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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。

　昭和56年５月31日以前に建て
られた２階建て以下の木造住宅
（条件により併用住宅・木造ア
パートを含む）などを対象に、
次の助成を行っています。

Ⓐ耐震診断費用
▷助成金額＝費用の２分の１
（上限７万5000円）、65歳以上の
方・障がいがある方などは費用
の３分の２（上限10万円）、区が
指定する特定地域内（木造密集
地域など）の場合は費用の５分
の４（上限12万円）

Ⓑ耐震計画などの費用
▷対象建築物＝耐震診断を受け
て、補強工事が必要と診断され
た▷助成金額＝費用の３分の２
（上限４万円）

Ⓒ耐震補強工事費用
▷対象建築物＝次の全ての要件

を満たす
●耐震診断を受けて、補強工事
が必要と診断された

●耐震診断の結果が反映された
耐震計画がある

●建築基準法における重大な違
反がない

▷助成金額＝費用の２分の１
（上限75万円）、65歳以上の方・
障がいがある方などは費用の３
分の２（上限100万円）
Ⓓ耐震シェルターなどの

設置工事費用
▷対象建築物＝耐震診断を受け
て、補強工事が必要と診断され
た▷助成金額＝費用の２分の１
（上限15万円）、要介護認定３〜
５・身体障害者手帳１〜３級・
愛の手帳１〜３度の方は費用の
10分の９（上限30万円）

Ⓔ除却工事費用
▷対象建築物＝次の両方の要件

を満たす
●区が指定する特定地域内（木
造密集地域など）にある

●耐震診断を受けて、補強工事
が必要と診断された

▷助成金額＝費用の３分の１
（上限50万円）

Ⓐ～Ⓔいずれも
▷対象＝次の両方の要件を満た
す方
●建築物を所有する個人である
●特別区民税などを滞納してい
ない

※Ⓓは建築物に居住している・
65歳以上の方または障がいがあ
る方が同居している・世帯全員
の所得の合計額が200万円以下
の要件も別途必要

Ⓕ建替工事費用
▷対象＝次の全ての要件を満た
す方

Ⓖ耐震化アドバイザーの派遣
　建築士などのアドバイザーを
無料で派遣し、耐震化に関する
相談・情報提供などを行いま
す。対象など詳しくは、お問い
合わせください。

Ⓗ耐震診断費用
▷対象建築物＝昭和56年５月31
日以前に建築確認を受け、耐震
診断を実施し、区が指定する機
関で評定を受けた▷助成金額＝
費用の３分の２（上限200万円）

●耐震診断を受けた建築物の所
有者または所有者の２親等以
内の親族で、新築の建築物に
居住する

●65歳以上の方・障がいがある
方などが居住する

●特別区民税などを滞納してい
ない
▷対象建築物＝次の全ての要件
を満たす
●区が指定する特定地域内（木
造密集地域など）にある

●耐震診断を受けて、補強工事
が必要と診断された

●新築する建築物の計画が、ま
ちづくりに寄与する
▷助成金額＝建替工事に要する
費用（上限100万円）

Ⓐ～Ⓕいずれも
※このほかにも条件あり。詳し
くは、お問い合わせください。

Ⓘ耐震補強設計費用
▷助成金額＝費用の３分の１
（上限100万円）

Ⓙ耐震改修工事費用
▷助成金額＝費用の約15％（上
限2000万円）

ⒾⒿいずれも
▷対象建築物＝昭和56年５月31
日以前に建築確認を受け、次の
全ての要件を満たす
●建築物の耐震改修の促進に関

　区では、災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建築物の
倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、建築物の耐震化に要する費用
を助成しています。ぜひ、ご活用ください。

市街地整備課防災まちづくりグループ☎35₇9 ‐ 255₄問　合

高齢者世帯などの
家具転倒防止器具
取付費用を助成します

熊本地震による倒壊家屋【写真提供：（財）消防科学総合センター】

非木造建築物に対する助成

木造住宅に対する助成

する法律に定める特定建築物
（マンション・店舗・事務所など）

●延べ面積1000㎡以上・地上３
階建て以上

●耐震診断の結果、耐震補強が
必要とされ、耐震補強設計の
評定を受けた

●Is（構造耐震指標）の値が0.6相
当以上の設計である

Ⓗ～Ⓙいずれも
※１㎡あたりの単価の上限あり
※分譲マンションは管理組合の
総会決議が必要

　家具をＬ字型金具などで壁
に固定し、その費用を助成し
ます。※事前の申請が必要。
対象など詳しくは、お問い合
わせください。

長寿社会推進課高齢者
相談係☎35₇9 ‐ 2₄6₄

問　合

　　から
家・命を守ろう
地震

建築物の耐震化に要する費用を助成します

緊急事態宣言が延長されています。一部の区施設では、休館・利用時間の短縮を行って
います。最新情報は、区ホームページをご覧ください。

※ ₃月 ₈日時点の情報に基づき作成しています。

感染拡大の防止のため、各種届出・申請書などの提出は、郵送などでできる手続きをご利用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください
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※費用の明示がないものは無料

届出忘れに 
ご注意ください

◉�第１号被保険者の加入手続き
▷対象＝日本に住む20〜59歳
で、次のいずれかの要件を満た
す方
●会社・役所を退職した（同日
で再就職して厚生年金に加入
する場合を除く）

●第３号被保険者（厚生年金加
入者の被扶養配偶者）で、配
偶者が退職した・65歳に到達
した、離婚・収入増などで配
偶者の扶養から外れた

▷持物＝本人確認書類（マイナ
ンバーカード・運転免許証な
ど）・退職日や扶養から外れた
日がわかる書類・年金手帳▷届
出先＝国保年金課国民年金グル
ープ（区役所２階㉕窓口）または
各区民事務所
◉�免除・減額・納付猶予の申請
　失業・低収入などで保険料の
納付が困難な場合は、免除・減
額・納付猶予制度（学生または
50歳未満の方が対象）がありま
す。※所得制限あり
▷申請先＝国保年金課国民年金
グループ（区役所２階㉕窓口）
《いずれも》
▷問＝国保年金課国民年金グル
ープ☎3579 ‐ 2431

４月から 
保険料が変わります

　令和３年度の保険料は、月額
１万6610円で、70円引き上げに
なります。付加保険料は、月額
400円で変わりません。保険料
は、口座振替・クレジットカー
ド・納付書のいずれかで納付で
きます。口座振替・クレジット
カードの場合は、年金事務所へ
の申込が必要です。なお、保険
料が未納だと、老齢基礎年金・
障害基礎年金・遺族基礎年金な
どを受給できない場合がありま
すので、ご注意ください。

▷問＝板橋年金事務所☎3962 ‐
1481

住民税申告・確定申告の 
期限を延長します

　住民税の申告期限、確定申告
（申告所得税・贈与税・個人事
業者の消費税）の申告・納付期
限を４月15日㈭まで延長しま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。
▷問
●住民税申告について…板橋区
課税課☎3579 ‐ 2101

●確定申告について…板橋税務
署☎3962 ‐ 4151

見次公園の手こぎボート
が始まります

▷とき＝３月20日㈷〜10月17日
㈰の土曜・日曜・祝日・休日、
10時〜17時（３月・10月は16時
まで）※貸出は終了の30分前ま
で。※荒天時は中止の場合あり
▷ところ＝見次公園（前野町４
‐ 59 ‐ １）▷費用＝30分240円※
延長不可▷問
＝みどりと公
園課施設運営
グループ☎
3579 ‐ 2532

蓮根駅北自転車駐車場を
開設します

▷利用開始日＝４月１日㈭▷と
ころ＝蓮根２ ‐ 31 ‐ 27▷利用形
態＝定期利用（子乗せ自転車の
み）・時間利用（自転車のみ）※
利用料金・申込方法など詳しく
は、お問い合わせください。▷
問＝蓮根駅自転車駐車場☎3558
‐ 2191

生産緑地地区の 
都市計画変更案の 
縦覧・意見書の提出

▷対象区域＝常盤台三丁目地内
（一部削除）、蓮根二丁目・徳丸
五丁目の各地内（いずれも追加）

▷縦覧・意見書の提出期間＝３
月15日㈪〜29日㈪▷縦覧場所＝
都市計画課（区役所５階⑮窓口）
・赤塚支所▷意見書の提出先・
問＝直接または郵送で、都市計
画課土地利用計画担当係（〒173
‐ 8501）☎3579 ‐ 2552

都市計画課の電話番号が
一部変わります

　３月15日㈪から、都市計画課
の電話番号が一部変わります。
詳しくは、区ホームページをご
覧ください。
▷問＝都市計画課総合調整担当
係☎3579 ‐ 2566

清掃収集作業補助員 
（会計年度任用職員）
▷募集人数＝若干名▷勤務場所
＝板橋東・西の各清掃事務所▷
勤務期間＝４月から１年間▷勤
務日数＝月20日以内（日曜を除
く）▷勤務時間＝７時40分〜15
時55分※申込方法など詳しく
は、お問い合わせください。▷
問＝板橋東清掃事務所☎3969 ‐
3721、板橋西清掃事務所☎3936
‐ 7441〈いずれも日曜休み〉

いたばし男女平等フォー
ラム運営メンバー・ 
情報誌編集委員

Ⓐ�いたばし男女平等フォーラム
運営メンバー

▷とき＝４月〜12月▷内容＝11
月14日㈰開催予定のいたばし男
女平等フォーラムの内容検討・
準備・運営
Ⓑ�センターだより「スクエアー
・Ｉ（あい）」編集委員

▷とき＝５月〜12月▷内容＝11
月に発行する男女平等参画情報
誌の企画・取材・文章作成など
《ⒶⒷいずれも》
※10時〜12時、月１回程度。▷
ところ＝グリーンホールなど▷
募集人数＝５人（審査のうえ決
定）※生後４か月〜未就学児の

保育あり（定員４人）▷対象＝区
内在住・在勤・在学の方▷申込
・問＝Ⓐ３月26日Ⓑ31日（いず
れも必着）まで、応募書（区ホー
ムページ参照）を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

介護保険通知用封筒の 
広告

▷封筒の種類＝介護保険料納入
通知書用封筒▷掲載位置＝裏面
の２分の１▷規格＝１コマ縦７
㎝×横７㎝▷掲載料＝１コマ15
万6700円▷作成枚数＝15万枚▷
使用時期＝７月〜来年３月※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（区役所２階⑭窓口）・
区ホームページ▷申込・問＝３
月31日㈬まで、申込書・広告原
稿案を直接、介護保険課資格保
険料係☎3579 ‐ 2359

かんきょう観察員
▷募集人数＝20人（抽選）▷活動
期間＝４月から１年間※更新可
▷内容＝区内の野草・昆虫・野
鳥などの調査、野外観察会（年
３回程度）、地域でのグループ
活動（定点観察・自由研究の発
表）※４月18日㈰13時30分〜16
時に、エコポリスセンターで説
明会あり。▷対象＝中学生以上
で、初めての方▷申込・問＝３
月27日（必着）まで、往復はがき
で、同センター（〒174 ‐ 0063前
野町４ ‐ ６ ‐ １）☎5970 ‐ 5001
〈第３月曜休館〉※申込記入例
（４面）の項目と説明会の出欠を
明記※同センターホームページ
からも申込可

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

　文化芸術・多文化共生を取り
巻く状況の変化に合わせ、本ビ
ジョンを策定しました。
▷意見の件数＝１件（１人）▷意
見の概要と区の考え方＝下表参
照▷全文の閲覧場所＝文化・国

相談事例
　トイレが詰まり、インターネ
ットで見つけた事業者を慌てて
呼んだ。事前に作業内容・料金
の確認をしておらず、修理終了
時に40万円の請求を受けた。

　消費者センターでは、専門の相談員が消費生活に関する相談に応
じています。

際交流課（区役所８階⑬窓口）・
区政資料室（区役所１階⑦窓口）
・区立各図書館（中央図書館を
除く）・区ホームページ▷問＝
文化・国際交流課文化・国際交
流係☎3579 ‐ 2018

対処法
　急なトラブルに備え、日頃か
ら信頼できる事業者の情報を収
集しましょう。複数の事業者か
ら見積を入手し、事前に作業内
容・料金を確認しましょう。

消費者センター☎3962 ‐ 3511（相談専用、平日 9時〜16時30分）
問　合

《意見の概要と区の考え方》
意見の概要 区の考え方

このビジョンの優れた点は、文化を地域・産
業振興、多文化共生、教育など多くの政策に
活
い

かすべく支援をすることにある。区が先進
的な文化行政においても、「いたばしナンバー
ワン」を実現できることを期待する。

本ビジョンの実現をめざすとともに、実効性
の高い文化芸術・多文化共生施策を展開して
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。

いたばし文化芸術・多文化共生
ビジョン2025を策定しました

トイレ修理の高額請求トラブルが
急増しています

自然に親しんでみませんか



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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※費用の明示がないものは無料
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高齢者用肺炎球菌の定期
予防接種はお済みですか

　今年度の接種期限は、３月31
日㈬です。来年度から対象者が
変更になりますので、接種漏れ
にご注意ください。※対象者に
は、昨年３月にお知らせを送り
ました。お手元にない場合は、
お問い合わせください。
▷対象＝令和３年３月31日現
在、65・70・75・80・85・90・
95・100歳で、高齢者用肺炎球
菌ワクチンを未接種の方▷費用
＝4000円※生活保護・中国残留
邦人などに対する支援給付を受
給中の方は無料▷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

うつ病・躁うつ病
家族教室

▷とき＝４月12日・５月10日・

６月14日・７月５日、各月曜、
４日制、14時〜16時▷ところ＝
板橋区保健所▷内容＝講義・グ
ループワーク「うつ病・躁

そう

うつ
病の最新知識・家族の対応法な
ど」▷講師＝NPO法人うつ・気
分障害協会代表　山口律子▷対
象＝家族または本人が区内在住
・在勤・在学で、うつ病・躁う
つ病を治療中の方の家族▷定員
＝20人（申込順）▷申込・問＝電
話で、予防対策課管理・精神難
病グループ☎3579 ‐ 2329

子宮がん・乳がん検診
◉�子宮がん検診
▷ところ＝区内15か所の指定医
療機関▷内容＝視診・細胞診・
内診など▷対象＝区内在住で、
４月〜来年３月に20歳以上の誕
生日を迎える女性※30歳以上は
前年度の板橋区子宮がん検診を
受診していない方※婦人科で治
療中・経過観察中、生理期間中
の方は受診不可。
◉�乳がん検診
▷ところ＝区内３か所の医療機
関▷内容＝マンモグラフィ検査
※結果は郵送※要精密検査の方
には、結果説明を実施。▷対象
＝区内在住で、４月〜来年３月
に40歳以上の誕生日を迎える女
性※前年度の板橋区乳がん検診
を受診していない方※定員あり
（申込順）▷費用＝1000円※生活

保護・中国残留邦人などに対す
る支援給付を受給中の方は無
料。事前に健康推進課へ申請が
必要（受診後の申出による費用
の返還は不可）。
《いずれも》
▷とき＝４月〜来年２月▷申込
・問＝直接または電話・はがき
・電子申請（区ホームページ参
照）で、健康推進課健（検）診申
込窓口（区役所３階㉑窓口）☎
3579 ‐ 2319※申込記入例（４面）
の項目と生年月日を明記※３月
下旬以降、順次受診券をお送り
します。※直接申込の場合は、
本人確認書類（マイナンバーカ
ード・保険証など）をお持ちく
ださい。

訪問型産後ケア事業の
利用期間を延長します

　４月から、訪問型産後ケア事
業の利用期間を産後１年（沐浴
指導は生後28日以内）に延長し
ます。
▷内容＝助産師による育児アド
バイス、乳房管理・沐浴の指導
▷利用回数＝９回▷費用＝１回
600円▷申込・問＝電話で、担
当地域（区ホームページ参照）の
健康福祉センター

母親学級
▷ところ・とき（各２日制）＝右
上表参照▷内容＝赤ちゃんのお

世話の仕方・妊産婦のための栄
養・母と子のお口の健康など▷
対象＝各開催日現在、おおむね
妊娠20週以降の初産の方※定員
あり（申込順）※持ち物など詳し
くは、お問い合わせください。
▷申込・問＝電話で、希望する
健康福祉センター※複数のセン
ターへの申込不可

お母さんの休み時間
▷ところ・とき（各１日制）＝下
表参照▷内容＝子育ての不安・
悩みの語り合い▷対象＝区内在
住で、子育て中の母親※定員あ
り。生後４か月〜未就学児の保
育あり（いずれも
申込順）。▷申込
・問＝電話で、希
望する健康福祉セ
ンター※複数のセ
ンターへの申込不
可

《お母さんの休み時間》
ところ と　き
板橋 ₄月₂₃日㈮・ ₅月₂₈日㈮
上板橋 ₄月₂₂日㈭・ ₅月₂₇日㈭
赤塚 ₄月₂₀日㈫・ ₅月₂₅日㈫
志村 ₄月 ₉日㈮・ ₅月₁₄日㈮
高島平 ₄月₂₀日㈫・ ₅月₁₈日㈫

※₁₀時～₁₁時

《母親学級》
ところ と　き

板橋 ₄月 ₇日㈬・₁₄日㈬
₅月₁₂日㈬・₁₉日㈬

上板橋 ₅月 ₇日㈮・₁₄日㈮
高島平 ₄月 ₅日㈪・₁₂日㈪

※₁₃時₃₀分～₁₄時₃₀分または₁₅時～₁₆時。
両日とも同時間での参加が必要。

新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口

板橋区コロナワクチンコールセンター
☎₀₁₂₀ ︲ ₉₈₅ ︲ ₂₅₂（ ₉ 時～₁₈時）

※高齢者用接種券は、４月中旬以降に発送予定です。

新型コロナウイルスの健康相談窓口

板橋区新型コロナ健康相談窓口
☎₅₈₇₇ ︲ ₄₈₃₄（平日、 ₉時～₁₇時）
東京都発熱相談センター
☎₅₃₂₀ ︲ ₄₅₉₂（₂₄時間）

　区職員をかたって、「高齢者は優先的にワクチン接種・PCR検
査を受けられるので、予約金を振り込んでほしい」などと求める
特殊詐欺の電話が都内で確認されています。ワクチン接種・PCR
検査で予約金がかかることは絶対にありません。怪しいと思った
らすぐに電話を切り、区役所・最寄りの警察署にご連絡ください。

●板橋区防災危機管理課防犯促進グループ☎35₇9 ‐ 2153
●板橋警察署☎396₄ ‐ 0110
●志村警察署☎3966 ‐ 0110
●高島平警察署☎39₇9 ‐ 0110

問　合

ワクチン接種に関する
不審電話にご注意ください

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手洗い
・マスク着用・身体的距離の確保を徹底しましょう

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
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※費用の明示がないものは無料

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

【公共交通会議】
▷とき＝３月24日㈬13時〜14時
30分▷ところ＝第一委員会室
（区役所11階）▷内容＝公共交通
の利便性向上の検討▷定員＝５
人（先着順）※当日、12時15分〜
12時45分に都市計画課（区役所
５階⑮窓口）で受付。▷問＝都
市計画課交通政策担当係☎3579
‐ 2548

【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…３月25日㈭
●グリーンホール…３月29日㈪
※17時〜20時※施設点検のため
▷問＝区立文化会館☎3579 ‐
2222

家庭教育学級
▷とき＝３月13日㈯〜５月９日
㈰▷内容＝講義「たたかない怒
鳴らない・子どもと向き合うヒ
ントなど」※区公式YouTubeチ
ャンネル「チャンネルいたばし」
で配信▷講師＝（公社）セーブ・
ザ・チルドレン・ジャパン　岩
井さくら▷問＝地域教育力推進
課青少年係☎3579 ‐ 2488

外国人のための
初級日本語教室

▷コース・とき
●月・木コース…４月８日〜９

月16日の毎週月曜・木曜、10
時〜12時

●火・金コース…４月９日〜９
月17日の毎週火曜・金曜、18
時30分〜20時30分

▷定員＝各コース25人▷費用＝
5400円※テキスト代が別途必要
◉�水曜会話サロン
　会話サポーターと会話を楽し
みながら学ぶコースです。
▷とき＝４月14日〜９月15日の
毎週水曜、10時〜11時30分・18
時30分〜20時▷定員＝20人▷費
用＝2700円※初級日本語教室と
同時申込の場合は1000円
《いずれも》
※申込順▷ところ＝グリーンホ
ール会議室など▷対象＝区内在
住・在勤・在学の15歳以上で、
外国籍の方▷申込・問＝３月13
日㈯朝９時から、FAX・Ｅメー
ルで、（公財）板橋区文化・国際
交流財団（区役所内）☎3579 ‐
2015 3579 ‐ 2046 kkouryu@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例の項目と性別、国籍、Ｅメー
ルアドレスを明記。※同財団ホ
ームページからも申込可

一般向け投影
「THE北極星」
▷とき＝４月１日㈭〜30日㈮、
15時30分〜16時20分▷対象＝小
学５年生以上の方▷定員＝各日
47人（申込順）▷費用＝一般350
円・高校生以下120円※65歳以
上の方（持物…年齢がわかるも
の）・障がいがある方（持物…各
種手帳）は割引あり▷ところ・
申込・問＝３月13日㈯朝９時か
ら、電話で、教育科学館☎3559
‐ 6561〈月曜休館。ただし４月
５日㈪は開館し６日㈫休館〉

キッズガーデナー
▷とき＝５月〜来年３月の毎月
第２土曜、11日制、14時〜15時
45分▷ところ＝熱帯環境植物館
▷内容＝花壇作り・花の手入れ
・花苗育てなど▷対象＝区内在
住の新小学３年生▷定員＝６人
（抽選）▷費用＝300円▷申込・
問＝３月22日（必着）まで、はが
き・FAX・Ｅメールで、同館事
務室（〒175 ‐ 0082高島平８ ‐ 29

‐ ２）☎5920 ‐ 1131 5920 ‐ 1132
nettaikan@seibu-la.co.jp※申
込記入例参照

リサイクルプラザ
◉�荒川クリーン活動
▷とき＝３月21日㈰10時20分〜
12時10分▷内容＝荒川生物生態
園のごみ拾い▷対象＝区内在住
・在勤・在学の方▷定員＝16人
◉�あそびの宝箱
▷とき＝３月28日㈰14時30分〜
15時30分▷ところ＝リサイクル
プラザ▷内容＝リサイクル工作
・ゲーム▷講師＝小学館レクリ
エーションリーダーズクラブ職
員▷対象＝区内在住・在勤・在
学の親子▷定員＝10組
《いずれも》
※申込順▷申込・問＝３月13日
㈯朝９時から、電話で、リサイ
クルプラザ☎3558 ‐ 5374※同プ
ラザホームページからも申込可

郷土芸能伝承館
◉�飛ぶ種の模型を作ろう
▷とき＝３月29日㈪13時〜14時
▷対象＝５歳以上の方（小学２
年生以下は保護者同伴）▷費用
＝1500円（兄弟で参加の場合、
１人増えるごとに500円増）
◉�がいこつ教室
▷とき＝３月29日㈪15時〜16時

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

▷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＝ 3 月
22日㈪朝 9 時から、男女社会参画課
（区役所 6 階）※抽選後、空きがある
場合は 3 月24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＝ 3 月16日㈫〜20日㈷※
区立文化会館大ホールは来年 4 月
分、それ以外は10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。
※区立文化会館・グリーンホールの
利用受付は、本号をもって掲載を終
了します。今後は、施設ホームペー
ジをご覧ください。
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(11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 ₄／ ₁～₃₀…全日

小ホール
₁₀／ ₁ ・ ₅ ・₁₂・₁₅・₁₈・₂₁・
₂₃…夜間、₁₀／ ₉ ・₁₀・₁₆・₁₇
・₂₄・₂₇～₂₉…全日

大会議室
₁₀／ ₁ ～ ₃ ・₁₆・₁₇・₂₂・₂₃・
₂₇・₂₈・₃₀・₃₁…全日、₁₀／ ₄
・ ₆ ・₁₅・₂₉…午前・午後、₁₀
／ ₈ …午後・夜間

グリーンホール
₁階ホール ₁₀／ ₅ ・ ₉ ・₁₀・₁₅～₁₈・₂₅…全日

₂階ホール
₁₀／ ₅ ・ ₉ ・₁₀・₁₆・₁₇・₂₅…
全日、₁₀／₁₅…午後・夜間、₁₀
／₁₈…午前

₆₀₁会議室
₁₀／ ₅ ・₁₆・₁₇・₂₅・₂₉…全
日、₁₀／₁₈…午前、₁₀／₂₁…夜
間

▽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

3 月のテーマ
「いたばし good balance 

会社賞受賞企業」

▷とき＝８月21日㈯・22日㈰、
各１日制、10時〜16時30分※６
月18日㈮18時30分から、区立文
化会館大会議室で説明会あり。
▷ところ＝区立文化会館大ホー
ル▷内容＝文化活動（ダンス・
音楽など）の発表※出演時間は
10分▷対象＝出演者の半数以上
が区内在住・在勤・在学で、10
人以上の団体▷募集数＝各日30
団体（抽選）▷費用＝１団体３万
円▷申込・問＝４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（〒
173 ‐ 0014大山東町51 ‐ １区立

文化会館内）☎3579 ‐ 3130※申
込記入例の項目と団体名、出演
希望日（どちらでもよい場合は
優先順位）、出演ジャンル（演奏
・歌・ダンスなど）、出演人数
を明記。※同財団ホームページ
からも申込可

日頃の練習の成果を発表してみませんか

ふれあいステージ出演団体を
募集します

▷内容＝体の仕組みの学習▷対
象＝小学生以上の方▷費用＝
2500円
《いずれも》
▷定員＝18人（申込順）▷ところ
・申込・問＝３月13日㈯朝９時
から、電話で、郷土芸能伝承館
☎5398 ‐ 4711〈第３月曜休館〉

模型を復元しながら体の仕組みを考えてみよう

　スマートフォンなどから利用できる行政情報アプリ「マチイロ」・
多言語対応アプリ「カタログポケット」・電子チラシサー
ビス「Shufoo!（シュフー）」で、「広報いたばし」を配信し
ています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
▷問＝広聴広報課広報グループ☎3579 ‐ 2022

アプリで「広報いたばし」を配信しています


