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■主な内容
65歳以上対象
新型コロナウイルスワクチン接種（4月23日時点） …　２面

自転車損害賠償責任保険の加入はお済みですか？ …　２面
旧元町小学校を避難所とする町会の避難先が変更になります …　３面
東京2020オリンピック・パラリンピック関連のお知らせ …　４・５面

文京区
シンボルマーク

▲ 区制70周年を契機に
制定した区のシンボ
ルマークです。

☆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。

　7月4日㈰に東京都議会議員選挙が行われる予定です。
　選挙管理委員会と明るい選挙推進協議会では、日頃から区民の皆さんに、投票参加の呼びかけや政治について考えていただく機会を提
供しています。今回は若年層への取組を中心にご紹介します。

•若者選挙啓発への取組 
若者選挙啓発フォーラムの開催
　若年層の選挙に対する理解と政治参加を促すことを目
的に開催しています。
大学学園祭での投票の呼びかけや模擬投票
　選挙啓発ブースを設け、明るい選挙推進委員の皆さん
と協力して実施しています。
新有権者に向けたバースデーレター（小冊子）の送付
　新有権者に、選挙権取得の認識や政治参画の促進を図
るために送付しています。

•未来の有権者に向けた取組 
選挙出前授業・模擬選挙の拡充
　体験学習などを通じて、自分が社会の一員であり、主権者であることの自
覚を持つことが重要です。
　このため、選挙管理委員会と明るい
選挙推進協議会では、学校との協働に
より、小学生から高校生を対象に実施
しています。（昨年度8校実施）
生徒会役員選挙への支援
　生徒会役員選挙を通じて選挙に関す
る理解を深めることを目的に実施して
います。また、併せて「投票箱」等の貸
し出しなども行っています。（昨年度
2校実施）

•若年層の投票立会人募集 
　7月に予定されている東京都議会議員選挙における、若い方々の投票参加を
推進するため、体験型学習の一環として、投票立会人の登録制度を設けています。
投票所区域の選挙人名簿登録者（18～29歳） 52人（各投票所2人）▷従事

時間 ①前半＝午前6時30分～午後1時30分②後半＝午後1時30分～8時30
分▷謝礼 7,500円（税込） 直接、選挙管理委員会事務局へ

•文京Vote Supportersメンバー募集 
　文京Vote Supporters、通称「Vサ
ポ」とは、平成29年8月に発足した若
者の政治参画意識や投票率の向上を目
指す10～20代のメンバーからなる、
若年層啓発グループです。
　現在の主な活動は、SNSによる情報
発信と東京都議会議員選挙における啓
発活動に向けた準備です。
　月1回の会議では、SNSへの投稿内
容や、若者へ向けた啓発グッズ作製と、それを活用した啓発活動
などについて、検討を行っています。昨年は東京都知事選挙の啓
発グッズのほか、日頃の啓発に活用するグッズとして使用するマ
スクケースのデザインを担当しました。
　また、選挙管理委員会の啓発動画の作製にも協力しました。
区内在住・在勤・在学の高校生から25歳程度の方 区 の「電子

申請」又は申込書を直接、選挙管理委員会事務局へ
▷申込書 区 からダウンロード

政治を身近に感じて投票
3 3

へ行こう！

　　 23区26市で投票率第1位
　　　 東京都の投票率55.0％に対し、文京区の投票率は、62.98％でした。

　　 10代の投票率が区内平均より高い
　　　 18歳の投票率は、71.70％、10代では64.71％でした。

若年層の投票立会人募集

令和2年東京都知事選挙 年齢階層別投票率 100
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若者選挙啓発や未来の有権者への取組

選挙管理委員会事務局☎（5803）1287

65歳以上の方 へ新型コロナウイルスワクチン接種券
4月23日 に郵送しています2面へ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、掲載内容が大幅に変更になる場合があります。
最新情報は、区 又は各問合せ先へご確認ください。

本号は、4月23日時点の状況で作成しています

▲啓発動画

バースデーレター

▲

▲選挙出前授業 ▲電子申請

▲区

マスク
ケース
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☆確定申告は自宅からスマホでe-Tax！
　税務署での確定申告相談は事前予約制となります。電話で相談日時をご予約ください。
小石川税務署☎（3811）1141　本郷税務署☎（3811）3171 国税庁

▲

次の日程で開かれます
　特別委員会は5月に開会します。
　今回の定例議会で審議する請願の締切は、5月28日㈮午後5
時です。

議会の傍聴について
　会議の当日午前8時30分から区議会事務局で傍聴の受付を行
います。受付開始時に定員を超えた場合は抽選となります。
　委員会資料は傍聴時に配付します。なお、閲覧用の資料の場
合はご返却いただきます。
　また、議案及び委員会資料は、原則として、本会議及び各委
員会終了後7日以内に、区議会 で公開します。
インターネット生中継について
　本会議（一般質問）の生中継を行います。詳細は、区議会 を
ご覧ください。
区議会事務局☎（5803）1313

特別委員会
月　日 開会時間 会議名等
5/17㈪

10：00
子ども・子育て支援調査特別委員会

20㈭ 自治制度・地域振興調査特別委員会
21㈮ 災 害 対 策 調 査 特 別 委 員 会

6月定例議会
月　日 開会時間 会議名等

6/1㈫ 10：00 議会運営委員会
14：00 本 会 議 （付 託）

3㈭
14：00 本会議（一般質問）4㈮

7㈪
11㈮

10：00

議会運営委員会
14㈪ 厚 生 委 員 会
15㈫ 文 教 委 員 会
17㈭ 建 設 委 員 会
21㈪ 総務区民委員会

24㈭ 10：00 議会運営委員会
14：00 本 会 議 （議 決）

区議会6月定例議会 「文
ふ み

の京
みや こ

」安全・安心まちづくり協議会
委員の仕事
　区の地域における犯罪及び事故等を防止し、安全で安心して暮らせるまちづくりを
推進するために、検討・協議を行います。
20歳以上の区内在住・在勤・在学者（区議会議員、区職員及び応募時に区の審議会等

に2つ以上在籍している方を除く） 8人▷任期 7月19日～5年7月18日▷会議 年
3回程度（原則平日昼間）▷謝礼 1回2,000円▷選考 申込書・面接（6月下旬） 申
込書を〒112-8555文京区危機管理課☎（5803）1280 （5803）1344へ郵送・ 又
は持参▷申込書配布 危機管理課・地域活動センター・図書館・シビックセンター1階
受付・行政情報センター（区 にも掲載） 6月11日㈮必着

委員公募

耐震化促進事業

▲区

木造住宅

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

診断 木造建築物（一般） 費用の10分の8  10万円
木造建築物（高齢者等） 費用の全額  20万円

工事

耐震改修工事（一般） 費用の2分の1 120万円
耐震シェルター等設置（一般）  20万円
耐震改修工事（高齢者等） 費用の4分の3 240万円
耐震シェルター等設置（高齢者等）  40万円
除却工事（解体） 費用の2分の1 100万円

非木造（鉄骨造・鉄筋コンクリート造等）住宅

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

非木造建築物耐震診断
費用の2分の1

 50万円
非木造住宅耐震設計  40万円
非木造住宅耐震改修工事 300万円

分譲マンション

助成種類 助成内容
割合 助成額（上限）

分譲マンション耐震診断
費用の2分の1

  150万円
分譲マンション耐震設計   250万円
分譲マンション耐震改修工事 2,000万円

　区内にある昭和56年5月31日
以前に建築された建築物の耐震
診断・耐震改修工事等を行う所
有者の方に、費用の一部を助成
しています。また、「耐震化アド
バイザー派遣」も行っています。

申請書を地域整備課 耐震・
不燃化担当☎（5803）1846へ持
参 12月17日㈮▷申請書配布
地域整備課（区 にも掲載）

※工事の契約前に申請の手続き
が必要、必ず事前に相談のこと

　「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者は、自転車事故に
備えた損害賠償責任保険への加入が義務付けられています（2年4月施行）。既に加入している保険
に個人賠償責任保険等が付帯されているかご確認いただき、未加入の方は加入してください。
自転車TSマーク＊取得費用の助成
　安全性の高い自転車の利用と、自転車損害賠償責任保険の加入を促進するため、自転車TSマー
ク取得費用の助成を行っています。
区内の自転車安全整備店（別表）でTSマークを取得した区内在住者及び区内に住所を有する事業所

▷助成額 1,000円 自転車安全運転に関するリーフレットや、補償内容をご確認のうえ、店舗に備
えてある割引券に必要事項を記載して提出。住所が確認できる書類の提示（免許証・保険証等）が必要
※詳細は土木部管理課交通安全係へ
＊TSマーク： 自転車安全整備店に勤務する自転車整備士が点検整備した普通自転車に貼るシールのことで、1年間

有効な傷害保険と賠償責任保険が付帯されています。

店名 所在地　 電話
大畑サイクルサービス 本駒込1-7-11 （3941）7963
加藤モータース 目白台3-25-12 （3941）9306
キリン商会 本郷4-3-3 （3811）2594
藤野商店 本駒込5-1-2 （3941）0769
常盤モータース 千駄木3-25-6 （3821）1784
徳田輪業 千石4-44-8 （3941）4941
吉江商会 千駄木2-31-6 （3821）5018
オリンピック白山店 西片1-17-11 （3813）9121
サイクルスポット千石店 本駒込2-29-14 （6902）9711
サイクルスポット湯島店 湯島3-34-6 （5817）4925
サイクルスポット後楽園店 小石川2-25-13 （5840）8260
サイクルスポット後楽園別館 小石川2-25-10 （5615）9050
サイクルスポット西日暮里店 千駄木3-25-6 （5834）0915
ちゃりんこハウス 白山5-5-4 （3814）1007
ライフサイクルプレイス 本駒込5-47-4 （5685）2551

自転車損害賠償責任保険の加入はお済みですか？ 土木部管理課交通安全係☎（5803）1244

　高齢者施設（特別養護老人ホーム等）入所者向けの施設接種とワクチン供給量分の集団接種を段階的に開始します。●スケジュール

4月 5月

4/23㈮
接種券発送

予約開始4/30㈮ 接種開始5/6㈭

接種開始5/24㈪予約開始5/14㈮
午前9時以降

ワクチンの供給量は今後増える見込みですので、予約が取れなかった方も、心配なさらずお待ちください。詳細は、区報や区ホームページ等でお知らせします。

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。また、会場は変更になる可能性がございます。●接種会場（予定）
問合せ

ワクチン 接種  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6時

ワクチン 全般  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

予約開始 接種開始 会場

4/30㈮以降順次
（申込順）

5/6㈭以降 （一財）慈愛会 慈愛病院 本郷6-12-5

5/10㈪以降 （医）同友会 春日クリニック 小石川1-12-16
順天堂大学7号館 本郷2-2-5

5/14㈮以降順次
（申込順）

5/24㈪
以降順次

保健サービスセンター 春日1-16-21 シビックセンター内
（医）同友会本部ビル 西片1-15-10
（医）大坪会 小石川東京病院 大塚4-45-16
（医）大坪会 東都文京病院 湯島3-5-7
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
保健サービスセンター本郷支所 千駄木5-20-18

会場への直接の問合せは、ご遠慮ください。

65歳以上対象 新型コロナウイルスワクチン接種 （４月23日時点）

区

▲

※65歳以上＝昭和32年4月1日以前に生まれた方　※入所者向けの施設接種は予約不要
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☆5月は自動車税種別割の納期です
　 5月31日㈪までに金融機関、コンビニエンスストア等でお納めください。また、スマートフォン決済アプリでの納付もご利用ください。詳細は、主税局 又は下記へ。
　 自動車税コールセンター☎（3525）4066

旧元町小学校を避難所とする町会の避難先が変更になります
　旧元町小学校を避難所とする町会（本郷三丁目南部会、元二親和会、本郷二
丁目元一会、本一町会）は、施設の再整備期間中、避難先が変更になります。
▷変更期間 6月1日㈫から施設の利用開始まで（6年度予定）
▷代替避難所 元二親和会＝本郷小学校、本郷三丁目南部会・本郷二丁目元一
会・本一町会＝教育センター
※被災状況によって、最寄りの避難所に避難することができます。
防災課☎（5803）1744

順天堂大学旧元町小学校

東洋学園大学

桜蔭学園中・高校

元町公園

本郷給水所公苑

本郷三丁目
南部会

本一
町会

元二親和会

本郷二丁目元一会

湯島小学校

本郷小学校

本郷台中学校

東京医科歯科大学
付属病院

順天堂病院

湯島地域活動センター

本富士警察署

本郷消防署

本郷一丁目

湯島一丁目

湯島二丁目

教育センター
湯島四丁目

本郷二丁目

本郷
三丁目

本郷四丁目

地
下
鉄
三
田
線

　消費生活センターでは、消費生活の安定と向上を図るため、さまざま
な事業に取り組んでいます。
消費者相談（無料）
　商品の購入やサービスの利用等に対する疑問や苦情相談を、消費生活
相談員が伺っています。
▷受付 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▷相談専用電話 ☎（5803）1106
消費生活出前講座（無料）
　消費生活相談員などが、皆さん（10人以上）の集まる場所に出向いて、
消費者被害の未然防止に役立つ知識や情報を紹介します。
▷講座時間 10～60分程度 申込書を希望日の4週間前までに上記へ
郵送・ 又は持参▷申込書配布 消費生活センター（区 にも掲載）
消費生活推進員制度
　消費生活推進員養成講座修了後の登録者が消費生活センターと一緒に
啓発活動を行っています。
消費生活研修会
　消費生活に関する知識を習得していただくために、皆さんの関心が高
いテーマで専門家を招き研修会を開催しています。子ども向け研修会や
スマホの使い方教室なども予定しています。
消費生活情報提供
　暮らしに役立つ情報を、年6回発行の情報誌「くらしのパー
トナー」などで提供しています。
消費者グループ活動助成
　消費者グループに対し、学習会などの事業の一部費用を助成していま
す。助成を受けたグループには、啓発事業に協力していただいています。
消費者団体の育成
　地域で活動する消費者団体の活動を支援しています。

▲くらしの
　パートナー

▲区

5月は消費者月間です
～“消費”で築く新しい日常～

〒112-8555文京区消費生活センター☎（5803）1105 （5803）1342

　新型コロナウイルスの影響を受けている区内商店の利用促進と活性化
を図るため、新型コロナウイルスワクチンを接種した65歳以上の方に「値
引き・おまけ」などのサービスを提供する店舗に対し、サービスにかかる費
用の補助を実施する予定です。なお、本キャンペーンによるサービスを
店舗で受ける際には、ワクチン接種券にて接種済の確認をします。対象
店舗の募集や実施時期等の詳細は、決まり次第、区報・区 でご案内します。
経済課緊急経済対策担当☎（5803）1173

文京ソコヂカラ　ワクチン接種応援キャンペーン（予定）

　「民生委員・児童委員」は、厚生労働大臣の委嘱を受け、
地域に根差した福祉活動を行っているボランティアです。
児童の問題を専門に担当する「主任児童委員」もいます。
　生活上の困りごとや子育て・介護の不安等に
関する相談を受け、必要な支援ができるよう、
区や関係機関と連携しています。
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相
談内容や個人の秘密を漏らすことはありません。
　お住まいの地域の担当民生委員・児童委員に
ついては、福祉政策課にお問い合わせください。
福祉政策課地域福祉係☎（5803）1202

あなたの地域の相談相手！民生委員・児童委員
～5月12日は民生委員・児童委員の日です～

〒112-8555文京区リサイクル清掃課☎（5803）1135 （5803）1362リサイクル清掃課からのお知らせ

　リサイクルの推進や食品ロス（まだ食べられるのに捨てられてしまう食品）の削減に
積極的に取り組む店舗を募集します。
　「リサイクル推進協力店」には、登録証と協力店マークを交付し、区 等で店舗名と
主な取組等を紹介します。
リサイクルの推進や業務上発生する食品ロスの削減に積極的に取り組んでいる小売業・

飲食店業・旅館業等を営む区内店舗 区 の「電子申請」（パソコンからのみ、スマートフォ
ン・携帯は不可）又は申請書を上記へ郵送・ 又は持参▷申請書配布 電話で上記へ（区
にも掲載） 4年1月14日㈮必着

3Ｒ＊に取り組む「リサイクル推進協力店（新規登録店）」募集！

主な取組例　1つ以上取り組んでいれば登録対象
●資源・電池の店頭回収　　　　　　　　　　　●マイバッグ持参・簡易包装の推進
●詰め替え用品・再生品や環境配慮商品の販売　●修理・修繕・下取りの推進
●フードバンクへの食品の提供 ●食品の肥飼料化など、食品リサイクルへの協力
●プラスチックごみ削減のための取組 ●その他リサイクル推進・食品ロスの削減への取組

＊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

　食品ロス削減のため、食べ残し対策に取り組む店舗を募集します。
　「ぶんきょう食べきり協力店」登録店舗には、登録証と協力店ス
テッカーを交付し、区 等で紹介します。
小売業・飲食店業・旅館業等を営む区内店舗 区 の「電子申請」

（パソコンからのみ、スマートフォン・携帯は不可）又は申請書を上
記へ郵送・ 又は持参▷申請書配布 電話で上記へ（区 にも掲載）
4年1月14日㈮必着

始めよう食べきり推進活動
「ぶんきょう食べきり協力店」を募集します！

主な取組例　1つ以上取り組んでいれば登録対象
●小盛りメニューなど利用者の要望に応じた適量での提供
●苦手な食べ物、アレルギー等を踏まえた食事の提供
●宴会等における「食べきり」の呼びかけ又はポスター等の掲示
●量り売り又はばら売り　　　　　●一人前の惣菜の販売
●賞味期限間近による値引き販売　●食べ残した料理の持ち帰り
●その他「食べきり」推進するための活動

▲〈協力店ステッカー〉
取組内容に○をつけるこ
とでPRに活用できます

エコの花、腐葉土作って咲かせよう！

生ごみ減量塾（春季）
オンライン講座

文京
eco
カレッジ ▲電子申請

6月11日㈮午後2時～4時 生ごみ腐葉土の作り方・使い方 松本
美智子氏（緑のごみ銀行理事長） 区内在住・在勤・在学者 30人（申
込順） 無料 区 の「電子申請」から申込 6月4日㈮
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の接続環境が必要

「子ども服無料頒布会」参加者募集！
　「子ども用品とりかえっこ」から、子ども服のみを持ち帰る
ことができる「子ども服無料頒布会」にリニューアルします。
6月26日㈯午前10時～正午のうち事前に指定された15分間（時間指定不可） シル

バーセンター 子ども服の頒布会（1世帯5点まで） 区内在住者［1世帯大人1人（未就
学児の同伴可）］ 60人程度（抽選） 無料
※抽選後に入場の順番と時間を指定し当選者へお知らせ
※入場は1回15人程度（完全入替制、再入場不可）　※マイバッグを持参のこと

から、子ども服のみを持
布会」にリニューアルし
のうち事前に指定された
布会（1世帯5点まで） 区
選） 無料

延 期
詳細は問合せ先へ
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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！

　 東洋大学
　 東京大学
　 跡見学園女子大学

A
B
C

文京区は競技かるた発祥の地とされています
が、その学生が所属していたのは、現在のど
この大学でしょう？

【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！

文京区は競技かるた
発祥の地！

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！

今も文京区内にキャンパスを構える東京大学。明治時代、その当時の医学部
の学生たちが初めて作った緑倶楽部と弥生倶楽部という2つの「かるた競技
の会」が、現在の「競技かるた」や「かるた会」に繋がる起源とされています。

【答え】　　 東京大学B

区内在住・在勤・在学又は区内障害者施設に通う障害者の方、60歳以上
の区内在住者▷売上 お持ちいただいた作品が売れた際に、販売価格（希
望額は3,000円上限）から販売手数料（15%）を差し引いた額をお渡し
リアン文京☎（5940）2822 （5940）2823

●区民ひろば定例即売会の休止
　施設改修工事に伴い、4年9月まで休止します。
●今後の予定
　随時区ホームページ等でお知らせします。

ぶんぶんまるしぇ
 （障害者・高齢者の手作り作品預託販売）

文
ふ み

の京
みや こ

ハートフル工房
 （障害者施設商品販売会）

5月15日㈯～10月2日㈯午前9時～午後5時（日曜・祝
日を除く） 教育センター▷展示監督 佐々木猛智氏（東
京大学総合研究博物館准教授）、遠藤秀紀氏（同博物館教
授） 無料 教育センター☎（5800）2591
※車での来場は不可
※人数制限を行う場合あり

東京大学総合研究博物館
スクール・モバイルミュージアム

「貝の不思議」

森鷗外記念館 〒113-0022文京区千駄木1-23-4森鷗外記念館☎（3824）5511
bmk-event@moriogai-kinenkan.jp

鷗外講座　応用編「鷗外宛書簡から学ぶ」

　森鷗外記念館で所蔵している鷗外宛書簡を読み解きながら、鷗外の人物交流を知る6回シリー
ズの講座です。
どなたでも 往復はがき又は に講座名（第○回）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号と返信用に

もあて先を明記し、各締切日までに上記へ
タイトル 日時 内容・講師（敬称略）・定員・費用等

第1回　海を渡る手紙―家族の思いをのせて
6/19㈯

10：30～12：00 倉本幸弘（森鷗外記念会常任理事） 各20人
（抽選） 500円（資料代） 6/5㈯必着第2回　海を渡る手紙―留学生森林太郎への期待 13：30～15：00

第3回　書簡集から浮かび上がる鷗外文化圏
7/3㈯

10：30～12：00 須田喜代次（大妻女子大学教授） 各20人
（抽選） 3,850円（テキスト代） 6/19㈯必着第4回　書簡集から浮かび上がる鷗外文化圏 13：30～15：00

第5回　心を許した友・賀古鶴所との交信
7/18㈰

10：30～12：00 宗像和重（早稲田大学教授） 各20人（抽選）
2,547円（テキスト代） 7/3㈯必着第6回　心を許した友・賀古鶴所との交信 13：30～15：00

※内容は全て異なる
※第3～6回は森鷗外宛書簡集1又は2をテキストとして使用するため、事前にショップで購入のうえ、受講のこと

初夏の尾瀬ハイキングと
　魚沼のユリ＆豪農の館目黒邸

日時

7/3㈯ 　 11：40道の駅ゆのたに（深雪の里）集合―昼食―目黒邸・ユリ畑見学
―バスで各宿へ

4㈰ 　 各宿迎え（早朝出発）―尾瀬ハイキング（3時間半程度）
―魚沼市内・各解散場所へ

定員 20人程度（抽選）

送迎

【迎え】新幹線　　10：33　浦佐駅着
　　　高速バス　11：26　小出インターチェンジ着
【送り】新幹線　　18：49　浦佐駅発
　　　高速バス　18：51　小出インターチェンジ発
※上記着発の各公共交通に合わせて送迎

ツアー
参加費

大人13,500円　子ども10,500円
※申込後、参加者に郵送される振込用紙にて振込（手数料不要）

宿泊費

宿泊施設はやまびこ荘又は魚沼市観光協会の取扱う宿泊施設を選択のうえ、各自予約（落選の場合、キャンセルは
各自で）
●魚沼市観光協会の取扱う宿泊施設に宿泊する場合
宿泊費は、大人1人7,200円～17,900円程度。宿泊施設により異なる。詳細は、魚沼市観光協会 参照
●やまびこ荘に宿泊する場合
区内在住者　大人5,500円、子ども3,900円
①区内在勤・在学者
②区内在住者と同行する区外在住の家族  
③区内在勤者と同行する同居の家族

ツアー
申込

はがきに「尾瀬ハイキングと魚沼のユリ」・参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、〒946-0075新潟
県魚沼市吉田1144（一社）魚沼市観光協会へ（ https://www.iine-uonuma.jp からも申込可） 5/31㈪必着
※6/1㈫から郵送で結果発表

問合せ
主催 （一社）魚沼市観光協会☎025（792）7300（毎日9：00～17：00）

※ 魚沼までの往復の交通手段については、各自で手配
※ 当日、区内在住を証明できる健康保険証・運転免許証等、区内在勤・在学を証明できる社員証・学生証等を必ず提示（いず
れもコピー可）
※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。宿泊費は、現金払いのみ
※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）
※新型コロナウイルス感染症対策は徹底するが、今後の感染状況により中止又は内容を変更する場合あり

⎫
⎬
⎭
大人　6,700円（別途入湯税150円）
子供　4,700円

　今年度は投句を募集し、選者の先生に選句していただきます。5・7・5の韻律で、自然や生活を詠んでみませんか。
兼題「天道虫」（「てんとうむし」でも可）、自由題1句ずつの投句。選者選（特選6句、佳作10句）を表彰▷ぶんきょう俳壇選者

佐怒賀正美氏・松澤雅世氏 区内在住・在勤・在学者、区内の句会所属の方 はがきに兼題1句、自由題1句と「俳句大会」・住所
（在勤者は勤務先・所在地・電話番号、在学者は学校名、句会所属の方は句会名も）・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、
〒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 6月11日㈮必着
※作品は楷書で、漢字には必ずルビを振ること

文京区俳句大会　作品募集

6月7日～28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） 電話又は直接江戸川橋体育館☎
（3945）4008へ▷申込期間 5月17日㈪午
前10時30分～6月6日㈰

①6月4日㈮②25日㈮午後1時15分～2時30分
総合体育館 肢体及び視覚障害者向けの①軽体操②
水泳（どちらか1日のみの参加も可） 区内在住・在
勤・在学で介助者なしで来館できる肢体及び視覚障
害者（介助者有の場合は要相談） 無料 前日まで
に電話又は直接総合体育館☎（3814）4271へ

6月15日～26日の火・木・土曜（全6回）午後
7時～8時30分 スポーツセンター 高校生
～65歳の区内在住・在勤・在学者 30人予定
（抽選） 2,000円（保険料・施設使用料等）
往復はがきに「初心者弓道教室」・住所（在勤

者は勤務先住所、在学者は学校名も）・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号・性別と返信用にも
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
5月24日㈪必着

元気ニコニコ体操
6月コース

初心者弓道教室
障害のある方向け

おでかけスポーツ（6月）
～体育館でからだを動かしてみませんか～

教　　室スポーツ

6月20日㈰午前9時文林中学校集合（小雨決行） 3時間程度歩く体力のある小学
生以上の区内在住・在勤・在学者（小学生は保護者同伴） 70人（抽選） 1人100円程
度（傷害保険料等） 区 の「電子申請」又は、はがき（1グループ1枚）に「ウォーキ
ングマップ改訂イベント」・参加者全員の住所（在勤者は勤務先名と所在地、在学者
は学校名も）・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し、〒112-8555文京区スポー
ツ振興課スポーツ振興係☎（5803）1308へ 5月30日㈰必着
※天候等により、内容変更・中止の場合あり

イベント
ぶんきょうウォーキングガイドブック&
 コースマップ改訂記念イベント
～文京区ゆかりの文豪と歴史を巡る6キロコース（根津・千駄木編）～

　展望ラウンジ全体をアートフラワーで美しく装飾
し、25階の高さ105ｍから望む大パノラマとともに
花々による癒しの空間を演出します。会場では「文京
花の五大まつり」紹介パネルの展示や観光協会による
観光土産品の販売も行います。
※来場者多数の場合は入場制限を実施予定

5月22日㈯～30日㈰午前9時～午後8時30分

Flower Lounge
～BUNKYO Hanamatsuri～

アカデミー推進課観光担当☎（5803）1174

　区報4月25日号で掲載した、5月22日㈯～30日㈰開催予定の「小倉百人一首フェス
ティバル2020 in Tokyo」の各種イベントは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
全て中止となりました。
アカデミー推進課文化事業係☎（5803）1120

小倉百人一首フェスティバル2020 in Tokyo中止のお知らせ

東京2020オリンピック・パラリンピック関連のお知らせ
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

　8月24日㈫の東京2020パラリンピック競技大会開催が間近に迫ってきました。開催100日
前を記念し、東京2020大会の聖火リレートーチ及び1964年東京大会の聖火リレートーチな
ど、その他競技バナーや大会記念アートポスター等大会関連展示物をご覧いただけます。
5月18日㈫・19日㈬午前10時～午後5時 ギャラリーシビック

※緊急事態宣言下では、東京2020大会の聖火リレートーチの展示は中止の場合あり

　7月20日㈫に、東京2020オリンピック聖火リレーが文京区で実施されます。区では、聖
火リレーを皮切りに、様々なイベントを企画しており、ともに大会を盛り上げるスタッフ「文
の京2020ボランティア」を募集します。
7月20日㈫～9月5日㈰ オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火リレー、コミュニティ

ライブサイトにおける補助・警備等 次の全ての条件を満たす区内在住・在勤・在学者、その他文
京区から東京2020大会を一緒に盛り上げたい方
①2009年4月1日以前に生まれた
②日本語による簡単なやりとりができる
③介助者を必要とする障害者や高齢者は、介助者と一緒に応募し活動できる
④ ボランティア説明会（YouTubeによる配信）を見ることができる 申込用特設
ページから申込 5月31日㈪午後5時

東京2020パラリンピック競技大会開催
 100日前イベントinBUNKYO

文
ふ み

の京
みやこ

2020ボランティア（第2期）募集

総合福祉センター シビックセンター

受付
会場 リアン文京事務所（1階） 障害者会館（3階）

日時 月～金曜9:00～16:00
（年末年始、祝日除く）

当面受付中止
（再開時に別途周知予定）

販売
会場 ぶんぶんストア（1階）

未定
（決定時に別途周知予定）日時 月～金曜9:00～16:00

（年末年始、祝日除く）

　暮らしの中に緑をとり入れることは、日々の生活に様々なメリットをもたらします。緑化
の補助金制度を活用して、緑あふれる家にしてみませんか？
生垣づくりの補助
　生垣は、街並みの美しい景観づくりだけでなく、防災・防犯等にも有効です。
新たに生垣を造る方で次の要件を全て満たす方①植栽する樹木の高さが1ｍ以上で、葉が相

互にふれあう程度の間隔②植栽の長さが連続して2ｍ以上ある③一般の通行に利用されている
道路に面している▷補助金額 生垣1ｍあたり18,000円（既存のブロック塀等を撤去する場合
は、1ｍあたり15,000円を加算）
※造成費用が補助金額に満たない場合は実費、事前に要相談
屋上等緑化の補助（事前相談が必要）
　屋上・壁面の緑化はリラックス空間となるだけでなく、冷暖房の節電にも効果が期待で
きます。
新たに屋上や壁面の緑化の工事等を行う方で、次の要件を満たす方①屋上緑化等…樹木
を主体とした緑化面積が連続して5㎡以上②壁面緑化…壁面資材を使用し高さ3ｍ以上で
面積が10㎡以上▷補助金額 緑化に要した費用の2分の1又は緑化面積1㎡あたり20,000
円（壁面緑化は10,000円）で算出した額のうち小さい額（限度額あり）
保護樹木・樹林の補助（事前申請が必要）
　所有者の方の申請に基づき、自然な樹形を保ち、樹木の主幹と樹冠が所有者の敷地内に
収まっており、地上1.5ｍの部分で直径が50㎝（幹廻り157㎝）以上の樹木、又は300㎡以
上の樹林を保護指定します。
　所有者の皆さんには、日常生活の中で点検し、剪定等手入れをしていただき、それに係
る維持管理費の一部を区が補助します。
▷補助金額 剪定など維持管理に要した費用の2分の1（樹木や樹林の規模ごとに年間の限
度額あり）
　また、倒木などに起因する損害に対処するため、区が賠償責任保険に加入しています。
市民緑地制度
　300㎡以上の樹林は、一定期間区民の皆さんに開放することを条件に、その間所有者の
方に代わり区が樹林の管理を行います。土地にかかる各種税制上の軽減措置を受けられる
場合もあります。

緑ある生活空間の創造のために
みどり公園課緑化係☎（5803）1254

▲ 魚沼市
観光協会

▲区

▲ホネガイ

▲電子申請

▲シビックセンター25階展望ラウンジ

▲東京2020アートポスター

▲区

ラワーで美しく装飾
大パノラマとともに

時～午後8時30分中 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・携帯版の「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

▲

区報「文京区一般廃棄物処理基本
計画特集号」を発行します
　5月24日㈪に新聞折込をするほか、
リサイクル清掃課・地域活動センター・
図書館などの区施設で配布します。
リサイクル清掃課リサイクル推進

係☎（5803）1135

シビックセンター改修工事のお知らせ
　シビックセンターは建築
されてから庁舎棟が25年
以上経過し、設備等の耐用
年数から大規模修繕・改修
等が必要になっております。あわせ
て社会情勢や区民ニーズ等の変化に
対応する必要があることから、改修
工事を行っています。工事中は、仮
囲いにより通路が狭くなるなど、ご
不便をおかけしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
保全技術課☎（5803）1270

※工事の概要（予定）は区 へ

マンション管理状況届出書の
提出はお済みですか
　区及び都では、分譲マンションの
管理不全を予防し、適正な管理を促
進するため、2年4月から管理状況届
出制度を実施しています。対象と考
えられるマンションには通知を送付
しておりますが、まだ届出をしてい
ない場合は、管理状況届出書を住環
境課管理担当へご提出ください。
昭和58（1983）年以前に新築され

た6戸以上のマンション
内容 問合せ

届出 住環境課管理担当
☎（5803）1374

届出書記載方法 分譲マンション総合相談窓口
☎（6427）4900

制度 都住宅政策本部住宅企画部
マンション課☎（5320）5004

※ 通知が届いたマンションで対象外と思われ
る場合は電話で住環境課へ
※ 詳細は東京都マンションポータルサイト  
https：//www.mansion-tokyo.metro.
tokyo.lg.jp/を参照

高齢者等住宅修築資金助成事業
　区内に所有する自宅を修築する方
に資金を助成します。
65歳以上の高齢者又は障害者を含

む世帯▷対象工事 バリアフリー化
工事、浸水対策工事、り災復旧工事（り
災後60日以内のり災証明書があるも
の）▷助成金額 税抜き工事費の10％
（上限20万円）▷申請書配布 住環境
課（区 にも掲載）
住環境課管理担当☎（5803）1374
※必ず、工事着工前の申込が必要。
その他要件あり
※申込等、詳細は上記へ

令和3年経済センサス―活動調査
―6月1日を基準日に、全国全ての事
業所及び企業を対象に実施します―
　この調査は、統計法
に基づいた基幹統計調
査です。調査へのご理
解とご協力をお願いし
ます。
　調査票に記入された内容は、統計
表の作成のみに使用され、調査結果
は、商店街等の活性化のための施策
や、民間企業における経営計画策定
の基礎資料などに利用されます。利
用目的以外に使用することはありま
せんので、安心してご提出ください。

目的

① 事業所・企業の経済活動を全国的及
び地域別に明らかにすること
② 各種統計調査の母集団情報の整備を
図ること

対象 全国全ての事業所及び企業

項目 名称、所在地、経営組織等基本的な
事項のほか、産業別の特性事項など

調査
方法

●調査員による訪問調査
5月下旬から調査員が調査票を配付、
6/1㈫から回収
＊ インターネットでの回答も可能で
す。ぜひご利用ください。
●直轄調査
国から、企業の本社等に調査書類を
郵送
＊ 郵送又はインターネットで回答可
能です。

問合せ

●調査全般
令和3年経済センサス―活動調査コー
ルセンター
☎0120（430）103（フリーダイヤル）
☎（6630）7641（IP電話などフリーダ
イヤルに接続できない場合）
▷設置期間 5/6㈭から
▷受付時間  毎日9：00～20：00

● 調査票の回収・再送等、調査員につ
いて
区民課調査統計係
☎（5803）1172
▷受付時間
・ 5/12㈬～6/19㈯の月～金曜（祝日除
く）＝9：00～19：00、土曜＝9：00～
17：00（5/15㈯除く）
・ 6/20㈰以降の月～金曜（祝日除く）
＝9：00～17：00

バリアフリーパートナー
（学校等ボランティア）募集
　心身の発達に遅れがみら
れるなど、幼稚園や小・中学
校の教育の中で特別な支援
を必要とする子どものお手
伝いをしていただける方を募集します。
区立幼稚園、小・中学校に在籍する
特別な支援を必要とする園児・児童・
生徒への支援［保育（授業）中、給食、
プール、行事等での見守り・支援、園
外保育（校外授業）等への付添いなど］
特別支援教育に関心がある方（資格

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

触って体験！はじめてのスマホ入門
6月8日㈫①午前10
時～正午②午後2時～
4時（各回同内容） 勤
労福祉会館 スマート
フォンの機能及び操作
の基礎知識、携帯電話トラブル事例
の紹介等 ソフトバンク派遣講師ほ
か スマートフォンの利用に慣れて
いない区内在住・在勤・在学者 各回
20人（申込順） 無料 電話で消
費生活センター☎（5803）1105へ
※当日貸し出すiPhoneを使用

第1回家庭教育講座
ネットトラブルから子どもを守るために
6月11日㈮午前10時～11時30分
アカデミー文京 山本啓史氏（東

京都ファミリeルール事務局統括マ
ネージャー） 年中児～中学生を子
育て中の区内在住・在勤者 48人（先
着順） 無料 当日直接会場へ 教
育総務課地域教育支援担当☎（5803）
1302 （5803）1366
※保育（ 2歳以上 10人）希望者は、
6月3日㈭までに電話又は で上記へ
（申込順）
※手話通訳の希望者は、5月27日㈭
までに電話又は で上記へ

ファミリー・サポート・センター講演会
6月15日㈫午前10時
～正午 区民センター
子どもが育つうえで、
家族以外の地域の大人に見守られる
ことの大切さについて 西川正氏（ハ
ンズオン！埼玉理事） 区内在住者
50人（申込順） 無料 電話で社会
福祉協議会ファミリー・サポート・セン
ター☎（3812）3043へ 6月11日㈮
※保育（ 1歳～就学前児 5人程度）
希望者は申込時に要予約

ンターC-Rights代表理事） どなた
でも 無料 社会福祉協議会地域連
携ステーションフミコム☎（3812）
3044 https：//fumicom.tokyo
※詳細は上記 へ

S
ステップ

TEP事業～ひきこもり等自立支援事業～
講演会

～ひきこもりへの
対話的アプローチ～

臨床心理士によ
る個別相談会

日時 6/19㈯
10：00～12：00 13：00～14：30

会場 区民センター シビックセンター
内会議室

講師 斎藤環氏
（精神科医ほか） －

対象 どなたでも 区内在住者
定員

（申込順）
80人

（区内在住者を優先） 4人

費用 無料

申込
問合せ

電話又は に 6面記入例 1～3・5を明
記し、茗荷谷クラブ☎（3941）1613
（3947）0766へ

高齢者の将棋交流会
6月24日㈭午後1時～
4時 福祉センター江
戸川橋▷対局方式 ク
ラス別2回戦 60歳以
上の区内在住者 20人（抽選） 無料
はがき又は に　　　 1～5と

6段（級）を明記し、〒112-0006文京
区小日向2-16-15福祉センター江戸
川橋☎（5940）2901 （5940）2902
へ 6月4日㈮必着

食品衛生推進員＊を委嘱しました
　食品等事業者の自主管理の推進及
び区が行う食品の安全確保事業の推
進に協力する12人の方が、区長か
ら委嘱を受けて、4月1日から第13
期目の文京区食品衛生推進員として
活動を開始しました。
生活衛生課食品衛生担当☎（5803）

1228
＊ 食品衛生推進員は食品等事業者からの食品
衛生関係の相談に応じ、適切な助言・支援
を行います

6面記入例

男女共同参画週間記念講演会
（オンライン開催・ライブ配信）
グローバル時代は女性の時代
～その経済特性と愛が
世界を救う～
6月13日㈰午後2時

～4時 浜矩子氏（同志
社大学大学院ビジネス
研究科専門職学位課程
教授） 無料

オンライン開催 ライブ配信
（スクリーン視聴）

参加
方法

Z
ズ ー ム

oom（オンライン会
議ツール）から参加

会場（男女平等セン
ター）参加

定員 50人程度（申込順） 30人（抽選）

申込

男女平等センター
https://www.

bunkyo-danjo.jp/
から申込

往復はがき（1枚2人
まで）に参加者全員
分の 6面記入例 2～5
を明記し、下記へ

締切 6/1㈫必着
※ ライブ配信のみ手話通訳あり、希望者は申
込時に「手話通訳希望」と記載

〒113‒0033文京区本郷4‒8‒3男
女平等センター☎（3814）6159

消費生活研修会（オンライン開催）
はじめての資産運用
6月19日㈯午後2時～4時 株式・

債券等の金融商品の魅力やリスクの
ほか、個人の資産形成支援制度であ
るNISA・iDeCoについて等 日本証
券業協会 金融・証券インストラク
ター 区内在住・在勤・在学者 30
人（申込順） 無料 区 の「電子申
請」から申込 消費生活センター☎
（5803）1105
※Z

ズ ー ム

oom（オンライン会議ツール）の
接続環境が必要

フミコムcafe（オンライン開催）
「子どもの権利」から考えるやさしい
まちづくり
5月19日㈬午後7時～8時30分
甲斐田万智子氏（国際子ども権利セ

心身障害者（児）短期保護事業
　常時介護を必要とする心身障害者・
児（3歳以上）の方のご家族が、疾病・
休養等の理由で介護を行うことが困
難な時に、施設でお預かりする事業
です（時間単位、宿泊含む）。
①障害者手帳をお持ちの方（身体

障害者手帳1級～3級、又は愛の手帳）
②脳性まひの方③進行性筋萎縮症に
罹
り

患している方④区内障害者（児）通
所施設を利用している方 4時間以
内＝400円（以後1時間ごとに100円、
食費等実費負担あり） 電話又は
で文京藤の木荘（文京槐

えんじゅ

の会内）☎
（3943）4300 （3943）4330へ
※要事前登録

特別な支援が必要と思われる
お子さんの就学相談
　小・中学校入学にあたり、
心身の発達に遅れがあるな
ど、保護者の方の心配なこ
とや入学先について、ご相
談ください。
4年4月に小・中学校入学予定の幼

児・児童の保護者 電話で教育指導
課特別支援教育担当☎（5803）1298
へ 10月29日㈮
※在籍中の小・中学生の相談も受付

文京区児童相談所新築計画についての
建築基準法第48条に基づく公聴会の開催
　小石川3丁目14番文京区児童相談
所新築計画について、下記の通り建
築基準法第48条第15項に基づく公
聴会の開催及び計画内容の縦覧を実
施します。
　利害関係者でご意見のある方は、
意見書を提出することができます。

公聴会 縦覧 意見書提出

日程 6/7㈪14：00 5/21㈮～6/3㈭
5/21㈮
～6/4㈮

会場 区民センター 建築指導課 ―
申込等 当日直接会場へ 直接建築指導課へ

建築指導課☎（5803）1263

新たな「営業の許可制度」「営業
の届出制度」が創設されます
　6月1日㈫から、食品衛
生法の改正に伴い、現在の
食品関係の営業許可業種が
見直され、新たな「営業の
許可制度」「営業の届出制
度」が創設されます。
生活衛生課食品衛生担当☎（5803）

1228
※詳細は上記又は都・福祉保健局
を参照

イキイキ人生♪～保育補助セミナー～
6月10日㈭午後2時～4時30分（20
分前から受付） シルバーセンター
保育の基本や保育施設で働くこと
の楽しさややりがいについて 60
歳以上の区内在住者 20人（申込順、
選考の場合あり） 無料 電話又は
に　　　 1～5を明記し、〒112-
0003文京区春日1-16-21シルバー人
材センター☎（3814）9248 （3811）
9100へ 6月1日㈫

中央安全推進大会（労働安全）
　産業界における自主的な労働災害
防止活動を推進するとともに、広く
一般の安全意識の高揚と安全活動の
定着を図ることを目的として実施し
ます。
6月22日㈫午後1時30分～4時30
分 銀座ブロッサム（中央区銀座
2-15-6） 安全週間の説明、労働
災害防止と産業安全に関する講演な
ど 区内事業者及び労働者 無料
郵送又は に6面記入例 1・3・5と6事
業所名・人数を明記し、〒113-0033
文京区本郷4-15-14富坂産業協会
（3812）1280へ 中央労働基準監督
署☎（5803）7382

6面記入例

会員募集
五月祭教育フォーラム2021
①5/15㈯15：00～17：00（予定）②オンライン（Youtube Live）③変わりゆく時代、変わりゆく大学
～問い直そう！大学の役割～④伊藤羊一氏ほか⑦ どなたでも 申込フォーム bit.ly/3ewoij6
から申込⑧日本教育再興連盟☎092（884）3213 mayfeseduforum.info@roje.or.jp

①日時 ②会場 ③内容 ④講師 ⑤入会金
⑥会費 ⑦対象その他 ⑧問合せ
・掲載内容の責任は当事者で。
・費用の記載のないものは無料。
・催し物で申込方法の記載がないものは申込不要。

　区内サークル・公共性のある団体の情報を掲載
します。紙面の都合で掲載できないこともあり
ます。なお、営利や売名を目的とするもの、前
回の掲載から1年を経過していないもの、会費が
多額なものは掲載できません。

教育センター 
第4回

子どもパソコン教室
第1回

子ども科学カレッジ
第5回

子どもパソコン教室

第2回
やってみましょう
楽しい実験

第6回
子どもパソコン教室

第2回
子ども科学カレッジ

日時
6/5㈯

①9：30～11：00
②13：30～15：00

6/5㈯
14：00～16：00

6/12㈯
①9：30～11：00
②13：30～15：00

6/12㈯
①10：00～12：00
②14：00～16：00

6/19㈯
①9：30～11：00
②13：30～15：00

6/19㈯
14：00～16：00

会場 教育センター お茶の水女子大学

内容
アルゴロジック

～アルゴリズムの基礎に
触れてみよう～

「地球」のふしぎとしくみ
―地球の中ではどんなことが
起きているのだろう―

ビスケット
～イラストを動かしてプログラ
ミングの考え方を学ぼう～

夏の星座を観察しよう/
プラコプター（フライングウイング）/

空気の不思議

ビスケット
～イラストを動かしてプログラ
ミングの考え方を学ぼう～

サンゴの変身
―浮遊生活から固着生活へ―

講師
（敬称略） 教育センター専門指導員 東京大学地震研究所

教授　岩森　光 教育センター専門指導員
お茶の水女子大学基幹研究院

自然科学系
教授　服田　昌之

対象 区内在住・在学の
小学3年～中学生

区内在住・在学の
小学4年～中学生

区内在住・在学の小・中学生
（小学2年生以下は保護者1人同伴）

区内在住・在学の５歳～小学生
（小学２年生以下は保護者1人同伴）

区内在住・在学の小・中学生
（小学2年生以下は保護者1人同伴）

区内在住・在学の
小学4年～中学生

定員 各10人（抽選） 16人（抽選） 各10人（抽選） 各30人（抽選） 各10人（抽選） 16人（抽選）
費用 無料 90円（保険料）

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 5/24（月）必着 5/31（月）必着 6/7（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

〒113-0034文京区湯島4-7-10教育センター☎（5800）2591

交流館の教室  
カービング教室 カーレット教室 季節の寄せ植え講座

日時 5/30㈰
①13：30～14：40②15：10～16：20

6/2㈬・16㈬
14：00～16：00

6/8㈫
①10：30～12：00②13：30～15：00

会場
問合せ 白山交流館☎（3813）8500 千駄木交流館☎（3821）6695 根津交流館〒113-0031文京区根津1-14-3

☎（3828）5269

内容
講師

（敬称略）
対象等

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） 5/15㈯
10：00から電話又は直接白山交流館へ

卓上カーリングで多世代交流をはかる
区内在住・在勤・在学者 各10人（申込順）
100円 5/15㈯10：00から電話又は直接千
駄木交流館へ

夏まで楽しめる寄せ植え 樺澤智江 区内在
住・在勤・在学者 各5人（抽選） 2,500円（花材
費） 往復はがきに6面記入例 1～3・5と6希望時
間帯を明記し、根津交流館へ 5/24㈪必着
※定員に満たない場合、開催しない可能性あり

3年度児童館・育成室会計年度任用職員募集
職 種 児童指導補助 児童指導補助（障害児対応） 障害児保育補助（育成室）
勤務地 区内の児童館・育成室
採用予定者数 若干名
月額報酬 166,320円 105,120円 199,728円

勤務日 週5日
（月～金曜）

週5日
（月～金曜）

週5日
（月～土曜のうち5日間）

勤務時間 13：15～18：45 15：15～18：15

週4日（5時間30分）
13：15～18：45
週1日（6時間30分）
11：15～18：45
（休憩1時間含む）

任用予定期間 任用開始日～4年3/31㈭
選考内容 書類選考後、面接
申込
問合せ

申込書と作文「今までの職務経験等」（アルバイト・ボランティア等も含む、400字程度）
を、〒112-8555文京区児童青少年課児童係☎（5803）1188へ郵送又は持参

申込書配布 児童青少年課（区 にも掲載）
※欠員がなくなり次第、募集終了
※月額報酬は給与改定により変動の場合あり、交通費・期末手当別途支給
※詳細は区 を参照 ▶区

地域活動センターからのお知らせ 
大原地域活動センター
6月3日㈭午前9時～午後5時 館

内定期清掃のため、会議室貸出・区
民サービスコーナーの休止 大原地
域活動センター☎（3946）8594
向丘地域活動センター・アカデミー向丘
6月22日㈫午前9時～午後5時 館
内定期清掃のため、会議室貸出の休
止 向丘地域活動センター☎（3813）
6668、アカデミー向丘☎（3813）7801
駒込地域活動センター ※終日休館
7月11日㈰ 上水ポンプ更新工事
に伴う断水のため休館（会議室貸出・
区民サービスコーナーの休止） 駒
込地域活動センター☎（3824）5801

地球温暖化対策に関する
アンケートを実施します
　地球温暖化防止に対する意識及び
取組状況等を把握するため、区民向
け・団体向け・事業者向けの3種類の
アンケートを実施します。アンケー
トは、無作為に抽出された方に5月
下旬頃に郵送します。いただいたご
意見は今後の地球温暖化対策の参考
とさせていただきますので、回答へ
のご協力をお願いします。
環境政策課地域環境係☎（5803）

1276

障害による公的年金等を受給
しているひとり親の方も児童扶養
手当を受給できるようになりました
（児童扶養手当法一部改正）
　3月分の手当以降は、児
童扶養手当の額が障害年金
の子の加算部分の額を上回
る場合、その差額を児童扶
養手当として受給できるようになり
ました。年金併給者は所得制限額に
非課税公的年金給付等が含まれます。
　既に児童扶養手当受給資格者とし
て認定を受けている方は、申請は不
要です。
　認定を受けていない方は、申請が
必要です。3月1日時点で支給要件
を満たしている方は、6月30日㈬ま
でに申請すれば、3年3月分の手当
から受給できます。
申請書を〒112-8555文京区子育
て支援課児童給付係へ郵送又は持参
子育て支援事業コールセンター☎

（5803）1288
※詳細は区 を参照

▲区

▲区

▲区

▲区

▲都・福祉
保健局

▲浜矩子氏

◀ 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！

●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！

広報課広報担当☎（5803）1128

ここが便利！

ブラウザでも
読めます 

タップ！
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介護予防体操地域会場
6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 日時（入替制） 定員

（申込順）

5/19
㈬

アカデミー音羽
6/1㈫
8㈫
15㈫
22㈫
29㈫

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

5/20
㈭

動坂会館 6/2㈬
9㈬
16㈬
23㈬
30㈬

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

5/21
㈮

福祉センター
湯島
※上履きを持参 6/3㈭

10㈭
17㈭
24㈭

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

5/24
㈪ シルバーセンター

6/3㈭
10㈭
17㈭
24㈭

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

各
16人

5/25
㈫ アカデミー茗台

6/4㈮
11㈮
18㈮
25㈮

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

各
16人

5/26
㈬

駒込地域活動
センター

6/4㈮
11㈮
18㈮
25㈮

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

各
12人

5/27
㈭

汐見地域活動
センター

6/7㈪
14㈪
21㈪
28㈪

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

各
3人

大原地域活動
センター

6/7㈪
14㈪
21㈪

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

各
16人

5/28
㈮

福祉センター
江戸川橋

6/7㈪
14㈪
21㈪
28㈪

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

各
12人

音羽地域活動
センター

6/7㈪
14㈪
21㈪

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

千駄木高齢者
在宅サービス
センター

6/7㈪
14㈪
21㈪
28㈪

①10：00～10：45
②11：00～11：45

各
7人

※1人1会場の利用に限る

元気でいきいき教室
飛び出すしかけの
絵本つくり

はじめての
盤ハーモニカ

日時
6/7～7/5の月曜
10：00～11：30
（全5回）

6/10～7/15の
木曜（6/24を除く）
14：00～15：30
（全5回）

会場 福祉センター
湯島

福祉センター
江戸川橋

内容 世界でたった一冊
の絵本を作る

楽しく演奏しなが
ら腹式呼吸で筋力
アップ

対象 65歳以上の区内在住者
定員 14人（抽選） 20人（抽選）

費用 1回300円 1,000円（卓送用
パイプ代含む）

申込
問合せ

電話で福祉センター
湯島
☎（3814）9245へ

電話で福祉センター
江戸川橋
☎（5940）2901へ

締切 5/28㈮

認知症講演会・家族交流会
6月19日㈯10時～正午（30分前か

ら受付） 区民センター 認知症の
方のサービスを知ろう第1弾「小規模
多機能型居宅?グループホームって
どんなところ?」 濱崎友子氏（グッ

ドライフケアセンター向丘管理者）
区内在住・在勤者 10人（申込順） 無
料 電話で高齢者あんしん相談セ
ンター本富士分室☎（3813）7888へ

高齢者のための熱中症予防講座
6月19日㈯午後2時～3時30分

礫川地域活動センター 熱中症と脱
水の対策～高齢者は脱水になりやす
い⁉～ 実重朋洋氏（大塚製薬工場
OS－1事業部NR・サプリメントアドバ
イザー） 区内在住・在勤者 10人（申
込順） 無料 電話で高齢者あんし
ん相談センター富坂分室☎（5805）
5032へ

3年度麻しん・風しん混合ワクチン
（ＭＲ）第2期定期予防接種
▷接種期間 4年3月31日㈭まで
平成27年4月2日～28年4月1日生
まれの方 無料
※対象の方には3年3月下旬に予診
票を送付。予診票がお手もとにない
方は予防対策課へ
※詳細は区 又は予防対策課へ
予防対策課☎（5803）1834

ぶんにこ本富士（認知症カフェ）
～落語で笑って認知症予防～
6月12日㈯午後2時30分～4時

区民センター 慶應義塾大学落語研
究会による落語会、シナプソロジー
体操 竹内雅巳氏 どなたでも 30
人（申込順） 100円（参加費） 電
話で高齢者あんしん相談センター本
富士分室へ☎（3813）7888へ

専門医による骨粗しょう症健診
6月17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（3年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
5月20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

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
6/2㈬・16㈬
10：00～13：10

会場 福祉センター
江戸川橋 シルバーセンター

申込
問合せ

電話で福祉センター
江戸川橋
☎（5940）2901へ

電話で高齢福祉課
社会参画支援係
☎（5803）1203へ

申込
期間

5/21㈮9：00～
各回前日

5/21㈮8：30～
各回前日

※1人1回の利用に限る。ただし16㈬
分のみ6/4㈮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

転ばナイス教室
6月23日～7月28日の水曜（全6回）

午前10時～11時30分 東急スポーツ
オアシス本駒込店（本駒込2-28-12）
転倒による骨折等が原因で要介護

状態になるのを防ぐため、転ばない、

骨折しないカラダづくりを学ぶ 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 20人（抽選、初めて参加する方
を優先） 無料 本人が電話で高齢
福祉課介護予防係☎（5803）1209へ
▷申込期間 5月17日㈪～26日㈬

軽体操教室　6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） 5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
9人

木 　10：00～11：00 9人
※1人1館の利用に限る

在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談
　疾病や障害等で歯科医院への通院
が困難な方に、歯科医師や歯科衛生士
がご自宅に訪問し、歯科健診・相談と、
口
こう

腔
くう

ケアなどの予防指導を行います。
区内在住の在宅療養者、身体障害

者手帳1種又は愛の手帳1度若しくは2
度をお持ちの方 無料、但し治療が
必要な場合は保険診療（有料） 月～
金曜の午前11時～午後4時（祝日、8月
13日～16日、12月29日～1月4日を除
く）に電話で文京区地域包括ケア歯科
相談窓口（小石川歯科医師会・文京区歯
科医師会）☎090（4544）8020へ 健
康推進課保健係☎（5803）1229

はじめての離乳食講習会
6月17日㈭①午前10時30分～11

時30分②午後1時～2時 保健サー
ビスセンター 講義とデモンスト
レーション「5～6か月児の離乳食づ

くりのポイント」 2年12月～3年1
月生まれで区内在住の第一子の保護
者 各12人（申込順、初めて参加す
る方を優先） 無料 5月18日㈫
午前8時30分から電話で保健サービ
スセンター☎（5803）1805へ
※筆記用具を持参

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）

6/4㈮・11㈮
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各15人（申込順）

申込
問合せ

5/20㈭8：30から電話で
保健サービスセンター
☎（5803）1805へ

保健サービスセンター本郷支所
日時
（受付は
10分前から）

6/8㈫・15㈫
①13：25～14：30 ②15：20～16：25

定員 各10人（申込順）

申込
問合せ

5/20㈭8：30から電話で
保健サービスセンター本郷支所

☎（3821）5106へ
※1日のみの参加も可
※母子手帳・筆記用具・飲み物（必要な方）を持参
※ 会場は居住地域によって異なる、管轄する
保健サービスセンターを区 で確認のこと

「特定不妊治療費助成事業」の
助成対象が拡充されました
　東京都特定不妊治療費助
成事業において、所得制限
撤廃、事実婚の方の申請要
件緩和といった対象者の拡
充がされました。
　これに伴い、文京区特定不妊治療
費助成事業においても、事実婚の方
の申請要件を緩和しました（3年1月1
日以降に終了した治療から対象拡充）。
健康推進課健康増進係☎（5803）

1961
※詳細は都 及び区 を参照

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「障害者

対象講座」・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記し、リアン文京☎（5940）
2822 （5940）2823へ

講座名 日時 会場 参加費 締切 持ち物
聴覚障害者対象
モザイクタイル教室

6/10㈭
13：30～15：30 障害者会館

500円
6/2㈬ 作品を入れる袋、ポケット

又はウエットティッシュ
精神障害者対象
ハーバリウム教室

6/26㈯
13：30～15：30

福祉センター
江戸川橋 6/17㈭ 作品をいれる袋

知的障害者対象
ストレッチ教室

6/29㈫
11：00～12：00 障害者会館 無料 6/18㈮ 汗拭きタオル、運動靴※動きやすい服装で参加

▲都

東京都出産応援事業 健康推進課健康増進係
☎（5803）1961

　コロナ禍において子どもを産み育てる家庭を応援・後押
しするために、都が10万円分（送料含む）の育児用品や子
育て支援サービス等を提供します。

申請までの流れ

①区からギフトカードを、対象者に簡易書留で郵送
② 専用ウェブサイトへアクセスし、登録（登録にはカードに記載のID・パス
ワードが必要）
③専用ウェブサイトから商品を選択し、申込
※カードの初回送付は5月下旬頃、その後は出生後3か月までに送付予定

～コロナに負けない！～

次のいずれかに該当する家庭①3年1月1日～3月31日までの
間に出産し、出生日に都内に住民票があり、かつ3年4月1日に
区内に住民票がある世帯②3年4月1日～5年3月31日までの間
に出産し、出生日に区内に住民票がある世帯
※詳細は都 を参照

▲都


