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本号は₆月₁₃日号との合併号です。次回は₆月₂₀日㈯に発行します

　感染症を防ぐためのマスク着用は、のどの渇きを感じにくくさせ
るとともに、熱中症の危険性が高まります。屋外で人と十分な距離
（２m以上）を確保できる場合は、マスクを外して休憩し、熱中症の
サイン（めまい・ほてりなど）を逃さないようにしましょう。

●人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
●会話をするときは、できるだけ真正面を避ける
●遊びに行くときは、屋内より屋外を選ぶ
●外出時、屋内にいるとき・会話をするときは、症状がなくてもマスク

を着用する
●帰宅したらまず手・顔を洗う。できるだけすぐに

シャワーを浴びて、着替える
●手洗いは30秒程度かけて、水・石けんで丁寧に洗

う（手指消毒薬も有効）
※高齢者・持病がある方と会うときは、体調管理を
徹底する。

●感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移
動は控える

●帰省・旅行は控える。出張はやむを得ない場合のみ行う
●発症したときのため、誰とどこで会ったかを記録する
●地域の感染状況に注意する

●こまめに手洗い・手指消毒を行う
●せきエチケットを徹底する
●こまめに換気する
●身体的距離を確保する
●「３密(密閉・密集・密接)」を回避する
● 毎朝、体温測定・健康チェックを行う。発熱・風

邪の症状がある場合は、無理せず自宅で療養する

●テレワーク・ローテーション勤務を導入する
●時差出勤を推進する
●打ち合わせ・会議はオンラインを活用する
●職場の換気・マスクの着用を徹底する

予防のポイント
●こまめに水分を補給する
●エアコン・扇風機を使用する
●部屋の風通しを良くする
● 涼しい服装・日よけ対策をして外出する

引き続き感染防止にご協力をお願いします
　₅月₂₅日に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国の緊急事態宣言が解除されました。
　引き続き感染症の拡大を防ぐため、新しい生活様式を習慣として身につけ、注意して生活しましょう。

本号は ₆月₁₃日号との合併号です。次回は ₆月₂₀日㈯に発行します

相談窓口

☎3579‐2172(平日、９時～17時)☎6831‐6870(平日、９時～17時)
☎5320‐4592(平日17時～翌朝９
時、土曜・日曜・祝日は24時間)

☎6738‐9207(平日、９時～17時)

熱中症に気を付けましょう

一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

感染防止の３つの基本　身体的距離の確保・マスクの着用・手洗い

日常生活を営むうえでの基本的生活様式

働き方の新しいスタイル

※事業者向け協力金・給付金の
相談・専門家派遣も行っていま
す。予約方法など詳しくは、
（公財）板橋区産業振興公社ホー
ムページをご覧ください。

新型コロナウイルスに関する
中小企業などの特別相談窓口新型コロナ受診相談窓口

板橋区特別定額給付金
専用ダイヤル

区の施設・事業などは、感染予防対策を行ったうえで、段階的に再開していきま
す。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

買い物
●通信販売・電子決済を活用する
●１人または少人数で空いた時間
を利用する

●計画を立てて素早く済ます
●サンプルなどの展示品への接触
を控える

●レジに並ぶときは、前後にスペ
ースをとる

娯楽・スポーツなど
●公園は空いた時間・場所を選ぶ
●筋トレ・ヨガは自宅で動画を活
用する

●ジョギング
は少人数を
心がける

●すれ違うと
きは距離を
とる

●予約制を利
用して人と

の接触を減らす
●狭い部屋での長居をしない
●歌や応援は、十分な距離をとる
かオンラインを活用する

公共交通機関
●会話は控えめにする
●混んでいる
時間帯を避
ける

●徒歩・自転
車を併用す
る

食事
●テイクアウト・デリバリーを利
用する

●屋外空間を利用する
●大皿は避けて、料理は個分けに
する

●対面ではなく横並びに座る
●料理に集中
し、会話を
控える

●お酌、グラ
ス・お猪

ちょ

口
こ

の回し飲み
をしない

日常生活の各場面別の生活様式(抜粋)

密集 密接

密閉

新しい生活様式を実践しましょう

2 m
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保険料の全額または 
一部免除制度を 
ご利用ください

　経済的な事情などにより、保険
料の支払いが困難になった第１号
被保険者で、本人・配偶者・世帯
主の前年中の所得が基準額（下表
参照）以下の場合、申請により保
険料の全額または一部を免除する
制度があります。免除期間は、年
金の受給資格期間（年金を受ける
ために必要な加入期間）に算入さ
れますが、全額納付した場合に比
べると、年金受給額は減額されま
す。なお、一部免除が承認されて
も、残りの保険料が納付されない
場合は未納扱いとなり、受給資格
期間に算入されず、年金受給額に
反映されなくなります。※未納期
間に対して、申請月から過去２年

　小・中学校跡地の利活用に関す
る基本的な考え方を整理し、利活
用を決定するための検討手順を明
らかにするため、本方針を策定し
ました。
▽意見の件数＝20件（６人）▽意見

　区の交通政策に関する基本理念
・基本方針などを示し、交通に関
する課題の解決・解消への道筋と
するため、本計画を策定しまし
た。
▽意見の件数＝36件（18人）▽意見

１か月前までの免除申請ができま
す。
◉�免除を受けるには
　令和２年７月から１年分の免除
申請は、７月１日㈬から受け付け
ます。平成31年（令和元年）中の所
得により、免除基準に該当するか
審査します。必要書類など詳しく
は、お問い合わせください。
▽申請＝直接、国保年金課国民年
金グループ（区役所２階㉕窓口）
◉�免除された保険料を後から支払
うことができます

　免除が承認されてから10年以内
であれば、免除された保険料を後
から支払うこと（追納）ができま
す。追納した期間は、年金受給時
に全額納付した期間として算入さ
れます。免除期間の追納など詳し
くは、板橋年金事務所（☎︎3962‐
1481）にお問い合わせください。
◉�新型コロナウイルス感染症によ
る保険料免除の特例

　失業・事業の廃止（廃業）または
休止などに至らない場合でも、令
和２年２月以降に収入が減少し、
一時的に保険料の納付が困難な場
合は、申請により保険料の免除が
承認される場合があります。※申
請方法など詳しくは、日本年金機
構ホームページをご覧ください。
《いずれも》
▽問＝国保年金課国民年金グルー
プ☎︎3579‐2431

の概要と区の考え方（抜粋）＝下表
参照▽全文の閲覧場所＝政策企画
課（区役所４階⑫窓口）・区政資料
室（区役所１階⑦窓口）・区ホーム
ページ▽問＝政策企画課計画・
SDGsグループ☎︎3579‐2013

の概要と区の考え方（抜粋）＝下表
参照▽全文の閲覧場所＝都市計画
課（区役所５階⑮窓口）・区政資料
室（区役所１階⑦窓口）・区ホーム
ページ▽問＝都市計画課交通政策
担当係☎︎3579‐2548

保険料の納入通知書を 
お送りします

　平成31年（令和元年）中の税法上
の所得が確定したため、今年度の
納入通知書を６月15日㈪以降に、
世帯主あてにお送りします。保険
料の金額・計算方法は、納入通知
書をご確認ください。
　所得の申告が遅れた方・令和２
年１月２日以降に転入した方に
は、均等割額のみをお知らせして
います。所得の確定後、保険料を
再計算し、改めて通知します。
◉�新型コロナウイルス感染症によ
る保険料減免の特例

　主たる生計維持者の事業収入な
どの減少額が、平成31年（令和元
年）の当該事業収入などの額の10
分の３以上に該当する世帯（所得
制限あり）などは、申請により保
険料の減免が承認される場合があ
ります。※申請方法など詳しくは、
区ホームページをご覧ください。
《いずれも》
▽問＝国保年金課資格賦課グルー
プ☎︎3579‐2406
◉�納付書払いの方には納付書をお
送りします

▽送付時期・内容
● ６月15日㈪…６月〜来年３月の

一括分・６月〜10月の各月分
● 11月中旬…11月〜来年３月の各

月分
▽支払方法＝支払期限までに、お
近くの金融機関・コンビニエンス
ストア・国保年金課（区役所２階
㉒窓口）・各区民事務所※支払期
限を過ぎても支払いがない場合
は、翌々月以降に督促状・催告書
をお送りします。※１枚あたり30
万円を超える納付書・バーコード
なしの納付書は、コンビニエンス
ストアでの支払不可。※携帯電話
で支払いができる
モバイルレジサー
ビスあり▽問＝国
保年金課国保収納
グループ☎︎3579‐
2409

雨水タンク購入費用を 
助成します

　区では、雨水を植物への水やり
・打ち水などに有効利用できる雨
水タンクの購入費用を助成してい
ます（事前に申請が必要）。詳しく
は、お問い合わせください。
▽助成金額＝購入費用の２分の１
（上限２万2000
円）▽問＝環 境
政策課自然環境
保全係☎︎3579‐
2593

６月８日〜14日は 
がけ・よう壁の相談週間

　梅雨・台風の季節にかけて、長
雨・集中豪雨による地盤のゆる
み、がけ崩れ・よう壁（がけ崩れ
を防ぐためにコンクリートなどで
造られた壁状のもの）の倒壊が心
配されます。特に、切り立ってい
る・地肌が露出しているがけや、
大谷石・コンクリートブロック・
万年塀などのよう壁は、注意が必
要です。
　がけ・よう壁が崩れると、人命
・建物などに被害をもたらすこと
があります。日頃から認識を高
め、安全対策を講じましょう。※
技術的な問題・安全対策工事の助
成制度など詳しくは、お問い合わ
せください。
▽問＝建築指導課審査第二グルー
プ☎︎3579‐2579

外国人のための 
専門家電話相談会

▽とき＝６月21日㈰13時30分〜16
時※相談時間は１人30分▽内容＝
弁護士などによる在留資格・労働
・保険などの相談※英語・中国語
・韓国語の通訳あり▽対象＝外国
籍の方※事前に（公財）板橋区文化
・国際交流財団ホー
ムページから予約が
必 要▽問＝ 同 財 団
（ 板 橋 区 役 所 内 ） ☎︎
3579‐2015

区の計画などを策定しました

《意見の概要と区の考え方（抜粋）》
意見の概要 区の考え方

学校跡地を、災害時には避難
場所や支援活動に活用できる
ようにしてほしい。

学校跡地の利活用は、災害時の指定避難所としての役割を
担ってきた特性を踏まえて、防災・減災の視点も含めて検
討します。

学校跡地を、地域の人が交流
・活動する場として、地域の
活性化に資するように活用し
てほしい。

学校跡地の利活用は、地域に与える影響が大きいことか
ら、慎重に進める必要があると考えています。地域交流・
活動拠点として整備することについては、行政需要を見極
めながら、まちづくりや防災、ユニバーサルデザインとい
ったその他の観点も含めて、エリアマネジメントの観点か
ら総合的に判断していきます。

《意見の概要と区の考え方（抜粋）》
意見の概要 区の考え方

板橋区は区営の交通機関がないため、目標を達成
するためには鉄道会社、バス・タクシー会社など
民間企業の協力が必要になる。民間企業は、基本
的に営利を目的に運営しているが、公共交通の一
翼を担っている意識を持ってもらい、本計画の施
策に協力してもらうよう取り組んでほしい。

行政機関だけではなく、鉄道・バス・自
転車などを日頃から利用する区民、交通
サービスを提供する交通関係事業者、交
通管理者が連携・協力を図り、安心・安
全・快適に移動できる持続可能な交通環
境を構築・整備していきます。

板橋区では決まった場所・時間帯に、確実に渋滞
が起きる道路がいくつもある。渋滞を回避するた
め、地元の人は裏道を使用するので、裏道でも車
が絶え間なく通過する状況である。裏道は住宅街
であるため、そこに住む住民の住環境にも悪影響
を与える恐れがあるので、道路交通網の整備はと
ても重要だと思う。

幹線道路・補助幹線道路・主要生活アク
セス道路などは、渋滞緩和・アクセス改
善などの交通処理機能だけではなく、都
市防災に資する機能、バスをはじめとす
る公共交通のための空間機能など、様々
な機能を有しています。交通処理機能だ
けをすぐに向上させることは難しいです
が、日々の生活を支え、災害時には救急
救援活動を担う重要な都市基盤であるた
め、計画的な整備に向け取り組んでいき
ます。

意見の募集に際し、意見をお寄せいただきありがとうございました。

　応募企業には、各種専門家による無料訪問サポートを行います。
また、表彰製品（技術）を開発した企業には、賞金のほか、いたばし
産業見本市での展示・プロモーション用映像（DVD）の作成などのフ
ォローアップを行います。
▽対象企業＝区内に本社または事業所があり、継続して事業を営む
個人・中小企業または中小企業グループ▽対象＝個人・中小企業ま
たは中小企業グループが自ら開発し、平成27年４月〜令和２年３月
に市場に供給されている製品・技術※詳しくは、募集案内をご覧く
ださい。▽募集案内などの配布場所＝（公財）板橋区産業振興公社
（情報処理センター５階）・区ホームページ▽申込・問＝７月17日（必
着）まで、必要書類を直接または郵送で、同公社（〒173‐0004板橋
２‐65‐６）☎︎3579‐2192

優れた新
製品・新技術を募集します

板橋製品技術大賞

学校跡地利活用基本方針

交通政策基本計画

《免除となる所得の目安（世帯構成別）》
免除など
の種類

世帯構成 支払金額
（月額）単身 2人 4人

全額免除 57万円 92万円 162万円 ―
4分の ３
免除 9３万円 142万円 2３0万円 4140円

半額免除 141万円 195万円 282万円 8270円
4 分の 1
免除 189万円 247万円 ３３5万円 1万

2410円
※ 4分の ３免除・半額免除・ 4分の 1免除の所
得は、社会保険料控除後の所得額。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください



見積
無料

お客様へのお約束
★土日でもＯＫです
★トイレはお借りしません
★お茶はご遠慮します

生垣剪定幅1ｍ（高さ2ｍ）
通常2,000円が

先着
１０名様

（株）ガーデンエクスプレス 東京北支店
練馬区土支田3-19-12

☎03-5933-2811
営業時間9：00~17：00

庭木�本からお手入れＯＫ

広　告

◆広告コーナー 広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報グループ☎3579‐2022

※費用の明示のないものは無料 ₃広報　いたばし令和 2年（2０2０年）６月 ６日（土）

仲町・徳丸・高島平
ふれあい館を管理・運営
する指定管理者

▽期間＝来年４月から３年間▽選
定＝プロポーザル方式▽募集要項
の配布場所＝区ホームページ▽申
込・問＝７月８日㈬まで、必要書
類を直接、長寿社会推進課シニア
事業係（区役所２階⑯窓口）☎₃₅₇₉
‐₂₃₇₂※申込予定の事業者は、募
集説明・見学会（６月₁₈日㈭₁₁時
～₁₅時₃₀分）にご参加ください。
申込方法など詳しくは、募集要項
をご覧ください。

育児休業代替任期付職員
▽職種・募集人数
●事務…10人程度
●栄養士…若干名
※対象・選考方法など詳しくは、
採用選考案内をご覧ください。
▽採用選考案内などの配布場所＝
人事課（区役所４階㉑窓口）・各地
域センター・各区民事務所・区立
各図書館など▽申込・問＝必要書
類を、郵送の場合は６月24日（消
印有効）・直接または電子申請（区
ホームページ参照）の場合は26日
㈮17時まで、人事課人事係（〒173
‐8501）☎︎3579‐2070

清掃収集作業補助員
（夏季）
▽募集人数＝30人程度▽勤務場所
＝各清掃事務所▽勤務期間＝任用
日〜９月※対象・申込方法など詳
しくは、募集案内をご覧くださ
い。▽募集案内などの配布場所＝
資源循環推進課（区役所７階⑪窓

口）・各清掃事務所・区ホームペ
ージ▽問＝板橋東清掃事務所☎︎
3969‐3721、板橋西清掃事務所☎︎
3936‐7441

【ハイライフプラザ】
▽とき＝６月11日㈭13時〜21時30
分※設備点検のため▽問＝ハイラ
イフプラザ☎︎ 5375‐8105
【ファミリー・

サポート・センター】
▽とき＝６月15日㈪※施設清掃の
ため▽問＝子ども家庭支援センタ
ー☎︎ 3579‐2656
【地域センター・ホール】
▽施設・とき
●清水地域センター・向原ホール
・志村コミュニティホール…６
月15日㈪

●舟渡ホール…６月19日㈮
※施設清掃などのため。窓口業務
は通常どおり行います。
●中台地域センター…６月20日㈯
※雨天時は７月18日㈯に延期
●蓮根地域センター…６月27日㈯
※設備点検のため
▽問＝地域振興課庶務係☎︎ 3579‐
2161
【区立文化会館・

グリーンホール受付窓口】
▽施設・とき
●区立文化会館…６月24日㈬・25

日㈭
●グリーンホール…６月29日㈪
※17時〜20時※施設点検のため
▽問＝区立文化会館☎︎ 3579‐2222
【赤塚ホーム】
▽とき＝７月４日㈯※施設清掃の
ため。利用申込の電話受付は行い
ます。▽問＝赤塚ホーム☎︎ 5383‐
5631

定期予防接種の接種期間
を延長しています

　新型コロナウイルス感染症の発
生に伴い、区内協力医療機関での
接種に限り、接種期限を過ぎた予
診票を使用できます。予診票をお
持ちでない方には、各健康福祉セ
ンターの窓口で予診票をお渡しし
ます。※お子さんの予診票を希望
する場合は、母子健康手帳をお持
ちください。
▽延長期限＝９月30日㈬▽対象＝
接種期限が令和２年３月19日〜９
月29日の予防接種※区が助成して
いる任意予防接種は
対象外▽問＝予防対
策課予防接種グルー
プ☎︎3579‐2318、各
健康福祉センター

9

　　

▽予約の条件＝501会議室と502会議
室を同時利用し、501会議室を保育
室として利用すること▽抽選＝ 6 月
22日㈪朝 9 時から、男女社会参画課
（板橋区保健所 5 階）※抽選後、空き
がある場合は 6 月24日㈬まで受付。
▽問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎︎ 3579‐2486

▽抽選申込期間＝ 6 月16日㈫〜20日
㈯※区立文化会館大ホールは来年
7 月分、それ以外は来年 1 月分。※
申込方法など詳しくは、区ホームペ
ージをご覧になるか、お問い合わせ
ください。
問合�区立文化会館☎₃₅₇₉‐₂₂₂₂

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約(来年 2月分)

区立文化会館・
グリーンホールの利用受付

施設名 利用できない日
区立文化会館

大ホール 7／ ３・10・29～３1…全日、 7
／ 9…午後・夜間

小ホール
1／ 1～ ３・ 8・19・28…全
日、 1／10・３1…午前・午後、
1／15…午前

大会議室 1／ 1～ ３・28…全日、 1／11
…午前・午後、 1／15…午前

グリーンホール

1階ホール
1／ 1～ ３・14・25…全日、 1
／ 9・11・15・17・３0…午前・
午後、 1／1３…午後・夜間

2階ホール
1／ 1～ ３・14・25…全日、 1
／11・15…午前・午後、 1／1３
…午後・夜間

601会議室 1／ 1～ ３・25…全日

「広報いたばし」に
広告を掲載しませんか

　「広報いたばし」は、第１〜第４土曜日に約16万3000部発行しています。ぜ
ひ、ご活用ください。※広告版下は広告主が作成。募集号・掲載料など詳し
くは、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
▽申込書の配布場所＝広聴広報課（区役所４階㉓窓口）・区ホームページ▽申
込・問＝掲載希望号の申込締切日（必着）まで、申込書・広告原稿案を直接ま
たは郵送で、広聴広報課広報グループ（〒173‐8501）☎︎3579‐2022

　お口の機能（話す・食べる・表情を作るなど）を維持・向上させるため、
お口周りの筋肉を鍛えましょう。食べこぼしやすい・飲み込みにくい・
むせやすいなどと感じる方は、食事前に体操することをおすすめしま
す。お口の体操は、お子さんの口

こ う

腔
く う

機能の発達にもつながるため、遊び
の中にも取り入れてみましょう。

各健康福祉センター（健康ガイド参照）問　合

6月4日～10日は歯と口の健康週間

笑顔で楽しくお口の体操
②

④

③

⑤

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

　区の環境の現状・施策の成果などを掲載してい
ます。
▽閲覧場所＝環境政策課（区役所７階⑫窓口）・区
政資料室（区役所１階⑦窓口）・各地域センター・
各区民事務所・区ホームページ※区政資料室で、
有償頒布（本編180円・資料編80円）も行っていま
す。

令和元年度板橋区環境白書を
ご覧ください

①

大きく口を動
かして発音し
ましょう

環境政策課環境政策推進係☎₃₅₇₉‐₂₅₉₁問　合



※費用の明示のないものは無料₄ 広報　いたばし 令和 2年（2０2０年）６月 ６日（土）

働きたいママのための
再就職セミナー

▽とき＝７月３日㈮・７日㈫・
14日㈫、３日制、10時〜11時30
分▽ところ＝グリーンホール２
階ホールなど▽内容＝講義「働
き方で変わる我が家の収入・私
に合った働き方など」・交流会
▽講師＝キャリア＆マネーデザ
イン室代表　鈴木茂美ほか▽対
象＝子育て中で、再就職をめざ
す女性▽定員＝30人（申込順）※
生後４か月〜未就学児の保育あ
り（定員20人、申込順）▽申込・
問＝６月８日㈪朝９時から、電
話・Ｅメールで、男女社会参画
課男女平等推進係☎︎3579‐2486

j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp
※申込記入例参照。保育を希望

する場合は、お子さんの氏名（ふ
りがな）・何歳何か月・性別を
明記のうえ、６月24日㈬までに
お申し込みください。

夏休み
小学生美術体験教室

▽とき＝８月３日㈪〜５日㈬、
３日制、Ⓐ10時〜12時（１〜３
年生）Ⓑ14時〜16時（４〜６年
生）▽ところ＝区立文化会館和
室▽内容＝線・色・夏野菜をテ
ーマにした作品づくりなど▽講
師＝板橋区美術家連盟委員　田
辺直美ほか▽対象＝区内在住・
在学の小学生▽定員＝ⒶⒷ各20
人（初めての方を優先し抽選）▽
費用＝3000円※汚れてもよい服
装でお越しください。▽申込・
問＝６月19日（消印有効）まで、
はがきで、（公財）板橋区文化・
国際交流財団（〒173‐0014大山
東町51‐１区立文化会館内）☎︎
3579‐3130※申込記入例の項目
と保護者氏名、学年を明記。※
同財団ホームページからも申込
可

　10月・11月に開催する区民文化
祭は、区民のみなさんが日頃の練
習の成果を発表する場です。ぜ
ひ、ご参加ください。

謡曲と仕舞のつどい
▽対象＝区内在住・在勤・在学の
方※流儀不問▽費用＝1000円▽申
込・問＝７月31日㈮まで、電話
で、板橋区謡曲連盟・田辺☎︎ 3964
‐5114
〈開催日〉
▽とき＝11月８日㈰▽ところ＝区
立文化会館和室

合唱のつどい
▽内容＝１グループ６分以内の合
唱※伴奏はピアノなどの楽器によ
る生演奏に限る。※指揮者・古橋
富士雄による講評あり▽対象＝区
内の合唱グループ▽費用＝１グル
ープ5000円▽資料請求＝８月９日
（消印有効）まで、はがきで、（公財）
板橋区文化・国際交流財団※申込
記入例参照▽申込締切＝８月16日

（消印有効）まで、はがきで、（公財）
板橋区文化・国際交流財団※申込
記 入 例 の 項 目 と 参 加 部 門 （ Ⓐ 〜
Ⓒ ）、 演 奏 曲 目 、 参 加 人 数 を 明
記。団体の場合、②〜⑤は代表者
分を記入し、団体名を明記。
〈開催日〉
▽とき＝11月15日㈰▽ところ＝区
立文化会館小ホール

箏の体験コーナー
▽とき＝９月５日・19日・10月３
日・24日・11月７日、各土曜、５
日制※修了者は「三曲のつどい」に
出演
▽コース・時間
Ⓐ初心者…９時30分〜11時30分
Ⓑ経験者…13時〜15時
▽ところ＝区立文化会館リハーサ
ル室▽曲目＝Ⓐ日本の小箱第一集

「さくらさくら」などⒷ合奏曲「千
鳥」▽講師＝板橋区三曲連盟会員
▽対象＝区内在住・在勤・在学の
方▽費用＝Ⓐ1000円Ⓑ3000円▽持
物＝爪・箏・楽譜※箏の貸出あり

（必着）
〈開催日〉
▽とき＝11月８日㈰▽ところ＝区
立文化会館大ホール

民踊のつどい
▽部門＝民踊・新舞踊・県人会・
舞い上がれITABASHI※各部門１
グループ５分以内▽対象＝３人以
上のグループ▽費用＝１部門１グ
ループ6000円▽資料請求＝８月７
日（消印有効）まで、はがきで、（公
財）板橋区文化・国際交流財団※
申込記入例の項目と参加部門、団
体名、参加人数を明記。▽申込締
切＝８月14日（消印有効）
〈開催日〉
▽とき＝11月23日㈷▽ところ＝区
立文化会館大ホール

三曲のつどい
▽部門＝Ⓐ箏

そ う

（15面以下）Ⓑ三弦Ⓒ
尺八※いずれも個人・団体で14分
以内▽費用＝１舞台6000円と出演
者１人1000円▽申込＝７月24日

（１回1500円）。楽譜がない方は購
入可（Ⓐ1080円Ⓑ1050円）。▽申込
＝７月24日（消印有効）まで、はが
きで、（公財）板橋区文化・国際交
流財団※申込記入例の項目と希望
コース（Ⓐまたは
Ⓑ）、箏の貸出希
望の有無を明記。
Ⓑは第一・二・三
箏の別を明記。

秋の歌謡まつり
▽対象＝区内在住・在勤の方▽定
員＝20人（抽選）※コンクール部門
のみ参加可▽費用＝4000円▽申込
・問＝７月31日（消印有効）まで、
往復はがきで、板橋区歌謡連盟事
務局（〒175‐0094成増３‐１‐７
‐101成増アーバンライフ）☎︎ 5383
‐0078※申込記入例の項目と曲名
を明記
〈開催日〉
▽とき＝11月29日㈰▽ところ＝区
立文化会館大ホール

（公財）板橋区文化・国際交流財団
（〒₁₇₃‐₀₀₁₄大山東町₅₁‐ ₁ 区立文化会館内）

☎�₃₅₇₉‐₃₁₃₀
問　合区民文化祭参加者募集

▽視聴方法＝チャンネルいた
ばし(区ホームページ参照)、
J:COMチャンネル(毎日12時
・20時)※区政資料室(☎３579
‐2020)でDVDの貸出を行っ
ています。▽問＝ブランド戦
略担当課☎３579‐2025

6 月のテーマ
「人間国宝　講談師神

かん

田
だ

松
しょう

鯉
り

さん」

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、記事の内容が中止・変更になる場合があります。詳しくは、区ホームページをご覧ください

　12月19日㈯に区立文化会館で開
催する板橋第九演奏会に出演しま
せんか。未経験者・学生も歓迎し
ます。
▽内容・とき＝下表参照▽ところ
＝区立文化会館など▽対象＝16歳
以上の方▽定員＝女声（ソプラノ
・アルト）各90人・男声（テノール
・バス）各40人※いずれも抽選▽
コース・費用＝Ⓐ一般１万5000円
Ⓑ経験者（練習は10月から）１万
2000円※25歳以下の学生6000円▽

申込・問＝７月31日（消印有効）ま
で、はがきで、（公財）板橋区文化
・国際交流財団（〒173‐0014大山
東 町 51‐１ 区 立 文 化 会 館 内 ） ☎︎ 
3579‐3130※申込記入例の項目と
希 望 パ ー ト 、 コ ー ス （ Ⓐ ま た は
Ⓑ）、第九合唱経験の回数、学生
は学年、ベーレンライター版の楽
譜購入を希望する方
はその旨を明記。※
同財団ホームページ
からも申込可

フレッシュ名曲コンサート
「板橋第九演奏会」合唱団員募集

《板橋第九演奏会》
内　容 と　き

参加者説明会 9月 1日㈫18時３0分から

合唱練習
9月 ３日㈭・ 7日㈪・11日㈮・17日㈭・25日㈮・10月 2 日㈮・ 6日㈫・ 9日
㈮・15日㈭・21日㈬・27日㈫・11月 5 日㈭・11日㈬・17日㈫・27日㈮・12月
３ 日㈭・ 8日㈫・14日㈪・17日㈭・19日㈯、18時３0分～20時45分

リハーサル 11月27日㈮・12月17日㈭18時から、12月19日㈯10時45分から

自由な発想で作品を作ってみませんか

　本展では、祝い着や簪
かんざし

、赤塚
・徳丸に伝わる田遊びの衣装・
獅
し

子
し

舞
まい

の用具などから、日本の
衣服・飾りに込められた意味を
紹介します。

開催案内
▽とき＝６月28日㈰まで、９時
30分〜17時（入館は16時30分ま
で）

収蔵品展「心を装う」

郷土資料館☎₅₉₉₈‐₀₀₈₁〈月曜休館〉ところ・問合
祝い着 火消袢

ばん

纏
てん


