
　核家族化や高齢化が進む日本では、
今後ますます需要が見込まれる高齢
者住宅。老後の過ごし方や住まいの選
択肢が幅広くなっている今、自分や親
が安心感のある暮らしができる住ま
いを探すために、早めの対策を考える
必要があると言えます。
　全国50拠点93事業所で介護事業を

展開する「リエイ」が運営する板橋区
徳丸の自然豊かな住境が魅力の介護
付有料老人ホーム「コンシェール徳
丸」では、10月16日（金）・17日（土）に施
設の雰囲気や設備を個別に見学でき
る送迎付きの見学会を開催します。
　同社の介護サービスシリーズの中
で、最も上質な「住環境」と「サポート」
で自分らしい生活を送ることができ

ハイグレード・サービスレジデン
ス
ちから介護が必要になっても、上質で
快適な日常を送るために「人」を想う3 

つの視点である「ゆとり・やすらぎ・お
もてなし」を提供してくれます。
　個別に見学できるこの機会に気軽
に参加を。参加ができない人のために
資料請求も受け付けています。
●開催日時
▶10月16日（金）・17日（土）①10:30～②
13:00～③14:30～※希望の時間を伝え
て申し込みを
●集合場所
▶①都営三田線「高島平」駅 ②東武東
上線「成増」駅 ③都営大江戸線「光が
丘」駅④現地集合※無料駐車場有り

●見学会会場
▶コンシェール徳丸 板橋区徳丸7-17-1
都営三田線「高島平」駅徒歩 約17分
●見学会の申し込み・資料請求
▶見学会事務局（フジサンケイ企画内）  
　 0120-505-470受付時間/10:00～17:00

（年中無休）
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10月16日(金)・17日(土)
個別見学会を開催

板橋区の介護付有料老人ホーム

コンシェール徳丸

◆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

※費用の明示がないものは無料₂ 広報　いたばし 令和 2年（2０2０年）９月26日（土）

「広報いたばし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、広聴広報課広報グループ（☎₃₅₇₉⊖₂₀₂₂）へお問い合わせください。

　来年４月に高等学校などに進学
予定で、学費にお困りの方を対象
に、奨学資金貸付の申込を受け付
けます。
◉ 板橋区奨学資金
▷内容＝右表参照▷受付期間＝10
月５日㈪〜23日㈮▷対象＝中学３
年生▷申込・問＝保護者同伴で、
直接、福祉部管理課福祉資金係
（区役所８階⑮窓口）☎3579 ‐ 2353

◉ 板橋区女性福祉資金・東京都母
子及び父子福祉資金

▷内容＝右表参照▷受付期間＝随
時
▷申込・問＝電話で事前連絡のう
え、直接、担当地域（区ホームペ
ージ参照）の福祉事務所
●板橋福祉事務所☎3579 ‐ 2322
●赤塚福祉事務所☎3938 ‐ 5126
●志村福祉事務所☎3968 ‐ 2331

奨学資金貸付申込を
受け付けます

板橋区奨学資金 板橋区女性福祉資金 東京都母子及び
父子福祉資金

主な借受資格要件

●  区内に 1 年以上引き続
き居住している

●  経済的理由で修学が困
難

●  連帯保証人が 2 人必要

●  配偶者のいない女性
（24歳以下の方は直系
の親族または兄弟姉妹
を扶養していること）

●  区内に居住している
●  連帯保証人が 1 人必要

●  ひとり親家庭で、20歳
未満のお子さんを扶養
している

●  都内に居住している
●  原則、連帯保証人が 1

人必要
貸付の対象となる
学校（進学先） 高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程）

貸
付
金
額

入学
準備金

国公立 8 万円（限度額） ９ 万円（限度額） 国公立 16万円（限度額）
私立 20万円（限度額） 私立 42万円（限度額）

毎月の
学費

（月額）

国公立 1 万７000円（限度額） 1 万７000円〜 2 万円
（限度額）

自宅
通学

2 万７000円
（限度額）

自宅外
通学

3 万4500円
（限度額）

私立 2 万９000円（限度額） 2 万９000円〜 3 万1000円
（限度額）

自宅
通学

4 万5000円
（限度額）

自宅外
通学

5 万2500円
（限度額）

償還方法
卒業後、据置期間 1 年経
過の後、15年以内の年
賦、半年賦または月賦

卒業後、据置期間 1 年経
過の後、20年以内の年
賦、半年賦または月賦

卒業後、据置期間 6 か月
経過の後、20年以内の年
賦、半年賦または月賦

※貸付金額は、改定する場合があります。また、各資金の重複申請はできません。
※板橋区奨学資金の入学準備金は、申請者の父母が病気・事故などにより死亡または重度の後遺
障がいがある場合、 2 万円加算します。詳しくは、福祉部管理課にお問い合わせください。
※板橋区女性福祉資金・東京都母子及び父子福祉資金は、大学・短期大学・専修学校（専門課程・
一般課程）も対象です。詳しくは、各福祉事務所にお問い合わせください。

令和 3年度

『広報いたばし』に掲載する広告を募集しています。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、広聴広報課広報グループ（☎₃₅₇₉⊖₂₀₂₂）へお問い合わせください。

年金生活者支援給付金を
支給しています

　次の対象者に、年金に上乗せし
て給付金を支給しています。受給
するには、請求手続きが必要です。
※既に受給している方は請求不要
▷対象＝次のいずれかの要件を満
たす方
●老齢基礎年金を受給している65
歳以上で、世帯全員が住民税非
課税かつ前年の年金収入額・そ
の他所得額の合計が約88万円以
下

●障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給しており、前年の所得額が
約462万円以下

▷請求手続き
●今年度から対象になる方…10月
中旬からお送りする請求はがき
を郵送で、日本年金機構

●令和２年４月２日以降に年金を
受給している・これから受給す
る方…直接、板橋年金事務所ま
たは板橋区国保年金課（区役所
２階㉕窓口）
※詳しくは、日本年金機構ホーム
ページをご覧になるか、お問い合
わせください。
▷問＝ねんきん
ダイヤル☎0570
‐ 05 ‐ 1165（ナ
ビダイヤル）・
☎6700 ‐ 1165
（IP電話の方）

ハクビシンなどの外来
生物にご注意ください

　ハクビシンは、中国・東南アジ
アなどから持ち込まれた外来生物
で、区内でも目撃されています。
天井裏などへの侵入被害でお困り
の場合は、ご相談ください。
◉ 寄せ付けないための対策
●敷地内の果実を早めに収穫する
●餌となる生ごみ・ペットフード
などを屋外に放置しない

●侵入口となる隙間（縁の下・換
気口・軒下など）を塞ぐ

●屋根に登れるような庭木の枝を
剪
せん

定
てい

する
▷問＝環境政策課自然環境保全係
☎3579 ‐ 2593

子どもを守ろう！合同
パトロールを実施します

　子どもを狙った犯罪の未然防止
や青少年の非行化予防のため、小
・中学校の各PTA連合会、板橋・
志村・高島平の各警察署、関係機
関・団体と協働でパトロール活動
を強化します。また、地域の方の
見守りが犯罪抑止・非行化予防に
つながります。子どもたちの安全
を守るため、日常生活での見守り
など、できる範囲でご協力をお願
いします。
▷とき＝10月１日㈭〜20日㈫▷問
＝地域教育力推進課青少年係☎
3579 ‐ 2488

夕焼けチャイムの
放送時刻を変更します

　10月から、夕焼けチャイムの放
送時刻を16時30分に変更します。
児童・生徒の帰宅時の安全確保に
ついて、みなさんのご理解・ご協
力をお願いします。
▷問＝地域教育力推進課青少年係
☎3579 ‐ 2488

待ち時間などの窓口情報
をインターネットで
確認できます

　９月下旬〜10月中旬は、区役所
の窓口の混雑が予想されます。イ
ンターネットから各
窓口の混雑予想など
を確認できます。ぜ
ひ、ご利用ください。
◉ 区ホームページで確認
●混雑予想カレンダー…事前に各
窓口の混雑予想を表示

●リアルタイム混雑状況…各窓口
の混雑状況をリアルタイムで表
示

◉ 受付後に番号札・窓口案内書の
二次元コードで確認

●受付番号状況…お待ちの窓口で
何人待ちになっているか呼出状
況を表示

《いずれも》
▷対象窓口＝戸籍住民課・子ども
政策課子どもの手当医療係（いず
れも区役所１階）、国保年金課・
長寿社会推進課・介護保険課・後
期高齢医療制度課・個人番号カー
ド申請窓口（いずれも区役所２階）

▷問＝戸籍住民課管理係☎3579 ‐
2201

ファミリー・サポート・
センター利用会員説明会

　ファミリー・サポート・センタ
ーは、援助会員（区民）が、利用会
員（保護者）の代わりに保育施設な
どへの送迎・短時間の預かりを行
う活動を支援しています。
▷とき＝10月17日㈯10時〜11時30
分▷ところ＝グリーンホール502
会議室▷対象＝区内在住で、育児
援助を希望する方▷定員＝５人
（申込順）▷申込・問＝９月26日㈯
朝９時から、電話で、ファミリー
・サポート・センター☎3957 ‐ 4801

☆区へ（ 7 月13日〜 8 月18日）
▷吉田光夫20万円▷川口円 2 万円▷
エスジー工業㈱代表取締役佐藤昭 3
万円▷鈴木顕 3 万円▷月間英昭 1 万
円▷吉村翔5000円▷三井里美 1 万円
▷いたばしプロレスリング㈱ 2 万円
☆社会福祉協議会へ

（ 7 月 7 日〜 8 月12日）
▷二水会 1 万508円▷三園寿クラブ
2602円▷伊藤康治 5 万円▷NPO法人
環境と美化を考える会1000円▷大山
商和会48万8511円▷里彩くるカエル
倶楽部4000円▷大工原辰実 1 万円▷
小茂根寿光会899円▷榎本紀子 3 万
5000円▷NPO法人ゆずり葉1500円
▷浅見ユナイテッドグループ10万円
▷福祉の森サロン 3 団体6780円


