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■主な内容
文京区LINE公式アカウントリニューアル …　２面
新型コロナウイルスワクチン接種について …　２面

区政功労者表彰………………………　３面
地球温暖化対策をさらに推進していきます …　３面
4・5年度後期高齢者医療制度の保険料率が決まりました …　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。

★本号は、3月14日現在の情報で作成しています。☆区報は、町会・自治会を通して配付しています。
　そのほか区内の駅・区の施設・郵便局などに置いてあります。

4月1日から

成年年齢が18歳
に引き下げられます

成年年齢

20歳 18歳
　民法改正に伴い、2022年4月1日から成年年齢が18歳
になります。現在未成年の18・19歳の方は、4月1日から
新成人となります。

生年月日 新成人となる日 成年年齢

2002年4/1以前生まれ 20歳の誕生日 20歳

2002年4/2～2003年4/1生まれ
2022年4/1

19歳

2003年4/2～2004年4/1生まれ
18歳

2004年4/2以降生まれ 18歳の誕生日

問合せ 契約等▶▶消費生活センター☎（5803）1105 婚姻・養子縁組等▶▶ 戸籍住民課☎（5803）1183

消費者トラブルで困った時は？ Q.
A. 消費者トラブルや契約などで疑問や不安に思う

ことがあれば、一人で解決しようとせずに、
消費生活センターにご相談ください。

▷相談専用電話　☎（5803）1106

対象　区内在住・在勤・在学者　費用　無料

月～金曜（祝日、12月29日～1月3日を除く）
午前9時30分～午後4時

成人の日記念「はたちのつどい」は？Q.
A. これまでどおり、20歳の年に行います。

問合せ　区民課☎（5803）1170

2020年度に当時満16歳、満17歳の方へ成人式開催時期及び対
象年齢の検討のためアンケート（無作為抽出2,000人）を実施しま
した。その結果を踏まえ、当該年度に20歳となる4月2日～翌年
4月1日生まれの区内在住者を対象に、成人の日記念「はたちのつ
どい」を行います。（18歳の新成人を記念したイベント等はなし） 

　成年に達すると、自分の意思で様々な契約をすることができるようになりますが、未成年者が親権者など（法定代理人）の
同意を得ずに契約した場合に取り消すことができる権利（未成年者取消権）が行使できなくなります。契約に関する知識や社
会経験が少ないところに目をつけて、成年に達したばかりの若者が狙われ、契約トラブルにあう恐れがあります。

若者の消費者被害の拡大を防ぐために、本人も周りの大人も注意をすることが大切です

詳細は区ホームページ参照▶Q＆A

18歳になったらできること、できないこと

できること
（18歳になったらできること）

●親権者（法定代理人）の同意のない契約
（例） 携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、

一人暮らしの部屋を借りる

●10年有効のパスポートの取得

●公認会計士・司法書士・
　医師免許などの国家資格の取得

●婚姻（男女とも18歳に） など

CARD

できないこと
（20歳にならないとできないこと）

●飲酒・喫煙

● 競馬の馬券、競輪・オート
レース・競艇の投票券の購入

●養親となる（養子を迎える）

●大型・ 中型自動車運転免許の取得 など
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18歳以上の方の 3回目接種について

セグメント配信NEW
1

　受信したい情報等を設定すると、一人ひと
りのニーズに合わせた情報を受け取ることが
できます。

CHA
NGE メニューデザインを一新

　基本メニューに加え、関心の高い「防災・コロ
ナ」の情報をまとめたメニューを新たに追加し
ました。２つのメニューはタブで切替ができます。

ごみ・資源収集日
　　　　　の定期配信

NEW
3

　お住まいの地域等を設定すると、ごみ・資
源収集日の前日又は当日に通知を受け取るこ
とができます。

子育て応援
　　　メールマガジン

NEW
2

　受信設定をすると、おなかの赤ちゃんの様子や産
後のお子さんの成長・発達、年齢に合わせた区の子
育てサービスなどの情報を受け取ることができます。

　新メニューや各種受信設定は3月28日から、メッセージ配信は4月1日から！ 広報課 報道・ホームページ担当☎（5803）1128

タブで
メニューの

切替ができる！

▲友だち登録

3月28日から 文京区LINE公式アカウント
より便利に！より使いやすく！ リニューアル

 区では、3月から「小児（5～11歳）」の方を対象に新型コロナウイルスワクチン接種を実施しています。

12歳以上の方の 1・2回目接種について
 文京シビックセンター25階で実施しています。
 接種を希望する方は、予約サイト又はコールセンターから予約をお願いします。

接種券は、対象の方に発送済です。
今後5歳になる方には、誕生日の前月上旬に発送予定です。
※ 接種券が届いていない場合は、コールセンターにお問い合わせください。

小児のワクチン接種の有効性・安全性等
の詳細は、厚生労働省 をご確認ください

▲ ▲ ▲

　1回目接種日時点で5歳以上11歳以下の方
● 5歳になる方＝5歳の誕生日の前日から接種可能です。
●11歳の方＝12歳の誕生日の前々日まで接種可能です。
※ 1回目の接種時に11歳の方が、2回目の接種日までに12歳の誕生日
を迎えた場合、2回目接種にも小児ワクチンを使用します。

対象 4月から、集団接種会場に
大原地域活動センターを追加します。会場

2回
● 1回目接種から3週間の間
隔をおいて2回目接種が
可能です。

回数 ファイザー社製
（5～11歳用）
※ 12歳以上の方のワクチンと
は用法・用量が異なります。

ワクチン

●集団接種会場（3か所）
集団接種会場 所在地 予約開始 1回目接種日（4月）

保健サービスセンター 春日1-16-21
文京シビックセンター3階 3/16㈬から

受付中
（予約サイト
又はコール
センター）

4/23㈯・24㈰・30㈯
※ 保健サービスセンターは
24㈰は開設しません。保健サービスセンター本郷支所 千駄木5-20-18

大原地域活動センター 千石1-4-3
4/8㈮～28㈭

※ 開設日の詳細は、区 を
ご覧ください。

※2回目接種は、1回目接種の3週間後の同一会場･時間となります。
※5月以降のスケジュールは決まり次第、区報・区 等でお知らせします。
※集団接種会場は変更になる可能性があります。

●個別接種会場（区内医療機関）
　医療機関ごとに異なるため、直接お問い合わせのうえ、予約をお願いします。
　医療機関一覧は区 をご確認ください。

予約
問合せ

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9時から）

かけ間違い
に注意！

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）

最新情報は区 へ

▲

（予約サイトもこちら
からアクセス）

小児(5～11歳)の方の 1･2回目接種について

3月14日
時点の情報

新型コロナウイルスワクチン接種について

　区では、「2回目の接種完了から６か月以上経過した18歳以上」の方を対象に追加接種（３回目接種）を実施しています。

集団接種
　予約サイト又はコールセンターから予約をお願いします。

2回目
接種完了日

接種券
発送日 予約開始日 3回目接種時期

3年11月 4/8㈮ 4/15㈮9:00 5月
 　12月 5月上旬 5月中旬 6月

個別接種
　医療機関ごとに異なるため、直接お問い合わせのうえ、予約をお願いします。
医療機関一覧は区 をご確認ください。

12歳以上17歳以下の方の3回目接種について 　現在、国により、ファイザー社製ワクチンによる追加接種（3回目接種）の検討が進められています。今後具体的な方針が
示され次第、区報・区 等でお知らせします。

　接種券に同封して、接種日時と会場を区があらかじめ指定する「事前指定通知」を発
送します。
●事前指定の条件の変更を希望される場合
予約開始日以降に予約サイト又はコールセンターにご連絡ください。
※条件変更をする場合や個別接種での接種を希望する場合などには、必ず事前指定さ
れた予約のキャンセルを行ってください。

65歳以上の方は、原則予約不要です（事前指定
4 4

）！

地域活動センターで変更・キャンセルの代行支援を行っています
　（土・日曜、祝日を除く午前9時～午後5時）
　ご利用の方は最寄りの地域活動センターへ。

iPhone Android
「区報ぶんきょう」を多言語版アプリ（Catalog Pocket）で配信中！

カタログ ポケット

詳細は区 へ

▲

詳細は区 へ

▲

詳細は区 へ

▲
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☆固定資産税に対する土地・家屋の価格等の縦覧を行います（23区内）
　納税者の方は、資産が所在する区にある都税事務所において、縦覧帳簿を見ることができます。
　▷縦覧期間 4月1日㈮～6月30日㈭（土･日曜、祝・休日を除く）
　 文京都税事務所固定資産税班☎（3812）3241
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地球温暖化対策をさらに推進していきます
～エネルギーをかしこく使って豊かに生きる脱炭素のまち 文京～

受章者 （敬称略）

◆特別区政功労表彰（4人）
鳥海　益惠
田邊　國弘（3年5月 3日表彰）
外山　眞一（3年8月30日表彰）
宮本　忠昌（4年1月 6日表彰）

　 教育、衛生、社会福祉その
他公共の事務に尽力した方1

◆区政功労表彰（66人）

沼田　英也 島津　威仁
松尾　弘匡 小林　篤史
岩井　知行 武智　公英
小川　　良

区立小学校、中学校及び幼稚園のPTA
の代表者又はこれに準ずる職にある方

豊田　雅基 齋藤　　敦

区立小学校、中学校及び幼稚園
に勤務する学校医

区立小学校、中学校及び幼稚園
に勤務する学校歯科医
山本ゆかり 岩渕　雅諭

吉村加代子

区立小学校、中学校及び幼稚園
に勤務する学校薬剤師

杉田　博宣
感染症診査協議会委員

介護認定審査会委員
川又　達朗 吉田真理子

池田　秀男
民生委員・児童委員

宮澤　輝子 梅原　邦子
社会福祉事業関係者又は団体

羽鳥　修平 松丸　　渉
井上　慶太

各種相談員又は団体

税務行政に積極的に協力した団体
又は個人
藪下　　守 小能　大介

佐藤　哲男 山根　英蔵
林　淳一郎 西原伸一郎
永島　隆一 松林　哲夫
小倉　綾華 上村日出男

消防団員

上田　信義 桒原　延好
岡　美保子 枇杷阪弘且
大畑　清心 伊藤　　敏
原　　一雄 池田　義久
小野寺　彰 杉山　圭市
武田　知久 川上　清一
坂口　泰寛 澁木　希年
杉浦　泰二（3年7月25日表彰）
伊藤　　孝（3年9月 3日表彰）

地域自治振興功労者

三谷　規子 松山　　巧
大脇　邦枝 山田　晶幸
田中みち江 土屋　　謙

青少年委員及び青少年健全育成会
会長又はこれに準ずる職にある方

和田　麗子 大坂　弘子
柴田惠美子

日赤婦人奉仕団委員

大庭　 治

絵画展審査員、書道展審査員及び
歌壇俳壇選者

河村　　茂
建築審査会委員

番　　敦子
建築紛争調停委員

佐野　隆一 土谷　光男
公園等連絡員及び区民管理団体

　 徳行卓絶又は善行により他
の模範となる方2

公共施設等に金品を寄附した方
半田　妙子 清水　幸雄

　 公益に関し功労顕著な方及
び公共の事務に精励し功労
のある方
3

三浦　陽子 新井　未央
投票管理者又は投票立会人

本田　京子
明るい選挙推進委員

多年にわたり各方面でご活躍され、区政の進展に尽くされた方々を、区政功労者として表彰しました。
表彰式は、3月15日㈫にスカイホールで行い、区長から表彰状と記念品を贈りました。
 総務課☎（5803）1139

区政功労者表彰

　「ゼロカーボンシティ」とは、2050年に二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又は地方自治体として公表した地方自治体
のことです（出典：環境省 ）。文京区は、2月に目指すことを表明しました。地球温暖化対策を一層推進するため、次の施策に取り組みます。

文京区は、2050年「ゼロカーボンシティ」を目指します

出典：国際連合広報センター

文京区地球温暖化対策地域推進計画と主なアクションプラン
　文京区は、「文京区地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、区民・団体、事業者、区が共通の目標に
向かって5つの分野別の行動計画（アクションプラン）を推進し、「脱炭素社会」の実現を目指します。

3　スマートシティの推進～環境にやさしいまちづくり～
 　● コミュニティバス「B―ぐる」の利用の促進
 　● 自転車シェアリング事業の推進
 　●みどりを増やす取組の推進

4　循環型社会の形成～ごみを減らす取組～
 　● フードドライブ（未利用食品の回収）

5　気候変動の影響への適応～気候変動の影響への備え～
 　● ハザードマップや防災ガイドを活用したリアルとオンラインの

ハイブリッド型事業の実施
 　● 遮熱性舗装の実施
 　●熱中症予防に関する普及啓発

環境政策課地域環境係☎（5803）1276

1　省エネルギーの推進
 　～暮らしや事業活動での省エネルギーの取組～
 　● 普及啓発事業「親子環境教室」「環境ライフ講座（人材育成講座）」

「クールアースフェア」等

省エネ対策チェックリストの提供による事業活動におけるさらなる取組へのきっかけづくり1

大学等との省エネルギー対策や再生可能エネルギー利用に関する協議・情報共有2

シビックセンターにおける再生可能エネルギー電力の導入
　シビックセンターに、二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギー100%の電力＊を導入します。
　＊ 再生可能エネルギー100%電力：電気をつくるときに二酸化炭素を排出せず、自然界に存在する資源から
繰り返し利用することが可能なエネルギーを用いた電力（太陽光発電等）

3

テイクアウト等に使用するプラスチック製容器等を脱プラスチック製容器等に切り替えた場合の容器等購入経費の一部を補助4

家庭用生ごみ処理機等を購入した世帯に対する本体及び付属品購入費用の一部を補助5

カーボン・オフセットの導入
　 二酸化炭素排出量の削減への取組の一環として、熊本県の森林整備に係る支援を行い、区の事業活動に伴い排出される二酸化炭素の
一部をオフセットしています。

6

文京版クールアース・デー
気候変動への取組を広めるため、毎月7日を「文京版クール
アース・デー」とし、毎月区報25日号に省エネのコツを掲載し
ています。▶▶本号は5面に掲載

2　再生可能エネルギー等の利用促進
 　～二酸化炭素を出さないエネルギーの利用～
 　● 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成
 　　 住宅用太陽光発電システムやエネファーム、断熱窓

などの設備設置に係る経費の一部を助成しています。 ▲区
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　 犬坂
　 狸坂
　 蛙坂

A
B
C

多くの坂があることで知られる文京区ですが、
次のうち文京区に実在しない坂はどれでしょう？

【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！

狸坂… 千駄木３丁目12と20の間の坂。この坂上の千駄木山の一部が狸山といわ
れており、その狸山に上る坂なので狸坂と名づけられました。

蛙坂…小日向１丁目23と25の間の坂。七軒屋敷から茗荷谷町の方へ下る坂です。

【答え】　　 犬坂A

©文京区観光協会／ぶんたろうチャンネル

いままでみてくれた
みんなありがとう!!
文京トリビアは、
区 から見れるよ

▲区 から
　アクセス

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の感染状況により、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。

今回が
トリビアのたまご
最後の問題だよ

心身障害者等福祉手当（区制度）・
精神障害者福祉手当（区制度）の申請を忘れずに

4・5年度後期高齢者医療制度の保険料率が
決まりました
均等割額・所得割率の変更
　後期高齢者医療制度の保険料率
は、2年に一度の見直しを行い、
変更しています。
4・5年度保険料額（年額）の計算方法

　表1に該当する方は心身障害者等福祉手当又は精神障害者福祉手当の受給対
象者となります。申請月が支給開始月のため、遅れないように申請してくださ
い。現在受給している方は申請不要で、8月の現況届の提出で更新を行います。

●特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けたが、手当の申請をしていない
●小児慢性疾患で国の指定難病に該当する
● 過去に本人又は扶養義務者の所得超過により申請できなかった又は受給資格が消滅し
たが、対象所得が表2の限度額以内になった

心身障害者医療費助成　の申請を忘れずに障

　表3に該当する方は心身障害者医療費助成の対象者となります。
次の方はお問い合わせください
●　医療証の期限が切れた
● 過去に本人又は世帯主（被保険者）の所得超過により申請できなかった又は受給資格が
消滅したが、対象所得が表2の限度額以内になった

子

次の方はお問い合わせください過去に申請が遅れた事例

障害福祉課障害者在宅サービス係☎（5803）1212 （5803）1352
　予防対策課精神保健係（精神手帳の方）☎（5803）1230 （5803）1355

表1　手当受給資格一覧
障害程度（いずれか1要件のみ、併給不可） 月額 申請できる年齢 この手当を受けられない方
身体障害者手帳1・2級

15,500円 20歳以上
64歳以下 ①施設に入所している

②所得が表2の限度額を超える
③ 保護者が児童育成手当（障害
手当）を受給している

愛の手帳1・2・3度
脳性麻痺・進行性筋萎縮症
身体障害者手帳3級 13,500円 64歳以下愛の手帳4度
難病（都から認定を受けている方） 15,500円

精神障害者保健福祉手帳1級 10,000円 なし 上記①～③及び障害等級1級と
なった年齢が65歳以上の方

表2　所得制限限度額表
扶養人数 所得限度額 備考
0人 3,604,000円 （手当）

●8/1現在　20歳以上の方＝本人所得
　   　　　19歳以下の方＝扶養者等の所得
●対象所得　8～12月申請＝前年所得
　　　　　　1～ 7月申請＝前々年の所得
（　）
●申請月の末日現在　20歳以上の方＝本人所得
　　　　　　　　　　19歳以下の方＝被保険者又は世帯主の所得
●対象所得　9～12月申請＝前年所得
　　　　　　1～ 8月申請＝前々年の所得

1人 3,984,000円

2人目以降
（1人につき）
加算額

380,000円
障

表3　　医療費助成受給資格一覧表
障害程度 申請できる年齢 　を受けられない方

身体障害者手帳1・2級
（内部障害を含む3級） 64歳以下

（ただし、　医療証を
お持ちの方は、　を
使用）

①健康保険に未加入
②生活保護受給中
③医療費が公費で賄われる施設に入所している
④ 本人（20歳未満は、被保険者又は世帯主）の所
得が所得制限限度額表の限度額を超えている
⑤ 後期高齢者医療制度の保険者証をお持ちで、
住民税が課税されている

愛の手帳1・2度

精神障害者保健福祉手帳1級

障

障

子
子

保険料軽減措置の継続
　所得が低い方に対する均等割額の軽減（表1）及び所得割額の軽減（表2）は、
引き続き実施されます。また、制度加入前日まで会社の健康保険（国保・国保組
合を除く）の被扶養者だった方に対する保険料の軽減（表3）は加入から2年を経
過する月までとなります。

表1 所得が低い方の均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の
「総所得金額等を合計した額」が下記に該当する世帯

軽減割合
（軽減後の額）

43万円＋（年金又は給与所得者の合計数－1）×10万円以下 7割（13,920円）
43万円＋（年金又は給与所得者の合計数－1）×10万円+28.5万円×（被保険者数）以下 5割（23,200円）
43万円＋（年金又は給与所得者の合計数－1）×10万円+52万円×（被保険者数）以下 2割（37,120円）
※65歳以上（1/1現在）の方の公的年金所得については、その所得から更に高齢者特別控除15万円を控除
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象
※軽減判定は、当該年度の4/1（年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時）時点の世帯状況により実施
※ 年金又は給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、
65歳以上の方は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計
人数。合計人数が2人以上の場合に適用

表2 所得が低い方の所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 軽減割合

①15万円以下 5割
②20万円以下 2.5割

4年度保険料（4月～5年3月）の納付
 ～特別徴収の方は4月から、普通徴収の方は7月から開始～
　4年度の年間保険料額は、4年度の個人住民税確定後、東京都後期高齢者医療
広域連合で賦課し、区から保険料額決定通知書で7月中旬にお知らせします。また、
特別徴収（2月の年金から保険料が差し引かれている）の方には、4・6・8月支給の
年金から差し引かれる仮徴収額（2月期と同額）のお知らせを4月上旬に送ります。
※3月16日㈬以降に税申告した方は、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

表3 会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
均等割額 所得割額 保険料額（軽減後）
5割軽減 負担なし 23,200円

※ 加入から2年を経過する月まで5割軽減。所得が低い方の均
等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先

国保年金課高齢者保険料係☎（5803）1198

2・3年度 4・5年度
均等割額 44,100円 46,400円
所得割率 8.72％ 9.49％
賦課限度額 64万円 66万円

＊ 賦課のもととなる所得金額：前年の総所得金額、山林所得金額、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43万円）を控除し
た額（雑損失の繰越控除額は控除しません）

東京都の年間保険料額
限度額66万円

（100円未満切捨て）

均 等 割 額
被保険者1人当たり
46,400円

所 得 割 額
賦課のもととなる所得金額＊

　東京都の所得割率 9.49％

　リサイクル清掃事業への理解を深め、
環境や3R＊に配慮した暮らし方を学び、
区の事業や地域で活動してみませんか。
シビックセンターほか 区内在住・在勤・在学者 15人（抽選） 無料
区 の「電子申請」・電話・はがき又は に｢リサイクル推進サポー

ター養成講座｣・住所・氏名（ふりがな）・電話番号（在勤者は勤務先名・所
在地、在学者は学校名・所在地も）を明記し、〒112-8555文京区リサイ
クル清掃課☎（5803）1135 （5803）1362へ 4月21日㈭必着

リサイクル推進サポーター養成講座（全5回）

文京つつじまつり

　今年の「文京つつじまつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小し
て開催します。早咲きから遅咲きへと約100種3,000株が順に彩るつつじをお楽しみください。
▷つつじ苑の開苑時間 午前9時～午後5時30分
▷つつじ苑入苑 300円（寄進料）
▷交通 東京メトロ千代田線「根津」駅・「千駄木」駅、南北線「東大前」駅下車各徒歩5分
文京つつじまつり実行委員会（根津神社）☎（3822）0753

※最新情報は根津神社 参照（開花状況は区 でも公開）

　約600件の応募から選ばれた4つのアイデアについて、一般投
票（アイデア投票）及び審査員による最終審査を行った結果、文
京みやげとして採用するアイデア（最優秀賞）が決定しました！
　決定したアイデアは来年度に製造～販売を予定しています。
アカデミー推進課観光担当☎（5803）1174 

※詳細は特設サイトへ

「Cheer Up!! みんなでつくる文京みやげ」
採用アイデア決定！

＊ 3R ：廃棄物の削減にむけた行動「リデュース（ごみの発生抑制）」
「リユース（再使用）」「リサイクル（再生利用）」の総称

4月2日㈯～5月1日㈰　 根津神社境内

第51回

日時 内容 講師（敬称略）

5/18
㈬

10:00
～12:00

講座ガイダンス、講義「文京区の清掃・
リサイクルの現状について」「リサイ
クル推進サポーターに期待すること」

リサイクル
清掃課長

5/24
㈫

9:30
～11:30

工場見学「北清掃工場」（南北線志茂駅
集合・現地解散、交通費は自己負担） ―

6/1
㈬

10:00
～12:00

講義「環境と家計にやさしい
『食品ロス対策』」

石丸亜矢子
（接点代表取締役）

6/8
㈬

講義「『片づけ』から生まれるエコな生活
～環境、そして体にも心にも優しい生活～」

松本千尋
（整理収納アドバイザー）

区内リサイクル活動団体の紹介
～あなたも一緒に活動しよう～ ―

6/15
㈬

講義「無理なく環境負荷を減らす
ライフスタイルとは？～なぜ今2R
なのか/2Rを実践してみよう～」 

鬼沢良子
（持続可能な社会をつ
くる元気ネット理事長）

修了式（修了証授与） ―

文京ecoカレッジ

4月の番組表
広報課CATV担当

☎（5803）1130

各番組の
紹介は
こちら

▲

時間 番組
8 30 くらしのSafety（1～3日）特殊詐欺被害防止と交通安全アプリ

ライフサポートナビ（4～10日、18～24日）くらしフェスタ2022　消費生活展
くらしのSafetyミニ（11～17日、25～30日）新しい地震体験車

35 くらしのSafetyミニ（11～17日、25～30日）「文の京」安全・安心なまちづくりの推進
40 Let’sスポーツ！（1～3日）アスリート職員オススメ！お気軽トレーニング（中級編）

Myストーリー（4～10日、18～24日）権利擁護センター「あんしんサポート
文京」　生活支援員　小島泰子さん
Myストーリーミニ（11～17日、25～30日）文京区技能名匠者　ペン画家　杉山浩一さん

45 Myストーリーミニ（11～17日、25～30日）文京区技能名匠者　東京籐工芸　木内秀樹さん
50 文京インフォメーション（～59）（1～30日）

9 00 介護予防体操（1～30日）
10 スマイルらいふ（1～3日、11～17日、25～30日）作ろう！ベジタブルおやつ
（4～10日、18～24日）2人に1人ががんになる時代　若いうちからがん検診

20 ファイブセンスB（1～3日）文京区を見たい！知りたい！学びたい！文京区観光協会へGO
（4～10日、18～24日）UN Women（国連女性機関）日本事務所（20分番組）
（11～17日、25～30日）メディアパートナー　おすすめスポット紹介①

30 Myストーリー（1～3日）権利擁護センター「あんしんサポート文京」　生活支援員　小島泰子さん
ファイブセンスB（11～17日、25～30日）メディアパートナー　おすすめスポット紹介②

40（手）ぶんきょう浪漫紀行（1～3日）文京ふるさと歴史館　地域の方々と歩んだ30年
（手）Bサーチャーズ（4～10日、18～24日）文京区観光ガイドツアー　細川ガラシャ
（11～17日、25～30日）文京区観光ガイドツアー　文京の坂を歩く

50 文京インフォメーション（～57）（1～30日）
12 00ナイスキャッチぶんきょう（1～3日、18～24日）

スマイルらいふ（4～10日）作ろう！ベジタブルおやつ
くらしのSafety（11～17日）特殊詐欺被害防止と交通安全アプリ
スマイルらいふミニ（25～30日）文京区よつばクローバークラブ

05 ライフサポートナビミニ（25～30日）3R・食品ロス削減推進の取り組み
10 介護予防体操（1～30日）
20 ファイブセンスB（1～3日）メディアパートナー　おすすめスポット紹介①

ライフサポートナビ（4～10日、18～24日）文京区民生委員・児童委員のおしごと
（25～30日）令和4年度予算の概要
ぶんきょう浪漫紀行（11～17日）森鷗外記念館　特別展「写真の中の鷗外―人生を刻む顔」

30 ファイブセンスB（1～3日）メディアパートナー　おすすめスポット紹介②
ライフサポートナビ（4～10日、18～24日）困った時の高齢者あんしん相談センター
（11～17日）防災関連助成事業のご案内
（25～30日）成年年齢引き下げ

40（手）Bサーチャーズ（1～3日、18～24日）文京区観光ガイドツアー　春日通りで春日局を偲ぶ
（手）ぶんきょう浪漫紀行（4～10日）「和魂と洋才」ジョサイア・コンドル博士
（11～17日、25～30日）文京区の国際交流　これまでの歩みとこれからの未来

50 文京インフォメーション（～57）（1～30日）
16 00 特別番組（1～3日）鷗外百年の森へ～漢詩でたどる生涯

文の京セレクション（4～10日、25～30日）文京区男女平等センタープラスワ
ンセミナーⅢ「とにかくさけんでにげるんだ！～子どもの人権と犯罪防止～」
（11～17日）文化財講演会「小日向『切支丹屋敷』とシドッチ神父」（前編）
（18～24日）文の京ゆかりの文化人顕彰事業「朗読コンテスト」（青少年の部）

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

19 00（1～3日、4～10日、25～30日）（16:00の番組再放送）
（11～17日）文化財講演会「小日向『切支丹屋敷』とシドッチ神父」（後編）
（18～24日）文の京ゆかりの文化人顕彰事業「朗読コンテスト」（一般の部）

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）

＊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。

地域子育てステーション

保育園名 日時 主な内容 電話
藍　　染 19㈫

10:00

保育園で
遊ぼう

（3828）5509
久　　堅 20㈬ （3811）0712
青　　柳

26㈫
（3941）4518

さしがや （3811）3474
駒　　込 （3821）8800
こひなた

20㈬
（3943）4457

本　　郷 （3812）2394
大　　塚 （3943）1631
し お み 26㈫ （3827）8229
千　　石 12㈫ （3947）9220
向　　丘 28㈭ （3814）6755
水　　道 20㈬ （3812）2237
本 駒 込 26㈫ （3822）3659
本駒込南 13㈬ （3823）3247

千 石 西 20㈬
園庭で
遊ぼう （3944）4688

本駒込西 保育園で
遊ぼう

（3947）2906
目 白 台 19㈫ （3945）4220

柳　　町 13㈬ 10:30 児童館で遊ぼう （3811）0978

※開催時間はおおむね30分～1時間
※申込後、不参加の場合は園に連絡のこと

ウクライナ人道危機救援金を受け付けます 
　ウクライナ国民の救援及び周辺国へのウクライナ救援活動を支援するため、救援
金を受け付けます。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じてウクライナ
人道危機支援に全額が活用されます。
▷受付 5月31日㈫まで

区民課☎（5803）1170

 受付場所 時間
シビックセンター1階受付、区民課 月～金曜（祝日を除く）8:30～17:00
区民サービスコーナー（シビックセンター2階） 土・日曜、祝日9:00～17:00
各地域活動センター 毎日9:00～17:00（礫川は月～金曜のみ、祝日を除く）

子育て支援に関する基本的な知識や倫理、子どもへの関わり方、保育に関する内容、
ファミリー・サポート・センター事業など 子育てサポーターに登録し、ファミリー・サポー
ト・センター事業等の活動ができる20歳以上の区内在住・在勤・在学者 15人（抽選） 無
料 申込書を郵送で〒113-0033文京区本郷4-15-14社会福祉協議会ささえあいサポート
係へ▷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） 4月25日㈪必着 ［子育て支援員制度］子育て支援課子育て
支援推進担当☎（5803）1256［子育てサポーター認定制度］社会福祉協議会ささえあいサ
ポート係☎（3812）3043

「子育てサポーター」になりませんか？ ～第1回ベーシックサポーター認定研修～

日時 会場

子育て支援員　基本研修① 5/28㈯
9:30～16:30 貞静学園短期大学

（小日向1-26-13）子育て支援員　基本研修②
ベーシックサポーター救命救急講習

5/29㈰
9:30～17:00

ベーシックサポーター認定研修 5/30㈪
9:30～12:00 区民センター

※ 3日間の研修を受講することで、子育て支援員（基本研修）及び子育てサポーターベー
シックサポーターの認定証を交付

●子供を始めとする歩行者の安全確保
● 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
1 運転者の交通ルールの遵守の徹底
2 高齢運転者の交通事故防止
3  シートベルト・チャイルドシートの正しい使用
4 飲酒運転の根絶

春の文京区交通安全運動 たくさんの 笑顔が走る 首都東京4月6日㈬～15日㈮

●町会・自治会とは
　わたしたちの生活に関わりのある、地域の防災・防犯、ごみ収集、
高齢者や子どもたちの見守りなど、一人ひとりの力では解決困難
な課題に取り組み、地域で協力し合い、支え合いながらこれらの
課題を解決し、明るく住みよい豊かなまちづくりをめざして自主
的に活動しているのが町会・自治会です。
　区内では、154の町会・自治会がそれぞれ活動しています。

●町会・自治会の主な活動
身近な暮らしの中で見かけます
　町会の掲示板では、地域のイベント等の情報を提供しています。
また、朝の清掃・リサイクル活動、登下校の見守りのパトロール
や交通安全運動などに協力しています。
季節ごとに行われる地域の交流イベント
　ラジオ体操や盆踊り大会等を行い、地域で人と人がつながり、
相互交流を深めています。
地域の福祉・いざというときのために
　日赤・赤い羽根共同募金・高齢者の見守りなどの福祉活動、防犯
パトロールや避難所運営訓練等を実施しています。
※町会・自治会により活動内容は異なる

●町会・自治会に加入するには
　お住まいの地域の町会・自治会の会長、役員などにお尋ねください。
※ 地域の町会・自治会の連絡先は、各地域活動センター又は区民
課へ問合せ

　新生活を始める方にも知ってほしい、エ
コにつながる台所でのちょっとした工夫を
お伝えします。

● 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
　「自転車安全利用五則」を守り、事故を防ぎましょう。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側通行（右側通行禁止）
3  歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る

　①飲酒運転・二人乗り・並進禁止
　②夜間はライトを点灯
　③ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
●二輪車の交通事故防止
土木部管理課交通安全係☎（5803）1244

町会・自治会をご存知ですか？

区民課 地域振興・協働推進係☎（5803）1170

地域活動センター
センター名 電話
礫川 （3813）3638
大原 （3946）8594
大塚 （3947）2624
音羽 （3943）0621
湯島 （3813）6554
向丘 （3813）6668
根津 （3822）3653
汐見 （3827）8149
駒込 （3824）5801

毎月7日は文京版クールアース・デー

4月のテーマは「台所のエコ」

環境政策課地域環境係☎（5803）1828
　リサイクル清掃課リサイクル推進係☎（5803）1135

冷 蔵 庫
● 季節に合わせて設定温度を調節する
● 開けている時間を短くする
　 　引き出し式の冷凍室は、すき間なく食品を入れたほうが省
エネです。凍った食品同士が保冷し合うので、ドアを開け閉
めしたときの温度上昇を抑えることができます。ただし、す
ぐに取り出せるように整理整頓は心掛けましょう。

調 理
● 炎が鍋底からはみ出ないようにする
● 炊飯器の長時間保温はせず、使わないときはプラグを抜く
● ジャー炊飯器は、長時間保温より、その都度炊きましょう。
7～8時間以上保温するなら2回に分けて炊きましょう。また、
まとめて炊いて冷凍保存もいいですね。

食 器 洗 い
● 食器を洗うときは低温に設定する
● 食器洗いのお湯の量を減らす

生ごみの減量
　文京区の家庭から出る可燃ごみの約33％が生ごみです。生
ごみを減量するには、水切りの徹底や、料理の作りすぎや食べ
残しを減らすなど、発生を抑制していくことが大切です。水切
りをすることにより、清掃工場での燃焼効率がよくなり、二酸
化炭素の排出を抑制できます。

（出典：家庭の省エネハンドブック（東京都）、文京区一般廃棄
物処理基本計画改定に係る基礎調査報告書より作成）

4月
事前連絡が必要です［受付時間］9:00～17:00

電子申請

▲

リサちゃん イクルちゃん

特設サイト

▲

根津神社

▲

最優秀賞

▲
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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）

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の感染状況により、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。

あおぞらすくすく広場
　後楽公園少年野球場と六義公園運
動場を未就学児と保護者の自由遊び
の場として開放します。
区内在住・在勤の保護者を持つ未就
学児とその保護者 各50人程度（先
着順） 無料 当日直接会場へ ス
ポーツ振興課施設等担当☎（5803）
1850

会場 日時

後楽公園少年野球場 4/6以降の原則、
水曜9:00～13:00

六義公園運動場 4/1以降の原則、
金曜9:00～12:00 

※初回利用時は、登録が必要
※天候や行事等により、中止の場合あり

チャレンジスポーツ教室塾（ドッジボール）
5月7日～28日の土曜（全4回）①午

後4時～4時50分（小学1～3年生）②午
後5時～5時50分（小学4～6年生） 江
戸川橋体育館 区内在住・在学の小学
生 各30人予定（抽選） 640円（保険
料込） 往復はがきに 6面記入例 1～
5と6性別・学校名・学年・保護者名を
明記し、〒112-0006文京区小日向
1-7-4江戸川橋体育館☎（3945）4008
へ 4月8日㈮必着

根津一丁目障害者住宅あき家
入居者募集（単身用・家族用）
　設備等に配慮した障害者住宅の入
居者を募集します。　　

単身用 家族用

募集住宅
根津一丁目障害者住宅
（根津1-15-12）

1戸、1K（33.0㎡）1戸、2DK（44.2㎡）

使用料 21,200～41,600円 28,400～56,800円

共益費 1,500円　

申込資格

次の全ての要件を満たす方

①現在ひとり暮ら
し②身体障害者手
帳1～4級又は愛の
手帳1～3度③区内
に引き続き3年以
上居住④所得が
256万8千円以下
⑤住宅に困窮して
いる（自己所有の
家屋がある場合は
不可）⑥自立して
日常生活が営める
⑦暴力団員でない

①2人以上の世帯
②世帯の1人以上
が身体障害者手帳
1～4級又は愛の手
帳1～3度③手帳の
交付を受けた方が
区内に引き続き3
年以上居住④所
得が294万8千円
以下（2人世帯の
場合。3人以上の
世帯は、1人増え
るごとに38万円を
加算）⑤以下単身
用に同じ

申込
問合せ

募集案内に添付の申込書を
〒112-8555文京区福祉住宅サービス
☎（5803）1238へ郵送又は持参

募集案内
配布

シビックセンター1階受付、福祉住
宅サービス、地域活動センター、
勤労福祉会館（区 にも掲載）

申込期間 4/6㈬～20㈬必着

公開抽選 5/10㈫

※詳細は、上記へ

文京区の有権者
　3月1日現在の選挙人名簿登録者
数は、以下のとおりです。

男 女 計
選挙人名簿
登録者数

86,711人
（1,722人）

98,093人
（1,763人）

184,804人
（3,485人）

前年同月比較 ▲19人 161人 142人
※ （　）内の数字は前回定時登録（12/1）後に新
しく登録された方の人数

選挙管理委員会事務局☎（5803）
1287

飼い犬の登録と狂犬病予防注射
　犬の飼い主には、犬の登録（生涯1
回）と年1回狂犬病予防注射の接種・注
射済票の交付を受けることが義務付
けられています。
狂犬病予防定期集合注射
　区では定期集合注射を区内15か
所の指定動物病院で実施します。
▷接種期間 4月1日㈮～6月30日㈭
注射料＝3,200円、注射済票交付

手数料＝550円（未登録犬は別途登録
手数料3,000円が必要）
指定動物病院名 所在地 電話番号
アニムペット
クリニック 白山4-33-23 （3817）8778

石井動物病院 小石川4-5-11-
101 （5689）2651

小暮動物病院 小石川5-40-2（3812）2712
hanaペット
クリニック 水道2-6-9 （6380）8787

MOMO・ペット
クリニック 本駒込4-38-1（5832）6060

ダクタリ動物病院
文京病院 本駒込5-4-5 （3943）5925

やまだ動物病院 千駄木3-31-9-
104 （3824）3903

動坂動物病院 千駄木5-41-8（3821）6963
プーアル動物病院 向丘2-22-13 （3822）1199
かねまき動物病院 西片1-2-10 （3814）2350
やり動物病院 根津2-34-8 （5815）2171
みのり動物
クリニック 湯島3-29-3 （5816）1191

本郷獣医科病院 湯島4-1-21 （3811）5590
パティ動物病院 大塚3-19-10 （3945）4976
白石動物病院 春日1-10-9 （5684）0230
※受付時間等詳細は下記へ問合せ
※ 犬の死亡・譲渡・転入・区内転居の場合は、
生活衛生課へ届出が必要

指定動物病院以外で狂犬病予防注射
を受けた場合
　獣医師発行の「狂犬病予防注射済
証」を持参のうえ、生活衛生課で手
続きを行ってください。
生活衛生課環境衛生担当☎（5803）

1227

持続可能性向上支援補助事業
省エネ設備
　区内中小企業の企業力向上を図る
ため、省エネを目的とした設備の更
新費用の一部補助を行います。

対象事業 温室効果ガスと光熱水費の削減につながる空調設備、照明設備等の更新

補助条件
東京都地球温暖化防止活動推進セン
ター（クール・ネット東京）が実施す
る「省エネ診断」を受診していること

生産性向上
　設備投資に取り組む中小企業を支
援するため、先端設備の取得等に要
する経費の一部を補助します。

対象事業

生産性向上に資する機械、装置、器具、
備品、ソフトウェア、建物、構築物
等の設備の導入（PC、タブレット、事
務用ソフトウェア、プリンタ等の汎用
性があるものの導入は対象外）

補助条件
中小企業等経営強化法に基づいて
「先端設備等導入計画」を作成し、
区の認定を受けていること

▷補助対象 区内に主たる事業所を
有し、申請時において1年以上事業
を営んでいる中小企業者▷助成内容
補助対象経費の3分の2かつ上限50万
円（補助対象事業が高機能換気設備の
設置に該当する場合は補助対象経費
の5分の4かつ上限50万円、申請者が
ISO14001の認証を取得している場合
は、上限100万円） 4月8日㈮から
申込書を経済課☎（5803）1173へ持参
（申込順）▷申込書配布 経済課（区
にも掲載）
※予算額に達し次第、受付終了

共通事項

防犯ブザーを配布します
区内在住の新小学1年生
配布期間 配布場所

4/6㈬～
5年3/31㈮

区立小学校に在籍＝各学校
国・私立小学校に在籍

＝教育総務課窓口
※ 窓口の場合、子どもの住所・年齢が確認で
きるものを持参

教育総務課地域教育支援担当☎ 
（5803）1302

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金 申請期限延長
　総合支援資金の再貸付等を終了し
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支給する新
型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の申請期限が6月30日㈭
まで延長されました。
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
※申請方法等詳細は区 参照

住居確保給付金 再支給申請期限延長
　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3か月間の再支給につ
いて、申請の受付期間を6月30日㈭
まで延長します。
生活福祉課自立支援担当☎（5803）

1917
※ 6月30日㈭までに申請した場合、住居確
保給付金と職業訓練受講給付金との併給
可能

※詳細は区 参照

各種認証取得費等補助事業
　各種認証の取得補助により、区内
企業の海外への取引の拡充や、信用
力の強化を支援します。

補助対象
区内に主たる事業所を有し、申請時
において1年以上事業を営んでいる
中小企業者

助成内容

各種ISO、FDA認証、CEマークの
取得に要する経費
▷補助率 3分の1（上限50万円）
各種ISOの更新、Pマークの取得に
要する経費
▷補助率 3分の1（上限30万円）
Pマークの更新に要する経費
▷補助率 3分の1（上限20万円）

対象経費

各種認証の取得
4/1～6年2/29に補助対象事業に支
出した経費
ISO、Pマークの更新
4/1～5年3/31に補助対象事業に支
出した経費

申込
問合せ

申請書を経済課産業振興係
☎（5803）1173へ持参

申請書配布 経済課（区 にも掲載）

申請期間 4/1㈮から随時受付（申込順）※予算額に達し次第、受付終了

展示会等出展費用補助事業
　異業種交流、市場開拓又は販路拡
大を目的として、展示会・見本市等に
区内中小企業者等が出展する際に要
する経費の一部を補助します。（オン
ライン開催の展示会等も対象）

補助対象

区内中小企業者又は区内中小企業
者で組織された団体
※4/1～5年3/31までに開催される
展示会に出展する企業に限る

助成内容

展示会出展料等
国内＝補助率2分の1（上限10万円）
国外＝補助率2分の1（上限30万円）
※ オンライン開催の場合、主催団体
の運営事務局をもって国内・国外
を判断

申込
問合せ

申請書を経済課産業振興係
☎（5803）1173へ持参

申請書配布 経済課（区 にも掲載）

申請期間 4/1㈮から随時受付（申込順）※予算額に達し次第、受付終了

パソコン講座 エクセル入門/パワーポイント入門
エクセル入門 パワーポイント入門

日時
5/17㈫～19㈭ 5/24㈫～26㈭

15:00～17:10

会場 読売理工医療福祉専門学校
（小石川1-1-1）

内容

表計算ソフト「エク
セル2016」の基本
操作を学び、ビジ
ネスでも家庭でも
役立つ便利な表や
グラフを作成する

プレゼンテーショ
ンソフト「パワーポ
イント2016」の基
本操作を学び、会
議や説明会で役立
つ分かりやすい資
料を作成する

対象 15歳以上の区内在住・在勤・在学者
（中学生を除く）

定員 25人（抽選） 20人（抽選）

費用 4,900円
（教材費込）

5,100円
（教材費込）

申込
問合せ

往復はがきに 6面記入例 1～5（1はエク
セル又はパワーポイント）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）

締切 4/20㈬必着

※受講は当選者本人に限る
＊使用OS：Windows10

傾聴ボランティア講習会（全4回）
①5月24日、6月14日・28日、7月

12日（全て火曜）②7月26日、8月9日・
23日、9月13日（全て火曜）午後2時～
4時 区民センター ボランティア
活動に必要な傾聴スキルの基礎を学
習する 講習会修了後、区内でボラ
ンティア活動を希望する方 各8人
（抽選） 100円（テキスト代） 申
込書・返信用封筒（84円切手を貼った
長形3号）を郵送又は直接〒113-0033
文京区本郷4-15-14社会福祉協議会
文京ボランティア支援センター☎
（3812）3114へ▷申込書配布 上記
（ http://www.bunsyakyo.or.jp/
にも掲載） 4月15日㈮必着

撮影、スタントマンによる交通事故
再現など） 駒込警察署員 区内在住
者 無料 当日直接会場へ 土木部
管理課交通安全係☎（5803）1244、
駒込警察署☎（3944）0110

アートウォール・シビック
神田真珠美　写真展
　「産まれてきてく
れてありがとう」と
いう家族の気持ち
を作品で表現して
います。
4月2日㈯～27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

小学生水泳教室（総合体育館5月コース）
5月2日～30日の月・木曜（5月5日を
除く、全8回）午後4時45分～6時 総
合体育館 区内在住・在学の小学生
（障害等があり、介助が必要な方も参
加可。介助者の同伴が難しい場合は
相談のこと） 67人予定［抽選（うち介
助者同伴の小学生は7人）、初めての
方・泳力の低い方を優先］ 1,840円
（保険料込、介助者を要する小学生と
その同伴者は無料） 往復はがきに
6面記入例 1～5と6性別・泳力・過去に
参加経験がある場合は参加した時期
（初めての場合は「初回」と泳力も）・介
助者の有無・学校名・学年・保護者名
を明記し、〒113-0033文京区本郷
7-1-2総合体育館☎（3814）4271へ
4月8日㈮必着
※必ず6回以上出席すること
※ 小学生水泳教室スポーツセンター5月
コースとの同時申込は不可

障害者レクリエーション教室
5月6日～27日の金曜（全4回）午後1
時30分～2時30分 江戸川橋体育館
誰でもできるゲーム等で楽しみな
がら身体を動かす 知的障害のある
高校生以上の区内在住・在勤・在学者
（介助が必要な方も参加可。介助者の
同伴が難しい場合は相談のこと）
10人予定（抽選） 無料 往復はが
きに6面記入例 1～5と6性別・学校名・
介助者の有無（在勤者は勤務先名・所
在地も）を明記し、〒112-0006文京区
小日向1-7-4江戸川橋体育館☎（3945）
4008へ 4月8日㈮必着

ふれあいサロン
タブレット講座（Android編）
5月12日～6月2日の木曜（全4回）午
後1時30分～4時 駒込地域活動セン
ター タブレットの基本を、「食」を題
材として学ぶ 竹

たけ

箒
ぼうき

の会 区内在住・
在勤・在学者 16人（抽選） 400円
往復はがきに6面記入例 1～5を明記

し、〒113-0021文京区本駒込3-22-4
駒込地域活動センター☎（3824）5801
へ郵送又は持参 4月22日㈮必着
※当日貸し出すタブレットを使用

教育センター
第1回

子ども科学カレッジ
第1回

子どもパソコン教室

日時 4/23㈯
10:00～12:00

4/23㈯
① 9:30～11:00
②13:30～15:00

会場 教育センター

内容 素粒子の実験で
解き明かす宇宙の謎

アルゴロジック
～アルゴリズムの基
礎に触れてみよう～

講師
（敬称略）

東京大学素粒子物理
国際研究センター
助教　小貫良行

教育センター
専門指導員

対象 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 16人（抽選） 各10人（抽選）
費用 無料

申込
問合せ

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、〒113-0034文京区湯島4-7-10教
育センター☎（5800）2591へ

締切 4/11㈪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

駒込交通安全フェスティバル
4月2日㈯午前10時～正午（雨天中

止） 六義公園運動場 交通事故防止
キャンペーン（ミニパト・白バイの展
示、乗車体験、ピーポくんとの記念

アカデミー湯島休館のお知らせ
　内装改修工事等のため、休館します。
7月16日㈯～12月5日㈪ アカデ

ミー推進課アカデミー推進係☎（5803）
1307

チャレンジショップ支援事業
　区内商店街の空き店舗を活用して
創業する方等に、家賃補助や経営相
談等を行います。

補助対象

• 区内商店街の空き店舗で創業す
る方
• 文京区創業支援セミナー（実践
編又はテーマ特化編）を受講後に
区内で創業する方
※3年5/1～4年4/30に創業する方

対象事業

• 飲食業、小売業、サービス業等、
来街者の増加を促進する事業
• 子育て支援、高齢者支援等、地域
住民の生活の利便性を高める事業
• そのほか区長が地域の活性化に
資すると認めた事業

支援内容

①家賃補助
店舗の月額賃借料の2分の1（上限5
万円）、最長12か月
②経営相談（計10回以内）
③地域貢献事業補助
チャレンジショップ認定者が地域
の魅力・価値の向上に寄与する新商
品の開発又はイベントを実施する
際の経費（上限10万円）

申込
問合せ

申請書を〒112-8555文京区経済課
産業振興係☎（5803）1173へ郵送又
は持参

申請書配布 経済課（区 にも掲載）

申請期間
（必着）

支援内容①②＝4/1㈮～5/20㈮
※補助対象者は審査のうえ決定
支援内容③＝4/1㈮～5年2/28㈫

4年度特別区職員（Ⅰ類）採用試験 
▷試験日 5月1日㈰ 特別区人事委
員会 から申込 4月4日㈪ 職員課
人事係☎（5803）1144、特別区人事委
員会事務局任用課採用係☎(5210)
9787
一般方式
試験区分 採用予定数 主な受験資格
事務 983人程度

日本国籍を有し、平成
3年4/2～13年4/1に生
まれた人

土木造園
（土木） 64人程度

土木造園
（造園） 17人程度

建築 62人程度
機械 15人程度
電気 19人程度

福祉 125人程度
国籍を問わず、平成5
年4/2～13年4/1に生ま
れた人※1

心理 21人程度

国籍を問わず、昭和58
年4/2以降に生まれ、学
校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）の心
理学科を卒業した人又
はこれらに相当する人

衛生監視
（衛生） 34人程度 日本国籍を有し、平成

5年4/2～13年4/1に生
まれた人※2衛生監視

（化学） 5人程度

保健師 109人程度
国籍を問わず、昭和58
年4/2～平成13年4/1日
に生まれた人※3

土木・建築新方式
試験区分 採用予定数 主な受験資格
土木造園
（土木） 13人程度 日本国籍を有し、平成

3年4/2～13年4/1に生
まれた人建築 14人程度

※1  社会福祉士若しくは児童指導
員の資格を有する人又は保育
士となる資格を有し、都道府
県知事の登録を受けている人

※2  衛生は、食品衛生監視員及び
環境衛生監視員の資格を有す
る人

※3 保健師の免許を有する人
※詳細は区 参照

無料相談
行政書士
4月12日㈫午前10時～午後4時
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） 東京都行政
書士会文京支部☎050（5438）5467
司法書士・土地家屋調査士
4月13日㈬午前10時～午後4時 土
地・建物の調査・測量、境界問題、相
続問題及び不動産表示・権利登記に関
する相談 東京土地家屋調査士会文
京支部（松原事務所）☎（3827）7375

区民センター どなたでも 当日
直接会場へ

「交通事故相談」は
3月31日㈭で終了します

　4月以降に交通事故につい
て相談を希望される方は、
区の法律相談のほか東京都
交通事故相談☎（5320）7733
等をご利用ください。
広報課 広聴・相談担当☎（5803）

1129
※各種相談の詳細は区 参照

区内中小企業事業主・自営業・
商店主の方へ
充実の福利厚生を提供します
区内小規模事業所（会社・

商店等）で働く従業員と事業
主（事業所単位で加入）▷会
費 1人月500円（入会金200
円） 電話で（一社）文京区勤
労者共済会☎（5803）1108へ

内容
給付事業
結婚・出産・入学等祝金、死亡弔慰
金、入院・災害見舞金等

5,000円～
10万円

健康診断・宿泊補助 2,000～
4,000円 

レジャー・温浴施設・人間ドック等
（東京ドーム巨人戦、スパラクーア・
フィットネス割引チケットなど）

会員特別
料金

※詳細は文京区勤労者共済会 参照

国民年金保険料の改定
　4年度の国民年金保険料は、16,590
円です。納付書は、日本年金機構か
ら4月上旬に送付されますので、金融
機関、郵便局、コンビニエンスストア
で納付してください。（口座振替やク
レジットカードでも納付可）
　国民年金保険料は、一定期間の保
険料をまとめて納めることで、割引
となる「前納制度」があります。1年
度分を現金払いで前納すると、3,530
円の割引、2年度分を現金払いで前
納すると14,540円の割引となります。
　なお、口座振替には、当月分保険
料を当月末に振替納付することで月々
50円割引される早割制度や、現金納
付よりも割引額が多い6か月前納・1年
前納・2年前納もあります。
文京年金事務所☎（3945）1141

※2年前納納付書の申込は上記へ

共通事項

交流館の教室  
着付け教室 カーレット教室 ズンバ体操教室

日時 4/10㈰
10:00～12:00

4/12㈫・26㈫
10:00～12:00

4/16㈯
10:00～11:00

会場
問合せ

千駄木交流館
☎（3821）6695

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

着物着付け（名古屋帯）をマ
スターする 合地ケイ子 着
物一式を用意できる区内在住・
在勤・在学の女性 15人（申込
順） 800円 3/30㈬10:00か
ら電話又は直接千駄木交流館へ

卓上カーリングで多世
代交流をはかる 区内在
住・在勤・在学者 各12人
（申込順） 100円 3/30
㈬10:00から電話又は直
接白山交流館へ

ZUMBA体操でふれあい、交
流をはかる 区内在住・在勤・在
学者 15人（申込順） 200円
3/30㈬10:00から電話又は直接
千駄木交流館へ
※運動しやすい服装で飲み物・
タオル・すべり止め付くつ下持参

資格取得キャリアアップ講座  
　区内大学で開講する講座に区民の受講枠を確保し、資格取得やキャリアアップを支援します。区民割引は、文京ア
カデミーへの申込のみ対象です。（オンライン講座及びオンデマンドコンテンツは下記 からのみ申込可）
15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く） 各10人（抽選） 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）

講座名 会場等 日時 区民割引後受講料 締切
TOEIC500点突破講座

オンライン開催
5/24～7/8の火・金曜（全14回）
＋オンラインIPテスト 19:00～20:30 36,000円

（テキスト代、IPテスト代込） 4/27㈬TOEIC650点突破講座
IELTS対策講座（基礎・初級編） 5/20～7/8の金曜（全8回） 19:00～21:00 32,000円（テキスト代別）

秘書検定準1級＆2級講座※1 日本女子大学
（目白台2-8-1）5/13～6/17の火・金曜（全11回） 17:30～19:30 29,000円（テキスト代別） 4/27㈬

必着
日商簿記検定3級合格対策講座
（11月試験合格目標）

オンデマンド
コンテンツ＊ 7/5㈫～11/30㈬※2 視聴期間中いつでも

（回数制限なし）
24,000円

（テキスト代込、検定試験は各自申込）6/7㈫

※1　5/13㈮に検定試験申込受付・テキスト販売あり、希望者は受験料・テキスト代持参　※2　7/12、10/18・21・25・28の火・金曜は対面実施
※申込者数が最少催行人数に満たない場合、講座が開講されない場合あり
※講座ごとに事前無料ガイダンスあり。講座・ガイダンスについての詳細は、日本女子大学生涯学習センター☎（5981）3755へ
＊オンデマンドコンテンツ：リアルタイムでなく、各自の都合で視聴できる形式

▲「無題」（2021年制作）

▲区

▲ 文京区勤労者
共済会

▲区
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健康 医療 護介

住
民
基
本
台
帳

世
帯
と
人
口

世帯…123,215世帯（123,251）
人口…226,481 人 （226,259）
男……107,680 人 （107,630）
女……118,801 人 （118,629）

うち
外国人
住民

計…9,737 人（10,415）
男…4,656 人 （4,971）
女…5,081 人 （5,444）

（　　）内は前年同期　令和4年3月1日現在

4年度プール券 受付開始
公害医療手帳・都の
大気汚染医療券をお持ちの方へ
公害医療手帳又は都の
大気汚染医療券を所持し
ている小学生以上の区内
在住者▷支給枚数 年間
5枚（1枚で10回利用可）▷利用施設
総合体育館・スポーツセンター
区 の「電子申請」又は4月1日㈮か
ら申請書を〒112-8555文京区予防
対策課保健予防係☎（5803）1225
へ郵送又は持参（持参の場合は公害
医療手帳又は大気汚染医療券も）
▷申請書配布 予防対策課（区 に
も掲載）
※3年度プール券の使用期限は3月31日㈭

高齢者水中ウォーキング教室
（5月日曜コース、6月水曜コース）
総合体育館 水

中ウォーキング・ス
トレッチ等 60歳
以上の区内在住・在
勤者 各50人予定（抽選） 4,500
円（保険料込） 往復はがき（1人
1枚）にコース名・住所（在勤者は勤
務先名・所在地も）・氏名（ふりがな）・
年齢・性別・電話番号と返信用にも
あて先を明記し、〒113-0033文京
区本郷7-1-2総合体育館☎（3814）
4271へ 4月8日㈮必着

5月日曜コース 6月水曜コース

日時
5/1～6/5（全6回）5/25～6/29（全6回）

10:00～11:30

高齢者水泳＋健康体操教室（5月コース）
5月6日～31日の火・金曜（全8回）
午後2時10分～3時 スポーツセン
ター 水中ウォーキング・水泳、室
内で簡単にできる体操・ストレッチ
医師から運動制限を受けていな
い60歳以上の区内在住・在勤者
30人予定（抽選） 3,440円（保険料
込） 往復はがき（1人1枚）に「高
齢者水泳＋健康体操教室5月コー
ス」・住所（在勤者は勤務先名・所在
地も）・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号と返信用にもあて先を明記
し、〒112-0012文京区大塚3-29-2
スポーツセンター☎（3944）2271へ
4月8日㈮必着

音楽ではつらつ脳トレ体操教室（全10回）
5月12日～7月21日の木
曜（5月26日を除く）午前
10時30分～正午 湯島天
神梅香殿（湯島3-29-5）
カラオケ機器を用いた口ずさみな
がらの体操や脳トレ 65歳以上の
区内在住者（3年度参加していない
方を優先） 15人（抽選） 1回300
円（お茶代等実費） はがき又は
に「音楽ではつらつ脳トレ体操教
室」・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） 4月8日㈮必着

▲電子申請

▲区

介護者教室
おうちで「ながら」体操
4月23日㈯午後1時30分～3時
スポーツセンター 運動ができな
い方でも家で何かをし“ながら”で
きる体操 洛和ヴィラ文京春日職
員（理学療法士） 区内在住・在勤・
在学者 15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

シニア健康体操教室（5月コース）
5月5日～26日の木曜（全4回）午
後3時30分～4時30分 江戸川橋
体育館 リズム体操・筋力トレーニ
ング・ストレッチ 医師から運動制
限を受けていない60歳以上の区内
在住・在勤者 40人予定（抽選）
1,240円（保険料込） 往復はがき
（1人1枚）に「シニア健康体操教室（5
月コース）」・住所（在勤者は勤務先
名・所在地も）・氏名（ふりがな）・年
齢・性別・電話番号と返信用にもあ
て先を明記し、〒112-0006文京
区小日向1-7-4江戸川橋体育館☎
（3945）4008へ 4月8日㈮必着

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＝4月20
日㈬、本郷支所＝4月8日㈮・25日㈪
区内在住者 無料 電話で保

健サービスセンター☎（5803）1807、
保健サービスセンター本郷支所☎
（3821）5106へ

フィットネスクラブ運営事業者募集
　高齢者の健康づくりに
役立つ教室等を実施する
フィットネスクラブに、
補助を行います。
補助対象
事業者

区から事業の登録を受けた
フィットネスクラブ

補助対象
事業

高齢者を対象に、フィットネス
クラブにおける施設及び設備の
利用又は運動メニューの提供を

行う事業
助成内容 高齢者の利用1回につき1,500円

申込
申請書・事業実施計画書等を郵送
又は直接下記へ（書類選考後、登

録の可否を決定）
申請書等
配布 高齢福祉課（区 にも掲載）

※補助対象事業等の詳細は区 参照

運営事業者向け説明会
①4月15日㈮午前10時②22日㈮

午前10時（各回同内容） シルバー
センター 本事業への登録を希望
する区内フィットネスクラブ 電
話で下記へ（申込順） 〒112-8555
文京区高齢福祉課介護予防係☎
（5803）1209

はじめての離乳食講習会
5月13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「5～6か月児の
離乳食づくりのポイント」 3年11
～12月生まれで区内在住の第1子の
保護者（初めて参加する方を優先）
各12組（申込順） 無料 4月

12日㈫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

▲区

4月の休日医療のご案内
休日診療当番医

電話で待ち時間等を確認のうえ、健康保険
証を持参して受診（医療受給者証などの交
付を受けた方は、あわせて持参）。
は内科、 は小児科、 は歯科。

〔診療時間〕 昼　間 9:00～17:00
準夜間17:00～22:00

日 医療機関名 昼間 準夜 所在地 電話

3

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
大塚診療所 ○ ― 湯島3-31-6 （3831）2294
根津宮永町診療所 ― ○ 根津2-13-6 （3824）2588
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
中崎歯科 ○ ― 千石2-35-18 （5319）2881
三羽歯科医院 ○ ― 本郷1-19-6 （3811）6487

10

春日後楽園しのぶクリニック ○ ― 小石川1-1-7 （3813）0022
近藤クリニック ○ ○ 千石4-3-16 （3944）1820
うすだクリニック ― ○ 本郷4-36-5 （5840）8250
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
駒込かせだクリニック ○ ― 本駒込4-19-16（5832）5665
歯科医院デンタル小石川 ○ ― 小石川4-5-6 （3817）0888
松岡歯科医院 ○ ― 本郷5-28-5 （3811）7682

17

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
田代医院 ― ○ 向丘2-20-3 （3823）0871
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
鈴木医院 ○ ― 本駒込2-28-35（3941）6615
ナミキ歯科医院 ○ ― 西片2-15-13 （5842）5877
東大前歯科クリニック ○ ― 向丘1-1-16 （3814）1082

24

須田整形外科クリニック ○ ○ 後楽2-23-15 （3811）0881
澤田こどもクリニック ○ ― 白山1-33-16 （5840）7838
相田医院 ○ ― 本郷2-39-13 （3811）4859
根津診療所 ― ○ 根津1-27-3 （3823）0096
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
西村歯科医院 ○ ― 大塚6-17-2 （5940）2021
湯島歯科医院 ○ ― 湯島2-33-1 （3836）2031

29

春日クリニック ○ ― 小石川1-12-16（3813）0080
東京健生病院 ○ ○ 大塚4-3-8 （3944）6111
文京区医師会付属診療所 ○ ― 千駄木2-26-8 （3823）2217
動坂クリニック ― ○ 本駒込4-42-4 （3822）5605
近藤医院 ○ ― 本駒込5-60-6 （3821）1804
のぶもり歯科 ○ ― 小石川1-12-10（3815）6788
やまだ歯科医院 ○ ― 本駒込4-16-13（3821）0224

休日調剤薬局
〔受付時間〕昼間9:00～17:00　準夜間17:00～22:00
日 薬局名 昼間準夜 所在地 電話

3
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
ダルマ薬局 ― ○ 根津2-15-15 （3828）1159

10

竹内薬局春日店 ○ ― 小石川1-1-7 （3814）1177
丸山町薬局 ○ ○ 千石3-37-14 （5978）9333
今尾薬局 ― ○ 本郷4-6-3 （3811）4033
パイン薬局 ○ ― 本駒込4-20-11（3823）8487

17
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
雄飛堂薬局千駄木店 ― ○ 向丘2-14-6 （3823）8551

24

薬局文京ファーマシー ○ ○ 春日2-24-12 （3811）0196
はりま坂サンテ薬局 ○ ○ 小石川4-21-1 （3814）0768
たかしん薬局白山店 ○ ― 白山1-33-16 （5801）0752
芙蓉堂薬局 ○ ― 本郷4-2-1 （3816）2410

29
ひかわ調剤薬局 ○ ○ 千石3-4-3 （3944）1327
パイン薬局 ― ○ 本駒込4-20-11（3823）8487
アーク薬局駒込店 ○ ― 本駒込5-38-10（3821）1855

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

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※ 妊娠・出産・子育てについて
相談を希望する方

※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（4月）

▲区

区内在住で、はじめて赤ちゃんが生まれる妊娠24週以降の夫
婦 無料 区 又は往復はがきに「文京区両親学級」・住所・参加
者氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・出産予定日・参加希望日（第二
希望日まで記入）と返信用にもあて先を明記し、〒150-0012渋
谷区広尾5-6-6ポピンズプロフェッショナル「文京区両親学級係」へ（オン
ライン形式は、はがき申込不可）

日時 4/23㈯ 5/14㈯ 5/21㈯ 4/17㈰ 5/22㈰
10:00～11:30 13:30～15:00

会場
方法 保健サービスセンター 保健サービスセ

ンター本郷支所 Z
ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）

定員 各8組(抽選) 5組（抽選） 各50組(抽選)
申込期間 4/1㈮～10㈰必着 4/11㈪～21㈭必着 4/1㈮～10㈰ 4/11㈪～21㈭
※申込多数の場合、出産予定日を考慮して抽選
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

両親学級  

▲区

医師から運動制限を受けておらず、1人で会場に来られる65歳以上の区
内在住者（初めて参加する方を優先） 無料 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 3月30日㈬～4月12日㈫

会場 日時 内容 定員
（抽選）

シルバーピアおおつか
（大塚4-18-1） 5/16～7/18の月曜

13:30～14:20
簡単な読み・書き・計算
や脳トレゲームによ
り、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

各回
6人

14:30～15:20

湯島高齢者
在宅サービスセンター 5/12～7/14の木曜

 9:20～10:10
10:20～11:10

昭和高齢者
在宅サービスセンター 5/11～7/13の水曜

 9:20～10:10
10:20～11:10

介護予防教室 健康脳トレ教室（全10回）  
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