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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。

対　象
区内在住で、おおむね16歳以上
の発達障がいがある・発達障が
いの疑いがある方、その家族、
関係機関など

支援内容

相談支援
　日常生活・対人関係の困りご
と、引きこもり、福祉サービス
・プログラムの利用などの相談
に応じます。必要に応じて担当
職員が面接・同行・訪問などを
行い、継続的に支援します。ま
た、学校・支援機関の相談も受
け付け、連携します。

社会参加訓練
◉ グループワーク
　10人程度の固定メンバーで活
動し、生活リズムの改善や対人
関係力の向上を図ります。
◉ 選択制プログラム
　仲間との交流を通じて、生活
を豊かにするプログラムです。
●音楽教室…講師のピアノ演奏
に合わせた合唱

●３Ｄデザイン教室…パソコン
の３Ｄソフトを使った学習

●パソコン教室…ワード・エク
セルの基礎学習など

● SST(ソーシャルスキルズト
レーニング)…一人ひとりに
合わせたコミュニケーション
練習

◉ 個別支援室
　集団生活に自信のない方が、
安心して利用できる場所です。
障がいの自己理解、生活リズム
の改善、就労準備などを目的に、
自分のペースで個別作業します。

家族支援
　障がいの理解、精神科医療と
の付き合い方、コミュニケーシ
ョンの取り方など、家族のニー
ズに応じた家族学習会(月１回
程度)を行います。また、日頃
の悩みなどを情報交換する機会
を提供します。

普及啓発
　発達障がいに関する理解が広
まるよう情報発信を行うととも
に、区民のみなさんに学びの機
会を提供します。
●広報誌(隔月発行)
●講演会・学習会(月１回程度)
●コンサート(年１回)　など

　11月から、発達障がいがある方とその家族が安心して暮らすた
めの総合的な支援拠点として、発達障がい者支援センターを開設し
ます。専門スタッフによる様々な支援・プログラムなどを行います
ので、気軽にご利用ください。

発達障がい者支援センター(向原３ -７ -９
ココロネ板橋１階)☎5964 - 5422〈月曜・日
曜・祝日休み〉

ところ
・問合

　区ゆかりの冒険家・植村直己
の偉業を後世に伝えるために開
設した植村冒険館を来年リニュ
ーアルオープンし、住まいを構
えていた仲宿に近い東板橋体育
館に併設します。いただいた寄
付は、展示室の見どころである
映像シアターの設置費用に活用
します。※３万円以上寄付いた
だいた方に、植村冒険館グッズ
を差し上げます。また、植村冒
険館に設置する寄付者銘版にご
芳名を掲示します(希望制)。※
この寄付は、ふるさと納税の対
象となります。ご協力をお願い
します。

▷寄付方法
●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
●植村冒険館のリニューアルに
ついて…スポ
ーツ振興課管
理グループ☎
3579 - 2651

●寄付の申込・
支払いについ
て…地域振興
課 庶 務 係 ☎
3579 - 2161

植村冒険館リニューアルへの
寄付を募集しています

植村直己
（写真提供：文藝春秋）

①電話受付
☎5964 - 5422(火曜～土曜、10
時～17時)

②相談日の設定
　担当が決まり次第、初回相談
の日時を連絡します。

③初回相談
　面接で相談内容を伺い、支援
策などを一緒に考えます。ご希
望を伺いながら、利用方法を決
定していきます。

　開設前から面接予約を受け付けますので、まずはお電話ください。
④相談支援

◉ 継続支援
　２回目以降の面接や、当セン
ターの社会参加支援・家族支援
の利用など、必要な支援を継続
していきます。
◉ その他
　医療機関などの支援機関の紹
介、関係機関との連携・支援な
ど、状況に応じた支援を行いま
す。

利用の流れ

クラウドファンディング型ふるさと納税制度

障がい者支援施設「ココロネ板橋」の 1階に発達障がい者支援センターがあります

発達障がい者
支援センター
（あいポート）を
開設します

11月から

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・マスク着用・手洗いなどの新しい生活様式を習慣化しましょう



※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）10月 3 日（土）

「広報いたばし」は第1～4土曜に新聞折り込みで配布しています。区の施設、区内の各駅・公衆浴場などにも置いてあります。また、区ホームページでもご覧になれます。

傷病手当金の適用期間を
延長します

　労働者が休める環境を整備する
ために支給している傷病手当金に
ついて、適用期間を延長します。
▷適用期間＝令和２年１月～12月
のうち、療養により労務に服する
ことができない期間※入院が継続
する場合などは、最長１年６か月
まで。▷対象＝板橋区国民健康保
険に加入し、勤務先から給与など
の支払いを受けている被用者のう
ち、新型コロナウイルス感染症に
感染した、または発熱などの症状
で感染が疑われ、療養により労務
に服することができなかった方※
支給額・申請方法など詳しくは、
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＝国
保年金課保険給付グループ☎3579
- 2404

Ｊアラート（全国瞬時警
報システム）の情報伝達
放送テストを行います

　大規模災害などの緊急情報を瞬
時に伝達する手段を整備するた
め、防災行政無線などで全国一斉
情報伝達放送テストを行います。
▷とき＝10月７日㈬11時
▷放送内容
●「これはＪアラートのテストで
す」３回

●「こちらは防災板橋です」１回
▷情報伝達手段＝防災行政無線、
J:COM緊急地震速報端末(当サー
ビス加入の家庭のみ)▷問＝防災
危機管理課危機管理グループ☎
3579 - 2154

ひとり親家庭等医療証の
現況届をご提出ください

　同医療証の現況届を10月14日㈬
にお送りします。
▷提出先・問＝10月30日㈮まで、
直接または郵送で、子ども政策課
子どもの手当医療係(区役所１階
⑥窓口、〒173 - 8501)☎3579 -
2477※９月30日までに児童扶養手

当の現況届の手続き・審査が完了
した方は、同医療証の現況届は提
出不要。

違反建築をなくして
安全で住みよいまちに

　10月15日～21日は、違反建築防
止週間です。区では、10月20日㈫
に、都・東京23区・都内９市と協
力して、都内一斉公開パトロール
を行います。日頃の監視活動を一
層強化し、違反建築工事の早期発
見・工事停止などにより違反建築
をなくし、住みよいまちづくりを
進めていきますので、ご協力をお
願いします。
▷問＝建築指導課監察グループ☎
3579 - 2578

中央図書館からの
お知らせ

　中央図書館の移転・開館準備に
伴い、開館時間を変更します。※
一部サービスの休止など詳しく
は、区立図書館ホームページをご
覧ください。
▷期間＝11月１日㈰～12月20日㈰
▷変更後の開館時間＝平日９時～
20時、土曜・日曜・祝日９時～17
時▷問＝中央図書館☎3967 - 5261
〈第３月曜・月末日休館。ただし10月
31日㈯は開館し11月２日㈪休館〉

「2020いたばし学習・ス
ポーツガイド（秋冬号）」
をご活用ください

　本ガイドでは、区が来年３月ま
でに実施する事業を「文化・教養」
「健康とくらし」「出産・育児」など
の９分野ごとに紹介しています。
▷配布場所＝生涯学習課(区役所
６階⑮窓口)・各地域センター・各
区民事務所・各健康福祉センター・
区ホームページなど▷問＝生涯学
習課生涯学習推進係☎3579 - 2633

就学時健康診断の
お知らせをお送りします

　来年４月に小学校に入学するお
子さんの健康診断のお知らせを、
10月下旬にお送りします。調査票
に必要事項を記入のうえ、健康診
断当日、会場にお持ちください。

　外国籍のお子さんが区立小学校
に入学を希望する場合は、お子さ
んのパスポート・在留カードまた
は特別永住者証明書をお持ちのう
え、直接、学務課(区役所６階⑭
窓口)にお申し込みください。
▷対象＝平成26年４月２日～27年
４月１日に生まれた方▷問＝学務
課学校運営保健係☎3579 - 2616

小学校入学準備金を
支給します

　区では、次の対象者に、学用品
費などの一部を援助するための入
学準備金を支給します。支給額・
申請方法など詳しくは、就学時健
康診断の会場で配布する案内また
は区ホームページをご覧ください。
▷申請期間＝11月２日㈪～来年１
月15日㈮▷対象＝来年４月に小学
校に入学するお子さんがいて、経
済的にお困りの方※所得制限など
の要件あり▷問＝学務課学事係☎
3579 - 2611

高齢者等配食サービス
事業の登録事業者

▷期間＝来年４月から※対象・必
要書類など詳しくは、募集要項を
ご覧ください。▷募集要項の配布
場所＝長寿社会推進課(区役所２
階⑮窓口)・区ホームページ▷申
込・問＝11月24日㈫まで、必要書
類を直接、長寿社会推進課高齢者
相談係☎3579 - 2464

区立小・中学校給食物資
共同購入の登録事業者

▷期間＝来年４月から２年間※対
象・必要書類など詳しくは、申込
案内書をご覧ください。▷申込案
内書の配布場所＝10月５日㈪か
ら、学務課(区役所６階⑭窓口)・
区ホームページ▷申込・問＝10月
20日(必着)まで、必要書類を直接
または郵送で、学務課学校給食係
(〒173 - 8501)☎3579 - 2617

【地域センター・ホール】
▷施設・とき
●中台地域センター…10月12日㈪
17時～21時30分※窓口業務は通
常どおり行います。

●板橋地域センター…10月13日㈫
９時～17時

●大谷口地域センター…10月18日
㈰９時～12時※雨天時は25日㈰
に延期

●志村コミュニティホール…10月
19日㈪
※施設点検などのため

▷問＝地域振興課庶務係☎3579 -
2161
【エコポリスセンター・前野地域
センター・前野いこいの家】
▷とき＝10月17日㈯17時～18日㈰
※設備工事のため▷問＝エコポリ
スセンター☎5970 - 5001
【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…10月28日㈬・29
日㈭

●グリーンホール…10月26日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▷問＝区立文化会館☎3579 - 2222●  調査内容・調査票の記入方法などについて…総務省国勢調

査コールセンター☎0570 - 07 - 2020(ナビダイヤル)・☎6636
- 9607(IP電話の方)※いずれも10月31日㈯まで、８時～21
時。多言語対応あり。

●  調査書類の不足・調査員の訪問調整などについて…板橋区
国勢調査コールセンター☎5050 - 0405(10月23日㈮までの９
時～20時、土曜・日曜・祝日は17時まで)

問
　
合

国勢調査への回答はお済みですか

▷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＝10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10月22日㈭まで受付。
▷問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579 - 2486

▷申込期間＝10月16日㈮～20日㈫※
区立文化会館大ホールは来年11月
分、それ以外は来年 5 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 6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
11／ 3 ・ 5 ～ 8 ・23・25・28…
全日、11／21…午前・午後、11
／22・27…夜間

小ホール 5／ 8・ 9・16・27…全日、 5
／12…午前・午後

大会議室 5／ 4…午前・午後、 5／ 8・
9・27…全日

グリーンホール

1階ホール
5／ 6・ 8…午後・夜間、 5／
9・24・25…全日、 5／12・14
・19・21・26・28…夜間、 5／
20…午後

2階ホール 5／ 8…午後・夜間、 5／ 9・
24・25…全日601会議室

『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。

▷とき＝11月16日㈪10時～14時※11月
14日㈯・15日㈰に、赤塚支所正面玄関
前で野菜宝船を展示。▷ところ＝赤塚
支所▷定員＝200人(抽選)▷申込・問
＝10月19日(必着)まで、往復はがき
で、赤塚支所都市農業係(〒175 - 0092
赤塚６ - 38 - １)☎3938 - 5114※申込
記入例(４面)参照

◉ 再就職支援講座
▷とき＝10月22日㈭14時～16時▷と
ころ＝ハイライフプラザ▷内容＝講
義「シニア就活の進め方」▷講師＝キ
ャリアコンサルティング技能士 1 級　
金子由美子▷対象＝50歳以上で、求
職中の方▷定員＝30人(申込順)▷持
物＝雇用保険受給資格者証(受給中
の方)▷申込・問＝10月 5 日㈪朝 9
時から、電話・Eメールで、はつら
つシニアいたばし☎5943 - 1300
active@itabashishakyo.jp※申込記入
例( 4 面)参照

野菜宝船のお宝分け(野菜配付)を行います

　国勢調査の「回答確認リーフレット」を郵便受け・ポストに投
とう

函
かん

し
ましたので、回答がお済みでない方は、期限までに回答をお願いし
ます。
▷対象＝10月１日現在、国内に３か月以上住んでいる方
▷回答方法＝10月７日㈬までに、次のいずれか
●郵送…同封の返信用封筒で返送
●インターネット…ID・アクセスキーでログインのうえ回答※詳
しくは、同封のお知らせをご覧ください。
※調査員による調査票の回収を希望する場合は、お問い合わせくだ
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
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行政評価とは
　区の施策・事務事業について、
行政活動の成果に着目し、客観的
な数値で表して評価・検証し、今
後の行政活動の改善につなげてい
く取組です。「板橋区基本計画
2025」のマネジメントツールとし
て、施策・事務事業の進行管理
や、効果測定を通じた評価を行
い、質の高い行政経営を図ること
を目的に実施しています。

評価対象
　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に向けた区主催事業の判断
基準などを踏まえ、行政評価委員
会による外部評価は次年度に延期
し、事務事業の評価対象を変更し
ました。
◉ 施策
　全68施策を対象に、実績・コス
トなどを記録するモニタリングを
実施しました。
◉ 事務事業
　全716事務事業のうち、評価対
象68件について、各担当課で評価
を実施しました。※評価対象外の
648事務事業はモニタリングを実
施

行政評価結果
　事務事業は、全体の９割が「順
調」「概ね順調」で進捗しており、
それに対応する改善の方向性が示
されました。「停滞」と評価された
事務事業は、明らかとなった課題
に対して、事業手法の見直しなど
を図り、区民ニーズに対応しなが
ら改善していきます。

行政評価結果の活用
　行政評価で明らかになった課題
は、各担当課で検討し、改善につ
なげていきます。評価結果は、計
画策定・予算編成などに反映さ
せ、PDCAサイクル(計画「PLAN」
→実施「DO」→評価「CHECK」→
改善「ACTION」の手順を繰り返す
こと)による着実な改善につなげ
ていきます。

広 告

「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16万2000
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

経営改革推進課評価グループ☎3579 - 2060問　合

行政評価結果を
お知らせします

　区では、区民ニーズや社会経済状況を踏まえ、効率的・効果的な
区政経営を行うため、行政評価を行っています。今日は、昨年度の
施策・事務事業を対象とした行政評価の概要をお知らせします。

　「評価評語」とそれに見合った「改善の方向性」を組み合わせて評価して
います。

▷全文の閲覧場所＝経営改革推進課(区役所４階⑬窓口)・区政資料室
(区役所１階⑦窓口)・区ホームページなど▷意見書の提出＝行政評価結
果に対する意見と申込記入例(４面)の項目を明記のうえ、直接または郵
送・Ｅメールで、経営改革推進課評価グループ sk-sgyokai@city.ita
bashi.tokyo.jp※提出された意見に個別の回答は行いません。

評価評語・改善の方向性

行政評価結果の閲覧・意見募集

評価評語
順調 目標の達成に向け順調に進捗し、事業継続により目標

達成が見込める状態
概ね
順調

必ずしも上向き傾向ではないが、ある程度のレベルで
進捗し、事業の継続により目標達成が期待できる状態

停滞 目標に対して進展していない状態
達成 計画どおり、または、計画より早く進捗し、目標を達

成した状態

改善の方向性
工夫して継続

目標値・指標の見直し

事業手法の見直し

事業の廃止

概ね
順調　
41.2%

順調　
52.9%

施策評価（68件）達成　1.5%停滞　4.4%

工夫して継続
70.6％

事業の廃止　2.9％ 〔 ｰ〕　　1.5％

事業手法の
見直し　
16.2％

目標値・指標の
見直し　
8.8％

《評価評語》 《改善の方向性》

※単年度などの事務事業で「達成」と評価されたものは、「改善の方向性」を〔 ‒〕で表示。

事務事業評価結果(68件)

●施策…板橋区基本計画2025
で定めた３つの基本目標を
もとに、各分野で展開する
政策を実現するための方策

●事務事業…施策の目的を達
成するための具体的な手段
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親子健康講座
▷とき＝11月５日㈭14時～14時45
分▷ところ＝赤塚児童館▷内容＝
各科専門医のミニ講座▷対象＝区
内在住の乳幼児とその保護者▷定
員＝10組(申込順)▷申込＝電話
で、赤塚児童館☎3938 - 8821また
は(公社)板橋
区 医 師 会 ☎
3962 - 1301▷
問＝健康推進
課母子保健係
☎3579 - 2313

茂呂遺跡特別公開
▷とき＝11月３日㈷、11時～11時
30分・13時30分～14時、各１回制
▷ところ＝茂呂遺跡(小茂根５ -
17)▷対象＝区内在住・在勤・在
学の方(小学生以下は保護者同伴)
▷定員＝各回15人(抽選)▷申込・
問＝10月19日(消印有効)まで、往
復はがき・電子申請(区ホームペ
ージ参照)で、生涯学習課文化財
係☎3579 - 2636※申込
記入例(４面)の項目と
希望の回(午前・午後
いずれか、または両
方)、保護者同伴の場合
は保護者氏名を明記。

だいこん収穫体験
▷とき＝11月７日㈯９時～14時※
雨天時は８日㈰に順延▷ところ＝
農業体験農園(赤塚５ - 22)▷対象
＝区内在住・在学の中学生以下
(小学生以下は保護者同伴。保護
者の収穫不可)▷定員＝150人(抽
選)▷費用＝200円(２本まで収穫
可)※天候などにより農作物の生
育に影響が出る場合あり▷持物＝
軍手・持ち帰り用袋▷申込・問＝
10月19日(必着)まで、往復はがき
で、赤塚支所都市農業係(〒175 -
0092赤塚６ - 38
- １)☎3938 -
5114※申込記入
例(４面)の項目
と参加人数を明
記

乳がんセミナー
▷とき＝11月５日㈭14時～16時▷
ところ＝グリーンホール601会議
室▷内容＝講義▷講師＝高島平中
央総合病院医師　柳裕代▷対象＝
区内在住・在勤の女性▷定員＝30
人(申込順)▷申込・問＝電話で、
女性健康支援センター☎3579 -
2306

区民結核健診
▷とき＝11月13日㈮９時30分～10
時30分▷ところ＝板橋区保健所▷
内容＝胸部Ｘ線検査※診断書は発
行しません。▷対象＝区内在住の
16歳以上で、胸部Ｘ線検査を受け
る機会がない方▷定員＝40人(申
込順)▷申込・問＝電話で、予防対
策課感染症グループ☎3579 - 2321

施策・事務事業とは
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文化財講座（板五米店）
▷とき＝11月１日㈰、Ⓐ10時か
らⒷ11時からⒸ13時30分からⒹ
14時30分から、各１回制※各回
30分▷ところ＝板五米店(仲宿
40 - １)▷内容＝板五米店の解
説・見学▷対象＝区内在住・在
勤・在学の方(小学生以下は保
護者同伴)▷定員＝Ⓐ～Ⓓ各10
人(抽選)▷申込・問＝10月19日
(消印有効)まで、往復はがき・
電子申請
( 区 ホー
ムページ
参照)で、
生涯学習
課文化財

係☎3579 - 2636※申込記入例の
項目と希望の回(Ⓐ～Ⓓ、複数
可)、保護者同伴の場合は保護
者氏名を明記。

ノーバディズ・
パーフェクト講座

▷とき＝11月５日㈭・12日㈭・
19日㈭・25日㈬・12月３日㈭・
10日㈭、６日制、10時～12時▷
内容＝グループワーク・交流会
「自分に合った子育ての方法」▷
対象＝区内在住で、発達に気が
かりがある１～４歳のお子さん
の保護者▷定員＝６人(抽選)※
生後５か月以上のお子さんの保
育あり(定員４人)▷ところ・申
込・問＝10月16日㈮まで、電話
で、子ども発達支援センター☎
5917 - 0905

やさしい日帰り登山講座
▷とき＝11月28日㈯※朝９時に
JR青梅線「御嶽」集合・16時解
散予定▷内容＝御岳山登山・山
めし体験・日帰り温泉入浴※歩
行時間は約５時間▷講師＝登山
家　山口章ほか▷対象＝小学生
以上の方(中学生以下は保護者
同伴)▷定員＝20人(申込順)※
申込者が６人以下の場合は中止
▷費用＝一般4000円・高校生以
下2000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。▷問＝植村冒険
館☎3969 - 7421〈月曜休館。た

だし11月23日㈷は開館し24日㈫
休館〉

区民防災大学
防災個別コース

▷コース・とき(各１日制)
Ⓐ避難所…12月５日㈯
Ⓑ要配慮者…来年１月17日㈰
※９時30分～11時30分。講習。
▷ところ＝Ⓐ板橋フレンドセン
ターⒷ高島平区民館▷対象＝区
内在住の方▷定員＝ⒶⒷ各50人
(抽選)▷申込・問＝Ⓐ11月２日
Ⓑ12月18日(いずれも必着)ま
で、電話・はがき・FAX・Ｅメ
ールで、地域防災支援課地域支
援グループ☎3579 - 2152 3963
- 0150 kk-chishien@city.ita
bashi.tokyo.jp※申込記入例の
項目と希望コース(ⒶⒷいずれ
か、または両方)を明記

リサイクルプラザ
◉ ３Ｒと循環型社会パネル展
▷とき＝10月31日㈯まで、９時
～17時▷内容＝３Ｒ(リデュー
ス・リユース・リサイクル)の
意味・循環型社会の必要性
◉ 廃油せっけん作り
▷とき＝10月24日㈯10時20分～
12時10分▷対象＝区内在住・在
勤・在学の方(小学４年生以下
は保護者同伴)▷定員＝12人(申

込順)▷申込＝10月３日㈯朝９
時から、電話で、リサイクルプ
ラザ※同プラザホームページか
らも申込可
《いずれも》
▷ところ・問＝リサイクルプラ
ザ☎3558 - 5374

教育科学館
◉ 科学教室「サザエのジオラマ
ランプをつくろう」

▷とき＝11月１日㈰10時～11時
30分▷対象＝小学４年生以上の
方▷定員＝10人(区内在住・在
勤・在学の方を優先し抽選)▷
費用＝900円▷ところ・申込＝
10月13日～21日(必着)に、往復
はがき・Ｅメールで、教育科学
館 (〒 1 7 4 -
0071常盤台４
- 1 4 - １ )
itakk@itbs-
sem.jp※申込
記入例参照
◉ 写真コンテスト作品募集
▷展示期間＝12月１日㈫～来年
１月11日㈷▷募集テーマ＝身近
にある青の自然※１人３点まで
(本人撮影で未発表のもの・合
成写真は不可)。※申込方法な
ど詳しくは、教育科学館ホーム
ページをご覧ください。
《いずれも》
▷問＝教育科学館☎3559 - 6561
〈月曜休館。ただし祝日の場合
は開館し翌日休館〉

▽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

10月のテーマ
「特殊詐欺撲滅と

区民の安全を守る青パト」

企業・団体
　光学・精密機器、一般機械、金属加工、印
刷など、区内を中心としたものづくり企業・
団体が優れた製品・技術を紹介します。

開発・研究
　大学・研究機関が製品開発に活用可能な技
術的研究成果や、連携の仕組みなどを紹介し
ます。

協力機関
　産業関連団体・支援機関が支援メニューな
どを紹介します。

板橋区発！新製品・新技術
　「板橋製品技術大賞」受賞製品や、「開発チ
ャレンジ補助金事業」採択製品などを紹介し
ます。

医療系セミナー
▷とき＝11月12日㈭11時30分～
12時30分▷内容＝講義「サイバ
ニクス産業が拓く医療福祉の未
来」▷講師＝CYBERDYNE㈱代
表取締役社長　山海嘉之ほか

かなざわ講座
▷とき＝11月12日㈭15時～17時
▷内容＝講義「金沢を通して見
る工芸の魅力」▷講師＝国立工
芸館館長　唐澤昌宏

特別講演
▷とき＝11月13日㈮10時30分～
11時30分▷内容＝講演「湖池屋
がめざす不易流行のブランドづ
くり」▷講師＝㈱湖池屋代表取
締役社長　佐藤章

渋沢栄一セミナー
▷とき＝11月13日㈮13時30分～
14時30分▷内容＝講義「渋沢栄
一の思想の現代意義」▷講師＝
シブサワ・アンド・カンパニー
㈱代表取締役　渋澤健

いたばし産業見本市実行委員会事務局
((公財)板橋区産業振興公社内)☎3579 - 2191問　合

いたばし産業見本市Onl ine
　区内を中心としたものづくり企業・団体が優れた製品・技術などを紹
介します。今年度は、オンラインで開催し、ウェブ上での名刺交換・ビ
デオチャットなどの商談機能で情報交換できるほか、ビジネスに役立つ
オンラインセミナーなどを行います。ぜひ、ご活用ください。

第24回
製造と加工技術展 開催案内

▷とき＝11月12日㈭～18日㈬の平日※11月19日㈭～12月18
日㈮は、閲覧・商談機能の一部のみ利用可。
※事前にいたばし産業見本市ホームページか
ら登録が必要※出展企業など詳しくは、同ホ
ームページをご覧ください。

いずれも 　申込方法など詳しくは、いたばし産業見本市ホームページ
をご覧ください。

展示案内 ビジネスに役立つオンラインセミナー

板五米店


