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 板橋スポーツ吹矢クラブ 
 

問合せ：電話 090-3597-3775（鈴木） 
場所：下板橋、下赤塚、志村坂上 
日時：毎月土曜日・日曜日 活動場所により異なる、 

13 時～15 時 
会員：101 名  入会：条件は特になし 
会費：初回体験無料、2 回目から 1 回 500 円 

登録会員・会員以外は 1 回 500 円 
内容：区内 3 箇所の練習場で月に 6 回練習していま
す。安全で楽しく、面白く、長く続けられ、初めての
方でも大丈夫です。いつでも無料体験ができます。健
康を目指し、生きがいを見出すためにスポーツ吹矢を
はじめませんか。 

 NPO 法人 日本トリム体操協会いたばしトリム  
 

問合せ：電話 042-505-7068 
（事務局） 03-3938-2018（笹原） 

HP http://www.nihon-trim.jp 
場所：①清水地域センター②下赤塚地域センター 
日時：①毎週木曜日 10 時～11 時 45 分  

②毎週火曜日 13 時 15 分～14 時 45 分 
会員：①15 名②10 名 
入会：40 歳以上どなたでもどうぞ 
会費：入会金 1,000 円、月額 2,000 円 
内容：①は比較的元気な方向け、②は少し体力に不安
があってもできる「いすに座って」の体操をしていま
す。見学、体験もできます。心身をほぐせば心も元気！
運動経験の無い方も楽しく一緒に体操しませんか？ 

健康体操けやきの会 
 

問合せ：電話 03-6780-1212（土屋） 
場所：上板橋健康福祉センター２階集会室 
日時：毎週月曜日 10 時～11 時 30 分 
会員：35 名 
入会：可 
会費：入会金 500 円、月額 1,500 円、他にスポーツ
保険料 
内容：50 歳以上の女性のグループです。ストレッチか
らリズム体操、リトミックは頭の体操にもなります。
種具のブルーメイトで、自分に合った運動を取り入
れ、健康は自分で守るをモットーに「楽しく長く」に
努めています。 

大人健康体操教室 
 

問合せ：電話 03-3937-2818（斉藤） 
場所：上板橋 、その他出張可（5 人以上のグループ） 
日時：毎週月曜日・木曜日 10 時 30 分～12 時 
毎週日曜日 10 時 30 分～12 時 
会員：20 名 
入会：無料体験あり 月曜日・木曜日は女性対象、日
曜日は性別問わず男性・女性・夫婦 
会費：入会金 1,000 円、１回 500 円 
内容：手指、足指から始め全身運動へ。1 つ 1 つの動
きをていねいに指導いたしますので楽しく身体を動
かしてその人なりに動ける身体を目指しましょう。企
業、町会、集いの健康づくりをお手伝いいたします。 

ダイヤビック（サークル葵） 
 

問合せ：電話 090-3524-8024（芳賀） 
場所：板橋区立郷土芸能伝承館 
日時：毎月第 1・第 3 木曜日 13 時 30 分～15 時 
会員：12 名 
入会：中高年 
会費：3 ヶ月 3,500 円 
内容：有酸素運動をとり入れたシニア向けエアロ他脳
トレなど、楽しく体を動かしています。全身を使って
からだの機能をアップし、健康を維持することです。 

３Ｂ体操 
 

問合せ：電話 5398-1417（丸井） 
場所：集会所、ふれあい館など 
日時：火曜日、木曜日、金曜日など 
入会：どなたでも 
会費：入会金 1,000 円、月額 3,000 円 
内容：皆で楽しく音楽にあわせてストレッチ、筋力運
動、脳トレ、ダンス等身体を動かしています。出張講
座ができます。 

 

 

 

 

運動 
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ES クラブ 
 

問合せ：電話 03-3958-6657 
場所：志村坂上地域センター他３カ所 
日時：毎月３回（原則）火曜日 9 時 30 分～11 時 
会員：16 名 
入会：可 
会費：入会金 1,000 円 月額 2,500 円 体験 1,000
円 
内容：シニア健康体操のサークルです。日常生活で無
理なくできるシニア向け体操を行います。関節、筋肉
の機能を改善するストレッチを行い、脳トレや顔面運
動などを取り入れています。 

志村坂上ミセス健康体操 

問合せ：電話 03-6789-7641（大友） 
メール kumiko-3663@i.softbank.jp 
場所：志村坂上地域センター 
日時：第１・第２・第３水曜日 10 時～11 時 30 分 
会員：14 名 
入会：可（女性） 
会費：月 2,500 円（無料体験あり） 

内容：日本スポーツ協会公認指導員であり、板橋区
高齢者スポーツ大学講師の指導です。整形外科的なメ
ディカル要素、予防法、改善法のある体操をお探しの
方、日常生活で楽しくできる体操をお探しの方、ご一
緒に。 

気功サークル恵 
 

問合せ：電話 03-3965-4965（髙橋） 
場所：蓮根ロータスホール  
日時：毎週金曜日、10 時～11 時 30 分 
会員：8 名  入会：無料体験あり 
会費：入会金 1,000 円、月額 4,500 円（４回） 
内容：自分の体を調整します。出張いたします。数人
でも、ご相談ください。 

あじさい体操グループ 
 

場所：上板橋健康福祉センター２階集会室 
日時：木曜日（月３回） 
会員：18 名 
会費：月額 1,500 円 
内容：健康体操 

太極拳・伝統楊式系健気服扇功社 
 

問合せ：電話 090-5139-3289 
メール taijiquan20184@docomo.ne.jp 

場所：仲宿地域センター2 階第一洋室 
日時：毎週月曜日、19 時 30 分～21 時 
会員：７名 
入会：可 
会費：入会金なし、月額 5,000 円 
内容：太極拳の「推手」という練習法を重視して活動
しています。「推手」の練習は、アルツハイマー病の予
防に効果があるともいわれています。また、伝統太極
拳の練習は、気功の効果が高く、身体や内臓、脳内の
活動を活性化させます。 

太極柔力球板橋 2016 
 

問合せ：電話 03-3965-3872（板橋） 
FAX 03-5392-6954 
場所：まなぽーと大原 1 階多目的室 
日時：毎週木曜日、10 時～12 時 
会員：8 名 
入会：可 
会費：1 回 700 円 
内容：明るく楽しくをモットーに砂の入ったボールを
ラケットに乗せて、音楽に合わせて柔力球の基本の動
きを行います。曲を聞いて、手と足を動かしますので
脳トレに良い健康なスポーツです。区の行事や施設へ
の慰問に行きたいと思っています。 

太極拳 華山会 
 

問合せ：電話 090-9003-9211（かわらい） 
場所：板橋、蓮根駅近辺 
日時：毎週月曜日、18 時 30 分～20 時 30 時 
会員：24 名 
入会：可 
会費：3 ヶ月 1 万 2 千円 
内容：太極拳の練習を通して、健康な身体づくりと会
員同士の親睦。出前講習会、太極拳指導、イベント協
力ができます。 

楊名時太極拳 板橋清水教室愛好会 
 

問合せ：電話 03-3960-6364（君塚） 
場所：清水地域センター 
日時：月 3 回 第 1～第 3 木曜日 19 時～20 時 45 分 
会員：13 名 
入会：可 
会費：月額 2,000 円、入会金なし 

内容：健康の維持と増進のための気功と太極拳。年齢

を問わず楽しく容易にできる健康運動です。ゆっくり

した動きの中で、細く、長く続けることで、元気と健

康につながっています。又、東京都各地域の大会にも

出席できます。 
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健康気功 
 

場所：下板橋駅前集会所 

日時：毎月第 3 水曜日と第 3 土曜日 

会員：14 名 

入会：区内在住の方 

会費：１回毎 1,000 円、入会金 1,000 円 

内容：中国伝統気功「一指禅功」を中心に「保健功」

や「養生法」で、若々しく健康に過ごすことを目的に

活動しています。気血の流れを良くし、自律神経を整

え、免疫力を高め、肩こりや腰痛などの予防・改善に

も役立ちます。 

高島平気功・太極拳同好会 
 

問合せ：電話 03-3975-8035 
場所：赤塚公園 
日時：毎週金曜日午前中 
会員：10 人 
入会：気功・太極拳が出来る方 
会費：なし 

内容：健康管理の為、自主的に練習している。 

めぶきの会 気功・太極拳 
 

問合せ：電話 03-3980-8625（吉田） 
 03-3934-4367（藤沢） 

場所：常盤台地域集会室・地域センター 
日時：毎週金曜日 9 時 30 分～11 時 30 分 
会員：6 名  入会：可（どなたでも） 
会費：入会金なし、月額 3,000 円+会場費 500 円 
内容：気功・太極拳で和気あいあい楽しく健康づくり
をしています。爽快に動く事でストレス発散にも繋が
ります。気功は自然治癒能力を高め病気になりにくい
体をつくり、太極拳は姿勢を整え、体力や筋力を増進
します。簡単な養生功の無料出張講座も行っていま
す。 

気遊会 
 

問合せ：電話 090-2640-2007（鈴木） 
場所：常盤台 3 丁目 27-13 パークサイド常盤 2 階、
上板橋体育館 武道場（不定期） 
日時：第 2・第 4 日曜日 10 時～11 時 
第 1・第 3 木曜日 15 時 30 分～16 時 30 分 
会員：15 名 
入会：条件は特になし 
会費：月額 2,000 円、スポーツ安全保険料年額 1,850
円（任意加入です） 
内容：気遊会は、「息は生命(いのち)の根源」という古
来からの教えにもとづき、古今東西に伝わる「呼吸法
（息吹法）」を学び、生命(いのち)をパワーアップする
「氣」を習得する会です。「呼吸法」の歴史から体験ま
で、希望があれば出張講習会を行います。 

太極拳 ときわ台愛好会 
 

問合せ：電話 03-3957-5875 
場所：常盤台区民事務所２階（和室 A） 
日時：毎週金曜日、13 時 30 分～15 時 
会員：15 名  入会：可 
会費：月額 2,000 円（入会金なし） 
内容：老若男女万人の為の楊名時太極拳です。階位の
取得も可能です。ゆったりとした動きの中で、有酸素
運動を行い、心肺機能を高め、心の平安維持に役立ち
ます。お稽古のあとは、身も心もあたたかく、かるく
なります。 

太極拳 大地会 
 

問合せ：電話 03-3968-9318（丸山） 
場所：志村コミュニティホール、まなぽーと大原 
日時：火曜日午前、木曜日午前・午後 
会員：20 名  入会：可 
会費：月額 3,700 円 
内容：太極拳の基本動作を丁寧に行い、徒手（24 式・
48 式、総合太極拳、養生功）器械（32 式・42 式剣、
扇）など動作を学び、昇段昇級審査、大会参加にも対
応しています。音楽に合わせ心地よく楽しく仲間づく
りをしています。 

城北兵法会 
 

問合せ：電話 03-3972-3754 
HP http://www13.plala.or.jp/j-hyoho/ 

場所：大谷口地域センター向原ホール 
日時：毎週日曜日、9 時～12 時 
会員：7 名  入会：可 
会費：月額 5,000 円、体験無料 
内容：貴重な伝承を大切に、居合・剣術の稽古会をし
ています。体幹を鍛え、心を鍛えます。体力に自信の
ない方でも楽しめ、健康維持増進にもつながります。
少人数で、各人の体力・練度に応じた稽古に努めてい
ます。 

太極拳 阴阳会 
 

問合せ：電話 03-3967-5067（茂木） 
場所：板橋、蓮根駅近辺 
日時：毎週木曜日、午前中 
会員：25 名 
入会：可 
会費：月 2,000 円 

内容：太極拳の練習を通して、健康な身体づくりと会

員同士の親睦。出前講習会、太極拳指導、イベント協

力ができます。 
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南常盤台自彊の会 
 

問合せ：電話 03-3956-4738（荻原） 
場所：南常盤台一丁目集会所２階和室 
日時：毎週火曜日（月４回） 10 時～11 時 30 分 
会員：7 名 
入会：老若男女どなたでも 
会費：月額 3,000 円、年会費別途 3,000 円 
内容：全身を動かす 31 種類の動作で病気に強い体質
を作ります。マッサージ、指圧、整体術など、手技療
法も行います。 

大谷口自彊の会 
 

問合せ：電話 03-3956-4738（荻原） 
場所：大谷口地域センター２階和室、3 階洋室 
日時：毎週水曜日（月４回） 10 時～11 時 30 分 
会員：15 名 
入会：老若男女どなたでも 
会費：月額 3,000 円、年会費別途 3,000 円 
内容：全身を動かす 31 種類の動作で病気に強い体質
を作ります。マッサージ、指圧、整体術など、手技療
法も行います。 

扇の和会（せんのわかい） 
 

問合せ：電話 03-3934-4368（藤沢） 

場所：上板橋七軒屋公園内集会所 

日時：毎週火曜日 13 時から（月 3 回） 

会員：6 名  入会：初心者大歓迎 

会費：入会金なし、月額 4,000 円 

その他会場代等月 1,000 円 

内容：新舞踊を通して、皆さまと共に健康づくりを楽

しく推進していきたいと思います。イベントの際には

参加・協力したいと思います。 

 

田村式自彊術の会 
 

問合せ：電話 03-3554-6659（田村） 
場所：①【会員のみ】都営幸町アパート集会所（板橋
区幸町 45－1） 
②【どなたでも】大山西町交通公園 
日時：①毎月第 1～第 4 月曜日 10 時～11 時（見学は
随時、無料体験） ②毎朝 6 時～6 時 25 分 
会員：10 名 
入会：健康に興味を持ち、あせらず続く人 
会費：入会金なし、参加費 100 円（当日持参） 

内容：自彊術には 31 の動作があり、その１動作ごと

にツボの指圧、関節を動かす整体術、更に呼吸法（酸

素を飲む）自己整体療法へと入っていきます。免疫力、

治癒力をつけ、心身ともに丈夫で元気な体をめざし、

細く長くをモットーに続けている仲間です。 

日本空手道 建武館 
 

問合せ：電話 03-3962-4206 
FAX 03-3963-7312 
メール info@kenbukan.net 

場所：氷川町 46-4 
日時：ソフトキック：水曜日 10 時～11 時 
詳細はお問合せ下さい。 
会員：20 名 
入会：可 
会費：月額 3,300 円 
内容：肌荒れや過食の原因となるストレスの解消を目
指して、キックボクシングのトレーニングを通じて、
筋力トレーニングと有酸素運動を取り入れた運動を
行っています。 

正心道空手 
 

問合せ：電話・FAX 03-5926-7660（のぶりゅう） 
メール seishindoassociation@outlook.jp 
HP http://www.seishindokarate.net/ 

場所：大山金井町 38-5 ジョイムビル 1 階 
日時：月曜日～木曜日（午後）、土・日曜日（午前午後） 
金曜日・祝日（休館） 
会員：120 名  入会：可 
会費：月額 8,800 円、年間費 11,000 円（ファミリー
割引有り） 
内容：「空手・古武道の型」の専門道場です。健康維持・
足腰強化、呼吸法の習得、自律神経のバランス調整を
促します。接触する稽古はほとんどなく、衛生面、安
全面にも良し！稽古内容は自分で決めることも可能、
個人レッスンも可能です。 

花咲き笑いヨガクラブ☆板橋 
 

問合せ：電話 090-4615-2371 
メール chong.fashil@gmail.com 

場所：前野いこいの家（エコポリスセンター内） 
日時：毎月第 1 日曜日（原則）15 時 30 分（受付）～
16 時 45 分 
入会：可  会費：1 回 500 円 
内容：「笑い」と「ヨガの呼吸法」を組み合わせた「笑
いヨガ」を赤ちゃんから大人まで４世代一緒に楽しん
でいます。笑いは最良の薬！笑う健康体操「笑いヨガ」
で免疫力アップ！認知症予防にも効果が！みんなで
笑うと「楽しい」 

ＮＰＯ法人志村スポーツクラブ・プリムラ 
 

問合せ：メール munehiro@flex21.co.jp 
場所：上板橋、志村、中台 
日時：種目により週 1～3 回 
会員：130 名  入会：小学生以上 
会費：子供 年額 3,000 円（中学生以下）/大人 年額
6,000 円、入会金 1,000 円その他種目により会費必要 
内容：卓球、フットサル、ゴルフ、バスケットボール、
ヒップホップ、ボウリングの活動をしています。最高
齢は 80 歳代、小学生も約 50 人で、地域行事にも参加
しています。幅広い年代が一緒に活動し、新しいコミ
ュニケーションが生まれています。 
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ときわ台ヨガ・ときわ台ヨガオンライン 
 

問合せ：ブログ は「ときわ台ヨガ岡野」で検索 

場所：前野町 6 丁目集会所他、ときわ台周辺の板橋区の集会

所、オンラインレッスン 

日時：毎週金曜日の午前中、他週に 3～4 回のレッスン（詳

細はブログを参照） 

会員：約 20 名 

入会：女性、中学生以上、初心者大歓迎、オンラインレッス

ンはどなたでも受けられます 

会費：オンライン 1 回 250 円、対面 1 回 300 円 

内容：ヨガ初心者から経験者まで先生の指導に合わせて無理

なく楽しく体を動かします。感染症予防対策のため、オンラ

インでも活動中。ヨガのポーズをとることで心身を整え、筋

力、バランス力、柔軟性の向上を目指しています。 

ヨギフィール赤塚 
 

問合せ：電話 03-6904-0502 
場所：東武東上線 下赤塚駅前 
日時：火曜日～金曜日 9 時 30 分～22 時 
土日祝日 8 時 30 分～17 時 
入会：可 
会費：入会金 10,000 円（税別）、事務手数料 5,000
円（税別）、フルタイム会員 11,000 円（税別）他 
内容：健康寿命と人間としての寿命が近く、老いも若
きも誰もが生き生きと生きて行ける、そのような社会
を実現するため、身体を動かすことの大切さを伝え続
けます。「運動初心者の方も安心して取り組んで頂け
るプログラム」を導入しています。 

Health Yoga（ヘルス ヨガ） 
 

問合せ：電話 080-1099-3557(仙洞田) 
FAX 03-3975-8056 
メール yoshisen1212@gmail.com 

場所：①区立文化会館 ②大山東集会所 
日時：①毎週木曜日 10 時 30 分～11 時 30 分 
②月 2 回土曜日 10 時 30 分～11 時 30 分（休講中） 

入会：可 
会費：1 回 1,000 円 
内容：「心と体の健康」をコンセプトとして、初心者や
体のかたい方向けに、無理のない「やさしいヨガ教室」
を開催しています。呼吸を感じながらヨガのポーズを
行うことにより、自然治癒力を高めたり、ケガ予防を
目指します。出張ヨガ教室も承ります。 

やまと健康ヨーガ 
 

問合せ：電話 03-3974-1554（やまと） 
場所：下赤塚駅前集会所（赤塚七丁目集会所） 
日時：第 1・第 3・第 5 火曜日 13 時 30 分～15 時 15
分 
会員：10 名 
入会：運動が苦手な方、調子がすぐれない方大歓迎で
す。20 歳～80 歳まで。 
会費：月額 2,000～3,000 円、入会金 1,000 円 、無
料体験 2 回あり 
内容：自分の足で歩いて好きな所に行って好きな物を
食べる。一度きりの人生を楽しむためには、まず姿勢
と呼吸法。やさしいヨガはアンチエイジング！まずは
心身をゆるめましょう。 

板橋コスモス会 
 

問合せ：電話 03-3969-3992 

場所：まなぽーと大原 

日時：毎月第 1・第 2・第 4 月曜日 午前中 

会員：15 名  入会：仲間になれる方 

会費：年額 6,000 円 
内容：皆さんの知っている歌詞を手話を使って踊りま
す。老若男女を問わず交流し、お互いに理解を深め、
共に楽しみ、健康に過ごしましょう。 老人施設等への
慰問、学校、児童館等へのボランティア活動に参加し
ます。 

カクトウギ×コミュニティ ファイトレ 
 

問合せ：HP https://fightra.net（阿部） 
場所：徳丸 2-3-10 久美ビル 2 階 
常盤台 2-5-3 アピアードときわ台 B1 階 
日時：不定休 
入会：運動が久しぶりの方もお気軽にご参加下さい。 
会費：毎日体験受付（無料）、詳しくはホームページを
ご覧ください。 
内容：やさしい、楽しい、ちょうどいい！家族で通え
るジムがコンセプトです。格闘技、筋トレ、ピラティ
ス、ダンスなど様々な運動で、健康な体作りが出来ま
す。楽しく運動を続けられるようサポートいたしま
す。 

板橋歩こう会 
 

問合せ：電話 03-3957-5853（中園） 
場所：関東一円 主として首都圏 
日時：毎月 1 回のハイキングを行う。ただし、盛夏時
の 8 月は実施しない。 
会員：45 名 
入会：原則として区内在住の健康な男女 
会費：年額 3,000 円 
内容：年度事業計画に基づき実施する。区の行う健康
づくり諸行事につとめて協力する。 

ニコニコウォーキングの会 
 

問合せ：電話 03-3932-5777（宝田） 
場所：都内・近郊他 
日時：第 1 水曜日（1 月・5 月は第 2 水曜日、8 月は
休み） 
会員：33 名 
入会：会員の推薦、役員会の承認 
会費：入会金 500 円、年会費 1,500 円 計 2,000 円 
内容：ニコニコと笑顔でいつまでも元気にと願う仲間
です。季節の花、庭園、公園、神社仏閣、史跡を散策。
5 つのグループで下見、企画立案します。よい汗で体
力や思い出作りのできるコースを案内。新しい発見が
できます。 
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にりん草スイミングクラブ 
 

問合せ：電話 03-3967-5296（伊藤） 
場所：高島平温水プール 
日時：月 3～4 回火曜日 12 時 30 分～14 時 30 分 
会員：19 名 
入会：16 歳以上の方 
会費：入会金 500 円、会費 3 か月 9,000 円※ほかに、
スポーツ保険に要加入 
内容：水泳や水中ウォーキングなどを楽しみながら健
康づくりを目指しています。水中での有酸素運動によ
り健康、睡眠の効果が期待できます。ベテランコーチ
が親切に指導しています。お気軽にお声がけくださ
い。 

ヘルスケア工房フレトレセンター 
 

問合せ：電話 03-4405-0195（福島）、FAX 03-6332-
8853、メール furetore.ooyama@outlook.jp 
場所：大山東町 45-2 1 階 
日時：①8 時 45 分～10 時②10 時～11 時 15 分③11
時 15 分～12 時 30 分④13 時 45 分～15 時⑤15 時～
16 時 15 分※日曜祝日を除く 
会員：94 名 
入会：60 歳以上、※60 歳未満の方は応相談、※非会
員での利用可 
会費：月額 5,720 円（月 4 回） 
内容：高齢者専門の医療機関や研究所と共同研究・開
発した運動プログラムを提供。医学的根拠に基づいた
プログラムで、高齢の方、持病のある方なども安心し
てご利用いただけます。運動器具も指導を受けながら
安心してお使いいただけます。 

公益社団法人板橋区シルバー人材センター  

スパークリングチーム 
問合せ：電話 03-3964-0871 
場所：グリーンホール他 10 ヶ所 
日時：平日 10 時～11 時※シルバー主催教室 
会員：19 名 
入会：板橋区在住で 60 歳以上の方 
会費：1 コース 10 回 2,000 円 年 3 コース開催 
内容：ダイヤ高齢社会研究財団に認定された会員イン
ストラクターからなるスパークリングチームが、シニ
ア向けに開発されたエアロビクスの教室を開催した
り、健康体操などを指導しています。シニアエアロビ
クスは誰でも楽しく続けられ、元気力が向上します。 

城北 F・I ファイトクラブ 
 

問合せ：メール info@jyouhoku-fi-fight.club 
HP http://jyouhoku-fi-fight.club 

場所：志村コミュニティホール 
日時：毎週土曜日 9 時～12 時 
入会：可 
会員：60 名 
会費：入会金 3,000 円、1 回 500 円（チケット制）、
スポーツ保険年間 2,000 円 
内容：寸止めボクシングを中心に活動しています。ボ
クシング初心者の方から、スキルアップを望む経験者
まで、親切、丁寧にレッスン致します。ボクシングは
他の競技にも幅広く応用できる要素を持っており、基
礎体力がつき、心身を鍛えることができます。 

板橋スクエアダンスの会 
 

問合せ：電話 03-6906-4051（本村） 

場所：前野ホール 

日時：月 4 回日曜日 18 時～20 時 30 分 

会員：16 名  入会：可 

会費：３か月 2,000 円 
内容：カントリーウエスタンの軽快なリズムに乗っ
て、4 組 8 人がスクエアになり、パズル的な動きで踊
ります。軽快に歩く適度な運動で反射神経を養い、脳
細胞の活性化に結びつき、老若男女で楽しめるダンス
です。 

板橋区スポーツ推進委員協議会 
 

問合せ：電話 03-3579-2652（スポーツ振興課） 
内容：区非常勤職員として地域と行政のパイプ役にな
り、生涯スポーツの推進を図っています。また、地域
の青少年健全育成活動にも積極的に携わっています。
「ふるさといたばし体操」の出張講習会やウォークラ
リー大会を実施。 

Liko Lino Hula（リコ リノ フラ） 
 

問合せ：050-3172-5505（あおやぎ） 
場所：高島平一丁目集会所 
日時：毎月第１、第３、第４土曜日 
①13:30～14:50②15:00～16:20③18:30～19:50 
会員：５名（掲載しない） 
入会：女性 
会費：月額 6,000 円 入会金 3,000 円 
内容：フラダンスを通じて心身ともに明るくすこやか
にをモットーとして、伝統的な曲からハワイで人気の
曲まで楽しく踊ります。板橋区内のイベントを中心に
活動していきます。フラ初心者の方も大歓迎です。 

フラ・アネラ 
 

問合せ：電話 090-3098-8925（松村） 
場所：ハロープラザ 
日時：毎月第 2・第 4 木曜日 
会員：14 名 
入会：要相談 
会費：月額 3,000 円 
内容：フラを通じて体力の維持向上、地域福祉貢献活
動の推進を行っています。日本語の歌でフラダンスを
披露します。座ったままで参加可能です。聞き覚えの
ある歌を一緒に歌うことも可能です。フラダンスで笑
顔と元気をプレゼント。 



7 

楽しくフラダンス実践会 
 

問合せ：電話 0120-921-959 
080-5088-5519（かなざわ）9 時～21 時 

メール akua.anoai.hale_88951@ezweb.ne.jp 
場所：まなぽーと成増 
日時：第 1・第 2・第 4 月曜日 10 時～11 時 30 分 
入会：女性 
会費：月額 4,500 円（入会金なし） 
内容：フラダンスを習ってみたいけど勇気が出ない方
にこの講座がおすすめです。初めてでも 30 分で簡単
に踊れる方法を公開しています。まずは、無料体験で
実感してみてください。女性,子ども,地域の団体,老人
会様向けに無料出張講座を行っています。 

 

ひまわりフォークダンスサークル 
 

問合せ：電話 03-3936-2138 
場所：まなぽーと大原 
日時：毎週木曜日 13 時 30 分～16 時 
会員：15 名  入会：可 
会費：月額 600 円 
内容：健康に過ごすことを目標に、和（輪）気あいあ
いフォークダンスを踊って心身共にリフレッシュし
ています。初心者講習会も行っていますのでお気軽に
お越しください。明るく楽しい仲間がお待ちしていま
す。イベント出演、施設訪問なども協力します。 

ハピネス整体・セラピーアカデミー 
 

問合せ：電話・FAX 03-6915-5398 
メール info@happiness-happy.com 
HP https://www.happiness-happy.com 

場所：板橋区文化会館・グリーンホール・本校  
日時：毎月第 1・第 3 水曜日、毎週土曜日、10 時～12
時 
会員：30 名  入会：老若男女どなたでも 
会費：1 回 2,500 円 
内容：眼の疲れ、首の痛み、肩こり（肩甲骨内側）、お
顔のリフトアップ、骨盤の歪み、ふくらはぎのだるさ
や足のむくみなどの体の悩みを、ご自身で解消できる
セルフケア方法を指導し、健康的な生活を送れるよう
に応援します。  

上板橋ベリーダンスチーム maccy 
 

場所：①カルチャー：上板橋体育館 ②ボランティア：
板橋区の地域センターや集会所 
日時：①毎月第 1・第 3・第 5 日曜日 9 時 30 分～10
時 30 分 ②依頼日前月のカルチャーレッスン後 13
時～17 時または土曜日の 13 時～17 時 
会員：①20 名 ②12 名 
入会：カルチャーの方でボランティア加入を希望する
人 
会費：①上板橋体育館に問合せください②集会所使用
料 1 回 500 円（レッスン料込み） 
内容：ベリーダンスは、頭、肩、腕、指、腰、足をパ
ーツごと動かし、優雅に踊るインド舞踊です。ヒップ
スカーフ（コイン付）をつけて、音楽に合わせて踊る
ので、座っていても寝ていても楽しく踊れます。依頼
があればどこでも行きます。 

リヴィタップときわ台 
 

問合せ：電話 03-5926-6211 
場所：南常盤台 1-23-11 常盤台ハイツ 1F  
日時：火曜日～木曜日 9 時 30 分～22 時 30 分 
土日祝日 8 時 30 分～17 時 30 分 
入会：可 
会費：月会費 7,920 円、入会金 5,500 円 

事務手数料 2,200 円 
内容：生涯健康を維持できるよう、効果的なエクササ
イズプログラムをご提供しています。フィットネスは
継続することが重要なため、食事や生活習慣のアドバ
イスまで踏み込み、定期的に測定も実施しています。
楽しんで運動していただけるよう工夫しています。 

 

《日常生活に運動を》 

生活習慣病の予防や運動機能を維持するためには、 

日常生活で適度な運動習慣を身につけることが大切です。 

日常生活に、軽い運動を取り入れたり、歩く時間や距離を 

延ばすなどして、持続可能な方法を探してみましょう。 
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 ボイトレ＆エクササイズ 
「Relax-sing」（リラクシング） 

 
問合せ：電話 090-4549-9964（小林） 

メール relax_sing_mam@yahoo.co.jp 
場所：きたのホール 
日時：月 2 回金曜日、10 時 15 分～11 時 45 分 
会員：20 名 
入会：飛沫感染予防対策にご協力いただける方。いつ
でもお気軽にお問合せください。 
会費：1 回 2,000 円 保育（０～６歳）は要相談、体
験 1,000 円 
内容：ライフステージごとに変化する女性の声と身体
をその時々のベストな状態へとトレーニングしてい
きます。 歌って動いてリフレッシュ！ 安心して声を
出せる環境でお待ちしてます。日程詳細は LINE
（https://lin.ee/cUYR5Wg）又は「ボイトレリラクシ
ング」で検索。 

コーラス歌う会「二輪草」 
 

問合せ：電話 03-3975-0682(片山) 
場所：蓮根ロータスホール他 
日時：毎月第 2・第 4 水曜日 ９時 15 分～11 時 45 分 
会員：25 名 
入会：歌うことが好きな方 
会費：月額 3,000 円 
内容：混声コーラスを中心に歌うサークルです。基本
を大切に腹式呼吸で声の出し方、歌詞をはっきりと、
生き生きした歌い方に心がけています。楽譜の読み方
も指導しています。柔軟体操で身体をほぐし、基本の
声の出し方を全員で練習します。 

オカリナ同好会 
 

問合せ：電話 03-3967-3854 
場所：グリーンカレッジホール他 
日時：毎月第 2・第 4 日曜日 
会員：17 名 
入会：常時可 
会費：月額 1,500 円 
内容：オカリナ演奏、ボランティア活動。楽器演奏は
指のリハビリになり、音色で心安らぎます。脳の活性
化につながります。ハンドベルもまじえ、演奏に幅が
でき、楽しんでいます。 

城北の桜会 
 

問合せ：電話 03-3935-2560 

場所：板橋区内 

日時：月２回  第 1 月曜日・第３木曜日（成増）たんぽぽ

サークル、第 1・第 3 金曜日（蓮根）さくらサークル・白ゆ

りサークル、第 1・第 3 水曜日（大原）なのはなサークル・

カサブランカサークル ※参加者が選択できます 

会員：30 名  入会：初心者歓迎 

会費：月額 3,000 円（経費 200 円）、入会金 1,000 円※大

正琴の貸し出しあります。 

内容：大正琴を弾いています。ボランティア活動として介

護施設や地域のイベント活動、発表会等に参加。仲間と一

緒に弾くことで心を通わせることが出来、手(指)の運動に

もなり、誰でも弾ける大正琴で趣味を深めて楽しめます。 

高島平・中台・志村大正琴サークル 
 

場所：高島平・中台・志村 
日時：毎月 2 回（場所によって異なります。） 
会員：32 名（女性 30 名、男性 2 名） 
入会：初心者からどなたでも。貸し琴あります。 
会費：月額 3,000 円 
内容：大正琴とギターのアンサンブルで一緒に歌いな
がら、介護施設や各種イベントに参加しています。誰
にでもやさしく弾ける大正琴を通して、色々な曲を演
奏します。ひとつの曲を弾けたという達成感や感動・
喜びが得られます。 

音楽 

朗読 

演芸 
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US クラブ四葉のクローバー 
 

問合せ：電話 080-5051-3855（鈴木） 
場所：①蓮根いこいの家 ②高島平地域センター 
日時：①毎週火曜日（祝日除く）9 時 30 分～12 時 
②毎月金曜日（3～4 回）9 時 30 分～12 時 
会員：20 名 
入会：可 
会費：月額 1,000 円 
内容：ウクレレ合奏と合唱、茶話会、年数回食事会。
ストレッチ体操、ブレストレーニング（息の仕方）、ボ
イスレッスンなど含む。誰でも気軽に参加して、音楽、
音を楽しむ会です。肩こり解消、明朗快活、ストレス
解消。認知症予防。介護予防。 

かみいた落語塾 
 

問合せ：HP  http://rakugojuku.cside.com 
※メールフォームからお問合せください 
場所：区内集会所 
日時：毎月２回 14 時～16 時 
会員：25 名 
入会：プロの落語家を目指す方はお断りしています。 
会費：1 回 2,000 円 
内容：プロの噺家から直接指導してもらえる本格的な
落語教室です。発表会は年二回、老若男女を問わず、
和気あいあいと楽しんでおります。あなたも江戸時代
を生きた人々の粋に触れてみませんか？現代社会を
より豊かに生きるヒントが見つかるかもしれません。 

ホロホロ１５ 
 

問合せ：電話 03-3955-1259（関根） 
場所：板橋、上板橋（桜川地域センター）、成増、小茂
根、志茂（北区）など 
日時：不特定日 
会員：12 名 
入会：人の役に立ちたいと考えている人 
会費：月額 300 円 
内容：長年、生きてこられた高齢者たちに感謝の気持
ちを込めて、ウクレレを弾きながらご一緒に歌をうた
いましょう。声を出して一緒に歌うこと。笑顔をかわ
し合うこと。地域の方と一緒に歌う活動もしていま
す。 

ウクレレサークル ホアロハ・Ｕ 
 

問合せ：電話 03-3937-4173 
場所：板橋区全域とその他の地域 
日時：毎週土曜日、9 時～11 時 30 分 
会員：20 名 
入会：ウクレレが少しでも弾ける方 
会費：月額 2,000 円 
内容：主に板橋区内にある地域センター及び介護施設
等からの依頼に積極的に参加したいと考えておりま
す。お客様と一緒に歌える曲を多くレッスンしたいと
思います。 

  

《歌うことで得られる効果》 

●ストレス発散 

大きな声で歌うことで、ストレス発散につながります。 

●誤嚥（ごえん）防止 

口を大きく動かして歌うとで、自然と唇や舌など、口周り 

の筋力が鍛えられ、食べる力が強化されます。 

●脳の活性化 

歌詞を読んで覚えたり、思い出したりすることで、脳が 

活性化し、認知症の予防や記憶力の向上につながります。 

●口腔環境が整う 

口をたくさん動かすことで、唾液の分泌が促され、口腔内の 

環境が整います。 



10 

  

 おたっしゃ料理教室 
 

問合せ：電話 090-8589-2180 
場所：東京都健康長寿医療センター研究所内 
日時：２ヶ月に１回程度 
会員：15 名 
入会：現在は募集していません（見学可） 
会費：１回 500 円 
内容：低栄養を防ぎ、元気に過ごせるよう、昼食を一
緒に作っていただきます。 

とうふ工房 大谷口の家 
 

問合せ：電話 03-6908-1518 
場所：板橋区全域 
日時：火曜日～日曜日 
内容：とうふの製造・販売、お得意様のよろず相談を
承っています。イベント販売で外に出かけることもあ
ります。 

中央卸売市場 板橋市場協会 企画活性化委員会 

 

場所：板橋市場内 

日時：板橋市場休日を除く日 

内容：生鮮食料品の紹介、講習会等 

江戸流手打ちそば二八の会 
 

問合せ：電話 090-8743-3376（久保） 
場所：まなぽーと成増（他に、まなぽーと大原） 
日時：第 1 土曜日・第 3 日曜日 9 時～ 
毎月 2 回開催。活動日程及び内容はブログ「江戸流手
打ちそば 二・八の会」に掲載しています（要連絡）。 
会員：40 名  入会：可 
会費：入会金 1,500 円、年会費 5,500 円（全麺協個
人年会費 2,000 円込） 
内容：美味しいおそばを、あなたも打ってみません
か！手打ちそばの伝統を継承し、地域の人とそばを通
じて、仲間と人の和を作りましょう。そば打ちは、手、
指を使うので認知症予防に役立ちます。 

板橋フリー栄養士会 
 

場所：板橋健康福祉センター 
日時：毎月 1 回 
会員：約 35 名 
入会：栄養士免許を有する者。ただし、板橋区内の在
宅栄養士またはそれ以外で、役員会が承認した者を含
む。 
会費：年 1 回徴収 
内容：①月一回定例会（勉強会、講演会、講習会）②
区の受託事業（会食サロン）③区のイベントに参加（栄
養相談、ミニ講座など） 
料理講師の派遣、栄養相談・食についてのアドバイ
スなどを行っています。 

栄養 
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 板橋区ダウン症児・者親の会「ほほえみの会」 
 

問合せ：電話 03-5994-4158（齊藤） 
場所：板橋・赤塚・高島平 
日時：不定期平日と土曜日、日曜日 
会員：137 名 
入会：障がい児・者を育てている保護者、知的障がい
児・者を支えてくださる方 
会費：年額 3,000 円（月 250 円）、入会金なし 

内容：保護者の心に寄り添い、共に悩みを解決してい

けたらよいと思っています。福祉に関する情報提供も

していきます。年間を通して、イベント、活動、区行

事への参加を行っています。 

 板橋区発達障害児者親の会（IJ の会） 
 

問合せ：HP https://sites.google.com/view/ijnokai/ 

場所：板橋区全域 

日時：毎月第４木曜日（名称：オフタイムさろん） 

会員：約 100 家族 

入会：発達障害児・者の親 

会費：年額 1,000 円 
内容：定例会（隔月）、余暇活動（絵画・工作・ボウリ
ング・料理など、月 1～2 回）、食事会（月 1 回） 

ツインキッズⅡ 
 

問合せ：電話 03-3969-3836（志村健康福祉センター） 

場所：蓮根集会所、蓮根地域センター、坂下二丁目集
会所 
日時：毎月第 2 金曜日 10 時～11 時 30 分※8 月は休
み 
会員：約 20 名  入会：双子（多胎児）の家族 
会費：特になし 
内容：交流会、クリスマス会、お花見。活動日にはボ
ランティアがいますので、安心してお越しください。 

NPO 法人いたばし子育て支援・フラワー 
みんなの居場所 

問合せ：電話 03-6912-4421 
場所：遊座大山商店街振興組合会議室 
日時：第 2・第４月曜日 10 時 30 分～12 時 
会員：21 名 
入会：子育て支援活動に興味のある方※利用はどなた
でもどうぞ 
会費：100 円 
内容：気軽に子育てのおしゃべりをしてみませんか。
多世代交流もできます。 

 

マザーグースの会 
 

問合せ：電話/FAX 03-3962-7008 
メール takeuchi426@gmail.com 
場所：志村坂上地域センター、下板橋駅前集会所等 
日時：月に 1～２回、火曜日 10 時 30 分～11 時 30 分 
会員：約 10 組 
入会：乳幼児と保護者 
会費：1 回 500 円（オンライン開催の場合無料） 

内容：地域の親子（0 歳～幼児）に季節に合わせて英

語の歌、手遊び、お話を紹介しています。感染拡大の

際はオンラインでの活動となります。ゆったりと歌や

お話を味わい、親子で心を通わせます。お友達づくり、

子育てを楽しみたい方は是非ご連絡ください。 

 

子育てサークル交流会 
 

問合せ：電話/FAX 03-3962-7008 
メール takeuchi426@gmail.com 
場所：グリーンホール 7 階 団体交流コーナー 
日時：毎月第 3 金曜日、9 時 30 分～11 時 30 分 
会員：16 団体 
入会：子育てに関係のある活動をしている団体及び個
人。但し、営利、宗教を目的にする団体、個人は参加
を認めない。 
会費：年額 500 円 

内容：ひと月に 1 回、子育て情報紙のすくすくネット

(1600 部無料配布)を発行。子育て支援団体、子育てサ

ークルの情報交換・発信を行う。年 1 回 11 月に子育

てのお祭り「すくすくまつり」を実施。 

子育て 



12 

東京家政大学ヒューマンライフ支援機構 
ヒューマンライフ支援センター 

 

問合せ：電話 03-3961-5274 
FAX 03-3961-5922 

内容：「地域のニーズに学生の学びで応える」をモット
ーに大学が培ってきた知的資源を地域に還元し、学生
にとっては実学を学ぶ場として独自の産学官連携事
業を展開しています。＜活動事例＞板橋区地域子育て
支援拠点事業「森のサロン」の運営、食育イベントの
企画、デザイン制作、商品開発等。 

東京ＹＷＣＡ板橋センター 
 

問合せ：電話 03-5914-1854 
場所：東京 YWCA 板橋センター内 
内容：児童発達支援センターですが、障がいのある児
童のきょうだいの支援や、発達にかたよりがある児童
への支援も行っています。 

いたばしアレルギーの会 
 

問合せ：メール itabashiallergy@yahoo.co.jp 
場所：いたばし総合ボランティアセンターなど 
日時：不定期。ツイッター（@itabashiallergy）やブ
ログ（http://00happy00.blog33.fc2.com/）にて、
活動日を発信しています。 
入会：可 
会費：毎回 200 円～1,000 円程度（資料代など） 
内容：アレルギーに関するさまざまな問題を解決する
ための活動を通じて、子どもたちのすこやかな成長を
応援することを目指しています。交流会の開催、専門
医による学習会や講演会に参加し、標準治療に関する
知識を会員とともに学びます。 

板橋区立保育園 
 

問合せ：電話 03-3579-2483 
（保育運営課 保育運営・給食係） 

会員：36 園 
内容：園児の健やかな成長をサポートするとともに、
子育てを支援する取り組みを行っています。※各園に
事前に予約をしてください。 
◆園見学：主に入園を希望する方を対象に保育園を見
学することができます。◆親の一日保育士体験：園の
保護者を対象に、園児と一緒に遊ぶ体験を通して、子
育ての楽しさやわが子の新たな一面を再発見してい
ただくことを目的としています。◆要支援児体験保
育：支援を必要とするお子さんに、保育園児とのふれ
あいの場を提供します。区内在住の支援を必要とする
お子さん（おおむね 2 歳児～就学前）とその保護者が
対象です。◆食育：ホームページに板橋区立保育園給
食で人気のレシピを写真付で紹介しています。 

徳丸・絵本読み聞かせ会 
 

場所：赤塚（徳丸三丁目集会所） 
日時：毎月第 3 木曜日（月により変更あり） 
入会：会員制ではなく、当日参加制 
会費：ご家族 100 円 
内容：未就園児を対象に月 1 回、絵本の読み聞かせ
やエプロンシアター、手遊び、歌、体操などを取り
入れて活動しています。絵本の読み聞かせをとお
し、子どもとふれあう時間を過ごしてみませんか。 

■赤塚六丁目保育園 

■板橋区立紅梅小学校 
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 ここピア板橋 
 

問合せ：電話 090-8055-7781 
メール kouichi_suyama@icloud.com 

場所：いたばし総合ボランティアセンター 
日時：毎月第２金曜日 13 時 30 分～15 時 30 分 
会員：10 名 
入会：活動趣旨に賛同する方 
会費：年額 1,000 円 
内容：2020 こころの健康サポーター養成同窓会の有
志が集まり自らの研修会とあわせて、こころの悩みを
持っている方との交流会を月 1 回開催しています。ま
た、障がい者施設の訪問や他団体との交流活動を推進
します。 

 こころの健康サポーター広場 
 

問合せ：電話 03-3579-2329 
（予防対策課 精神難病係） 
内容：「こころの健康サポーター講座」を受けたサポー
ター登録者が集まり、情報交換や勉強会、地域活動の
企画などをしています。こころの健康づくりのための
お手伝いをします。 

ふれあい広場まえの 
 

問合せ：電話 03-5392-8736（前野高齢者在宅サービ
スセンター） 
場所：おとしより保健福祉センター2 階 
日時：毎週火曜日 12 時～13 時 30 分 
会員：10 名程度 
入会：ご自分で通ってこられる方 
会費：食事代 600 円 
内容：地域の方が参加できる会食事業を実施していま
す。食後の脳トレ（間違いさがし等）は大人気です。 

板橋区老人クラブ連合会 
 

問合せ：電話 03-3963-5334（ウェルネススペース板
橋）※平日 10 時～15 時におかけください 
場所：所属地域の地域センター、ふれあい館他 
日時：行事によって異なる 
会員：約 10,000 人 
入会：板橋区内在住で 60 歳以上の方 
会費：単位クラブによって異なるが、月 100 円程度 
内容：旅行、健康、友愛、社会奉仕、世代交流に関す
ること。各種スポーツ大会、健康に関する講座。 

いたばし若者サポートステーション 
 

問合せ：電話 03-6915-5731 
場所：板橋 
日時：毎週火曜日～土曜日（祝日除く）10 時～17 時
30 分 
内容：１５～４９歳までの方に対し就労準備のサポー
トをします。キャリアカウンセリングや心理相談が利
用でき、保護者の方向けの相談・セミナーも実施して
います。就労に向けた支援を通して、心身共に健康で
自立した生活が送れるようサポートします。 

働くもののいのちと健康を守る板橋センター 
 

問合せ：HP  http://www.kenbun.org/inoken/ 
場所：板橋区全域 
日時：基本は毎週月曜日・水曜日・金曜日 
会員：20 団体 
入会：可 
会費：任意 
内容：・労働安全、衛生問題の学習会や教室など 

 ・労働災害、メンタルヘルスなど安全衛生に 
かかわる相談活動 

株式会社 アリオス 
 

問合せ：電話 5970-7311（本多） 
場所：徳丸ふれあい館 
日時：毎日 10 時 30 分～10 時 45 分、15 時 30 分
～15 時 45 分（火曜日・年末年始除く） 
会員：会員組織なし フリー参加 
入会：区内在住 60 歳以上の方 
会費：なし 
内容：各種講座を日々実施しています。お気軽にご参
加ください。詳細はお問い合わせ下さい。 

NPO 法人 健やかネットワーク 
 

問合せ：電話 03-3976-4908 
携帯 090-9843-9430   
HP http://www.sukoyaka-network.com/ 
内容：困ったときに「助けて」と言えないすべての人
（子どもから高齢者まで）を「助けられ上手さん」に
育てます。「引きこもり」「孤立」の解消に力を注ぎま
す。教育・福祉関係機関・ボランティア養成・町会・
老人会・管理組合の講座の一コマに。 

支え合い 
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傾聴ボランティア こだまの会 
 

問合せ：電話,FAX 03-3972-0306（森田） 
場所：いたばし総合ボランティアセンター、高齢者施
設、個人宅など 
日時：定例会は偶数月の第 2 火曜日 13 時 30 分～15
時 30 分 
会員：27 名 
入会：傾聴講座修了者に限らずどなたでも 
会費：年額 1,000 円 
内容：いたばし総合ボランティアセンター、高齢者施
設や個人宅で、対面・電話傾聴を実践しています。「誰
かと話をしたい」という高齢者の心に寄り添い、傾聴
に努めています。同時に、私どもも「その方の人生か
ら学ぶこと大」です。 

成増まちの学校 NMK（成増・三園・上赤塚） 
 

問合せ：電話 090-8055-7781 
メール kouichi_suyama@icloud.com 

場所：①成増ヶ丘小学校あいキッズ 
②まなぽーと成増 

日時：①毎月第 4 金曜日 18 時～20 時 
②毎月第 2 木曜日 10 時～11 時 30 分 
会員：20 名  会費：なし 
入会：趣旨に賛同した方。ボランティアなので自由に
気軽に参加できます。 
内容：①地域の人々で行うボランティア活動②「終活
＆フレイル」教室を開いています（参加無料）。少人数
で気軽に困っていることを話し合える場所です。ご自
由に参加ください。 

NPO 法人 健やかネットワークたまりば・とうしん 
 

問合せ：電話 03-3958-0970 
場所：東新町 2-18-2 
日時：月曜日～金曜日、9 時～16 時 
会員：30 名 
入会：歩いて来られる人 
会費：正会員 年会費 2,000 円、正会員 1 回 200
円、一般利用者 1 回 200 円 
内容：ぶらっと立ち寄れるたまり場で、いろいろな活
動プログラムがあります。認知症カフェは毎週木曜日
午後オープンしています。「助けられ上手」出前講座。
「住民主体の新しい総合事業の実践」講座。各種活動
団体・グループの立ち上げ及び運営サポート。 

介護予防サポーターの会 
 

問合せ：電話 03-5970-1117（おとしより保健福祉セ
ンター 介護予防係） 
場所：板橋区全域 
日時：随時 
会員：100 名 
入会：区主催の養成講座を修了すること 
会費：なし 
内容：高齢者が主体的に地域で介護予防に取り組んで
もらえるように支援するボランティア活動を行って
います。板橋区オリジナルの介護予防体操『元気おと
せん！体操』を皆様に紹介します。 

こころのフラット 
 

問合せ：電話 080-5412-9960 
場所：いたばし総合ボランティアセンター 
日時：毎月第１火曜日（１月を除く）、14 時～15 時 30
分 
会員：16 名 
入会：こころの健康サポーター講座修了者※一般参加
者の方は自由です。 
会費：一般参加者は無料 
内容：こころに疲れや悩みを感じている方が、会員と
の交流によって明るく生活ができるようにお手伝い
しています。「おしゃべり」の中からよりよい解決方法
を感じてもらえるようにしています。こころの健康に
関する事業・行事のお手伝い。 

社会福祉法人板橋区社会福祉協議会アクティブシニア就業支援センター  
「はつらつシニアいたばし」 

 

問合せ：①電話 03-5943-1300（本部） 
②電話 03-3935-1811（分室） 

場所：①情報処理センター６階 
②高島平ふれあい館１階「WORK’S 高島平」内 

日時：①月曜日～金曜日（祝日、年末年始休み）9 時
～17 時 ②火曜日・金曜日（祝日、年末年始休み）10
時～17 時 
内容：おおむね 55 歳以上の方対象の無料職業紹介所
です。就業相談、紹介状の発行、多様な働き方や社会
参加に関する相談、再就職支援講座や合同就職面接会
などを行っています。働くことや社会参加活動を通じ
て、生きがいづくり、健康づくりにもつながります。 

ボランティアグループＳＶ板橋 
 

問合せ：電話 03-3964-1491（松本） 
場所：いたばし総合ボランティアセンター 
日時：毎月第２土曜日 9 時 30 分から定例会と活動 
会員：15 名 
入会：どなたでも 
会費：年間 2,400 円 
内容：①落ちがら（タバコの吸殻）拾い、②レッツゴ
ー囲碁、③ハンドベル演奏の 3 つの柱が有り、それぞ
れのボランティア活動を一緒にしています。イベント
の協力、施設との交流も広げて、楽しく触れ合う活動
ができます。 

 

元気１００！ 
 

問合せ：電話 03-6780-6873（安藤） 
場所：大谷口北町集会所 
日時：毎月第 1 木曜日、10 時～ 
会員：約 20 名 
入会：可 
会費：1 回につき 200 円※４月お花見、小物づくりの
際は 200 円～300 円の時もあります。 
内容：健康体操や趣味活動を通して心身ともに健康に
老後を過ごしていける活動を行っています。毎回四季
折々にあった懐かしい童謡・唱歌を歌っています。元
気 100！グループのパワーを皆さまにお届け致しま
す。元気で百歳の朝を迎えましょう！ 
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 板橋区乳がん体験者の会「いたばしオアシスの会」 
 

問合せ：電話 03-3579-2306（板橋区女性健康支援セ
ンター） 
場所：板橋区女性健康支援センター 
日時：年 6 回、他に有志のグループ活動などを毎月行
っています。 
会員：65 名   
入会：板橋区在勤・在住の女性で乳がんを体験された
方、これから治療を始める方 
会費：無料 
内容： 交流会（お互いの体験や医療上の悩み、日頃工
夫していることなどを語り聴き合う会）、乳がんの病
気や治療に関する情報交換・勉強会など。乳がんの体
験談を話したり、イベント等で乳がん予防や乳がん検
診の受診を呼びかけています。 

 板橋区子宮がん体験者の会「いたばしひまわりの会」 
 

問合せ：電話 03-3579-2306（板橋区女性健康支援セ
ンター） 
場所：板橋区女性健康支援センター 
日時：年１回  会員：７名   
入会：板橋区在勤・在住で子宮がん・卵巣がんを体験
された方、これから治療を始める方 
会費：無料 
内容：交流会（お互いの体験や医療上の悩み、日頃工
夫していることなどを語り聴き合う会）、子宮がんの
病気や治療に関する情報交換・勉強会など。子宮がん
検診の受診を呼びかける啓発活動にも取り組んでい
ます。 

公益社団法人 板橋区医師会 
 

問合せ：電話 03-3962-1301 
場所：大和町 1-7  
内容：医学研究の振興、医療の発展
と公衆衛生の向上、地域社会の医療・
保険・福祉に寄与する活動を行って
います。  

公益社団法人 板橋区歯科医師会 
 

問合せ：電話 03-3969-6421 
場所：常盤台 3-3-3 
内容：地域のみなさまの「安心」に
歯科治療を通じて貢献いたします。  

公益社団法人 板橋区薬剤師会 
 

問合せ：電話 03-5915-2077 
場所： 板橋区常盤台 1-40-1 木下ビル２階  
内容：私たち薬剤師は、保険調剤や医薬品の販売等を
通して、区民のみなさまの健康づくりに貢献していま
す。 
「薬局」を「地域の健康ステーション」 
として、みなさまの健康管理、 
健康相談のために、お気軽に 
ご利用いただきたいと思います。  

板橋区柔道整復師会 
 

問合せ：電話 03-3956-3850（代表） 
場所：各施術所（接骨院・整骨院） 
日時：各施術所の時間内 
会員： 62 名 
入会：可 
会費：各施設に確認ください 
内容： 私たちは国が認めた唯一の「ほねつぎ」の団体
です。区民の皆さまの健康管理・疾病予防・介護予防・
健康増進に関するお手伝いをしています。「からだ・運
動指導」の相談もお受けいたします。お気軽にご相談
ください。 

保健 

医療 

福祉 
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板橋区難病団体連絡会 
 

場所：区内全域、主に障がい者福祉センター（高島平
9 丁目） 
日時：毎月第 3 土曜日、14 時～16 時 
会員：120 名  入会：可 
会費：疾病別に友の会がある場合を除き、年額 1,000
円 
内容：「難病等の患者と家族の医療と福祉の充実、向上
を図ること」を目的に結成されました。ピアカウンセ
リングの活動もしています。難病のご家族の方はもち
ろん、お知り合いの方にもご紹介ください。 

板橋サンソ友の会 
 

問合せ：電話 03-3966-3695 
FAX 03-3966-3640 
メール y-uchida-lotus@ca2.so-net.ne.jp 

場所：板橋区内全域 
日時：年 10 回活動（定例会 5 回、おしゃべりひろば
4 回、バスツアー1 回） 
会員：41 名  入会：可 
会費：年額 1,000 円 
内容：呼吸器障がい者の QOL の向上を目指し、講
演、実技指導、情報交換、慢性閉塞性肺疾患
（COPD）や禁煙の啓発活動を行っています。無料出
張講座も行っています。タバコを長期間吸っている
中高年の方、慢性閉塞性肺疾患のチェックを受けま
しょう。 

若年認知症いたばしの会 ポンテ 
 

問合せ：電話 090-9315-6490（みずの） 
内容：若年認知症の方等への支援や活動。定例会、相
談対応、旅行の企画。 

ギラン・バレー症候群 患者の会 
 

問合せ：電話 050-5881-2736 
メール info@gbsjpn.org 
場所：板橋区内全域および日本全国対象 
日時：年 12 回（月例患者交流会） 
会員：205 名 
入会：可  会費：無料 
内容：患者や家族、関係者のネットワークを作り、患
者のＱＯＬを向上させるための活動を行っています。
医療福祉機関のリサーチや他の団体への協力も行っ
ています。ギラン・バレー症候群や難病への理解を広
めるための活動にも取り組んでいます。 

赤塚福祉園 
 

問合せ：電話 03-5383-5741 

内容：企業からの受注作業（封入、箱折りなど）、自主
製品販売（ラスク） 

 

前野福祉園 
 

問合せ：電話 03-5392-8731 
場所：おとしより保健福祉センター2 階 
日時：応相談  会費：なし 
内容：知的障がいのある方の「地域で働く場」「自立生
活へ向けたトレーニングの場」として、簡易作業等に
取り組んでいます。施設活動各種ボランティア受け入
れ、施設の活動見学。みなさまに愛される商品を心を
込めて手作りしております。 

板橋区精神保健福祉連絡会 
 

問合せ：電話 03-3967-3489（JHC 志村 事務局） 
FAX 03-3967-3499 

場所：板橋区全域 
会費：年額 3,000 円(連絡会に登録する団体の会費） 
内容：「ともに支えあうやさしいまちづくり」を目指し
て活動しています。会員団体それぞれが様々な事業を
展開しながら結びつき、板橋区の精神保健福祉の向上
を目指しています。地域の皆様にも情報を発信してい
ます。 

社会福祉法人 国際視覚障害者援護協会 
 

問合せ：電話 03-5392-4002 
場所：板橋区蓮沼町 20-18 
内容：アジアを中心とした発展途上国より視覚に障害
をもつ若い人々を留学生として招き、日本での勉学を
支援している。 

板橋区医師会在宅医療センタ―療養相談室 
 

問合せ：電話 03-5922-4711 
FAX 03-6912-3111 

場所：板橋区医師会在宅医療センタ―療養相談室 
日時：月曜日～金曜日 9 時～17 時 30 分 
内容：地域の在宅療養支援窓口です。医療と介護の連
携拠点として様々なご相談をお受けしています。今は
健康だけど将来が心配、受診が大変になってきたなど
来所でも電話でもお気軽にご相談いただける場所で
す。 

公益社団法人 東京都臨床検査技師会北支部 
 

内容：健康まつり等の各種イベントを通じて臨床検
査の普及啓発を行い、都民の健康増進、医療・公衆
衛生の向上のために活動しています。 
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板橋区浴場組合 
 

問合せ：電話 03-3933-4357 
場所：各浴場 
日 時 ： 板 橋 区 浴 場 組 合 ホ ー ム ペ ー ジ 参 照
（http://1010itabashi.or.jp/） 
会員：28 軒 
入会：区内在住の方 
内容：毎月第 1 から第 4 の水曜日と木曜日の開店前
に、65 才以上の方を対象に「元気おとせん！体操」を
行っています。また、銭湯を拠点としたウォーキング
活動を提案しています。 

活き生きアート・板橋 
 

 
問合せ：電話 03-3933-2260/090-3905-0622（初
鹿） 
場所：グリーンホール 
日時：毎月第１火曜日、10 時～11 時 30 分 
会員：11 名 
入会：成人 
会費：1 回 1,500 円 
内容：臨床美術のアートプログラムに沿って、絵画や
立体造形などの創作活動を行います。アートプログラ
ムを体験することにより、五感が刺激され、認知症の
予防や改善に効果があることが立証されています。 

いたばし鍼灸マッサージ推進機構 
 

問合せ：電話 03-6795-4189（田村） 
FAX 03-6795-3909 
メール info@iammpo.jp 

日時：随時 
会員：17 名 
入会：会則の目的に賛同し、役員会で承認されること 
会費：年額 3,000 円 入会金 3,000 円 
内容：はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が
技術・知識を共有し、地域の方向けに健康講座や認知
症サポーター養成講座を開催しています。一人一人の
心身全体の状況に合わせた施術と生活アドバイスを
行い健康を支援します。 

 

健康管理士東京ＯＰ会 
 

問合せ：電話 080-8844-3502 
場所：人形町区民館 
日時：毎週第２土曜日 
会員：80 名 
入会：健康管理士一般指導員の資格のある方または、
健康に興味のある方 
会費：年額 3,000 円 
内容：健康管理士一般指導員の資格を基に、健康に関
する勉強会や見学会を開いています。イベントを開
き、皆様の健康づくりに役立てていただいています。
ご要望があれば講演会等承ります。 

板橋区はりきゅうマッサージ師協会 
 

問合せ：電話 03-3964-1771（本多） 
場所：会員施術所・グリーンホール・各家庭に往療治
療 
日時：会員施術所の治療曜日・時間による 
会員：約 90 人 
入会：区保健所に開設届を出している方（国家資格を
有する方） 
会費：年額 2,000 円 
内容：はり・きゅう・マッサージ師の協会で板橋区の
高齢者割引券で区民の健康増進に協力・貢献していま
す。各治療院では日常生活の中での食事・運動・生活
改善を指導しています。はり・灸・マッサージも症状
により保険が使えます。治療院にご相談ください。 

一般社団法人東京都医療社会事業協会 
 

問合せ：電話 03-5944-8912 
HP http://www.tokyo-msw.com/ 
場所：東京都全域 
日時：月曜日～金曜日 10 時～16 時（事務局） 
会員：約 700 名 
入会：東京都において病院、診療所、介護保険施設等
の医療社会事業に従事する者及びその研究に携わる
者 
会費：年額 12,000 円 
内容：病気や怪我などで起こった生活上の問題や心理
的不安、経済的な問題、社会復帰、高齢者や障がい者
等の介護などソーシャルワーカーが相談に応じます。
病院の受診や施設の利用について相談に応じます。 

板橋区食品衛生協会 
 

問合せ：電話 03-3966-1495（関根） 
場所：都内、区内の各行事開催場所 
日時：各行事毎に日時周知する 
会員：1,250 名 
入会：区内の食品関係業種・業者の方 
会費：年額 2,400 円 
内容：板橋区内の様々な食品関係同業組合より構成さ
れている。保健所と協力して区内の食品衛生の向上を
目指し活動を行っている。区民の皆様に安全な食材、
食品を提供することで健康づくりに貢献いたします。
健康づくりは食の安全から。 

おとしより保健福祉センター認知症施策推進係 
 

問合せ：電話 03-5970-1121 
内容：認知症になっても安心して暮せるまちづくりを
めざして、理解を深めるための普及啓発事業や認知症
の方や介護者を支える地域づくり等を行っています。
「認知症サポーター」養成講座を行っています。5 名
以上の団体には「出前講座」もお受けしています。 
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公益社団法人 東京都助産師会 板橋地区分会 
 

場所：高島平（勉強会）その他、イベント会場にて 
日時：年 5 回 
会員：約 15 名 
入会：板橋区在住又は在勤の助産師 
会費：年額 2,000 円 
内容：・板橋区の母子保健事業に協力 

・neruco 広場にて助産師何でも相談や、 
ベビーマッサージ体験会 

・都立板橋特別支援学校にて性の健康教育 

 

全薬工業株式会社 
 

問合せ：電話 03-3946-1112（製品企画課） 
場所：関東近郊 
①貧血が引き起こす体調不良の原因と予防に関する
啓発講演②スポーツ貧血に関する啓発講演 
学校部活動及びスポーツ少年団を対象に講演とヘモ
グロビン値（目安）計測測定会を無料で同時開催しま
す。 

株式会社 オフィスウィンズ 
 

問合せ：電話 03-6780-0066（山田,松田） 
FAX 03-6780-2266 
メール yamada@office-wins.com 

場所：蓮根 3-9-11 ライオンズプラザ西台駅前 503 
日時：月曜日～金曜日、10 時～16 時 
内容：自分の歩き方を知って、悪い所を改善して、何
歳になっても自分の足で元気に歩く事が出来る人が
１人でも多くなる事を目的としております。 

エーザイ株式会社 
 

問合せ：電話 03-3817-3996 
FAX 03-3815-2151 

内容：認知症になっても安心して暮せるまちづくりを
目指して、認知症に関する疾患啓発活動などを実施し
ています。e-65.net で「まち」の認知症相談窓口や医
療機関などが検索できます。 

東京都水道局 板橋営業所 
 

問合せ：電話 03-5248-6365 
場所：板橋区全域 
日時：平日の 8 時 30 分～17 時 15 分 
内容：安全でおいしくなった水道水が、環境や家計に
もやさしいことなど、水道水の良さを多くの方に実感
していただきたく、「東京タップウォータープロジェ
クト」に取り組んでいます。蛇口から直接水を飲むと
いうのは日本が誇る水道文化です。 

株式会社 ジーシー 
 

問合せ：電話 03-3815-1511 
FAX 03-3815-3421 

内容：株式会社ジーシーは歯医者さんで使われる専
門的な医療器材を研究・開発し、製造・販売してい
ます。 
「歯とお口の健康情報サイト」
（https://www.gcdental.jp）で口腔健康に関する
いろいろな情報をご提供しています。 

東京都下水道局西部第二下水道事務所 

 

内容：下水道に油を流すと下水道管のつまりやにお
いの原因となります。下水道局では、調理方法の工
夫により油の使用量を減らした、料理レシピを紹介
しています。
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/life/r
ecipe/ 

日生薬局（ミアヘルサ株式会社） 
 

問合せ：電話 03-3341-2061（安宅） 
FAX 03-3341-1737 

場所：・日生薬局板橋店（日本大学医学部附属板橋病
院前） 
・日生薬局大山店（東京都健康長寿医療センター前） 
・日生薬局小豆沢店（板橋中央総合病院近隣） 
内容：板橋区在住・在勤の皆様のかかりつけ薬局にな
りたい調剤薬局です。在宅訪問も行っております。地
域包括支援を掲げ、薬剤師によるお薬セミナーを地域
で開催しております。薬局内でも健康フェアーや健康
相談を開催しております。 

パン工房・喫茶 イクトス 
 

問合せ：電話 03-5398-1677 
場所：障がい者支援施設イクトスマイム併設の喫茶
店、学校、イベント会場等 
日時：平日の 10 時 30 分～16 時 30 分（ラストオー
ダー16 時） 
内容：障がい者支援施設イクトスマイムの利用者と支
援員とで毎日パンの製造と販売をしています。イクト
スのパンは防腐剤をほぼ使っておりません。健康づく
りにお役立てください。 

一般社団法人ロッキー さをり 
姉妹塾まつぼっくり 

 

問合せ：電話 03-6913-0242 
場所：高島平１丁目 
日時：火曜日～土曜日 
会員：11 名  入会：可 
会費：月額 8,000 円 
内容：現代手織り「さをり織り」。幅広い年齢層の方々
（30 代～70 代）が織りを楽しんでいます。織物で自
己表現することや、織りを通し無心になることで、ス
トレス解消のお手伝いができます。 
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デイサービスおむすび 
 

問合せ：電話 03-3579-7059  
場所：板橋区仲宿  
日時：月曜日～金曜日 10 時～16 時 30 分※土曜日・
日曜日にもイベント有り 
会員：利用者 48 名 入会：区内在住の方 
内容：65 歳までの中途障がい者（高次機能障がい等）
や難病者が活動を通して、充実した地域生活を目指し
ています。デイサービスおむすびに通所することで生
活にリズムがつき、健康的な生活を応援しています。
むすびの仲間になりませんか。  

板橋区障がい者就労支援センター  

ハートワーク・こすもす 
 

問合せ：電話/FAX 03-5970-2308 
場所：区立エコポリスセンター地下 1 階 
日時：月曜日～金曜日 10 時～16 時（第 3 月曜日、
祝日を除く） 
内容：軽食・喫茶、手作りクッキー販売。障がいをお
持ちの実習生を受け入れており、就労と再就職への一
歩をサポートしています。主食・主菜・副菜をバラン
ス良く提供しており、ご飯、サラダの量の調節ができ
ます。 

経絡指圧普及会「指圧で健康になる会」 
 

問合せ：電話 03-3985-1060（藤崎） 
http://www.facebook.com/shiatsu.tokyo（フェイ
スブック） 
場所：池袋および都内 
日時：毎月１回 
会員：10 名  入会：不可 
内容：プロ指圧師による経絡指圧の自主学習グループ
です。介護施設での指圧ボランティアや都内のイベン
ト等で体験をしてもらっています。体験後は「不調」
と「健常」の違いが自覚できるようになります。指圧
を通して自身の健康管理ができるよう援助します。 

あるこも～ね 温楽隊 
（生活習慣病予防ステーション） 

問合せ：電話 03-3956-2090 
FAX 03-3956-2135 
メール kirihana@abox3.so-net.ne.jp 

場所：医療法人桐心会 林クリニック 旧館 1 階 
日時：毎月第 2・第 4 木曜日 
13 時 30 分～15 時 30 分 
会員：28 名  入会：可 
会費：無料※第 4 木曜日は参加費 500 円 
内容：医師とリハビリスタッフによる医療情報を紹介
し、地域住民が身体に気づけるようなプログラムを提
供します。体組成計を使用した体力測定（定期実施）、
効果的な運動を理学療法士から紹介します。「よくな
った感じ」を実感できるようにします。 

東京都赤十字血液センター 
 

問合せ：電話 03-5272-3523 
場所：板橋区全域 
日時：不定期 
内容：当血液センターでは区役所をはじめ、さまざま
な場所で献血推進活動を行っております。ご都合がつ
く方はぜひ献血にご協力をお願いします。献血にご協
力いただいた方々への感謝のお気持ちとして、生化学
検査及び血球計数検査成績をお知らせしています。 

帝京大学薬学部病態生理学研究室 
 

問合せ：電話 03-3964-8216 
FAX 03-3964-8226 
入会：不可 
内容：生活習慣病（糖尿病や脂質異常症など）や血
栓症（血の固まりができる病気）、女性の健康などに
関して、未来の薬剤師の育成に取り組みつつ、研究
を行っています。健康支援のための情報提供を行っ
ています。 

愛輪の里雅前野町カフェ野の花雅 
 

問合せ：①電話 5918-9138（渋谷） 
FAX 5918-9134 

メール nonohanamaenochou@gmail.com 
②電話 5917-1473（木村） 

場所：①カフェ野の花雅（認知症カフェ）前野町 2-39-
4②NPO 法人雅すこやかサポート協会（地域密着型健
康教室）東新町 2-20-1 
日時：①毎月第 3 水曜日 13 時 30 分～15 時 30 分 
②毎月第 2・第 4 木曜日 9 時 30 分～11 時 30 分 
会員：①15 名②12 名  入会：可 
会費：①1 回 100 円②1 回 500 円 
内容：知的障がいのある方の「自立生活へ向けたトレ
ーニングの場」として、レストランの接客や工房にお
いて着物・古着のリメイク作業に取り組んでおりま
す。毎月 1 回認知症カフェの開催及び近隣施設への移
動カフェ、健康についての会合を催しております。 

 

ＮＰＯ法人 ゆずり葉 
 

問合せ：電話 080-8718-3882（齊藤） 
FAX 03-5398-4525 
メール yuzuriha.mama@gmail.com 

場所：高島平駅前 笑い処 
日時：水曜日・木曜日以外、毎日サロン 
月曜日・火曜日 11 時～16 時 
金曜日～日曜日 13 時～16 時 
会員：100 名 
入会：自分を大切にする方＝他人を大切にできる方 
会費：月額 300 円 
内容：ステキな仲間作り、一緒に食べると美味しいね
ランチ、おしゃべり会、10 の筋トレ、認知症カフェ、
箸技道教室、講座、研修、イベント、農園活動、ゆず
り葉体操。上記活動内容を実践する為のフォローをし
ます。 
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IMS グループ 医療法人社団 明芳会  
高島平中央総合病院 

 

問合せ：電話 03-3936-7451（よしだ） 
FAX 03-5921-3130 
メール renkei.tak@ims.gr.jp 

内容：地域密着の救急病院として、地域の皆さまの健
康づくりに務めて参ります。「出張公開講座」や、検査
や健康相談ができる「健康フェア」を各地で無料で行
っております。開催依頼やイベントに関するご質問が
あれば、お問い合わせ下さい。 

日本大学医学部附属板橋病院 

がん相談支援センター 
 

問合せ：電話 03-3972-0011 
場所：日本大学医学部附属板橋病院 がん相談支援セ
ンター 
日時：月曜日～金曜日（病院休診日を除く）8 時 30 分
～16 時 
内容：がんに関する相談を、どなた様からでも受けて
います。看護師と医療ソーシャルワーカーが相談員と
して、面談または電話でお受けしています。お気軽に
ご相談ください。 

医療法人社団 明芳会 イムス記念病院 
 

問合せ：電話 03-3932-9181 
場所：板橋区常盤台 4-25-5 
内容：当院は、生活習慣病治療に特化した急性期病院
です。地域の皆様や患者様並びにそのご家族を対象と
して、公開講座を開催しています。皆様の健康づくり
のお手伝いができるよう努めてまいります。お気軽に
ご参加・ご相談・お問合せください。 

地方独立行政法人 東京都立病院機構 

東京都立豊島病院 
 

問合せ：電話 03-5375-1234（庶務課 企画係） 
FAX 03-5944-3506 
メール toshima_support@tokyo-hmt.jp 

内容：地域住民の皆さんに向けて、健康維持・増進の
ための「公開講座」や交流を深めるための「夏まつり」
を毎年開催しています。ぜひ一度ご参加ください。各
種のイベントを通して、医療や健康に対するご理解が
深まるよう努めてまいります。 

東京都健康長寿医療センター看護部 
 

内容：高齢者の皆様を中心に信頼できる高度な医療を
提供している急性期病院です。板橋区をはじめとする
地域全体の皆様の健康の保持・増進のお手伝いをしま
す。 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ ひあしんす城北 

■ 健康長寿 HAPPY LIFE 研究会 

■ ときわの杜 

予防対策課 
 

問合せ：電話 03-3579-2329（予防対策課） 
内容：予防対策課は、地域における保健衛生活動と
して、予防接種関係・公害保健対策・精神難病対策
を行っています。お酒の問題でお困りの方やご家族
向けのグループ相談会及び、うつ病・躁うつ病の方
の家族教室を無料で行っています。まずはお電話く
ださい。 
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おとしより相談センター（地域包括支援センター） 

 

日時：月曜日から土曜日（祝日・年末年始を除く）、９時から 17 時 
内容：住み慣れたまちでいつまでも安心して生活できるよう、高齢者のみなさんとその家族の方を支援していま
す。ご要望に応じて訪問相談・出前講座も実施していますので、まずは気軽に電話でご相談ください。 

※ 所在地の移転等を予定している施設があります。担当のおとしより相談センター、またはおとしより保健福祉
センターにてご確認ください。 
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板橋区地域密着型サービス事業所連絡会 

内容：認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるサービスを提供します。一覧に記載の事業
所は板橋区民の方が優先的にご利用になれます。詳しいお問い合わせやご相談は、記載の各事業所までご連絡く
ださい。 
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女性健康支援センターでは 

動画を配信しています！ 

大腸がん検診に行こう！ 

【約１分】 

更年期講座 

～女性の QOL の向上のために～ 

【３部構成：各約１０分】 

めざせ！姿勢美人✨ 

体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞで骨盤底筋群を鍛えよう！ 

【初級編：約 16 分・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編：約 19 分】 

子宮がん・乳がんに行こう！ 

【約１分】 

検索方法：区ホームページ ➡ サイト内検索『健康推進課チャンネル』 

配信中の動画は他にもあります。ぜひご覧ください♪ 

板橋区女性健康支援センター（板橋区保健所１階） 

☎：03-3579-2306 
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・・・（18,599円） ⇒ 1,800円

・・・（　7,018円）  ⇒ 無 料

・・・（　8,283円） ⇒ 無 料

・・・（　3,938円） ⇒ 無 料

・・・（　9,861円） ⇒ 1,000円

・・・（　2,563円）　⇒ 無 料

　※１：検診ごとに対象年齢が異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

　※２（　）内の金額は、板橋区から契約機関へお支払いしている金額です。（消費税込）

電話

電子申請

窓口

はがき

お得に検診が受けられるって、
知っていますか？

 胃がん検診
 （内視鏡検査）

 （エックス線検査）

詳しくは区ホームページをご覧ください。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/joho/shinsei/1010237.html

板橋区役所　南館3階　21番窓口でお申し込みください。

普通はがきに　①希望検診名　②郵便番号　③住所　④氏名　⑤生年月日　⑥性別　⑦電話番号
（⑧胃がん(エックス線)・肺がん検診の場合は、希望検診日・希望会場）を明記し、

〒173-8501　板橋区役所健康推進課成人健診係へ

板橋区では、該当の方（※１）に以下の金額で検診を実施しています。

 子宮頸がん検診

 肺がん検診

 乳がん検診

 大腸がん検診

検診受診のために、まずはお申し込みを！

健（検）診申込窓口・専用電話　TEL：０３－３５７９－２３１９

えー、そうなの？

でも、体に異常もないし、

必要ないと思うんだけど・・・。

がん検診は本来、自覚症状が無い人が

受けるものです。

がんの早期発見のために、積極的に受診しましょう。

二次元バーコードはこちら
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  ２０２０年４月１日より改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面

施行されています。 

◆全ての施設において、原則屋内禁煙です。 

◆幼稚園や保育園、学校、病院、区役所などでは、屋内・敷地内禁煙で、

屋内に喫煙場所は作ることはできません。 

◆飲食店、ホテル、オフィスなどでは屋内禁煙で基準を満たした喫煙室で

のみ喫煙が可能です。 

◆喫煙室や喫煙できる場所には、２０歳未満の方を立ち入らせることがで

きません。 

◆施設の管理者には、喫煙してはいけない場所での喫煙器具・設備の撤去

及び喫煙者への喫煙中止等の依頼、施設内に喫煙場所を設ける場合の標識

の掲示などの責務があります。 

◆違反した場合、法・条例により罰則等の対象となる場合があります。 

 

 

○喫煙専用室の中での

み喫煙が可能 

 

×喫煙専用室の中では

飲食等不可 

 

施設の一部に設置可 

○喫煙目的室の中での

み喫煙が可能 

 

○飲食等可 

 

施設の全部または、 

一部に設置可 

△加熱式たばこ専用喫
煙室の中でのみ加熱式
たばこに限定して喫煙
が可能 
 
○飲食等可 
 
施設の一部に設置可 

○喫煙可能室の中での

み喫煙が可能 

 

○飲食等可 

 

施設の全部または、 

一部に設置可 

 

喫煙する方もしない方も、お店に入る前に 

店内の喫煙状況について店頭の標識を確認してください。 

 

喫煙可能場所には２０歳未満の方は入れません！ 
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ＳＴＯＰ！受動喫煙～望まない受動喫煙をなくそう～ 
◆受動喫煙による健康への悪影響 

本人が喫煙しなくても、たばこから立ち上る煙（副流煙）や喫煙者が吐き出す煙（呼出煙）によって、

結果的にたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」と言います。 

たばこの有害物質は、喫煙者が吸い込む煙（主流煙）よりも副流煙に多く含まれており、受動喫煙に

さらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群にかかるリスクが高

くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています。 

 

２０２０年４月１日より、たばこの受動喫煙の害を防ぐため、改正健康増進法・東京都受動喫煙 

防止条例により原則屋内禁煙となりました。その結果、喫煙者が屋外に出て喫煙するようになり、 

通行人や近隣の方から「たばこの煙を吸わされて困っている」と多くのご相談が寄せられています。 

喫煙場所を設置する場合は、配慮義務があります！ 

主流煙 
喫煙者がフィルターを 

通して吸い込む煙 

副流煙 
たばこの先から 

立ち上がる煙 
 

呼出煙 
喫煙者が 

吐き出す煙 

たばこの煙 

施設管理者の方へ 

喫煙場所を設置するときには、「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするように

配慮すること」が法律で義務付けられています。 

たとえ敷地内に灰皿を設置していても、道路に面した場所などでは、人が通行する方向に煙が流れ

出す可能性が極めて高くなります。こうした場合、区では「望まない受動喫煙」の恐れがあるとし

て、灰皿の移動や撤去についてお願いする場合があります。 

 喫煙者の方へ 

改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の規制外の場所（屋外や私有地）でも、喫煙する際には

周囲の方に受動喫煙させないようご配慮いただきますようお願いいたします。 

 
法律や都条例に関する問い合わせや相談窓口 

 東京都受動喫煙防止相談窓口 

平日 9 時～17 時 45 分  ☎０５７０－０６９６９０ 

板橋区受動喫煙防止相談窓口 本庁舎南館 3 階 

平日 8 時 30 分～17 時 ☎３５７９－２７０７ 

おとな 

おとな 

鼻腔がん・副鼻腔がん・乳がん 

急性呼吸器症状 

（ぜん息患者・健常者） 

急性呼吸機能低下（ぜん息患者） 

慢性呼吸器症状・呼吸機能低下・ 

ぜん息の発症・コントロール悪化 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

子ども 

ぜん息の発症 

ぜん息の重症化 

呼吸機能低下 

学童期の咳・痰・ 

息切れ 

中耳疾患 

虫歯 

低出生体重 

胎児発育遅延 
 

妊娠・出産 

子ども 

日常的にた

ばこの煙を

吸わされ続

けると、いろ

いろな病気

にかかりやす

くなります 

脳卒中 

不快な臭い・鼻への刺激感 

肺がん 

虚血性心疾患 

ぜん息の既往 

乳幼児突然死症候群 

（ Ｓ Ｉ Ｄ Ｓ ） 


