浴場及び旅館業における維持管理の指導指針
である「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理
要領」が改正されました。この改正趣旨を踏まえ、レジオネラ症対策強化の
ため、構造設備及び衛生措置の基準を見直します。
　このたび、素案がまとまりましたので、ご意見を募集します。
▷閲覧場所 生活衛生課・図書館・行政情報センター・地域活動センター・区
ご意見をお寄せください
　ご意見は、住所・氏名を記入のうえ、持参・郵送・ 又は （区 から送信可）
で生活衛生課へ
▷閲覧・募集期間 6月17日㈭～7月16日㈮必着 〒112-8555文京区生活
衛生課環境衛生担当☎（5803）1227 （5803）1386

文京区公衆浴場施行条例等及び
 文京区旅館業法施行条例等の改正（素案）について

＊ 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。

意 見 募 集
パブリックコメント　地球温暖化は、大雨の増加や熱中症の増加等、暮らしに大きな問題を引き

起こしています。二酸化炭素の排出を減らし、災害などに備える取組を適切
に行っていかなければ、今のように住み続けることができなくなる可能性が
出てきます。みんなで気候変動対策に取り組んでいきましょう。

6月は環境月間
～みんなで取り組もう！地球温暖化対策～

身近な気候変動対策～いま私たちができること～
緩和策
　二酸化炭素の排出を減らして地球温暖化が進むのを食い止めましょう。
•節電、節水をする
•環境イベントなどに参加して環境について学ぶ
適応策
　気候変動に対して、身の回りでできる予防や備えをして、暑さや大雨による被害な
どへの対策をしましょう。
•暑い日はこまめに水分を取る
•近くの避難する場所を確認しておく

環境政策課地域環境係☎（5803）1276

▲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

▲

括執行役員） 60人（申込順） 無料
東京商工会議所 http：//event.

tokyo-cci.or.jp/event_detail-107311.
htmlから申込 東京商工会議所文京
支部☎（3811）2683
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
の接続環境が必要

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 7/7㈬・21㈬
10：00～13：10

会場 目白台交流館 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

6/18㈮8：30～
各回2日前

6/18㈮9：00～
各回前日

※1人1回の利用に限る、ただし21㈬
分のみ7/9㈮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

就職・採用トータルサポート事業
「採用力強化セミナー」（WEB開催）
7月8日㈭午後3時～5時 採用手
法の多様化、オンライン採用活動の
事例紹介等 原正紀氏 区内中小企
業 15社（申込順）
採用力診断（アドバイス支援）
各企業の採用活動の状況や課題等

をふまえ、採用力を高めるためのア
ドバイス支援を行う 区内中小企業
5社（申込順）
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

創業支援セミナー
「ひとりで起業編」（Web開催）
7月7日～8月11日の水曜（8月4日

を除く、全5回）午後7時～9時 区内
で創業を希望する方、創業後5年未
満の方 25人（申込順） 7,000円（6
月14日㈪～7月2日㈮に経済課に納
入） はがき又は に 6面記入例 1～
3・5と6 番号を明記し、〒112-
8555文京区経済課 創業・就労支援
担当☎（5803）1173 （5803）1936
へ（区 からも申込可）
※受講者向けにオンラインでの創業
相談あり
※セミナー修了者は修了の証明書の
交付を受け、創業関連保証の特例等
の支援制度を利用可能

障害のある方向けおでかけスポーツ（7月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～
7月2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
※7月は水泳の開催なし

元気ニコニコ体操7月コース
7月5日～26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） 6月21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 7月4日㈰

ぜん息児水泳教室（後期）
9月8日～10月27日の水曜（全8回）
午後3時15分～5時15分 スポーツ
センター 基礎体力や心肺機能を高
め、ぜん息の発作を軽減する 4歳
～小学3年生（3年4月2日現在）でぜ
ん息等をもつ区内在住の児童（保護
者同伴） 15人（抽選、初めて参加す
る方を優先） 無料 はがき又は
チラシの受付票に 6面記入例 1～5と
6学年・保護者氏名・かかりつけ医療
機関名・疾病名・過去参加回数を明記
し、〒112-8555文京区予防対策課
保健予防係☎（5803）1225へ▷チラ
シ配布 予防対策課（区 にも掲載）
7月8日㈭必着

※申込受付後、主治医意見書（費用
区負担）等の提出の依頼あり

「飲食店を支援します！飲食店テイクアウト・
デリバリー支援事業補助」第2弾
　新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受ける飲食店
への支援及び区民のテイク
アウト・デリバリー利用促
進のため、昨年度実施した「飲食店
テイクアウト・デリバリー支援事業
補助」の第2弾を実施します。区内
飲食店がテイクアウト・デリバリー
（出前）商品に割引などの特典をつけ
る消費者還元サービスを実施する際
の経費（6月1日㈫～7月31日㈯実施
分）を補助します。
※詳細は区 へ

特別区民税・都民税
納付窓口を土・日曜に開設します
　経済的な事情等で税の納付が困難
な方は、納付相談をお受けします。
6月19日㈯・20日㈰午前9時～午後

4時 税務課（シビックセンター10階）
税務課納税係☎（5803）1156
※業務用エレベーターを使用、不明
な場合は1階受付・警備員へ

赤十字会員募集運動
6月1日㈫～30日㈬
　日本赤十字社東京都支部文京区地
区では、昨年度、皆さんのご支援に
より14,651,486円の活動資金のご
協力をいただきました。
　赤十字の人道・博愛の理念に基づ
き、様々な活動を実施するため、本
年度も引き続き本運動へのご協力を
お願いします。
日本赤十字社東京都支部文京区地

区事務局（区民課 地域振興・協働推
進係内）☎（5803）1170

民生委員・児童委員が変わりました
　6月1日付で委嘱されました。
蜂須賀　美保子
▷担当地区 本郷4丁目28～35、本
郷5丁目5～9、14～17、33
福祉政策課地域福祉係☎（5803）

1202

児童手当の受給資格者の方へ
　児童手当を受給している方に、現
況届を送付しました。6月30日㈬ま
でにご提出ください。提出のない場
合は、手当の受給ができなくなるこ
とがありますので、ご注意ください。
子育て支援事業コールセンター☎

（5803）1288
※必要な添付書類については、現況
届に同封の案内を確認のこと

7・8月のスポーツ施設における
プールの利用について
　スポーツセンター及び総合体育館
の7・8月のプール利用が今年は変更
になります。

利用
日程 個人利用 団体利用

～7/20㈫ 通常通り

6/13㈰9：00か
ら『文の京』施設
予約ねっとから
申込（申込順）

7/21㈬～
8/31㈫ 終日利用

※詳細は各施設の へ
スポーツセンター☎（3944）2271、
総合体育館☎（3814）4271

コミュニケーション支援事業
手話通訳者及び要約筆記者を派遣
①区内在住で聴覚・音声・言語の障

害により身体障害者手帳の交付を受
けている方②①を主たる構成員とす
る団体 登録後、メール（別途通
知）又は で障害福祉課障害者在宅
サービス係☎（5803）1212 （5803）
1352へ
※事前登録が必要、詳細は上記へ
※営業活動、宗教・政治活動、その
他派遣に適さない内容は不可

6月20日は「世界難民の日」です
　国連が定める「世界難民の日」に
は、難民問題への関心を高めるため、
毎年世界各地で、主なランドマーク
を「国連ブルー」に染めるキャンペー
ンが実施されています。
　また、新型コロナウイルス感染症
に対し、最前線で働く医療従事者の
方々への感謝を込めたブルーライト
アップの取組も全国に広がっています。
　区はこの２つの取組に賛同し、「世
界難民の日」の6月20日㈰から1週間、
シビックセンター屋上の三角屋根を
青色にライトアップします。

総務課ダイバーシティ推進担当☎
（5803）1187
※詳細は上記又は区 で確認のこと

50歳からのミドル・シニア講座（全2回）
～今だからこそ一歩踏み出すための
ヒントを見つけに来ませんか？～
シルバーセンター 50歳以上の

区内在住・在勤者 20人（抽選） 無
料 はがき又は に 6面記入例 1～
5と6希望日（いずれかのみ参加の
場合）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（区
からも申込可） 6月30日㈬必着
ミドル・シニア講座（全2回）

日時 内容 講師（敬称略）

7/10
㈯

9：30～
11：30

講演
「ミドル・シニア
の活躍は三方よ
し！興味や趣味
を活かした地域
活動で、あなた
も地域も元気に
なろう」

野中　久美子
（都・健康長寿
医療センター）

講演
「しごとや生活
に役立つ最新情
報について」

橋詰　信子
（竹箒の会）

7/17
㈯

講演
「50歳からのス
マホ術～正しく
怖がり、楽しく
使うために必要
なこと」

石川　結貴
（ジャーナリスト）

講演
「シニア世代の
働き方の提案」

南　芳男
（シルバー人材
センター会員）

第2回家庭教育講座
自分の心と向き合う読書感想文
7月6日㈫午前10時～11時30分
アカデミー文京 松嶋有香氏（文章
力養成コーチ） 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
※保育希望者（ 2歳以上 10人）は
6月30日㈬までに電話又は で教育
総務課へ（申込順）
※手話通訳希望者は、6月22日㈫ま
でに電話又は で教育総務課へ

軽体操教室　7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） 6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

尿失禁予防教室
　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
善を目指します。
7月9日㈮午後2時～4時 アカデ
ミー文京 講義と実技「尿失禁予防
体操」 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） 6月15日㈫午前9時から電
話で高齢福祉課介護予防係☎（5803）
1209へ
※動きやすい服装で参加

 子ども考古学教室
　区内で発掘された出土品などに触
れたり、勾玉作りにチャレンジしよう！
7月28日㈬①午前9時30分～正午
②午後2時～4時30分（各回同内容）
アカデミー文京 区内在住・在学の
小学3～5年生 各回12人（抽選）
無料 はがき又は に 6面記入例 1
～3・5と6希望時間・学校名・学年を
明記し、〒112-8555文京区教育総
務課文化財保護係☎（5803）1305
（5803）1366へ 6月25日㈮必着

親子で楽しむ「はじめてのバレエレッスン」
7月31日㈯Ⓐ午前10時～

10時50分Ⓑ午前11時30分
～午後0時20分 シビック
センター 牧阿佐美バレヱ
団団員 4～6歳（3年4月1
日時点）と保護者 各回7組（抽選）
1組1,000円 シビックホール

https：//www.b-academy.jp/hall/
から申込 7月2日㈮必着 （公財）文京
アカデミーホール事業係☎（5803）
1103
※申込方法等詳細は上記へ

中小企業向けセミナー（オンライン開催）
新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種における対応実務
6月23日㈬午後2時～3時30分

佐藤典久氏（日本産業医支援機構統

スクール・モバイルミュージアム
ギャラリートーク
「貝の不思議」
教育センター 佐々

木猛智氏（東京大学総
合研究博物館准教授）
どなたでも 各回20人（抽選）

無料 往復はがきに 6面記入例 1～
5と6学校名・学年・希望日時を明記
し、〒113-0034文京区湯島4-7-
10教育センター☎（5800）2591へ

日時 内容 締切
（必着）

7/17㈯
14：00～
15：00

貝殻の作り方 7/5㈪
7/24㈯ 色と模様 7/12㈪
8/7㈯ 大きさと寿命 7/26㈪
8/14㈯ 生活様式の多様性 8/2㈪
※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

※当選者以外の入室不可

ふれあいサロン
初心者のためのZ

ズ ー ム

oom入門講座
7月7日㈬・9日㈮（全2回）午後2時～
4時 Zoom（オンライン会議ツー
ル）の基礎からWEB会議参加までを
学ぶ タップタップラボ 区内在住・
在勤・在学者 10人（抽選） 600円
（当日納入） 往復はがきに 6面記入例
1～5を明記し、〒113-0023文京
区向丘1-20-8向丘地域活動センター
☎（3813）6668へ 6月24日㈭必着

中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業
　多様な人材の採用に関するセミ
ナーや求職者とのマッチング支援等
を行います。
中小企業採用戦略セミナー
 （オンライン開催）

日時 内容 定員

7/6㈫

15：00
～17：00

多様な人材の採用・
定着・活用に関する
知識を得る

各20社
程度

7/21㈬

多様な人材の採用・
活躍に向けて自社
の課題と伝わる魅
力発信を考える

※ Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境
が必要

マッチング支援
区内中小企業へ就職を希望する求
職者と企業とのマッチング支援▷求
職者 就職氷河期世代、女性（年齢
制限なし）、日本女子大学及び明治
大学のリカレント教育課程受講者
おおむね30～50社程度
※求職者に対しては別途、セミナー
を実施
インターンシップ
希望する求職者を対象にインター
ンシップ又は職場見学を実施
共通事項
多様な人材の採用を希望する区内
中小企業 無料 電話でパーソル
テンプスタッフ☎（6327）1793へ
（申込順）

交流自治体産の食材を活用した
区内飲食店等に補助を行います
　区内飲食店等が、
区と交流のある11
自治体産の食材を使
用し、料理又は商品
を提供・販売（テイクアウト含む）し
た場合に、その食材購入にかかる費
用の一部（送料を含む）を区が補助し
ます。交付決定店舗には、食材情報・
交流自治体情報等の発信及びスタン
プラリー事業の参加にご協力いただ
きます。

　○○県○○市から直接野菜を仕入
れ調理し、ランチメニューとして提
供。また○○市から観光パンフレッ
トを取り寄せ、提供期間に合わせて
店内で配布

区内飲食店等（弁当・惣菜店、パン、
和洋菓子店含む）▷料理提供期間
10月1日㈮～12月31日㈮▷補助内
容 食材購入にかかる経費の2分の
1（上限10万円。1申請者につき1件
まで）▷補助予定件数 25店舗
申請書を郵送又は直接〒112-8555
文京区アカデミー推進課都市交流担
当☎（5803）1310へ（書類選考のう
え、交付の可否を決定）▷申
請書配布 アカデミー推進
課（区 にも掲載） 7月16
日㈮必着

交流自治体

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

※ 各交流自治体の主な食材例の掲載及び申請
方法など詳細は区 参照

実施例

区立保育園夏季アルバイト募集
7月5日㈪～9月30日㈭のうち保育

園の指定する日（土・日曜、祝日を除く、
月20日以内、最大3か月） 18歳以上
の方（高校生を除く） 電話で幼児
保育課幼児保育係☎（5803）1189へ

職種 保育補助 調理補助・用務
勤務時間 9：00～16：00 8：30～15：30
賃金（日額） 6,400円 6,303円
募集人員 50人程度 15人程度

※別途交通費の支給あり
※申込時に面接日時を決定
※定員あり

3年度児童館・育成室会計年度任用職員
（アシスタント職）
7月21日㈬～8月31日㈫のうち指

定する日（月10日以内） 区内の児童
館・育成室 18歳以上の方（高校生を
除く） 電話で児童青少年課児童
係☎（5803）1188へ▷選考 面接
（履歴書持参） 7月9日㈮

職種 勤務時間 日給 定員

児童厚生補助

8：15～18：45
のうち5時間 5,334円 15人

程度
8：15～18：45
のうち6時間 6,400円 10人

程度

障害児保育補助
8：15～18：45
のうち7時間

45分
8,268円 30人

程度

※交通費は上限55,000円まで
※ 館・室により勤務時間及び日給額が異なる
場合あり

6月は外国人労働者問題啓発月間です
　外国人労働者の雇用管理の改善は
事業主の努力義務です。
　また、外国人労働者の雇い入れ・
離職の際には、その氏名、在留資格
などについて、管轄のハローワーク
へ届け出る必要があります。
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）

若年者合同就職面接会
7月2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）
34歳以下の方 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

6月は就職差別解消促進月間です
　就職は、生活の安定確保や労働を
通じた社会参加など、人間が幸せに
生きていく上で基本となるもので
す。このため、採用選考は、応募者
の適性と能力に基づき公正に行われ
なければなりません。
　しかしながら、面接時に本籍地や
思想・信条等を聞くなど、就職差別
につながるおそれの強い事例が現在
もあります。
　都では、6月を「就職差別解消促進
月間」とし、東京労働局及びハローワー
ク等と連携して啓発活動を展開します。
都・産業労働局雇用就業部☎（5320）
4649

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
ストレッチ教室

7/8㈭
11：00～12：00 障害者会館 無料 6/29㈫ 汗拭きタオル

※動きやすい服装で参加
視覚障害者対象
メディカルアロマ教室

7/20㈫
10：00～11：30

福祉センター
江戸川橋

500円
7/12㈪

作品を入れる袋
内部障害者対象
プリザーブドフラワー教室

7/29㈭
13：30～15：30 障害者会館 7/20㈫

交流館の教室  
カービング教室 ママとベビーの体操教室 カーレット教室

日時
6/27㈰

①13：30～14：40
②15：10～16：20

7/3㈯
10：00～11：00

7/7㈬・21㈬
14：00～16：00

会場
問合せ 白山交流館☎（3813）8500 千駄木交流館☎（3821）6695

内容
講師

（敬称略）
対象等

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） 6/15㈫
10：00から電話又は直接白
山交流館へ

体操、ヨガ等でふれあう 区内
在住の首の据わった1歳未満児と
母親 5組（申込順） 200円 6/15
㈫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

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 6/15
㈫10：00から電話又は直
接千駄木交流館へ

教育センター 
第3回

科学教室
第4回

子ども科学カレッジ
第4回

科学教室

日時
7/10㈯

①10：00～12：00
②14：00～16：00

7/17㈯
10：00～12：00

7/21㈬
①10：00～12：00
②14：00～16：00

会場 教育センター

内容 葉脈標本をつくろう 飛行機の話
―未来には何が飛んでいる？― 磁石の科学

講師
（敬称略） 教育センター専門指導員

東京大学大学院工学系研究科
航空宇宙工学専攻教授

李家　賢一
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4年生～中学生

区内在住・在学の
小学3年生～中学生

定員 各18人（抽選） 16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（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 6/28㈪必着 7/5㈪必着
※車での来場は不可
※キャンセルによる空き状況の確認をする場合は、前日までに電話で教育センターへ
※電子申請申込時に表示される「問合せ番号」は、当落確認の際に必要となるため、必ず控えること
※保護者及び申込以外の子どもの入室・見学不可

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591

▲ シビック
ホール

▲区

▲区
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介護予防体操地域会場
7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）

6/16
㈬

福祉センター
湯島
※上履きを持参

7/1㈭
8㈭
15㈭
29㈭

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7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

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

6/17
㈭ アカデミー茗台

7/2㈮
9㈮
16㈮
30㈮

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

各
16人

6/18
㈮ シルバーセンター

7/1㈭
8㈭
29㈭

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

各
16人

6/21
㈪

駒込地域活動
センター

7/2㈮
9㈮
16㈮
30㈮

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

各
12人

6/22
㈫

汐見地域活動
センター 7/5㈪

12㈪
19㈪
26㈪

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

各
3人

福祉センター
江戸川橋

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

各
12人

千駄木高齢者
在宅サービス
センター

7/5㈪
12㈪
26㈪

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

6/23
㈬

アカデミー音羽 7/6㈫
13㈫
20㈫
27㈫

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

6/24
㈭

動坂会館 7/7㈬
14㈬
21㈬
28㈬

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

6/25
㈮

音羽地域活動
センター 7/12㈪

19㈪
26㈪

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7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

※1人1会場の利用に限る

認知症サポーター養成講座
認知症を知って学んで支えよう
7月3日㈯午後2時～3時30分 シ

ルバーセンター 認知症について理
解を深め、認知症の人と接するとき
に大切なこと等について学ぶ 区内
在住・在勤・在学者 30人（申込順）
105円（テキスト代） 電話で高齢
者あんしん相談センター富坂分室☎
（5805）5032へ

文京区へ転入されたお子さんの
定期予防接種
　文京区以外で交付された予防接種
予診票は、転入後は使用できません。
転入された方でお子さんの定期予防
接種を完了していない方には、文京
区の予診票を交付いたしますので、
予防対策課までお問い合わせくださ
い。なお、手続の際は母子健康手帳
により接種歴の確認をさせていただ
きます。
予防対策課☎（5803）1834

6月1日～7日は「HIV検査普及週間」です
　HIVはウイルスの名称で
あり、エイズはHIV感染に
よって免疫力が低下し、健
康なときにはかかりにくい
様々な病気を発症した状態
をいいます。
　元年に東京都で新たに報告された
HIV感染者は334件、エイズ患者は
72件でした。HIVに感染しても自覚
症状がほとんどなく、感染は検査を
受けなければわかりません。そのた
め、エイズを発症して初めてHIV感
染に気付く人も少なくありません。
　HIVに感染した場合でも、感染を
早く知り、適切な時期に治療を開始
することでエイズ発症を防ぐことが
できます。
匿名・無料で検査や相談ができます
　各区保健所、東京都南新宿検査・
相談室では、匿名・無料でHIV検査や
HIV/エイズ相談を実施しています。
※検査場所により検査可能条件等が
異なる
HIV/エイズ検査・相談窓口情報サイト
https：//www.hivkensa.
com/又は右記二次元コー
ドからアクセスできます。
予防対策課☎（5803）1836

ステップ・アップ！離乳食講習会
7月8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」 2年11～12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 6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）1805へ
※筆記用具を持参

母親学級（オンライン開催）
7月16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 6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

はじめての離乳食講習会
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1～2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） 無料

日時
7/9㈮ 7/15㈭

①10：30～11：30　②13：00～14：00
（受付は10分前から）

会場 保健サービスセンター
本郷支所 保健サービスセンター

定員 各12人（申込順）

申込
問合せ

6/15㈫8：30から
電話で保健サービス
センター本郷支所
☎（3821）5106へ

6/18㈮8：30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

肝炎ウイルス（B型・C型）検査
6月15日㈫～4年1月31日㈪ 区

内指定医療機関 区内在住で3年度
中に①40歳になる方②40歳以上で
過去に肝炎検査を受けたことのない
方③今年度の健康診査の結果、医師
が必要と認めた方 無料 指定医療
機関へ直接申込のうえ、受診の際は
保険証を持参
※特定健康診査等の受診者は健康診
査と同時に実施可
※「指定医療機関一覧表」は郵送可
（下記へ電話で申込、区 にも掲載）
健康推進課保健係☎（5803）1229

専門医による骨粗しょう症健診
7月15日㈭午後1時～4時（2時30
分まで受付） 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） 21人（申込順） 700円
6月17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

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）

7/2㈮・9㈮

①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）

申込
問合せ

6/21㈪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）

7/13㈫・20㈫

①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各10人（申込順）

申込
問合せ

6/21㈪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

▲区

▲ 二次元
コード

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

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
や心配事をお伺い
します。

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
をお伺いします。

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。

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 湯島4-9-8

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

開設時間
月～金曜＝午前9時～午後7時
（土・日曜、祝日、12/29～1/3は

午前9時～午後5時30分）

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

高齢者あんしん相談センター相談窓口

マスク熱中症にご注意を！ 健康推進課福祉保健政策
推進担当☎（5803）1231

　新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用は効果的ですが、
一方で、熱中症のリスクを高める一因にもなるといわれています。

 熱中症は屋外だけでなく、室内でも注意が必要です。意
識して水分をとり、暑いと感じたらクーラーをつけるな
どの予防を行いましょう。規則正しい生活を行い、適度
に体を動かすなど、日頃から暑さに負けない体づくりが
大切です。

•熱が体外に出にくくなり、体内に熱がこもりやすくなる
• マスク内の湿度が上がって、のどの渇きを感じにくく、自覚のないうちに
脱水状態になりやすい

マスク着用時のリスク

• 運動などで汗をかく機会が少なく、暑さに体が慣れて
いない

外出自粛のリスク


