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本庁舎では、一部の窓口業務を毎月第2日曜9時～17時、毎週火曜（祝日・閉庁日を除く）19時まで行っています。取り扱い業務は、区ホームページをご覧ください。

投票要件をご確認ください
　６月17日現在、次の両方の要件を満たして
いる方が対象です。
●日本国籍を有し、平成14年７月６日以前に
生まれた

●令和２年３月17日までに板橋区へ転入の届
出をし、引き続き３か月以上、板橋区に住
民登録されている

引っ越しした方はご注意ください
◉ 板橋区内で転居した方の投票所
●６月２日までに転居届を出した方…新住所
地の投票所

●６月３日以降に転居届を出した方…前住所
地の投票所
◉ 投票日までに板橋区外へ転出した場合
●都外へ転出した方…投票できません
●都内のほかの区市町村へ転出した方…板橋
区の選挙人名簿に登録されている方は、転
出先の住所地で選挙人名簿に登録されてい
なければ、板橋区で投票できます※板橋区
外へ転出した方のうち、板橋区で住民票が
作成された日から引き続き３か月以上、住
民登録されていた方で、板橋区の選挙人名
簿へ登録される前に転出し、新住所地の住
民登録期間が３か月未満の方は、板橋区の
選挙人名簿に登録され、板橋区での投票と
なります。※該当する方には、「投票所の
お知らせ」をお送りします。※投票の際、
転出先の区市町村が発行する
「引き続き都内に住所を有す
る旨の証明書」(住民票の写し
・選挙用は無料になる場合あ
り)などをお持ちください。

◉ 令和２年３月18日以降に板橋区へ転入した
場合

　板橋区では投票できません。前住所地が都
内で、前住所地の選挙人名簿に登録されてい
れば、投票できる場合があります。前住所地
の選挙管理委員会にお問い合わせください。

「投票所のお知らせ」をお送りします
　「投票所のお知らせ」を世帯ごとに封書でお
送りします。氏名・住所をご確認のうえ、投
票の際にお持ちください。なお、お手元に届
かない・紛失した場合でも、板橋区の選挙人
名簿に登録されていれば投票できます。投票
の際、投票所係員にお申し出ください。※改
修工事などのため、各施設内で投票場所が変
更になる場合があります。

選挙公報を全戸配布します
　６月26日㈮までに全戸配布します。お手元
に届かない場合は、お問い合わせください。
区役所・各地域センター・各区民事務所・区
立各図書館・各期日前投票所にも設置しま
す。※区ホームページでもご覧になれます。

開票状況をご覧になれます
　７月５日㈰に、上板橋体育館で開票を行い
ます。開票状況は、区ホームページでご覧に
なれます。

　選挙の開票会場となるた
め、上板橋体育館の施設利
用を一部休止します。
▽施設・とき＝右表参照▽
問＝上板橋体育館☎5399‐
6501〈第２月曜休館〉

　投票日当日の過密を避けるため、期日前
投票にご協力をお願いします。区ホームペ
ージに、各投票所での感染
防止対策や前回選挙時の日
別の投票者数(各期日前投
票所)を掲載していますの
で、参考にしてください。

《選挙に伴う上板橋体育館施設利用の一部休止》
7 月 4 日㈯ 7月 5日㈰ 7月 6日㈪

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

室内競技場 利用不可 一般
公開

第 1・ 2武道場 利用不可 一般公開会議室
トレーニングルーム 利用不可 利用不可 12時から

一般公開温水プール 一般公開

東京都知事選挙

新型コロナウイルス感染防止対策選挙に伴う上板橋体育館施設利用の一部休止

投票日時　 7月 5日㈰ 7時～20時
板橋区選挙管理委員会事務局☎3579‐2681問　合

告示日 6月18日㈭

期日前投票所
　仕事・用事・通院などで、投票日当日に投
票できない方が対象です。
▽とき・ところ
●６月19日㈮～７月４日㈯…人材育成センタ
ー(区役所２階)

●６月28日㈰～７月４日㈯…仲町ふれあいセ
ンター、富士見・大谷口・志村坂上・高島
平の各地域センター、教育科学館、きたの
・舟渡の各ホール、成増アクトホール、志
村健康福祉センター、エコポリスセンタ
ー、赤塚支所

※８時30分～20時
▽投票方法＝自分の「投票所のお知らせ」裏面
の請求書欄に必要事項を記入のうえ持参※印
鑑は不要

不在者投票制度
●指定病院等投票…指定の病院などに入院
(所)中で、投票日当日に投票できない方
は、入院(所)先の施設で投票できます。詳
しくは、各施設にお問い合わせください。

●郵便等投票…重度の障がいがあり、郵便等
投票証明書をお持ちの方は、７月１日㈬17
時までに、投票用紙などをご請求ください。

●滞在地投票…仕事・旅行などで板橋区外に
滞在している方は、滞在地の区市町村選挙
管理委員会などで投票できます。詳しく
は、お問い合わせください。

投票日当日に投票できない方へ

投票時のマスク
着用・投票前後
の手洗いなどに
ご協力をお願い
します。

区の施設・事業は、感染予防対策を行ったうえで、段階的に再開しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください
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特別区民税・都民税の
支払いはお済みですか

　６月30日㈫は、特別区民税・
都民税第１期分(普通徴収分)の
支払期限です。金融機関・コン
ビニエンスストア・モバイルレ
ジ・納税課(区役所３階⑪窓口)
・各区民事務所でお支払いくだ
さい。口座振替の場合は、残高
をご確認ください。なお、新型
コロナウイルス感染症の影響に
より、納税が困難な場合は、ご
相談ください。※支払期限を過
ぎた特別区民税・都民税、軽自
動車税(種別割)がある場合は、
納税課・各区民事務所で早めに
お支払いください。※コンビニ
エンスストアでお支払いの際
は、必ず領収証書とレシートの
両方をお受け取りください。モ
バイルレジでお支払いの際は、
領収証書は発行されません。
▽問＝納税課庶務・収納グルー
プ☎3579‐2133※納付相談は☎
3579‐2138・2141・2135・2145

ブロック塀などの撤去・
新設費用を助成します

▽対象＝次の全ての要件を満た
す塀
●区内の石造・コンクリートブ
ロック造・コンクリート造・
その他これらに類する

●道路に面している
●高さが1.2ｍ以上
●区が一定以上、危険性がある
と認めた
▽助成金額
Ⓐ撤去…１㎡につき３万円(上
限30万円、角地は45万円) 
Ⓑ新設…１ｍにつき２万円(上
限30万円)※Ⓐを受けたもの
に限る。※木塀加算あり
▽助成期間＝来年３月まで※工
事着手前に申請が必要。詳しく
は、お問い合
わ せ く だ さ
い。▽問＝建
築指導課監察
グ ル ー プ ☎
3579‐2578

（仮称）子ども家庭総合
支援センターの設置に
関する区民説明会

▽とき＝７月３日㈮19時から・
４日㈯10時から、各１日制▽と
ころ＝いたばし総合ボランティ
アセンター▽内容＝建設工事の
計画など▽定員＝各日30人(先
着順)※当日、直接会場へ。▽
問＝児童相談所開設準備課計画
推進係☎3579‐2068

外国人のための
法律電話相談

▽とき＝７月16日㈭・８月20日
㈭、13時30分～16時※相談時間
は１人30分▽内容＝弁護士によ
るビザ・労働・離婚などの相談
※通訳が必要な場合は、申込時
にご相談ください。▽対象＝外
国籍の方▽申込・問＝各実施日
の７日前まで、Ｅメール(日本
語・英語)で、(公財)板橋区文
化・国際交流財団(板橋区役所
内)☎3579‐2015 kkouryu@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例(３面)参照※同財団ホームペ
ージからも申込可

区営駐輪場定期利用料の
新型コロナ還付特例

▽対象＝区営駐輪場を定期契約
し、緊急事態宣言期間中に利用
しなかった方▽申請期限＝６月
30日㈫※申請方法など詳しく
は、区ホームページをご覧くだ
さい。▽問＝交通安全課自転車
グループ☎3579‐2513

【いたばし文化芸術・
多文化共生ビジョン検討会】

▽とき＝６月24日㈬14時から▽
ところ＝第一委員会室(区役所
11階)▽内容＝文化芸術振興・
多文化共生まちづくりに関する
検討▽定員＝５人(先着順)※当
日、直接会場へ。▽問＝文化・
国際交流課文化・国際交流係☎
3579‐2018
【情報公開及び

個人情報保護審議会】
▽とき＝７月３日㈮９時30分か
ら▽ところ＝大会議室Ａ(区役
所９階)▽内容＝個人情報保護
制度に基づく諮問など▽定員＝
15人(先着順)※当日、９時20分
まで区政情報課(区役所１階⑦
窓口)で受付。▽問＝区政情報
課個人情報保護グループ☎3579
‐2020

【男女平等推進センター】
▽とき＝６月29日㈪※施設点検
のため▽問＝男女平等推進セン
ター☎3579‐2790
【郷土資料館】
▽とき＝６月30日㈫・７月１日
㈬※施設清掃のため▽問＝郷土
資料館☎5998‐0081〈月曜休館〉
【障がい者福祉センター】
▽とき＝７月５日㈰※施設清掃
のため▽問＝障が
い者福祉センター
☎3550‐3401
3550‐3410

　区では、新型コロナウイルス
の感染拡大防止に向けて、様々
な対策に取り組んでおり、この
対策をさらに加速させるため、
ふるさと納税制度を活用したク
ラウドファンディングを行って
います。いただいた寄付は、PCR
検査・医療提供体制などに関す
る支援、区内事業者への産業融
資事業などに活用します。※こ
の寄付は、ふるさと納税の対象
となります。返礼品はありませ
んが、ご協力をお願いします。

▽申込方法
●ふるさと納税サイ
ト「ふるさとチョ
イス」

●地域振興課(区役
所８階⑫窓口)
▽問
●寄付の活用について…経営改
革推進課評価グループ☎3579
‐2060

●寄付の申込・支払いについて
…地域振興課庶務係☎3579‐
2161

夏の八ケ岳荘を
利用しませんか

　夏季期間( 7月18日㈯～ 8月30日㈰)の一般利用
受付が始まります。ぜひ、ご利用ください。

▽対象＝区内在住・在勤・在学
の方が代表のグループ(29人以
下)▽定員＝一般棟67人(14室)
・キャンピングリゾート３テン
ト・テントサイト18サイト※い
ずれも抽選
▽利用料金
●一般棟(１泊)…一般2000円・
子ども1000円

●キャンピングリゾート(１泊)
…一般2500円・子ども1250円

● テントサイト(１泊)…一般
400円・子ども200円

●食事代…朝食550円・昼食660
円・夕食1320円・子ども用夕
食880円

※障がいがある方は上記料金の
半額・４～14歳は子ども料金・
３歳以下は無料※テント用具一
式(５人用)・寝袋・野外炊飯用
具・ランタンは無料貸出※宿泊
の方は、体育館・研修室などを
無料で利用可。
▽ところ・申込＝６月27日(必
着)まで、往復はがき(１グルー
プ１枚)で、八ケ岳荘(〒399‐

0200長野県諏訪郡富士見町立沢
字広原１‐1322)※申込記入例
(３面)の項目と部屋数(洋室・
和室・和洋室の希望も)または
キャンピングリゾート・テント
サイトの利用の旨、希望日、宿
泊日数(３泊以内・第３希望ま
で)、利用予定人数を明記。
◉ 抽選後の夏季期間中の空き室
▽申込＝７月10日㈮朝９時か
ら、電話で、八ケ岳荘☎0266‐
66‐2323※八ケ岳荘ホームペー
ジからも申込可

生涯学習課生涯学習推進係
☎3579‐2633問　合

新型コロナウイルス感染症対策への
寄付金を募集しています

▲ふるさと
チョイス

　新型コロナウイルス感染症の
影響による園・学校の休園・休
校や、保護者の雇用状況の変化
などを踏まえ、区独自の取組と
して、児童育成手当の臨時特別
給付金を支給します。対象者に
は、６月下旬に通知書をお送り
します。※申請不要。平成31年
(令和元年)度以前の現況届が未
提出の方・住所などが変わった
方は、手続きが必要です。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。

▽対象＝令和２年５月分の児童
育成手当を受給する方▽支給予
定日＝７月中旬▽支給額＝児童
１人につき３万円▽支給方法＝
児童育成手当の指定口座に振込

児童育成手当の
臨時特別給付金を支給します

新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策

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

子ども政策課子どもの
手当医療係☎3579‐2477

問　合
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医師によるもの忘れ相談
▽とき・ところ(各１日制)＝下
表参照▽対象＝区内在住の65歳
以上で、もの忘れが気になる方
・その家族※もの忘れで医療機
関にかかっていない方▽定員＝
各日２人(初めての方を優先)▽
申込・問＝６月22日㈪朝９時か
ら、電話で、希
望会場を担当す
るおとしより相
談センター
《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

7月 9日㈭
区役所( 2 階⑮窓口)

※申込は仲町おとしより
相談センター☎5917‐5201

7 月13日㈪ 下赤塚おとしより相談センター☎3930‐1821

7 月17日㈮
志村坂上地域センター

※申込は志村坂上おとしより
相談センター☎3967‐2131

7 月30日㈭
区役所( 2 階⑮窓口)

※申込は熊野おとしより
相談センター☎5926‐6566

7 月31日㈮ 桜川おとしより相談センター
☎3959‐7485

※13時20分から・14時から。

児童相談所業務システム
を構築する事業者

▽期間＝令和２年９月下旬～４
年３月▽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10
日(必着)まで、必要書類を直接
または簡易書留で、児童相談所
開設準備課計画推進係(区役所
３階㉕窓口、〒173‐8501)☎
3579‐2068

八ケ岳荘を管理・
運営する指定管理者

▽期間＝来年４月から５年間▽
選定＝プロポーザル方式▽公募
要項の配布場所＝区ホームペー
ジ▽申込・問＝７月30日㈭・31
日㈮に、必要書類を直接、生涯
学習課生涯学習推進係(区役所
６階⑮窓口)☎3579‐2633※申
込予定の事業者は、現地説明会

(７月９日㈭10時30分から)にご
参加ください。申込方法など詳
しくは、公募要項をご覧ください。

入札監視委員会公募委員
▽募集人数＝２人▽任期＝９月
から２年間▽対象＝区内在住・
在勤・在学で、平日昼間に区役
所で行う会議(年２回程度)に出
席できる方※区の競争入札参加
資格を有している事業者・関係
者などを除く。▽選考＝作文・
書類▽申込・問＝７月22日(必
着)まで、作文「公正かつ透明性
のある入札を実現するために
は」(800～1200字)と、別紙に申
込記入例の項目、職業、区のほ
かの会議での委員歴、応募動機
を明記のうえ、直接または郵送
・Ｅメールで、庁舎管理・契約
課契約係(区役所７階⑬窓口)☎
3579‐2083 so-keiyaku@city.
itabashi.tokyo.jp

介護保険事務用封筒に
掲載する広告

▽封筒の種類＝介護保険認定通
知関係事務用封筒▽掲載位置＝
裏面の２分の１▽規格＝１コマ
縦７cm×横７cm▽掲載料＝１
コマ６万7000円▽作成枚数＝
２万5000枚▽使用時期＝９月頃
から※広告版下は広告主が作
成。掲載基準など詳しくは、お
問い合わせください。▽募集数
＝２コマ(抽選)▽申込書の配布
場所＝介護保険課(情報処理セ
ンター３階)▽申込・問＝７月
３日㈮まで、申込書・広告原稿
案を直接、介護保険課認定係☎
3579‐2441

こども華道・茶道
体験講座

▽とき＝７月21日㈫・22日㈬、
２日制、13時30分～15時30分▽
ところ＝徳水亭(水車公園内)▽
内容＝華道「お花の生け方の基
本形」、茶道「お茶とお菓子のい
ただき方・挨拶の仕方」▽対象
＝区内在住・在学の小・中学生
で、華道・茶道初心者▽定員＝
５人(抽選)▽費用＝2570円▽持
物＝花ばさみ・花包み・タオル
・白い靴下▽申込・問＝７月５

日(必着)まで、往復はがき・電
子申請(区ホームページ参照)
で、みどりと公園課施設運営グ
ループ☎3579‐2532※申込記入
例の項目と学年、保護者氏名を
明記。

障がい者の社会参加
を考える

▽とき＝７月５日㈰13時30分～
16時▽内容＝講演・意見交換な
ど▽講師＝創価大学名誉教授　
木全力夫▽定員＝20人(先着順)
※当日、直接会場へ。▽ところ
・問＝まなぽーと大原☎3969‐
0401〈第３月曜休館〉

認知症の方を介護する
家族のための講座

▽とき＝７月16日㈭14時～16時
▽ところ＝グリーンホール601
会議室▽内容＝講義「認知症と
ともに生きる方への接し方」▽
講師＝(地独)東京都健康長寿医
療センター臨床心理士　扇澤史
子▽対象＝区内在住・在勤で、
認知症の方を介護している家族
または介護に関わる方▽定員＝
20人(申込順)▽申込・問＝６月
22日㈪朝９時から、電話で、お
としより保健福祉センター認知
症施策推進係☎5970‐1121

広　告

☆区へ( 4 月 6 日～ 5 月 8 日)
▽中台若松会 1 万4013円▽㈱トラン
スポート・エースアンドエース代表
取締役阿久津馨2000万円
☆社会福祉協議会へ

　( 3 月28日～ 5 月 7 日)
▽西寿会1252円▽板橋区書道連盟 2
万円▽NPO法人ゆずり葉5500円▽
大工原辰実 2 万円▽小豆沢にりん草
クラブ9484円▽大山和楽クラブ1080
円▽㈱安田屋14万407円▽伊藤康治
5 万円▽東京けやきライオンズクラ
ブ 9 万578円▽福祉の森サロン10団
体 3 万3724円

◉板橋朝市　▽とき＝ 6 月21日㈰朝
6 時30分から▽ところ＝板橋宿不動
通り商店街(都営
三田線「板橋区役
所前」下車)▽目玉
商品＝朝採り野菜

▽とき＝８月21日㈮～24日㈪
(３泊４日)※朝６時50分に区役
所正面玄関前集合・24日㈪19時
解散予定※往復貸切バス利用▽
宿泊＝白馬大池山荘(長野県白
馬大池北西畔)など※男女別相
部屋▽内容＝白馬岳・杓子岳・
鑓ヶ岳の登山※歩行時間は初日
約４時間・２日目約６時間・３
日目約７時間・４日目約５時間
▽講師＝登山家　節田重節ほか
▽対象＝登山靴・雨具・ザック
などをお持ちで、２泊以上の登
山経験があり、年数回の山歩き
(高低差1000m程度の登山)をし

ている方▽定員＝26人(抽選)※
申込者が14人以下の場合は中止
▽費用＝７万9500円※申込方法
など詳しくは、植村冒険館ホー
ムページをご覧ください。※本
事業は、民間旅行会社への委託
事業です。

植村冒険館☎3969‐7421
〈月曜休館。ただし 8月10日㈷は開館し11日㈫休館〉

問　合

アドベンチャー講座
白馬三山登山に挑戦しよう！

日本庭園で体験してみませんか

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

◉板橋英会話同好会　20歳以上の初
心者・初級者対象　第 1 ～ 4 日曜　
14時～16時　まなぽーと大原　入会
金2000円・ 3 か月6000円　☎小浜
080‐3455‐4805
◉囲碁「板橋碁友会」　見学可　毎週
水曜・日曜　水曜13時～16時30分・
日曜 9 時～16時30分　まなぽーと大
原　入会金500円・月額500円　☎吉
村5970‐0335
◉着物着付けサークル　初心者歓迎　
毎週水曜　10時30分～11時30分また
は18時～19時　高島平団地内集会所
(高島平 2 ‐32‐ 2 )　入会金500円
・ 1 回1000円　☎水口090‐8517‐
0537
◉社交ダンス「ランダンスクラブ」　
30歳以上の初級・中級者歓迎　月 3
回金曜　14時～15時30分　仲町地域
センター　入会金2000円・月額3500
円　☎高田090‐3912‐9853

※活動日時・場所などは変更になる場
合があります。現在の活動状況など詳
しくは、各サークルにお問い合わせく
ださい。
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男女の認識の現状

　令和元年に行った区の調査で
は、「夫は外で働き、妻は家庭
を守るべきである」に対する「反
対」が前回調査(平成26年)から
９ポイント上昇し、52.9％にな
りました。女性の就業率も上昇
傾向にあり、男性は仕事・女性
は家事という意識は薄まりつつ
あります。一方で、実際の家庭
内では、女性が主に家事を行っ
ているという回答が多く、子ど
もができたら女性は就業を中断
すべきであるという回答も全国
調査の26.3%を大きく上回る
44.8%になっています。
　また、家事・育児に積極的に
関わりたいという男性は増えて
いますが、実際の家事・育児の
平均時間は１日あたり83分とな
っており、ほかの主要国(アメ
リカ173分・フランス150分)と
比較しても短く、希望と現実に
違いが生じています。

　人生100年時代と言われる中
で、充実した人生を実現するた
めには、仕事・家庭・趣味など
のバランスを取り、自分の希望
どおりに時間を使えることが大
切です。区では、様々な取組を
通じて、男女が性別に関わら
ず、多様な生き方を選択できる
社会の実現をめざしています。

区の主な取組を
紹介します

◉ いたばしＩ(あい)カレッジ
　子育てに専念している女性を
対象とした、ママでもなく、妻
でもない「私」を考える講座で
す。自分自身と向き合い、お互
いを認め合うワークショップを
通じて、自分らしさの再発見を
めざします。

◉ 女性のための再就職支援セミ
ナー

　もう一度働きたい女性を対象
に、子育て・仕事の両立方法や
自分に合った働き方、求人の探
し方などの講義を行っています。
◉ 女性向け起業入門セミナー
　起業をめざす女性を対象に、
起業の心構え・基礎知識、起業
経験者による体験談などの講義
を行っています。
◉ いたばしパパ月間
　毎年10月を「いたばしパパ月
間」とし、男性が自身のワーク
・ライフ・バランスを見つめ直
し、無理なく楽しく家事・育児
に参加するためのセミナー・イ
ベントを開催しています。ま
た、男性向け
の子育て情報
が掲載された
「いたばしパ
パBOOK」は、
区ホームペー
ジでご覧にな
れます。

◉ いたばし good balance 会社
賞

　仕事・生活の両立支援や、働
きやすい環境づくりに取り組む
企業を表彰しています。

男女平等推進センター
「スクエアー・Ｉ(あい)」
◉ 情報資料コーナー・団体交流
室(グリーンホール７階)

　男女平等に関する本などの閲
覧や、仲間同士の活動・交流が
できます。
▽開館時間＝９時～21時30分▽
問＝男女平等推進センター情報
資料コーナー・団体交流室☎
3579‐2790
◉ 相談室(板橋区保健所５階)
　仕事・家庭などの相談や、子
育てママの個別カウンセリング
を行っています。※相談時間な
ど詳しくは、区ホームページ・
「いたばしくらしガイド2019‐
2020」などをご覧ください。
▽問＝男女平等推進センター総
合相談☎3579‐2188

一人ひとりが自分らしく
生きられる社会へ

区民文化祭参加者募集

男女社会参画課男女平等推進係☎3579‐2486問　合

(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 3579-2276
問　合

区民俳句大会

▽対象＝区内在住・在勤・在学
の方
▽費用
●一般…一組(二句)1000円、三
組まで

●小・中学生…無料(一組のみ)
▽申込＝９月15日(消印有効)ま
で、投句用紙または200字詰め
原稿用紙に四季の雑詠句(未発
表作品に限る)と申込記入例(３
面)の項目を明記し、費用(定額
小為替)を同封のうえ、郵送
で、板橋区俳句連盟事務所・上
田桜(〒174‐0046蓮根３‐15‐
１‐209)
〈開催日〉
▽とき＝10月24日㈯▽ところ＝
区立文化会館大会議室

詩のつどい

▽内容＝１人１篇
ぺん

・テーマ自由
※縦書き25字×38行以内(題・
氏名を除く。ワープロ原稿可)
▽対象＝区内在住・在勤・在学
で、小学生以上の方▽費用＝
1000円※小・中学生無料※応募
者全員の作品が掲載された詩集
「樹林」を差し上げます。▽資料
請求＝８月14日(必着)まで、は
がきで、(公財)板橋区文化・国
際交流財団※申込記入例(３面)
参照▽申込締切＝８月20日(必
着)
〈開催日〉
▽とき＝10月
25日㈰▽とこ
ろ＝区立文化
会館大会議室

吟詠剣詩舞区民のつどい

▽部門＝Ⓐ独吟Ⓑ合吟Ⓒ剣詩舞
※ⒶⒷは絶句に限る。Ⓒは律詩
も可。▽対象＝個人・団体▽費
用＝ⒶⒷ１人1000円Ⓒ絶句１人
1000円・律詩１人2000円▽申込
・問＝７月31日(消印有効)ま
で、往復はがきで、板橋区吟剣
詩舞道連盟・小泉吟誠(〒173‐
0023大山町41‐５)☎3955‐
0869※申込記入例(３面)の項目
と参加部門(Ⓐ～Ⓒ、Ⓒは絶句
・律詩の別も)、吟題・伴奏の
本数を明記。※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＝10月25日㈰▽ところ＝
区立文化会館小ホール

演劇のつどい

◉ 舞台公演(有料公演)出演者
▽練習日＝８月から約30回▽と
ころ＝区立文化会館リハーサル
室など▽演目＝冒険者たち　ガ
ンバと15匹の仲間▽対象＝区内
在住・在勤・在学または区内サ
ークル・団体の会員で、高校生
以上の方▽申込＝７月21日㈫ま
で、電話・FAXで、(公財)板橋
区文化・国際交流財団※７月24
日㈷10時から、区立文化会館小
ホールで体験講
習会あり。
〈公演日〉
▽とき＝11月28
日㈯・29日㈰▽
ところ＝区立文
化会館小ホール

　全ての人が自分らしい充実した人生を実現するためには、一人ひ
とりが人生の時間の使い方を考え、家族・地域・社会がその生き方
を後押しすることが大切です。この機会に、暮らし・働き方を見つ
め直してみませんか。

　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。

6 月23日～29日は男女共同参画週間

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

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、身体的距離の確保・マスクの着用・手洗いなどの新しい生活様
式を習慣化しましょう。また、マスク着用時の熱中症にも注意しながら生活しましょう。※新しい生活様式につ
いて詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

引き続き感染防止にご協力をお願いします


