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■主な内容
避難情報の名称が変わりました……　２面
各種無料相談…………………………　２面

文京お届け講座………………………　４面
ボランティア保険加入受付…………　４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。

☆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。

本号は、5月13日時点の情報
で作成しています ▲区

65歳以上の方 への
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

（5月13日現在）

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

※65歳以上＝昭和32年4月1日以前に生まれた方 

インターネット環境がない方向けに、区内9か所の地域活動センターや文京区民チャンネル（区内CATV／
11ch）のデータ放送（dボタン＞地域情報＞文京区からのお知らせ【緊急情報】）でもご確認いただけます。

予約枠の最新情報を区ホームページ・新型コロナワクチン接種インフォメーションサイト・区公式
SNS（Twitter）等でお知らせします

予約受付について

5月中に 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ができる体制を整えています。希望者全員が予約できる数を用意し、順次予約を受
け付けていますので、現在、予約が取れていない方も心配なさらずお待ちください。

65歳以上の方全員の1回目のワクチン接種予約受付

接種期間は5～7月末を予定しています。
原則、住民票所在地の区市町村での接種となります。
長期入院・長期入所している方など、やむを得ない事情で
住民票所在地以外で接種を受ける場合は、実際にお住まい
の区市町村にご相談ください。

予 約 方 法 手元には接種券をご用意ください。

予約サイトで予約
文京区ホームページ内「新型コロナウイルスワクチン接種について」
から予約サイトへ（二次元コードからもアクセス可）

▲区

クリック！

1回目の接種予約の際に、3週間後を仮押さえ（原則、同一会場・同一時刻）し、1回目接種後に仮押さえしていた
2回目接種分の予約を確定させていただきます。ご自身での予約は1回分のみです

電話で次の項目を伝えてください。
①10桁の接種券記載の「券番号」
②生年月日
③氏名
④電話番号・メールアドレス
⑤接種希望日時
⑥希望会場

コールセンターで予約

番号のかけ間違えに
ご注意ください!

☎03（6747）4593
毎日午前9時～午後8時

接種会場（予定） 

首都高速
5号池袋線
首都高速
5号池袋線

千駄木千駄木

根津根津

湯島湯島

御茶ノ水御茶ノ水水道橋水道橋

水道橋水道橋

本郷三丁目本郷三丁目後楽園後楽園

新大塚新大塚

茗荷谷茗荷谷
護国寺護国寺

江戸川橋江戸川橋

千石千石

白山白山

本駒込本駒込

東大前東大前

春日春日

飯田橋飯田橋

都営
三田線

東京メトロ
南北線

東京メトロ
千代田線

JR
中央総武線

東京メトロ
丸ノ内線

東京メトロ
有楽町線

①

②-1・2

④

③
⑧

⑦

⑥

⑤

予約開始日  接種開始日 接種会場

4/30㈮
以降順次
（申込順）

5/6㈭～ ⑤ （一財）慈愛会 慈愛病院 本郷6-12-5

5/10㈪～
②-1　（医）同友会 春日クリニック 小石川1-12-16

④ 順天堂大学7号館 本郷2-2-5

5/14㈮
以降順次
（申込順）

5/24㈪～

②-2　（医）同友会本部ビル 西片1-15-10

③ （医）大坪会 小石川東京病院 大塚4-45-16

⑥ （医）大坪会 東都文京病院 湯島3-5-7

5/28㈮～ ⑦ 日本医科大学付属病院サテライト接種会場 向丘1-19-1文京学院大学本郷キャンパス

5/29㈯～ ① 保健サービスセンター 春日1-16-21シビックセンター3F

5/30㈰～ ⑧ 保健サービスセンター本郷支所 千駄木5-20-18 

接種会場への直接の問合せは、ご遠慮ください。

今後のワクチンの供給状況により、各会場での接種開始日や実施の日にち、時間は異なります。会場は変更になる可能性がございます。

接種に必要なもの

接種
当日

・接種券
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
・お薬手帳（服薬中の方）
予診票は会場で準備しています。

接種券は切り離さないで
ください

肩を出しやすい服装でお越しください。

来場は公共交通機関をご利用ください。

区

▲



令和3年5月25日 2 面

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

☆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。

有料道路における障害者割引制度
　事前登録により、全国の有料道路通行料金が手帳の提示又はETC（自
動料金収受システム）で通常料金の半額になる割引制度です。
障害者本人が運転する場合＝身体障害者手帳を所持している方、介護
者が運転する場合＝第1種の身体障害者手帳を所持している方又は第1
種の愛の手帳を所持している方▷実施機関 全国の有料道路事業者 障
害福祉課障害者在宅サービス係☎（5803）1212 （5803）1352
※車種・所有者等により対象とならない場合あり
※詳細は上記へ

　消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消費生活センター等
の消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一
歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「お試し購入のはずが定期購入契約
になっていた」などの消費者トラブルで困っていませんか？
　また、「新型コロナワクチン接種が受けられる。後日返金されるので10万
円振り込むように」などの不審な電話がかかってきたことはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、消費者ホットライン「188（いやや！）」
にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

消費者ホットライン188とは？

▲消費者庁 消費者ホットライン188イメージキャラクター「イヤヤン」

『泣き寝入りは超いやや（188）！』
で覚えてね

新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方で、区内中小企業
に就職を希望する方 再就職に向けた研修、企業での就労体験（紹介予定派遣）
20人▷選考 書類・面接 電話で綜合キャリアオプション☎（6837）4533へ

新型コロナウイルス感染症対策
緊急就労支援事業を実施します！

マイナンバーカードの申請を
お手伝いします（予約制）

　マイナンバーカードの申請
手続の補助と、申請に必要な
写真の無料撮影を行う窓口を
開設しています。予約制です
ので、ご希望の方は下記まで
お問合せください。
平日及び毎月第2日曜午前

9時～午後5時 シビックセ
ンター2階南側事務室 区に
住民登録がある方 電話で
文京区個人番号カードコールセンター☎0570（02）8585へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
相
談
窓
口

春日通り側２階

エレベーター

エスカレーター 階段

吹き抜け

文京アカデミー
チケットカウンター

シビック小ホール

個人番号カード
申請サポート窓口

待合スペース

戸籍住民課

エレベーター 行政
情報センター

礫
川
公
園
側

柱

下り
上り

　これからの時期、宅地内の植栽から伸びた枝等が道路上に出て、通行する
人に不便な思いをさせることがあります。道路にはみ出した植栽の剪定をお
願いします。
　また、道路上に自転車やバイクの放置、置き看板、のぼり旗、車の乗り入
れステップ、商品や植木鉢等の物を置くことについても歩行者等の通行の支
障となります。
　道路上に置かれている、はみ出している物件で事故が発生した場合、その
物件の所有者が責任を問われることがあります。
土木部管理課道路監察係☎（5803）1245

道路上にはみ出した枝の剪
せ ん

定
て い

を

各種無料相談

　平日に行っている相談を日曜日に開設します。日常生活の中で起こる
問題や悩みごとに専門家が助言をします。
6月13日㈰午後1時～4時 区内在住・在勤・在学者 無料 6月7日

㈪午前9時から電話で広報課 広聴・相談担当☎（5803）1129へ

特別相談（無料電話相談）

内容 相談員 定員
（申込順）

法律 法律に関すること 弁護士 12人

税務 税金に関すること 税理士 6人

不動産 不動産売買、賃貸借に関すること 宅地建物取引士 6人

※予約制、1回25分以内（通信料は自己負担）
※秘密は厳守
※ 当日の問合せは行政情報センター☎（5803）1132（当日のみ）

6月2日㈬午前10時～午後4時（午後3時まで受付） 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 東京司法書士会文京支
部・大野☎（5940）0015、☎090（6028）9881

司法書士相談

6月8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

行政書士相談

ハチの巣の撤去について

　アシナガバチの巣を撤去する場合は、次の方法で行いましょう。
① 夕方暗くなってハチが巣に戻り、おとなしくなってから行う
② ハチは明るい方に飛ぶ習性があるので、自分と巣を挟んで反対側に照明を置く
③ 離れた所から、市販のスプレー式殺虫剤を巣穴に向かって約20秒間吹きか
ける
④ ハチがいなくなったら巣を落とし、ビニール袋に入れて可燃ごみとして出す

生活衛生課環境衛生担当☎（5803）1227

　民家にできたスズメバチの巣に限り撤去のお手伝いをしています。スズメ
バチとアシナガバチの巣は次のように区別します。
スズメバチの巣
　巣の作りはじめはとっくりを上下逆さに
した形状、巣の完成形は丸いボール状です。
どちらの形状もマーブル模様で、穴が1つ
です。
アシナガバチの巣
　シャワーヘッドのような形で巣穴が沢山
見えます。
　アシナガバチは害虫を捕食する益虫でも
あります。支障がなければ、そのままにし
ておくのも一つの方法です。

▲スズメバチの巣（初期） ▲スズメバチの巣（後期）

▲アシナガバチの巣

避難情報の名称が変わりました
　災害対策基本法の一部改正に伴い、水害・土砂災害の恐れがあるときに
区が発令する警戒レベルを用いた避難情報の名称が変更になりました。

警戒
レベル

5

4

3

2

1

〇 「避難勧告」は廃止になり
ました。 「避
難指示」で危険な場所か
ら全員避難しましょう。

警戒レベル4

〇 「緊急安全
確保」は、すでに災害が
発生又は切迫し、安全な
避難ができず命が危険な
状況です。

警戒レベル5

〇 避難に時間のかかる高齢
者や障害のある人は、

「高齢者等避
難」で危険な場所から避
難しましょう。

警
戒レベル3

防災課☎（5803）1179

【変更後】
避難情報等 とるべき行動

緊急安全確保 命の危険直ちに安全確保！

警戒レベル4までに必ず避難！

避難指示 危険な場所から
全員避難

高齢者等避難 危険な場所から高齢者等は避難

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

自らの避難行動
を確認

早期注意情報
（気象庁）

災害への心構え
を高める

【変更前】
避難情報等

災害発生情報

・避難勧告
・ 避難指示
（緊急）

避難準備・
高齢者等
避難開始

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

危　
　

険　
　

度
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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）

国立幼稚園
区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けた国立幼稚園に通ってい
る園児の保護者▷補助限度額 全世帯を対象に月額8,700円（上限）
国立特別支援学校幼稚部
区内在住で、区から施設等利用給付認定を受けた国立特別支援学校幼稚部

に通っている園児の保護者▷補助限度額 全世帯を対象に月額400円（上限）

幼稚園から配布される請求書を直接幼稚園へ
※詳細は区 を参照
※「保育の必要性」事由が認められている2号認定の方については、月額
11,300円を上限に預かり保育料を給付
※認定の遡りは不可。認定のない期間は補助対象外

私立幼稚園
新入園時追加補助金
4月1日以降に入園した私立幼稚園児（入園日現在区内在住）の保護者（1
園児につき1回のみ） 区から交付される、施設等利用費・保護者負担軽減
補助金を合わせてもなお、保護者負担が発生している場合に補助
▷補助限度額 30,000円（所得制限なし）
施設等利用費・保護者負担軽減補助金
区内在住であり、区から施設等利用給付認定を受けた私立幼稚園等に

通っている園児の保護者（子ども・子育て支援新制度移行園は対象外）
▷補助限度額 ①施設等利用費＝全世帯を対象に月額25,700円、②保護
者負担軽減補助＝下表に記載の世帯の区市町村民税所得割課税額に応じ
て、補助額を算定
※実際の交付は①及び②の合算

幼稚園から配布される申請書を直接幼稚園へ
※詳細は区 を参照
※「保育の必要性」事由が認められている2号認定の方については、月額
11,300円を上限に預かり保育料を給付（私立幼稚園類似の幼児施設は対象外）
※認定日の遡りは不可。認定のない期間は補助対象外

共通事項

共通事項

幼児保育課から補助金のお知らせ
 幼児保育課 施設給付・私立幼稚園担当☎（5803）1823

▲区

認証保育所

クラス 世帯の区市町村民税
所得割額

きょうだい区分
（※1）

①  施設等利用
給付

② 保護者負担軽減
補助（※2） 合計（①＋②）

0～2歳児
クラス

48,000円以上
第1子 40,000円 40,000円
第2子 54,000円 54,000円
第3子以降 67,000円 67,000円

48,000円未満
第1子 50,000円 50,000円
第2子 54,000円 54,000円
第3子以降 70,000円 70,000円

区市町村民税（均等
割を含む）が非課税

第1子
42,000円

25,000円 67,000円
第2子
第3子以降 28,000円 70,000円

3～5歳児
クラス

157,000円以上
第1子

37,000円

20,000円 57,000円第2子
第3子以降

48,000円以上
157,000円未満

第1子
20,000円 57,000円

第2子
第3子以降 23,000円 60,000円

48,000円未満
第1子

20,000円 57,000円
第2子
第3子以降 33,000円 70,000円

区市町村民税（均等
割を含む）が非課税

第1子
20,000円 57,000円

第2子
第3子以降 33,000円 70,000円

※1　長子から順に第1子、第2子、第3子以降と数える
※2　給食費相当分を含む

認可外保育施設（証明書あり）

クラス 所得等の状況 きょうだい区分
（※1）

① 施設等利用
給付

② 保護者負担軽減
補助（※2） 合計（①＋②）

0～2歳児
クラス

区市町村民税（均等
割を含む）が課税さ
れる世帯

第1子 40,000円 40,000円
第2子 54,000円 54,000円
第3子以降 67,000円 67,000円

区市町村民税（均等割を含む）が非
課税の世帯 42,000円 25,000円 67,000円

3～5歳児
クラス 37,000円 20,000円 57,000円

※1　長子から順に第1子、第2子、第3子以降と数える
※2　給食費相当分を含む

認可外保育施設（証明書なし）

クラス 所得等の状況 施設等利用給付

＋
給食費に対する
補助（※3）

0～2歳児
クラス

区市町村民税（均等割を含む）が非
課税の世帯 42,000円

4,500円
3～5歳児
クラス 37,000円

※3　 給食を提供する施設を利用している場合、無償化部分に加えて、月額4,500円を上限と
して給食費を補助。ただし、給食費が利用料と一体となっているなど、施設が給食費を
証明できない場合は、補助対象外

②保護者負担軽減補助金 (月額・円)

階層 2年度及び3年度区市町村民税所得割課税額
（税額控除前）

補助限度額
第1子

補助限度額
第2子

補助限度額
第3子以降

1 生活保護世帯 13,700

2 区市町村民税所得割額非課税世帯
（年収約270万円以下） 10,700 13,700

3 1～77,100円以下の世帯
（年収約360万円以下） 1,900 8,600 13,700

4 77,101～211,200円以下の世帯
（年収約680万円以下） 1,800 2,900 13,100

5 211,201～256,300円以下の世帯
（年収約730万円以下） 1,800 12,500

6 256,301～372,100円以下の世帯
（年収約1,000万円以下） 1,800 7,800

7 372,101円以上の世帯
（所得制限なし） 1,800

※ 4～8月分の補助額は2年度、9～3月分の補助額は3年度の区市町村民税所得割課税額にて算定
※ 区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯は、長子から順に第1子、第2子以降と算定
※ 区市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯は、兄姉が小学1～3年生及び幼稚園等［幼稚園、
幼稚園類似の幼児施設、保育所（東京都認証保育所を含む）、認定こども園、特別支援学校幼
稚部等］に通園、入所している場合に限り、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降と算定

【例】 4人兄弟の場合(区市町村民税所得割額が77,101円以上の世帯)
　　 小学5年生の長男（対象外）、小学3年生の次男（第1子扱い）
　　 幼稚園年長の長女（第2子扱い）、幼稚園年少の次女（第3子扱い）

認証保育所・認可外保育施設利用者施設等利用給付・保護者負担軽減補助
区内在住であり、区から「保育の必

要性」の認定を受けた、認証保育所又
は認可外保育施設に通っている児童の
保護者▷補助限度額 下表の記載を参
照 申請書を直接幼児保育課へ
※詳細は区 を参照
※「保育の必要性」の認定日の遡りは不
可。認定のない期間は補助対象外

お子さんを一時的に預かる一時保育所を、
区内3か所で実施しています。

一時保育所（キッズルーム）を
ご利用ください

キッズルームシビック キッズルーム目白台 キッズルームかごまち
場所 春日1-16-21(シビックセンター3階) 目白台3-18-7 (目白台総合センター1階) 本駒込2-29-6 (駕籠町小学校内)

保育対象者 満1歳～小学校就学前の児童

開所日時 月～日曜 9：00～21：30
（12/29～1/3、シビックセンター臨時休館日を除く）

月～土曜 8：00～18：00
（祝・休日、12/29～1/3を除く）

利用時間 3時間以上8時間まで(1時間単位)

利用料
区　　　民…3時間2,400円、3時間を超えるとき1時間ごとに800円
その他の方…3時間3,900円、3時間を超えるとき1時間ごとに1,300円
※利用時間帯に応じて昼食・おやつ・夕食が必要

事前登録
利用申請

受付時間：月～金曜9：00～17：00（祝・休日、12/29～1/3を除く）
①事前登録
　各施設ごとに登録（親子面談）が必要、電話で登録予約のうえ、児童と一緒にご利用の施設へ　　　　
②利用申請
　電話で空き状況を確認後、申請書を持参・ 又は区 の「電子申請」で提出
※空き状況は http：//www.bunkyo-ichijihoiku.jp/kidsroom/へ

申込
問合せ ☎(5803)1396 (5803)1858 ☎(5395)9143 (3941)3226 ☎(3945)0272 (3945)0273

※詳細は区 を参照　※開所時間を変更する場合あり　※利用には、各施設に事前登録が必要

▲空き状況

▲区
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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。

6月の番組表
広報課CATV担当☎（5803）1130

各番組の
紹介は
こちら

▲

　活動拠点が区内にあるボランティア団体に対し、活動中に事故が発生した
場合の損害を補償するボランティア保険制度を設けています。

　紛争や迫害などで故郷を追われた難民で構成される「難民選手団」は、2016年のリオデジャ
ネイロオリンピック競技大会で歴史上初めて結成され、東京2020大会でも結成が予定されて

います。区では、かねてよりドイツのカイザースラウテルン市の難民支援等に取組んでおり、このたび国
連の定める「世界難民の日」に合わせて、特別講座を開催します。今年夏に、文京区から難民選手団を盛り
上げていくために、難民のこと、難民アスリートのこと、もっと知ってみませんか？
6月20日㈰午後2時～4時 スカイホール▷出演 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所、国連UNHCR
協会 難民問題に関心のある方 40人（抽選） 無料 区 の「電子申請」・はがき又は （件名に「文の京ホス
トタウン特別講座申込」と記載）に住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号・メールアドレス・希望する参加形
態（会場での受講又はオンライン受講）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 6月14日㈪必着
※「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

日時

【第1回】7/31㈯　11：00　やまびこ荘集合―Eボート湖上体験
8/1㈰ 　 早朝野菜収穫（希望者のみ・有料）―川遊び

体験―昼食（バーベキュー予定）―解散
※第2回＝8/7㈯・8㈰（各日同内容）
※雨天時は、かかし作り、クラフト体験、市内観光などを予定

送迎

【迎え】高速バス　10：26　小出インターチェンジ着
　　　新幹線　　10：35　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　　16：09　浦佐駅発　
※ 魚沼までの往復の交通手段は、各自で手配。上記到着時
刻の公共交通機関に合わせて送迎

定員 30人程度（抽選）

費用
（1泊分）

①区内在住者　大人13,500円　子ども10,900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
※ 上記金額は宿泊費、参加費 大人7,850円、子ども7,000円
（各種体験料、昼食料、保険料等）、入湯税150円（大人のみ）
の合計分。現金のみ、カード不可

持ち物
川遊びのできる服装、帽子、日焼け止め対策（長袖等）、タ
オル、着替え、スニーカー、水中眼鏡、うきわ等
※網、バケツなどはやまびこ荘が用意。サンダル不可

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 6/15㈫
※ 抽選結果の確認は6/18㈮以降、自身でやまびこ荘へ問合
せのこと。やまびこ荘から抽選結果の連絡はなし

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）
※ 当日、区内在住を証明できる健康保険証・運転免許証等、区内在勤・
在学を証明できる社員証・学生証等を必ず提示（いずれもコピー可）
※ 料金は全て税込み。大人は中学生以上、子どもは3歳～小学生
※ キャンセル時は早めに連絡のこと（キャンセル料が発生する場合あり）
※ 送迎については、交通機関のダイヤ改正等により、多少変更の可
能性あり
※ 新型コロナウイルス感染症対策は徹底するが、中止又は内容を変更
する場合あり

大人　14,700円
子ども11,700円

⎫
⎬
⎭

やまびこ荘主催
川遊びと

Eボート湖上体験

東京2020大会の日程と交通対策のお知らせ
7月9日㈮ ：都内オリンピック聖火リレー開始
　23日（祝・金）： オリンピック開会式

（閉会式：8月8日（祝・日））

8月20日㈮：都内パラリンピック聖火リレー開始
 　24日㈫：パラリンピック開会式
 　  　　　（閉会式：9月5日㈰）

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
☎ 0570（09）2020

　はゆたゆは氏が牛の日常生活を描いたデジタルイラストと、かっぱとジェントルマ
ンが区を巡る様子を描いた水彩画を展示します。
6月2日㈬～29日㈫ シビックセンター地下1階吹きぬけ周囲 無料 アカデミー

推進課文化事業係☎（5803）1120

うしとかっぱとジェントルマン展アートウォール・シビック

▲「手を洗う うし」

　省エネ型製品を買い替える際、基準のひ
とつとなる「省エネラベル」を紹介します。

①省エネ性能を示す★の数が多い製品を選ぼう
②省エネ性マーク（eマーク）は緑色を選ぼう
　マークは緑色（例
1）とオレンジ色（例
2）の2種類があり、
緑色が省エネ基準
を達成しています。
③目安電気料金が安い製品を選ぼう 
　省エネラベルはエアコン以外にも照明器具
や冷蔵庫、テレビ等にも表示されています。
照明器具や冷蔵庫等は新ラベルになりました。

環境政策課地域環境係☎（5803）1828
図出典：2020年省エネラベルガイドブック
参　考： 家庭の省エネハンドブック2021（都）、2020年

省エネラベルガイドブック（資源エネルギー庁） 

ラベルチェックポイント

毎月7日は文京版クールアース・デー

6月のテーマは「省エネラベルの紹介」

　文
ふみ

の京
みやこ

ゆかりの文化人、嘉納治五郎氏に関連
した、文京区内の史跡を訪ねて歩きます。文京
区の歴史・文化等についての話を聞きながら、
文化人の時代背景や功績を考えてみませんか。
案内は、「文京ふるさと歴史館友の会」の「文京
まち案内ボランティア」の方々が担当します。
6月30日㈬午後1時～3時30分（雨天決行）▷集
合 ふるさと歴史館▷コース（予定） 講道館前
―占春園（約3㎞）▷ガイド 文京ふるさと歴史館
友の会「文京まち案内」ボランティア 高校生以
上で、階段･急坂･未舗装の通路等を自身で歩け
る方（介助の必要な方は、介助者と2人1組申込可）
30人（抽選） 30～200円程度（行事傷害保険
料） 往復はがき（1枚2人まで）又は区 の「電
子申請」に「6月30日史跡めぐり」・全員の住所・氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号と返信用にもあて
先を明記し、〒113-0033文京区本郷4-9-29ふ
るさと歴史館☎（3818）7221へ 6月8日㈫必着

史跡めぐり

治五郎さんぽ～嘉納治五郎ゆかりの史跡をたどる～ ボランティア保険加入受付 6月11日㈮まで

6月20日 世界難民の日　文
ふ み

の京
みやこ

・ホストタウン特別講座（オンライン同時開催）
～文京区から難民選手団を応援しよう～

日程

大会時には様々な交通対策が実施されます。道路のう回やルートを避けた通行にご協力を
お願いします。
7月19日㈪～8月9日（休・月）、8月24日㈫～9月5日㈰
※ この期間前後にも会場整備のための部分的な交通規制や聖火リレーに伴う交通規制などが行われます。

大会に伴う
交通対策

詳細は、東京2020大会公式ウェブ
サイト「お知らせ欄」を参照

選手等の大会関係者を
輸送するルート
　選手等の大会関係者が移動
の際に使用するルートで、桜
色の看板や路面表示が目印で
す。大会ルート、練習会場ルー
ト、代替ルートの3つがあります。

高速道路の交通対策
　高速道路の本線料金所
での通行制限や、交通状
況に応じた入口閉鎖など
が実施されます。
※また一般道路の一部で
信号調整が実施されます。

競技会場周辺の交通対策
　競技会場では、通行
規制エリアやう回エリ
アが設けられるほか、
大会関係車両専用レー
ンや優先レーン等が設
置されます。

う回
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技
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場
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回
に
ご
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力
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やまびこ荘は改修工事を経て
リニューアルしました！

文京区は
7月20日㈫

文京お届け講座
　区の職員等が地域に伺い、区の取組や制度等について、専門分野をわかりやす
く説明します。グループでの自主的な学習にご利用ください。
12月29日～1月3日を除く、午前9時～午後9時までの1講座2時間以内 区内（会場
は各利用団体が手配） 構成員が10人以上で半数以上が区内在住・在勤・在学者の団体
無料（教材費等実費負担の場合あり） 電話でアカデミー推進課☎（5803）1307へ
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）による実施ができる講座あり
内容 担当 Zoom

実施
●基本構想　●主要課題等　●「文の京」自治基本条例 企画課 〇
●収支状況　●各種財政指標　●他区との比較 財政課 〇
●区の情報化の現状と電子自治体の推進 情報政策課 〇
●区の情報公開制度及び個人情報保護制度の概要　●文京区男女平等参画社会とは　
●文京区男女平等参画推進条例　●文京区男女平等参画推進施策の現状と課題　●性
自認及び性的指向の多様性　●様々な人権問題

総務課 〇

●特別区税の概要 税務課 〇
●区の安全・安心まちづくり施策　●不正アクセス、フィッシング詐欺等の被害防止　
●ネット上の危険から身を守るための方法　●SNS等使用上の注意点等　【Zoom実施
不可のものもあり】

危機管理課 △

●区の防災対策（地域防災計画・ハザードマップ・防災訓練・備蓄・各種助成金等） 防災課 〇
●区の消費生活相談状況　●契約トラブルや消費者被害未然防止 経済課 〇
●文京区アカデミー推進計画　●区の観光振興に向けた様々な取組について　
●海外都市との交流や国際交流事業 アカデミー推進課 〇
●ふるさと歴史館の概要・活動　●収蔵資料について　●森鷗外記念館の概要・活動 ×
●スポーツボランティア事業のしくみや活用方法　●東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会への区の取組み等について スポーツ振興課 〇
●文京区地域福祉保健計画　●民生・児童委員　●保護司・更生保護女性会の活動の紹
介　●福祉避難所の概要や抱える課題について 福祉政策課 〇
●高齢者クラブの運営及び新設　●フレイルチェック　●認知症の正しい理解と脳ト
レーニング　●認知症サポーターの養成　●高齢者あんしん相談センター　●介護予
防の必要性と、区における介護予防の取組み内容

高齢福祉課 〇

●障害福祉の制度　●障害種別毎の特性や対応例　●障害者の虐待防止法　●障害者
の就労の現状と支援　●就労支援センターの事業内容　 障害福祉課 ×
●生活困窮者自立支援制度の概要　●生活保護制度の概要 生活福祉課 〇
●介護保険制度の概要と利用の仕方 介護保険課 〇
●75歳以上の高齢者等を対象とした医療制度全般　●国民健康保険の特定健康診査・
特定保健指導 国保年金課 〇
●文京区子育て支援計画および子育て支援事業の概要 子育て支援課 ×
●児童虐待の現状と防止のための取組み等について 子ども家庭支援センター 〇
●食中毒の予防と対策 生活衛生課 ×
●がん検診について　●女性のライフサイクルごとの健康課題と、健康保持・増進のた
めの取組みについて 健康推進課 〇
●ゲートキーパーの養成　●自殺に対する誤解や偏見の除去　●エイズ・感染症の症状
と予防 予防対策課 〇
●広く健康に関すること 保健サービスセンター 〇
●住みよいまちをつくるためのルールの紹介　●自分でできる木造住宅の耐震診断　
●木造の補強方法のいろいろ 地域整備課 〇
●景観づくりの基本的な考え方の説明 住環境課 〇
●私道整備事業　●街路灯・保安灯の役割と適切な明るさ　●住民協議会による道路整
備の事例 道路課 〇
●区の緑の現状 みどり公園課 〇
●地球温暖化対策に関する取組み 環境政策課 ×
●区のリサイクル清掃事業の概要および現状　●区の食品ロス削減のための知識、ご
みと資源の分け方出し方

リサイクル清
掃課 ×

●カッティングカー（中が見える清掃車）を使った講座 文京清掃事務所 ×
●教育委員会の活動内容等　●区の指定文化財・埋蔵文化財の制度など（Zoom実施はなし）教育総務課 △
●学校給食（献立・栄養・食育の取組み） 学務課 〇
●青少年育成プラン　●青少年健全育成会の活動　●b-lab（文京区青少年プラザ） 児童青少年課 〇
●図書館の賢い利用法　●子どもと一緒に絵本を楽しむ　●読み聞かせの方法　●お
はなし会 真砂中央図書館 〇
●議会の概要　●区議会の仕組み　●議会広報　●請願制度等 区議会事務局 ×
●選挙制度のあらまし　●選挙の歴史　●政治活動と選挙運動 選挙管理委員会事務局 〇
●小地域福祉活動　●ふれあいいきいきサロン　●成年後見制度　●ファミリー・サ
ポート・センター事業　●社会福祉協議会のサービス　●権利擁護センター　●ボラン
ティア活動　●いきいきサービス　●地域連携ステーション「フミコム」

社会福祉協議会 〇

●固定資産税（土地・家屋）　●不動産と税金　●都税制度のあらまし 文京都税事務所 ×

　シルバーピアにあき家が生じた場合に入居する候補者を登録するも
ので、登録期間は1年です。申込者の住環境や収入及び家賃、年齢な
どをポイント化して、総合点の高い人から順に、資格審査を行った後、
入居となります。
次の要件を全て満たす方①単身世帯用＝65歳以上のひとり暮らし、
2人世帯用＝65歳以上の方を含む60歳以上の方のみの親族（配偶者又
は2親等以内）2人で構成する世帯②区内に引き続き3年以上在住③現
に住宅に困窮している（自己所有の家屋がある場合は不可）④自立し
て日常生活が営める⑤2年の所得が単身世帯用＝2,568,000円以下、
2人世帯用＝2,948,000円以下 申込用紙を福祉住宅サービス☎
（5803）1238へ持参 7月6日㈫必着▷募集案内配布（6月15日㈫～
7月6日㈫） シビックセンター1階受付・福祉住宅サービス▷使用料
下表参照▷共益費 月額1,500円（光熱水費は自己負担）

シルバーピア（高齢者集合住宅）
あき家入居登録者募集

～ポイント方式～

単身世帯 2人世帯

名称 住所 専有面積（㎡）使用料例（円）専有面積（㎡）使用料例（円）

シルバーピアおおつか 大塚4-18-1 26.5～27.6 16,600～32,600

シルバーピアはくさん 白山2-17-3 24.3～27.2 14,800～29,100

シルバーピアはくさん台 白山4-31-4 27.8～30.3 18,000～35,300 41.8 27,000～53,100

シルバーピア千石 千石3-36-11 25.5 16,100～31,600 38.4・38.8 24,500～48,100

シルバーピア千石二丁目 千石2-26-3 26.6～31.7 17,500～34,400 36.9～43.3 28,200～55,500

シルバーピア坂下通り 大塚5-14-2 27.9～28.5 18,000～35,400 39.3・39.4 25,400～49,900

シルバーピア向丘 向丘2-22-9 28.8 18,400～36,200 37.4 24,000～47,100

シルバーピア根津 根津1-15-12 29.3～36.3 21,200～41,600 44.2・46.4 29,800～58,600

シルバーピア湯島 湯島3-2-3 33.3～33.9 21,900～43,000 45.3～48.6 31,900～62,700

※各住宅の一般的な使用料を例示。世帯の所得や住宅の広さによって算出
※ ポイント方式による選考のため、申込内容を証明する書類（現在住んでいる住宅の賃
貸借契約書、年金や給与の源泉徴収票等の収入証明書類など）の提示が必要
※申込内容により必要な提示書類が異なるので、事前に確認のこと。詳細は募集案内を参照

総務課☎（5803）1139

防災・防犯・交通安全活動、心身障害者・児や高齢者などの援助活動、各種レ
クリエーション活動など
※日本国外の活動、政治活動、宗教活動、営利活動、構成員のみの親ぼく、
慰安のための活動は対象外

区民によって自主的に構成され、無報酬で技術又は労働力を提供し、区民を
対象とした公益性のある直接的活動を行う5人以上のボランティア団体に属
し、ボランティア活動に実際に参加している指導者が、社会福祉活動など公
益性のある活動中に、参加者や第三者に損害を与えて、法律上の損害賠償責
任を負った場合の「損害賠償責任事故」と活動者自身の「傷害事故」に対する保
険をセットにしたものです。保険料は区が全額負担します。

制度について

損害賠償責任事故  
損害賠償金について、次の金額を限度と
して補償（2,000円までは対象外）。
▷身体賠償 1人につき5,000万円、1
事故3億円▷財物賠償 1事故500万円
▷保管物（受託物）賠償 1事故300万円

傷害事故  
活動者自身の傷害について、1人
につき次の金額を限度として補
償。▷死亡 500万円▷後遺障害
15～500万円▷入院 1日4,000
円▷通院 1日2,000円

保険期間  
7月1日午後4時～4年7月1日午後4時
加入申請  
6月11日㈮までに下表の窓口で受付（受付期間経過後についても、随時受付）
▷申請書類配布 下表の窓口・地域活動センター
※既にこの保険に加入している団体も、新たに申請が必要
※詳細は下表の窓口へ

文京あじさいまつり中止のお知らせ
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「文
京あじさいまつり」は中止になりました。
アカデミー推進課観光担当☎（5803）1174

動物との共生を考える展示会
飼い主のいない猫

6月8日㈫～10日㈭午前9時30分～午後5時（8日は午後1時30分か
ら、10日は午後3時30分まで） ギャラリーシビック 生活衛生課環
境衛生担当☎（5803）1227

～地域とまちづくり～

対 象 活 動

補 償 内 容

3年度 ボランティア保険 各担当課一覧
対象となる団体等 窓口 電話
町（自治）会等区民団体 区民課 地域振興・協働推進係（5803）1170協働推進関係団体 （5803）1167
産業振興団体 経済課 産業振興係 （5803）1173
消費者団体 消費生活センター（5803）1105
生涯学習活動を行う団体 アカデミー推進課 アカデミー推進係（5803）1307まつり実行委員会等 観光担当 （5803）1174
スポーツ団体 スポーツ振興課 スポーツ振興係（5803）1308
高齢者などの援護団体 高齢福祉課 社会参画支援係（5803）1203
障害者（児）援護団体 障害福祉課 障害者在宅サービス係（5803）1212
その他の福祉援護団体 福祉政策課 福祉企画係 （5803）1201

対象となる団体等 窓口 電話
保育園保護者会等 幼児保育課 幼児保育係 （5803）1189
保健衛生関連団体等 生活衛生課 管理計画係 （5803）1223
在宅栄養士団体 健康推進課 保健係 （5803）1229
健康関連団体等 保健サービスセンター （5803）1805
交通安全協会 管理課 （5803）1244

文
ふみ

の京
みやこ

ロード・サポート団体等 道路課 維持係 （5803）1250
緑化関連団体等 みどり公園課 緑化係 （5803）1254
環境関連団体等 環境政策課 （5803）1828
リサイクル関連団体等 リサイクル清掃課 （5803）1135
学校支援を行う団体 教育総務課地域教育支援担当（5803）1306

対象となる団体等 窓口 電話
スクールガード等 教育総務課地域教育支援担当（5803）1306
青少年健全育成会及び青
少年健全育成を行う団体

児童青少年課
青少年係 （5803）1186

育成室保護者会等 児童係 （5803）1188
こどもひろば実施団体 放課後事業担当（5803）1822
図書館関連団体 真砂中央図書館 （3815）6801
青色防犯パトロール隊等 危機管理課 （5803）1280
男女平等参画推進団体等

総務課
ダイバーシティ推進担当（5803）1187

その他の団体 総務係 （5803）1139

共通事項

時 間 番 組
8 30 くらしのSafety（1～6日）大切な自転車を守るために

（14～20日、28～30日）土砂災害に備えて
（21～27日）横断 SAFETY ACTION
くらしの情報室（7～13日）文京区すまいる住宅登録事業

40 Myストーリーミニ（1～6日、14～20日、28～30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
Let’sスポーツ！（7～13日、21～27日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング

50 文京インフォメーション（～59）（1～30日）
9 00 介護予防体操（1～30日）
10スマイルらいふ（1～6日）母親学級　妊婦さんのお口の健康
（7～12日）お口の健康を守る習慣を身につけよう育児学級・歯科
（16～20日）転倒骨折予防体操「日常生活動作の見直し」前編
（21～27日）転倒骨折予防体操「イスを使ったストレッチ運動」後編
（28～30日）母親学級　おむつ替え・抱っこの仕方

20すこやかCooking（1～6日）かんたん！ヘルシー！養生丼
スマイルらいふ（7～12日、21～27日）梅で元気に！梅干しのさっぱりチャーハン
（16～20日）はじめての離乳食―5～6か月児―
Bサーチャーズ（28～30日）ラグビーと教育

30 子育て先生（1～6日、16～20日）子育てに活かせるコミュニケーションの取り方
～ストレングスの視点から～
1×1（ワンバイワン）（7～12日）競技かるた界のホープ　東友則さん
（21～27日）文京区技能名匠者　和菓子製造　池田功さん
すくすくカレンダー（28～30日）家庭でできる「お金教育」

40（手）1×1（ワンバイワン）（1～6日）文京区技能名匠者　和菓子製造　池田功さん
（手）ぶんきょう浪漫紀行（7～12日、21～27日）村田省蔵がみつめた情景
（手）くらしのSafety（16～20日、28～30日）新しい日常に照らした防火防災訓練

50 文京インフォメーション（～57）（1～30日）
12 00 Bサーチャーズ（1～6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

ナイスキャッチぶんきょう（7～12日、28～30日）
1×1（ワンバイワン）（16～20日）文京区技能名匠者　和菓子製造　池田功さん
（21～27日）文京区技能名匠者　江戸木版画　高橋由貴子さん
10 介護予防体操（1～30日）
20 ぶんきょう浪漫紀行（1～6日、28～30日）文京ふるさと歴史館　地域の方々と歩んだ30年
（16～20日）文京区の国際交流　これまでの歩みとこれからの未来
くらしの情報室（7～12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①
（21～27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

30 ライフサポートナビ（1～6日）令和3年度予算の概要
Bサーチャーズ（7～12日）地域連携ステーション　フミコムのあゆみ
（16～20日、28～30日）親子でまちの風景を撮影しませんか　文京パチり
くらしの情報室（21～27日）大学発ベンチャー支援事業について

40（手）ライフサポートナビ（1～6日）65歳以上の方の新型コロナウイルス
ワクチン接種について
（手）ぶんきょう浪漫紀行（7～12日、21～27日）「妖怪博士」の異名を持つ井上円了
（手）スマイルらいふ（16～20日、28～30日）選挙にかかわる人々
50 文京インフォメーション（～57）（1～30日）

16 00 スマイルらいふ（1～6日、16～20日、28～30日）続けよう！コロナフレイル予防
プレミアムステージ（7～12日）認知症ともにフォローアッププログラム講演会
文の京セレクション（21～27日）ぶんきょうハッピーベイビープロジェクト
ハッピーベイビー講演会「ベビーの成長を助ける食事セミナー」

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

19 00（1～30日）（16：00の番組再放送）
21 00（1～30日）（12：00の番組再放送）
10（1～30日）（8：40の番組再放送）
20（1～30日）（12：20～12：57の番組再放送）

区議会一般質問　6/13㈰～15㈫　期間中は特別編成で放送します。
放送時間 9：10～/12：00～/16：00～/18：00～/19：00～/21：00～
＊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。

（例1）

（例2）

何が表示されているの？省エネルギーラベル

照明器具・電気冷蔵庫・電気冷凍
庫・電気便座の場合（新ラベル＊）

＊ 2年11/2から適用（3年10/31
まで猶予期間あり）

エアコン・テレビの場合

電子申請

▲

前9時30分～午後5時
分まで） ギャラリー

域とまちづくり中 止
詳細は問合せ先へ
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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

▲

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6面記入例 1～
5と6出産予定日・参加希望日（第二
希望日まで記入）とあて先を明記し、
〒150-0012渋谷区広尾5-6-6ポピ
ンズ「ポピンズ文京区係」へ（オンライ
ン形式は、はがき申込不可）▷申込期
間 6月5日㈯～15日㈫必着

日時
7/10㈯ 7/24㈯ 7/25㈰

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

Zoom（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

シビックシアター☆トークショー
「縮図」上映とトークショー
6月24日㈭午後1時～

4時（30分前から開場）
区民センター 薮田由梨
氏（徳田秋聲記念館学芸
員） 15歳以上の区内在
住・在勤・在学者（中学生を除く） 100
人（抽選） 無料 往復はがきに
6面記入例  1～5と6在勤者は勤務先
名・所在地・電話番号、在学者は学校
名を明記し、〒112-0003文京区春日
1-16-21（公財）文京アカデミー学習推進
係☎（5803）1119（ https：//www.
b-academy.jp/からも申込可） 6月
14日㈪必着
▷協力 文京アカデミア生涯学習支
援者の会
※入場は当選者本人に限る

企画展「知っておきたい感染症予防豆知識」
　様々な感染症から自分自身を守る
ためには、一人ひとりが正しい知識
を持ち、感染症予防に努めることが
重要です。
6月4日㈮~6日㈰午前10時～午後6

時（6日は午後3時まで） ギャラリーシ
ビック パネル展示、相談会 予防
対策課保健指導係☎（5803）1836、
感染症対策担当☎（5803）1962

ズ ー ム

からだコンディショニング
高齢者の食事（栄養・嚥

えん

下
げ

）等の講
義や健康を維持する腰痛・膝痛改善
のいすを使った体操 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（初め
ての方を優先） 無料 電話又は直
接下記窓口へ 6月18日㈮

日時
7～9月の水曜

10：30～12：00 13：30～15：00
定員
（抽選） 15人 14人

会場
申込
問合せ

福祉センター
江戸川橋

☎（5940）2901

福祉センター
湯島

☎（3814）9245

教科書展示会
特別展示会＝6月1日

㈫～10日㈭、法定展示
会＝6月11日㈮～26日
㈯午前9時～午後5時
（日曜除く） 教育センター 小・中・
高等学校及び特別支援学校用の教科
書 無料 当日直接会場へ 教育セ
ンター☎（5800）2591
※入場制限を行う場合あり
※展示期間中、中学校用「社会 歴史
的分野」の教科書は、小石川図書館
でも閲覧可能（開館時間内）

ステップ・アップ離乳食
6月25日㈮①午前10時30分～11

時30分②午後1時～2時 保健サー
ビスセンター本郷支所 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10～
11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組（申込順） 無料 6月1日
㈫午前8時30分から電話で保健サー
ビスセンター本郷支所☎（3821）
5106へ
※筆記用具を持参

文京区謡曲大会出演者募集
～宝生能楽堂で、
 日頃の成果を発表しませんか～
9月4日㈯午後0時30分～5時 宝

生能楽堂（本郷1-5-9） 謡・仕舞・狂
言小舞ほか（1グループにつき1番、
入退場を含め15分以内） 区内在住・
在勤・在学者、区内を活動拠点とす
るグループ 20番程度（抽選） 1番
500円 申込書・出演者名簿を各流
派の代表者へ郵送▷申込書配布 ア
カデミー推進課・アカデミー文京・地
域アカデミー 6月21日㈪必着
流派 申込先

観世流 〒113-0031　文京区根津1-4-1
文京区謡曲連盟　石野

宝生流 〒112-0012　文京区大塚3-17-7
文京区謡曲連盟　阿部

喜多流
その他

〒112-0011　文京区千石1-8-12
文京区謡曲連盟　岩崎

アカデミー推進課文化事業係☎
（5803）1120

水道端図書館休館のお知らせ
　館内特別整理のため休館します。
6月21日㈪～25日㈮ 水道端図

書館☎（3945）1621

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
行っております。

日時 実施場所
6/3㈭

8：30～9：00 本郷三丁目駅周辺

6/8㈫
8：30～9：00

御茶ノ水駅周辺
（順天堂医院、聖橋）

6/24㈭
8：30～9：00

飯田橋駅周辺
水道橋駅周辺

※ 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

5月31日は世界禁煙デー
5月31日～6月6日は「禁煙週間」
　世界禁煙デーとは、世界
保健機関（WHO）が制定し
た禁煙を推進するための記
念日です。
　たばこの煙に含まれる化学物質は
7,000種類以上と言われ、喫煙者自
身にも、周りの人にも悪影響を及ぼ
します。自分、そして大事な人の健
康を守るため、たばこの害について
考えてみましょう。
　禁煙外来治療を受ける方を対象
に、禁煙外来治療費の一部を助成す
る事業を行っています。
健康推進課福祉保健政策推進担当

☎（5803）1231
※詳細は区 を参照

「後楽二丁目地区まちづくり整備
指針」（案）オンライン説明会
6月7日㈪①午後2時②午

後7時 電話で地域整備
課まちづくり担当☎（5803）
1848へ 5月31日㈪
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）
を使用（同内容を区 で動画配信）
※利用が難しい方は指定会場にて視
聴可能
※詳細は区 へ

ミニ就職面接会
6月17日㈭午後1時30分～4時30

分 産業とくらしプラザ 区内事業
所に正社員で就職を希望する方 無
料 直接都内各ハローワークへ 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）
※対象求人を開催日の約1週間前ま
でにハローワーク飯田橋 https：//
jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/
list/iidabashi.htmlに掲載

礫川地域活動センター会議室貸出休止
　定期清掃のため、午前・午後の会
議室の貸出を休止します。
7月19日㈪ 礫川地域活動セン

ター☎（3813）3638

子育てサポーターになりませんか？
～第1回スタンダードサポーター認定研修～
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区内
在住・在勤・在学者 10人（抽選） 無
料 申込書を〒164-0001中野区中
野4-11-10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） 6月14日㈪必着

日時 会場
子育て支援員
基本研修①

7/10㈯
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②
スタンダード
サポーター救
命救急研修

7/11㈰
9：30～17：00

スタンダード
サポーター認
定研修①②

7/13㈫・14㈬
9：30～17：00 区民センター

※ 4日間の研修受講後、子育て支援員（基本研
修）及び子育てサポータースタンダードサ
ポーターの認定証を交付
※児童の保育希望者は事前に申込

子育て支援員制度について
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について
社会福祉協議会ささえあいサポート
係☎（3812）3043

知的障害者・児移動支援従事者養成研修
6月26日㈯午前10時15
分～午後5時15分（30分前
から受付）・27日㈰午前9時
30分～午後4時 障害者会

jp/からも申込可） 5月31日㈪必着
※受講は当選者本人に限る
※会場は変更の可能性あり

あなたに合った運動をご提案！
個別運動指導
①6月17日㈭午後②18日㈮午前

保健サービスセンター本郷支所 ①
寺田憲生氏（健康運動指導士）②殿塚
有希子氏（健康運動指導士） 18～
74歳以下で介護保険を利用してい
ない区内在住者（乳児との参加も可）
各3人（申込順） 無料 5月31

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、
必ずマスクを着用のこと。飲み物・
タオルを持参
※保育なし

シビックシネマサロン
ベトナムの風に吹かれて
6月18日㈮午後1時30分～3時40
分（20分前から受付） アカデミー
文京▷監督 大森一樹▷出演 松坂
慶子／草村礼子ほか ハノイ在住の
日本語教師・小松みゆき氏が認知症
の母とのベトナム暮らしを綴った同
名原作の映画化 15歳以上の区内
在住・在勤・在学者（中学生を除く）
30人（抽選） 無料 往復はがき
に 6面記入例 1～5と6在勤者は勤務
先名・所在地・電話番号、在学者は学
校名を明記し、〒112-0003文京区
春日1-16-21（公財）文京アカデミー学習
推進係☎（5803）1119へ（ https：//
www.b-academy.jp/からも申込
可） 6月11日㈮必着
※入場は当選者本人に限る
※全席指定、検温、途中休憩あり

館 知的障害者・児に対する移動支
援サービスに従事する意思のある方
20人（申込順） 3,000円（修了後、
区への申請で返金） 電話・郵送又
は に6面記入例 1～5を明記し、〒112-
0012文京区大塚4-21-8文京槐

えんじゅ

の会
☎（3943）4300 （3943）4330へ
（ http：//www.enjunokai.com/
からも申込可） 6月23日㈬必着
※ほかに施設実習が1日あり、日時
相談可
※研修修了後、修了証を発行し、区
内で知的障害者・児の移動支援サー
ビスに従事することが可能

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28回
6月25日㈮午後7時～9時 15歳以
上（中学生を除く） 50人（抽選） 無
料 https：//www.b-academy.
jp/から申込 （公財）文京アカデミー学
習推進係☎（5803）1119 6月15日㈫

内容 講師（敬称略）

1
生物進化に関わる
新規遺伝子の獲得
機構

東京医科歯科大学名誉
教授

石野　史敏

2 ヒトゲノムの多様性と疾患

東京医科歯科大学難治
疾患研究所教授

高地　雄太

※受講は当選者本人に限る

大学プロデュース特別公開講座
（日本女子大学学長講演会）
人生100年時代の住まいの選択
6月19日㈯午後2時～3時30分
日本女子大学成瀬記念講堂（目白台
2-8-1） 篠原聡子氏（日本女子大学
学長） 15歳以上（中学生を除く）
100人（抽選） 無料 往復はがき
に 6面記入例 1～5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.

空家等対策関係事業
　区では、空家等の有効活用の促進
のため、空家等に関する事業を実施
しています。
区内空家の所有者等 住環境課管

理担当☎（5803）1374
①空家等利活用事業
　区内に空家等を所有する方と空家
等の利活用を希望する方をマッチン
グします。マッチングが成立した場
合、地域活性化に資すると区が認め
る施設として10年間以上利用する
ときは、必要な空家等の改修費用（上
限200万円）を区が補助します。
②空家等対策事業
　管理不全な状態と認められた空家
等について、空家等の除却費用（上
限200万円）を補助し、除却後の跡
地について、区が無償で10年間借
り受け、行政目的で使用します。
③空家等相談事業
　空家等に関する様々な問題につい
て、専門家（弁護士等）が相談に応じ、
必要な知識や情報の提供、助言を行
います。

蚊の発生を防ぎましょう
　蚊は梅雨頃から秋にかけて発生が
多くなります。成虫になると遠くま
で飛んでいき広範囲に広がって防除
が難しくなるため、幼虫（ボウフラ）
のうちに退治することが効果的です。
　ボウフラは次のような場所の水溜
りに発生します。物を片付けたり、
水を捨てるなどの対策をしましょう。
ボウフラの発生源
・空き缶などの空容器
・植木鉢の受け皿、じょうろ、バケツ
・ビニール袋、ビニールシートのくぼみ
・雨どい、側溝
生活衛生課環境衛生担当☎（5803）
1227

生活にお困りの方へ
　様々な事情で生活が困窮した場合
は、ためらうことなく、生活福祉課
にご相談ください。
　生活福祉課では、自立相談支援員
や面接相談員が相談の内容を丁寧に
お聞きし、家計相談支援や、就労支
援、住居確保給付金、また生活保護
についての説明や申請の受付を行い
ます。
生活福祉課相談係、自立支援担当
☎（5803）1216

都民住宅入居者募集
次の要件を全て満たす方①都内に
居住し、同居親族がいる②世帯の所
得が基準内である（おおむね都営住
宅の所得基準を超える世帯）③自ら
居住するための住宅を必要としてい

る④暴力団員でない▷申込書配布（6
月1日㈫～9日㈬） 福祉住宅サービ
ス窓口・シビックセンター1階受付・
各地域活動センター・勤労福祉会館
東京都住宅供給公社募集センター

☎（3498）8894
※単身者は申込不可

じゃぶじゃぶ池が始まります
6月4日㈮～9月1日㈬午前10時～
午後4時30分［毎週木曜（7月22日を
除く）及び7月21日は清掃のため休
止］ 神明都電車庫跡公園・音羽児童
遊園・教育の森公園・六義公園
注意点
● 水は、塩素滅菌をしていますが飲めま
せん。
● 下痢等の症状がある方、塩素に過敏な
方等の利用はご遠慮ください。
● 幼児の利用には保護者の十分な注意を
お願いします。
● 事故防止のため、裸足で入ることは避
けてください。
● その他の水流・池には塩素滅菌をしてい
ないため、中に入って遊ばないでくだ
さい。
みどり公園課整備係☎（5803）1253

3年度Bチャレ＊（提案公募型
協働事業）実施団体紹介
　3年度は、4事業が選定され事業
が始まっています。
団体名 事業名 連携部署

NPO
サンカクシャ

地域に開かれた
カフェを活用し
た孤立防止のた
めのつながり作
り事業

教育センター

ぶんぶく屋上
養蜂部

ぶんぶく屋上養
蜂部

高齢福祉課（一社）グッドネ
イバーズカン
パニー

くちビルディン
グで「食べると
笑うを支える仲
間の輪」を拡げよ
うプロジェクト

さきちゃんち
運営委員会

みんながつなが
る「ワークスペー
スさきちゃんち」

生活福祉課

※事業概要等、詳細は下記 へ
＊ Bチャレ：区の課題解決や地域活性化を目指
したチャレンジ（協働事業）を応援するもの

社会福祉協議会フミコム☎（3812）
3044 https：//fumicom.tokyo

精神保健相談
　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＝6月4日

㈮・16日㈬、本郷支所＝6月11日㈮・
28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

教育センター 
第3回

子ども科学カレッジ
第2回

親子理科教室

キッズプログラミング
体験講座

（1日コース）

キッズプログラミング
体験講座

（3日間コース）

ジュニアプログラミング
開発体験講座

日時 6/26㈯
14：00～16：00

7/3㈯
①10：00～11：30
②14：00～15：30

①7/3㈯②10㈯③17㈯　※選択制
9：30～11：30

7/3㈯・10㈯・17㈯の3日間
13：30～15：30

7/11㈰
9：00～17：00

会場 教育センター

内容 銀河の世界 ゴムで動くおもちゃをつくろう
―ゴム動力飛行機―

プログラミングの基礎を学び、
実際に簡単なプログラムを組む

※3日間共通

プログラミングを基礎から学び、
3日間で簡単なゲームを作成

※全日参加のこと

①iPhoneアプリ②webデザイン
③Unityゲームプログラミング

④映像編集体験
※4つのテーマから1つを選択

※昼食持参

講師
（敬称略）

東京大学大学院理学系研究科
天文学専攻

准教授　嶋作　一大
教育センター専門指導員 コムネットシステム Life is Tech！

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1～3年生と保護者1人 区内在住・在学の小学4～6年生 区内在住・在学の中学生

定員 16人（抽選） 各12組（抽選） 各10人（抽選） 10人（抽選） 20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 6/14㈪必着 6/21㈪必着 6/28（月）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（第2回親子理科教室を除く）

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591

交流館の教室  
カーレット教室 ママとベビーの体操教室 ゆかた着付け教室 親子ふれあい体操教室

日時 6/8㈫
10：00～12：00

6/12㈯
10：00～11：00

6/19㈯
10：00～12：00

6/26㈯
10：00～11：00

会場
問合せ 白山交流館☎（3813）8500

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 10人（申込順） 100
円 5/30㈰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 9
組（申込順） 200円 5/30㈰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 15人（申込順） 600円 5/30
㈰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 9組（申
込順） 200円 6/15㈫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

▲槐の会

●英語・中国語・ベトナム語を含む、10言語に対応！
●本文をタップすると、文字が大きく表示される！
●音声での読み上げ機能！
●  区報ぶんきょうを「マイコンテンツに登録」すると
　発行日に通知！ 

ここが便利！ 広報課広報担当☎（5803）1128

iphone ▶

◀ android

いつでもどこでもスマホで読める！
「区報ぶんきょう」を多言語版アプリ
 （カタログポケット）で配信中！

▲区

▲区
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世帯…123,866 世帯 （124,572）
人口…226,724 人 （227,472）
男……107,780 人 （108,208）
女……118,944 人 （119,264）

うち
外国人
住民

計…10,061 人 （11,037）
男… 4,822 人 （5,288）
女… 5,239 人 （5,749）

（　　）内は前年同期　令和3年5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
6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

6

おとわ内科･脳神経外科クリニック ○ ○ 音羽1-5-17 （6662）7755
加藤内科胃腸科クリニック ○ ― 本駒込6-1-21 （5319）1470
うすだクリニック ○ ― 本郷4-36-5 （5840）8250
慈愛病院 ― ○ 本郷6-12-5 （3812）7360
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
小日向歯科医院 ○ ― 小日向2-10-21（3946）4013
向丘歯科医院 ○ ― 向丘2-3-8 （3812）0029

13

くろだ医院 ○ ― 白山5-36-9 （5804）3211
江戸川橋さくらクリニック ○ ○ 関口1-1-6 （5227）3433
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
文京内科・循環器クリニック ― ○ 本駒込2-10-3 （6304）1567
鈴木医院 ○ ― 本駒込2-28-35（3941）6615
鈴木歯科医院 ○ ― 目白台1-9-9 （3941）2539
歯科真砂診療所 ○ ― 本郷4-5-9 （3811）8655

20

近藤クリニック ○ ○ 千石4-3-16 （3944）1820
吉村小児科 ○ ― 大塚2-18-6 （3943）3806
本郷内科クリニック ― ○ 本郷4-24-7 （5684）1009
団子坂ひろせ小児科 ○ ― 千駄木1-23-6 （3823）4970
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
鈴木歯科医院 ○ ― 大塚6-35-5 （3943）8868
秋山歯科医院 ○ ― 本駒込3-34-12（3823）6500

27

コパーズ茗荷谷クリニック ○ ― 小日向4-7-20 （5976）2207
すずき医院 ○ ○ 目白台1-23-7 （3941）1590
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
谷口医院 ○ ― 本駒込2-8-11 （5395）7760
高木デンタルクリニック ○ ― 小石川1-8-7 （3815）6725
須川歯科医院 ○ ― 本郷2-40-9 （3816）5756

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

6

御代の台薬局音羽店 ○ ○ 音羽1‒5‒18 （6902)9228
芙蓉堂薬局 ○ ― 本郷4‒2‒1 （3816)2410
みその薬局 ― ○ 本郷4‒25‒12 （3811)5320
さくら薬局向丘店 ○ ○ 向丘2‒14‒1 （3827)0011
アーク薬局 ○ ― 本駒込6‒1‒19 （3947)7076

13

白山駅前薬局 ○ ― 白山5‒36‒9 （5805)1886
江戸川橋ほたる薬局 ○ ○ 関口1‒1‒6 （5228)4189
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1‒2‒16 （5805)9331
なぎさ薬局千石駅前店 ― ○ 本駒込2‒10‒4 （6902)2477

20
丸山町薬局 ○ ○ 千石3‒37‒14 （5978)9333
あかね薬局 ○ ― 大塚4‒45‒10 （3945)4308
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1‒2‒16 （5805)9331

27

なぎさ薬局白山店 ○ ― 白山5‒17‒10 （3941)1450
鈴薬局茗荷谷店 ○ ― 小日向4‒7‒20 （6304)1423
本田薬局目白台店 ○ ○ 目白台3‒12‒2 （3944)5474
日本調剤根津薬局 ○ ○ 弥生1‒2‒16 （5805)9331
平成調剤薬局 ― ○ 根津1‒16‒9 （5685)1023

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） 23㈬ 13：30～14：30 17㈭ 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） 3㈭・10㈭
17㈭・24㈭ 13：00～14：30 3㈭・17㈭ 13：00～14：00

歯みがき教室 1歳6か月未満の乳幼児（予約制） 未定　※再開については区 を参照
HIV抗体検査（即日検査） 検査を希望する方（予約制） 2㈬ 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（6月）

3年度胃内視鏡検査実施の医療機関
医療機関名 住所 電話

春日クリニック※ 小石川1-12-16（3816）5840
セツルメント菊坂診療所 小石川1-24-3 （3811）0016
中村クリニック※ 小石川3-27-6 （3818）7677
山村クリニック 小石川5-37-6 （3818）5767
八千代診療所※ 白山1-5-8 （3811）4519
光永クリニック 千石4-4-1 （3943）0270
三輪医院 千石4-26-8 （5976）9933
岩瀬クリニック 小日向4-6-15 （5940）7151
東京健生病院※ 大塚4-3-8 （3944）6116
江戸川橋さくらクリニック 関口1-1-6 （5227）3433
江戸川橋胃腸肛門クリニック 関口1-19-16 （3269）2020
富坂診療所※ 本郷1-33-9 （3814）2661
坂口医院 本郷4-9-22 （3811）1560

医療機関名 住所 電話
本郷内科クリニック※ 本郷4-24-7 （5684）1009
慈愛病院※ 本郷6-12-5 （3812）7360
東都文京病院※ 湯島3-5-7 （3831）2181
清家クリニック 湯島3-38-13 （3831）2438
大橋内科クリニック 西片2-15-11 （5842）8670
谷根千クリニック 根津2-33-14 （3827）2731
吉行医院 千駄木2-34-10（3821）7994
文京動坂診療所※ 千駄木4-15-3 （3822）9680
グリーンコート内科クリニック 本駒込2-28-10（5977）3820
鈴木医院 本駒込2-28-35（3941）6615
動坂クリニック 本駒込4-42-4 （3822）5605
加藤内科胃腸科クリニック※ 本駒込6-1-21 （5319）1470
※胃部Ⅹ線検査も実施

3年度胃部Ｘ線検査のみ実施の医療機関
医療機関名 住所 電話

水間クリニック 千石4-8-1 （5976）7350
石原医院 小日向1-6-6 （3941）8526
やすだクリニック 大塚4-45-4 （3945）5055
友成第二医院 大塚5-40-18 （3941）8583
すずき医院 目白台1-23-7 （3941）1590
石川クリニック 本郷5-29-12-103（3814）3456
奥田医院 湯島3-8-2 （3831）8371
猪狩医院 根津1-16-8 （3822）4735
山田胃腸科外科医院 根津1-16-10 （3821）3381
にわ医院 千駄木4-8-12 （3824）0482
谷口医院 本駒込2-8-11 （5395）7760
齋藤医院 本駒込3-5-10 （3824）1137

3年度胃がん検診 健康推進課保健係☎（5803）1229

検査名 対象者 検査内容 申込

胃部Ｘ線検査 40歳以上の区内在住者
問診、胃部Ｘ線検査（直
接撮影（バリウム））
※受診間隔は1年に1回

電話で指定医療機関へ

胃内視鏡検査
※ 胃部Ｘ線検査
との選択制

次のいずれかに該当する
50歳以上の区内在住者
① 3年度に偶数年齢になる
② 2年度に未受診で、3年
度に奇数年齢になる

問診、胃内視鏡検査
※ 胃内視鏡検査の受診間
隔は2年に1回
※ ①受診者は、4年度は
胃部Ｘ線検査を含め胃
がん検診の受診不可

受診票が届き次第、電話で指定
医療機関へ
① の方＝受診票送付（5月下旬）
② の方＝電話で健康推進課に申
込後、区から送付（区 から
も申込可）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更・休止の場合あり
※ 注意事項及び受診できない場合等については、検査項目ごとに異なるため、区 又は申込時に確認のこと

対象者に胃がん検診（胃
内視鏡検査用）受診票を5月
下旬に郵送します。胃部Ｘ
線検査（40歳以上）との選択
制となっています。
6月15日 ㈫～4年1月31
日㈪ 無料（検診の結果、
精密検査・治療が必要な場
合あり、健康保険証を持参）

区国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、前年度
受診した生活保護受給者等の方へ、6月上旬にご案内を送付し
ます。

健診名 対象者等 実施期間 申込・問合せ等

特定健康診査・
特定保健指導 40～74歳

• 被用者保険(健康保険組合、共済組合、
全国健康保険協会(協会けんぽ）等)加
入者

• 国民健康保険組合(食品・医師等)加入者

保険証の発行元で実施
※ 6/15㈫～4年3/31㈭に、区内の指定医療機関で特定健康診査を
受診する方は、医師の判断により区の独自項目(胸部X線、血清
尿酸、クレアチニン等)が無料で追加される場合あり

区国民健康保険加入者

6/15㈫～
4年1/31㈪

4/1以前からの加入者は申込不要後期高齢者医療
健康診査 後期高齢者医療制度に加入の区内在住者

健康増進法による
健康診査

次のいずれかに該当する40歳以上の区内在住者
①4/2以降健康保険の切替え等により加入保険者
(事業者)が実施する特定健康診査(職場健診等)を
受診できない
②生活保護を受給している 等

健康推進課へ（区 からも申込可）
※ 生活保護受給者は担当ケースワーカーへ

※一部内容が変更になる場合あり

健康診査 健康推進課保健係☎（5803）1229

▲区

一生を　共に歩む　自分の歯

事業名 対象 実施期間等 場所 問合せ

歯科保健相談 乳幼児（未就学児） 木曜午後 保健サービスセンター
保健サービスセンター

本郷支所

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
口
こう

腔
くう

機能向上教室
※9月末まで休止

65歳以上 年6回

妊婦歯周疾患検診 妊婦 通年

区内指定歯科医療機関 健康推進課
☎（5803）1229

成人歯周疾患検診 30・35・40・45・50・55・60・65・
70・76・81歳の方 7月～翌年1月

在宅療養者等歯科訪問健診・
予防相談指導

在宅療養等により歯科医院への
通院が困難な方 通年

障害者歯科診療・歯科健診 障害があることで地域の歯科医
院への受診が困難な方 土曜午後 保健サービスセンター

歯科室

成人の約8割が歯周病と言われ、歯を失う原因の一位です。また、
歯周病は、歯を失わせるだけではなく糖尿病や心臓病などの病気を
引き起こす病気です。
毎日の丁寧な歯磨きと定期的に歯科医院を受診し、歯と口の健康
を守りましょう。
区では年齢に応じた歯科保健事業を実施しています。

6月4日～10日は、歯と口の健康週間

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


