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都市計画公園・緑地の
整備方針および緑確保の
総合的な方針を
改定しました

　都・区市町村が取り組んでい
る本方針を改定しました。※詳
しくは、都ホームページをご覧
ください。
▷問＝東京都都市整備局緑地景
観課☎5388 - 3315、板橋区みど
りと公園課公園整備グループ☎
3579 - 2696・緑化推進グループ
☎3579 - 2533

献血にご協力ください
▷とき＝８月21日㈮、10時～11
時30分・12時50分～16時▷とこ
ろ＝区役所(正面玄関横)▷問＝
東京都赤十字血
液センター☎
5272 - 3523、板橋
区総務課総務係
☎3579 - 2052

リサイクル自転車販売
▷受渡日＝９月11日㈮10時～11
時▷受渡場所＝Ⓐリサイクル自
転車作業所(志村３ - 17 - 14)Ⓑ
グリーンホール１階ホール▷対
象＝区内在住・在勤・在学の方
▷販売台数＝100台(抽選)▷販
売価格＝5000円・7000円・9000
円▷申込＝８月21日(消印有効)
まで、往復はがきで、(公社)板
橋区シルバー人材センター(〒
173 - 0004板橋２ - 65 - ６)※申
込記入例(４面)の項目と希望す
る受渡場所(ⒶまたはⒷ)を明記
▷問＝同センター☎396 4 -
0871、板橋区交
通安全課自転車
グループ☎3579
- 2513

あいキッズを
運営する事業者

▷期間＝来年４月から１年間▷
実施場所＝志村一小・志村四小
・志村五小・蓮根小・北前野小
・緑小・上板橋四小・成増小・
成増ヶ丘小の各あいキッズ▷選
定方法＝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＝９月15日㈫まで、
必要書類を直接、地域教育力推
進課あいキッズ係(区役所６階
⑯窓口)※申込予定の事業者は、
説明会・施設見学会にご参加く
ださい。
◉ 説明会・施設見学会
▷とき・ところ
●説明会…８月31日㈪14時～16
時、教育支援センター(区役
所６階)

●施設見学会…日時など詳しく
は、募集要項をご覧ください
▷申込＝８月24日㈪まで、必要
書類を直接、地域教育力推進課
あいキッズ係
《いずれも》
▷問＝地域教育力推進課あいキ
ッズ係☎3579 - 2637

都営住宅入居者
▷募集内容
Ⓐポイント方式(ひとり親向け
・高齢者向け世帯など)

Ⓑ抽選方式(単身者向け・単身
者用車いす使用者向け・シル
バーピア住宅)

※対象・募集戸数など詳しくは、
募集案内をご覧ください。
▷募集案内などの配布場所＝８
月17日㈪～25日㈫に、住宅政策
課(区役所５階⑭窓口)・庁舎案
内(区役所１階)・赤塚支所・各
地域センター・各区民事務所・

各福祉事務所・東京都住宅供給
公社ホームページ※夜間・土曜
・日曜は、区役所の夜間受付で
配布。▷申込＝８月28日(必着)
まで、郵送で、Ⓐ東京都住宅供
給公社募集センターⒷ渋谷郵便
局▷問＝同センター☎0570 -
010 - 810(ナビダイヤル、配布
期間中)・☎3498 - 8894(配布期
間以外)、板橋区住宅政策課住
宅運営グループ☎3579 - 2187

高齢者の暮らしを拡げる
「10の筋トレ」体験講座
▷とき＝９月２日㈬14時～16時
▷ところ＝成増アクトホール▷
内容＝介護予防に効果がある筋
力トレーニングの説明・体験▷
講師＝東武練馬中央病院理学療
法士　大塚優希▷対象＝区内在
住で、地域の方と筋力トレーニ
ングを始めてみたい個人・グル
ープ▷定員＝50人(申込順)▷申
込・問＝８月11日㈫朝９時か
ら、電話で、おとしより保健福
祉センター介護普及係☎5970 -
1120

認知症サポーター
養成講座

▷とき＝９月４日㈮14時～15時
30分▷ところ＝グリーンホール
２階ホール▷内容＝認知症の症
状・支援方法、認知症の方と接
するときの心構えなど※受講者
には、認知症の方とその家族を
支援する意志を示す「オレンジ
リング」を差し上げます。希望
する事業者(介護保険事業者を
除く)には、「高齢者あんしん協
力店」ステッカーを配付し、区
ホームページに事業者名を掲載
します。▷対象＝区内在住・在
勤・在学の方、区内事業者▷定
員＝40人(申込順)▷申込・問＝
８月11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

【ホール】
▷施設・とき
●志村コミュニティホール…８
月17日㈪

●前野ホール…８月20日㈭
※設備点検などのため
▷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…８月26日㈬・
27日㈭

●グリーンホール…８月31日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▷問＝区立文化会館☎3579 -
2222

　受給者証をお持ちで、資格要
件(下表参照)を満たす方には、
８月下旬に新しい受給者証をお
送りします。ただし、更新手続
きに書類提出が必要な方には、
別途ご案内します。９月以降、
健康保険証と一緒に、病院など
の窓口へご提出ください。現在
の受給者証は、９月以降に、直
接または郵送で、障がいサービ

ス課福祉係(区役所２階⑫窓
口、〒173 - 8501)にお返しくだ
さい。※受給者証をお持ちでな
い方で、資格要件を満たす場合
は、お問い合わせください。※
生活保護を受給している・施設
に入所している方などは、対象
外の場合あり。
▷問＝障がいサービス課福祉係
☎3579 - 2362 3579 - 2364

◉ 中学校卒業程度認定試験
　中学校卒業程度の学力を認定する
試験で、合格者には高等学校の入学
資格が与えられます。
▷とき＝10月22日㈭▷ところ＝東京
都教職員研修センター(文京区本郷
1 - 3 - 3 )※対象など詳しくは、
お問い合わせください。▷問＝東京
都教育庁義務教育課☎5320 - 6752

◉ ぬくもりサービス協力会員募集説
明会

　地域住民による支えあいのサービ
ス( 1 時間あたり700円からの謝礼あ
り)で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。
▷とき＝ 8 月27日㈭14時～15時30分
▷ところ＝グリーンホール101会議
室※当日に会員登録をする場合は、
必要な持ち物があります。詳しく
は、お問い合わせください。▷申込
・問＝ 8 月11日㈫朝 9 時から、電話
で、ぬくもりサービス☎3964 - 1185

◉板橋朝市　▷とき＝ 8 月16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＝野菜

▷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＝ 8 月
20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 8 月24日㈪まで受付。
▷問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579 - 2486

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約(来年 4月分)

▷抽選申込期間＝ 8 月16日㈰～20日
㈭※区立文化会館大ホールは来年
9 月分、それ以外は来年 3 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

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
9／ 5・12・18・23・26・30…
全日、 9／17…夜間、 9／22…
午後・夜間

小ホール 3／ 5・12～14・16・21・25～
27…全日

大会議室
3／ 5…午後・夜間、 3／ 6…
午前・午後、 3／13・14・20・
25・27…全日

グリーンホール

1階ホール
3／ 4・18…午後、 3／ 7・11
…午前・午後、 3／10・17・24
・31…夜間、 3／25・29…全
日、 3／27…午後・夜間

2階ホール 3／27…午後・夜間、 3／29…
全日

601会議室 3／29…全日

《マル障受給者証の資格要件》
障がいの程度 身体障害者手帳 1級・ 2級・内部障害 3級、愛の手帳 1度・ 2度、精神障害者

保健福祉手帳 1級※原則、65歳以降に手帳を取得した方を除く。

所得の制限

前年中の本人所得で判定
※本人が20歳未満の場合は、加入している健康保険の被保険者の所得で判定。
〈扶養親族などの数と基準額〉
0人…360万4000円、 1人…398万4000円、 2人…436万4000円
※扶養親族などの人数が 3人以上の場合、 1人増えるごとに38万円を加算。
※詳しくは、お問い合わせください。

健康保険 国民健康保険・社会保険に加入している方
※後期高齢者医療制度に加入し、住民税が課税されている方を除く。

マル障(心身障害者医療費助成制度)
受給者証更新のお知らせ

感染症を防ぐためのマスク着用は、熱中症の危険性を高めます。こまめに水分補給などをしましょう


