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

子ども家庭支援センターの
サービスを拡大します

＼４月から／

子ども・家庭へのサービス向上のため、
支援体制の拡大などを行います。
ぜひ、ご活用ください。

教育委員が決まりました
　４月１日付で、教育委員に青木義男氏が
再任されました。任期は４年です。

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

子どもなんでも相談・児童虐待相談
を24時間体制に拡大します

　より多くの子ども・家庭の支援や児童虐待の未然防止などを
図るため、24時間365日の相談受付を行います。

　子育て全般の相談にご利用
ください。
▶相談専用電話＝☎0120－
925－610（24時間）

子どもなんでも相談
　児童虐待の相談・通告にご
利用ください。
▶相談専用電話＝☎3579－
2658（24時間）

児童虐待相談

ファミリー・サポート・センター事業の
内容が充実します

　援助会員（区民）が、利用会員（保護者）の代わりに保育施設・
学校などへの送迎や短時間の預かりを行う事業です。これまで
は援助会員１人につき子ども１人（１対１）の援助を行っていま
したが、援助会員の同意があれば、兄弟・姉妹に限り１対２の
援助が可能です。※利用には、登録が必要です。登録方法など
詳しくは、お問い合わせください。
▶問＝ファミリー・サポート・センター☎3957－4801

育児支援ヘルパー派遣事業の
活動日・対象などが変わります

　乳幼児がいる家庭に、育児支援ヘルパーを派遣して、家事・
子育て援助を行う事業です。
▶活動日・対象など＝下表参照※利用には、登録が必要です。
登録方法など詳しくは、お問い合わせください。▶問＝育児支
援ヘルパー受付デスク☎6909－3727

変更前 変更後

活動日 平日、 9時～17時 月曜～日曜(年末年始を除く)、
8時～19時

対　象 妊娠中の方・1歳の誕生日の
前日までの子どもがいる家庭

妊娠中の方・3歳の誕生日の
前日までの子どもがいる家庭

費　用
( 1時間) 800円 ● 平日 9時～17時…800円 

●上記以外…900円

《育児支援ヘルパー派遣事業の変更点》

子どもショートステイ事業の
協力家庭を募集します

　保護者の病気・出産・育児疲れなどで、一時的に子ども（生
後43日～17歳）の養育が困難となった場合に、協力家庭が自宅
で子どもを預かる事業です。
▶対象＝区内在住で、次の全
ての要件を満たす方
● 心身ともに健康な25～69
歳で、18歳以上の健康な
同居家族がいる

● 医師・看護師・保健師・保
育士・幼稚園教諭の資格を
有する、または児童の養育
に係る資格として区長が認
める

● 都の養育家庭・フレンドホ
ームに登録している

● 板橋区子育て支援員養成講

座またはそれに準ずるもの
を修了している

● 住居の間取りが２室10畳
以上ある

▶委託料
●宿泊…１泊１万円
●日帰り…１日5000円
※１協力家庭につき子ども１
人※登録方法など詳しくは、
お問い合わせくだ
さい。▶問＝子ど
も家庭支援センタ
ー☎3579－2656



2 広報 いたばし 令和 3年（2021年）4月10日（土）

傷病手当金の
適用期間を
延長します

国民健康保険のお知らせ
国保年金課国保資格係☎3579 - 2406問　合

令和３年度の保険料率が決定しました
◉保険料の計算方法
　年間保険料は、医療分・後期
高齢者支援金分・介護分からな
り、それぞれに均等割額(被保
険者全員が支払い)と所得割額
(被保険者の所得金額に応じて

支払い)があります(下図参照)。
◉通知時期
　４月以降の保険料は、６月14
日㈪にお送りする「国民健康保
険料納入通知書」をご確認くだ
さい。

　離職などで勤務先の健康保険
を脱退したときや、国民健康保
険の加入者が就職などで勤務先
の健康保険に加入したときは、
14日以内に加入・脱退の届出を
お願いします。
▶対象
●加入…区内在住で、74歳以下
の個人事業主・その従業員、
勤務先の健康保険を脱退した
方※一定の条件により、以前
の勤務先の健康保険に継続加
入可。詳しくは、以前の勤務
先にお問い合わせください。

●脱退…勤務先の健康保険に加
入した方

▶持物
●  加入…健康保険の資格喪失証
明書、本人確認書類、世帯主
・加入者のマイナンバーがわ
かるもの

●  脱退…勤務先の健康保険証、

国民健康保険被保険者証、世
帯主・脱退者のマイナンバー
がわかるもの

※別世帯の方は委任状、外国籍
の方は在留カード・パスポート
が必要。
▶届出先＝直接、国保年金課
(区役所２階㉒窓口)または各区
民事務所※一部の手続きは郵送
可。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。

　収入が少なく、被扶養者に該
当する方は、家族の勤務先を通
して扶養認定の手続きをお願い
します。
▶収入基準額＝130万円未満(60
歳以上の方・障がいがある方は
180万円未満)

《令和 3年度保険料の計算方法》図

※基礎所得金額とは、前年中の所得から基礎控除額43万円を控除した額です。

均等割額 所得割額

年
間
保
険
料

加入者全員の基礎所得金額
×
7.13％

医療分保険料
(限度額63万円)

3 万8800円
×

加入者数
＝ +　

後期高齢者
支援金分保険料
(限度額19万円)

1 万3200円
×

加入者数

加入者全員の基礎所得金額
×
2.41％

＝ +

介護分保険料
(限度額17万円)

1 万7000円
×

40～64歳の加入者数

40～64歳の加入者全員の基礎所得金額
×
2.49％

＝ +

後期高齢者医療のお知らせ
令和３年度の保険料率が決定しました

◉保険料の計算方法
　年間保険料は、均等割額(被保険者全員が支払い)と所得割額(被保
険者の所得金額に応じて支払い)の合計額です(下図参照)。
◉通知時期
　４月以降の保険料は、７月下旬にお送りする「後期高齢者医療保険
料額決定通知書」をご確認ください。

保険料の軽減措置があります
●  均等割額の軽減(表１参照)…同一世帯の世帯主・被保険者全員の総
所得金額などが基準に該当する場合

●  所得割額の軽減(表２参照)…被保険者の所得が基準に該当する場合
※所得税・住民税が未申告の場合は対象外

普通徴収（口座振替・納付書払い）の
支払い回数が変わります

　令和３年度から、年間保険料を７月～来年２月の８回に分けてお支
払いいただきます。

後期高齢医療制度課管理収納係☎3579 - 2327問　合

図 《令和 3年度保険料の計算方法》
所得割額

賦課のもととなる所得金額(※)
×所得割率8.72％

年間保険料
(限度額64万円)

均等割額
被保険者 1人あたり

4万4100円
= +

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額
などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※65歳以上(令和 3年 1月 1日時
点)の方の公的年金所得は、その所
得から高齢者特別控除額15万円を
控除した額です。

表 1  《均等割額の軽減》
総所得金額などの合計が下記に該当する世帯 軽減割合

43万円＋(年金または給与所得者の合計数－ 1 )×10万円　以下 70％

43万円＋(年金または給与所得者の合計数－ 1 )×10
万円＋28.5万円×被保険者数　以下 50％

43万円＋(年金または給与所得者の合計数－ 1 )×10
万円＋52万円×被保険者数　以下 20％

表 2  《所得割額の軽減》
賦課のもととなる所得金額 軽減割合

15万円以下 50％
20万円以下 25％

保険料決定納入通知書をお送りします
　65歳以上の普通徴収(口座振替・納付書払い)の方へ、
４月19日㈪頃に通知書をお送りします。今回通知する保
険料は、４月～６月分で、令和２年度の住民税課税状況
に基づく仮算定です。７月以降の保険料は、令和３年度
の住民税の決定後、７月に本算定し、改めて通知しま
す。なお、特別徴収(年金から差し引き)の方には、７月
下旬に通知書をお送りします。また、４月から新たに特
別徴収となる方には、２月16日に案内をお送りしました。

保険料の減額制度があります
　令和３年度の所得段階が第２・３段階で、世帯の年間
収入・預貯金額などが基準以下の方に、保険料の減額制
度があります。７月中旬(特別徴収の方は７月下旬)にお
送りする通知書で所得段階を確認のうえ、ご相談くださ
い。詳しくは、同封するお知らせをご覧ください。※８
月31日㈫までの申請で、12か月分の保険料が減額対象に
なります。※令和２年度に減額となっている方には、３
月29日に更新案内をお送りしました。※保険料・保険料
減額は、本人の住民税課税状況・前年の所得状況、同一
世帯の方の住民税課税状況をもとに計算しています。本
人または同一世帯の方で、未申告の場合は、課税課(区
役所３階⑫窓口)で住民税の申告をお願いします。収入
がなかった方も、その旨の申告をお願いします。

東日本大震災で板橋区に転入した方へ
　東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区
域などから板橋区に転入した方には、保険料の減額制度
があります。詳しくは、お問い合わせください。

介護保険課資格保険料係☎3579 - 2359問　合

介護保険のお知らせ

加入・脱退の届出をお忘れなく

広 告

家族の勤務先の健康保険に
加入できませんか

　労働者が休める環境を整備するために支給している傷
病手当金の適用期間を延長します。
▶適用期間＝令和２年１月～３年６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＝国保年金課国保給
付係☎ 3579 - 2404
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※費用の明示がないものは無料

「板橋区の統計（令和２年）」
を作成しました

　区の人口・産業などの基本的な
統計資料を収録しています。
▶閲覧場所＝区政資料室(区役所
１階⑦窓口)・区立各図書館・区
ホームページ▶問＝総務課統計係
☎3579 - 2057

国民生活基礎調査に
ご協力ください

　本調査は、国の施策の基礎資料
を得るため、毎年全国一斉に行っ
ています。４月中旬から、調査員
(区が発行した調査員証を携帯)が
対象世帯を訪問し、調査票の配布
・回収などを行います。
▶対象＝全国から無作為に抽出し
た５万5000世帯▶問＝健康推進課
健康づくり係☎3579 - 2302

就学援助制度を
ご利用ください

　次の対象者に、学用品費・給食
費などの一部を援助します。
▶対象＝区内在住で、区立小・中
学校に通学しているお子さんがい
て、経済的にお困りの方※所得制
限などの要件あり※希望する方
は、通学校にお申し込みくださ
い。※国公立小・中学校に通学し
ていて援助を希望する場合は、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＝学務
課学事係☎3579 - 2611

献血にご協力ください
▶とき＝４月13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

胃がん検診（内視鏡検査）
▶とき＝５月１日㈯～12月28日㈫
▶ところ＝区内指定医療機関▶内
容＝問診・内視鏡検査▶対象＝区
内在住で、４月～来年３月に50歳
以上の誕生日を迎える方※前年度
の同検診を受診した方、勤務先な
どで同検診を受ける機会がある
方、胃疾患で治療中・経過観察中
の方は受診不可。※50・60歳の方
は、胃がんリスク検診・胃部Ｘ線
検査・内視鏡検査のいずれかを受
診可(胃がんリスク検診は６月～

10月に実施)。※問診の結果、受
診できない場合あり。▶定員＝
2000人(申込順)▶費用＝1800円
▶申込
●はがき・電子申請(区ホームペ
ージ参照)…４月10日㈯から、
健康推進課成人健診係※申込記
入例(４面)の項目と生年月日を
明記

●直接・電話…４月12日㈪朝８時
30分から、健康推進課健(検)診
申込窓口(区役所３階㉑窓口)☎
3579 - 2319

▶問＝健康推進課成人健診係☎
3579 - 2312

東京都議会議員選挙
立候補予定者説明会

▶とき＝５月10日㈪９時30分から
(受付は９時から)▶ところ＝大会
議室(区役所９階)※当日、直接会
場へ。▶内容＝立候補届出書類・
選挙公報原稿用紙の配付、作成要
領の説明※立候補予定者は、必ず
ご出席ください(予定者１人につ
き２人以内)。▶問＝選挙管理委
員会事務局☎3579 - 2681

区有財産（土地・建物）を
売却します

▶売却方法＝一般競争入札▶所在
地＝仲宿１ - 14▶土地面積＝572.
51㎡▶建物構造＝鉄骨造３階建て
▶延床面積＝675.38㎡▶最低売払
価格＝１億6100万円▶開札日＝６
月17日㈭▶入札説明書の配布場所
＝契約管財課(区役所４階⑮窓口)
・区ホームページ▶申込・問＝６
月３日(必着)まで、申込書を直接
または郵送で、契約管財課用地係
(〒173 - 8501)☎3579 - 2246※現
地見学会(５月12日㈬～14日㈮)あ
り。申込方法など詳しくは、入札
説明書をご覧ください。

区職員（看護師）
▶募集人数＝若干名▶勤務場所＝
区立保育園▶採用予定日＝７月１
日㈭▶第１次選考日＝５月８日㈯
※受験資格など詳しくは、採用選
考案内をご覧ください。▶採用選
考案内などの配布場所＝人事課
(区役所４階㉑窓口)・各地域セン
ター・各区民事務所・区立各図書
館・区ホームページなど▶申込・
問＝必要書類を、郵送の場合は４
月22日(消印有効)・直接または電

子申請(区ホームページ参照)の場
合は26日㈪17時まで、人事課人事
係(〒173 - 8501)☎3579 - 2070

農業支援ボランティア
▶募集人数＝14人(申込順)▶活動
期間＝５月から▶内容＝区内農家
・農業関連事業の支援など▶対象
＝18歳以上の方▶申請書の配布場
所＝赤塚支所・区ホームページ▶
申込・問＝４月12日㈪朝９時か
ら、申請書を直接または郵送で、
赤塚支所都市農業係(〒175 - 0092
赤塚６ - 38 - １)☎3938 - 5114

成増農業体験学校
短期型講習会

▶とき＝５月８日・15日・６月12
日・７月10日・31日、各土曜、５
日制▶内容＝農作業の技術習得▶
対象＝区内在住の世帯▶定員＝10
世帯(申込順)▶費用＝5000円※申
込方法など詳しくは、成増農業体
験学校ホームページをご覧くださ
い。▶ところ・問＝同学校(成増４
- 17)☎3263 - 3826〈土曜・日曜休み〉

やさしい日帰り登山講座
▶とき＝５月15日㈯※９時30分に
神奈川中央交通バス「ヤビツ峠」集
合・16時解散予定▶内容＝大山
(阿夫利神社)登山※歩行時間は約
４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＝同館☎
3969 - 7421〈月曜休館。ただし５月

３日㈷は開館し６日㈭休館〉

◉エコポリス板橋環境行動会議
▶とき＝４月19日㈪15時から▶と
ころ＝大会議室Ａ(区役所９階)▶
内容＝重点啓発週間「エコライフ
ウイーク夏」の検討など▶定員＝
５人(申込順)▶申込・問＝４月12
日㈪朝９時から、電話・FAX・Ｅ
メールで、資源循環推進課資源循
環協働係☎3579 - 2258 3579 -
2249 s-recycle@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例(４面)参照
◉資源環境審議会
▶とき＝４月22日㈭13時～15時▶
ところ＝第一委員会室(区役所11
階)▶内容＝地球温暖化対策実行
計画(区域施策編)2025の答申など
▶定員＝10人(申込順)▶申込・問
＝４月12日㈪朝９時から、電話
で、環境政策課スマートシティ・
環境政策係☎3579 - 2591

◉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…４月21日㈬・22
日㈭

●グリーンホール…4月26日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579 - 2222

教室レンタルします。 国書日本語学校 小豆沢 問合せ：広 告

◆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係☎3579 - 2022

引き続き感染防止に
ご協力をお願いします

　「広報いたばし」3 月27日号 3
面で、「子ども読書活動推進計
画2025」を「策定しました」と記
載しましたが、正しくは「 5 月
に策定予定」です。
　おわびして訂正します。

◉おわびと訂正

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

新型コロナウイルスの健康相談窓口

※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。

板橋区新型コロナ健康相談窓口
☎4216 - 3852
(平日、９時～17時)

東京都発熱相談センター
☎5320 - 4592

(24時間)

　引き続き、感染防止の 3つの基本(手洗い・マスク着用・
身体的距離の確保)を徹底しましょう。
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※費用の明示がないものは無料

行　事 と　き 内　容 対　象 定員(申込順) ところ・申込・問

春のスタンプラリー 4 月17日㈯～ 5月16日㈰
貸出時に配付するシールのクイズに解
答※5 問正解した方に景品を差し上げ
ます。

小学生以下

－

清水図書館☎3965 - 9701、蓮根図書館
☎3965 - 7351、西台図書館☎5399 -
1191、志村図書館☎5994 - 3021

ほんのごちそう　
いっとうしょう 4 月20日㈫～ 5月 9日㈰ 本に出てくる好きなごちそうの投票など － 赤塚図書館☎3939 - 5281

よんでよんでビンゴ 4 月20日㈫～ 5月11日㈫
カードに書かれた請求記号の本を借り
るビンゴ※完成した方に景品を差し上
げます。 小学生以下

成増図書館☎3977 - 6078

工作会「ぐりとぐらの
ホットケーキ」

4 月24日㈯
11時～12時 おはなし会・絵本に関する工作

各15人

4月10日㈯朝 9時から、直接または電話
で、氷川図書館☎3961 - 9981

紙芝居講座 4 月25日㈰
14時～15時30分

絵本専門士・廣瀬恵子による講義※
持物：紙芝居 中学生以上の方 4月10日㈯朝 9時から、直接または電話

で、東板橋図書館☎3579 - 2666
春のおはなし会 5 月 4日㈷

14時～15時 絵本の読み聞かせ
小学生以下

4月17日㈯朝 9時から、直接または電話
で、高島平図書館☎3939 - 6565

こどもの日おはなし会
5 月 5日㈷、
14時から・15時から、
各 1回制

紙芝居・大型絵本・パネルシアターなど 各回20人 4月20日㈫朝 9時から、直接または電話
で、小茂根図書館☎3554 - 8801

スペシャルおはなし会 5 月 8日㈯
11時～11時40分 絵本・大型絵本の読み聞かせ、手遊び 小学 2年生以下の 

お子さんとその保護者 8組 4月10日㈯朝 9時から、直接または電話
で、東板橋図書館☎3579 - 2666

※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※いずれも第3月曜・月末日休館

◉荒川の植物写真展
▶とき＝４月15日㈭～６月１日
㈫、９時～17時
◉リサイクルワークショップ
▶コース・とき
●レースのスヌード・マスク…５
月23日㈰

●  刺し子のマスク・傘地のマスク
入れ…５月30日㈰

※12時30分～15時30分
▶定員＝10人(区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選)▶費用＝
1500円▶持物＝裁縫道具▶申込＝
４月17日(必着)まで、往復はがき
(１枚１コース)で、エコポリスセ
ンター(〒174 - 0063前野町４ - ６
- １)※申込記入例参照※同セン
ターホームページからも申込可
《いずれも》
▶ところ・問＝エコポリスセンタ
ー☎5970 - 5001〈第３月曜休館〉

Aウクレレ教室
▶とき＝４月20日～８月のうち12

エコポリスセンター

グリーンカレッジホール

定員＝20人▶費用＝6000円▶持物
＝ウクレレ※貸出あり(10本、申
込順)
B水墨画教室
▶とき＝４月26日～来年３月のう
ち12日間、各月曜、９時30分～11
時▶講師＝板橋区美術家連盟　藤
咲億桜▶定員＝15人▶費用＝4800
円▶持物＝筆・硯

すずり

・水入れ・水差
し・下敷き
Cおとなが楽しむダンス教室
▶とき＝４月30日～７月のうち８
日間、各金曜
▶コース・時間
●ディスコ…14時～15時10分
●スイング…15時30分～16時40分
▶講師＝ダンス講師　石川ミノル
▶定員＝各コース15人▶費用＝各
コース4000円
《A～Cいずれも》
※申込順▶対象＝区内在住・在勤
で、50歳以上の方※ACグリーン
カレッジホールのサークル加入者
を除く。▶ところ・申込・問＝４
月10日㈯朝９時から、直接または
電話で、グリーンカレッジホール
(志村３ - 32 - ６)☎3960 - 7701

Aマスクスプレー作り
▶とき＝５月１日㈯・２日㈰、14
時から・14時30分から・15時か
ら、各１回制※各回20分
Bせっけん作り
▶とき＝５月３日㈷、14時から・
14時45分から・15時30分から、各
１回制※各回30分
Cエコバッグ作り
▶とき＝５月４日㈷、14時から・
14時45分から・15時30分から、各
１回制※各回30分
Dカブトムシの幼虫掘り
▶とき＝５月５日㈷14時～16時※
１人15分(時間指定)※２匹まで持
ち帰り可
《A～Dいずれも》
▶対象＝A～C小学生以上の方D
小学生以下(未就学児は保護者同
伴)▶定員＝AB各回15人C各回
10人D50人(いずれも抽選)▶費用

熱帯環境植物館

＝300円※A～C高校生以上の方
は入館料が別途必要▶ところ・申
込・問＝４月20日(必着)まで、は
がき・FAX・Ｅメールで、熱帯環
境植物館(〒175 - 0082高島平８ -
29 - ２)☎5920 - 1131 5920 -
1132 nettaikan@seibu-la.co.jp
〈月曜休館。ただし５月３日㈷は
開館し６日㈭休館〉※申込記入例
参照。A～Cは希望日時を明記。

春季植木市
▶とき＝４月16日㈮～18日㈰・５
月７日㈮～９日㈰、９時～17時※
雨天中止の場合あり▶ところ＝高
島平緑地噴水広場(高島平２ - 34)
▶内容＝春の草花・観葉植物・盆
栽などの販売▶問＝赤塚支所都市
農業係☎3938 - 5114

植物観察会
▶とき＝４月17日㈯10時30分～11
時30分※雨天中止▶講師＝緑化教
育指導員▶定員＝10人(申込順)▶
ところ・申込・問＝４月11日㈰朝
９時から、電話(１申込２人まで)
で、赤塚植物園☎3975 - 9127〈月
曜、第１・３・５火曜事務室休み〉

まゆ玉で
ミニこいのぼり作り

▶とき＝４月24日㈯、13時～14時
・15時～16時、各１回制▶定員＝
各回18人(申込順)▶費用＝500円
▶ところ・申込・問＝４月10日㈯
10時から、電話で、郷土芸能伝承
館☎5398 - 4711〈第３月曜休館〉

コミュニティコンポストで
生ごみたい肥をつくろう

▶とき＝４月29日㈷10時20分～12
時10分▶講師＝生ごみリサイクル
ネットワーク板橋代表　蓮沼浩子
▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方▶定員＝10人(申込順)▶持物＝
一握り分の生ごみ・持ち帰り用袋
▶ところ・申込・問＝４月10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

科学教室「チリメン
モンスターを探せ」

▶とき＝４月29日㈷、10時30分～
12時・14時30分～16時、各１回制
▶内容＝ちりめんじゃこに隠れる
不思議な生き物探し・キーホルダ
ー作り▶対象＝小学生以上の方
(小学３年生以下は保護者同伴)▶
定員＝各回12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・問＝４
月15日(必着)まで、往復はがき・
Ｅメールで、教育科学館(〒174 -
0071常盤台４ - 14 - １)☎3559 -
6561 itakk@itbs-sem.jp〈月曜休
館〉※申込記入例の項目と希望の
回(午前・午後)、保護者同伴の場
合は保護者氏名を明記。

春の板橋クリーン作戦
　歩道の清掃など、自分たちでで
きる美化活動を期間中の都合の良
い日に行っていただきます。個人
・団体・事業所など、どなたでも
参加できます。
▶とき＝５月22日㈯～６月６日㈰
▶実行計画書の配布場所＝資源循
環推進課(区役所７階⑪窓口)・各
地域センター・区ホームページ▶
申込・問＝４月20日(必着)まで、
必要書類を直接または郵送・FAX
・Ｅメールで、資源循環推進課資
源循環協働係(〒173 - 8501)☎ 3579
- 2258 3579 - 2249 s-recycle
@city.itabashi.tokyo.jp

子ども読書週間

▶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

４月のテーマ
「第６回板橋にぎわい店舗大賞
 受賞店舗」

▶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＝ 4 月
20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 4 月22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(12月分)

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

日間、各火曜、９時30
分～11時30分▶講師＝
日本ウクレレスクール
公認指導員　遠藤健▶
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