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　植物を育ててみたいけど、何から始めれば良いかわからない。
そんな方に、初めて植物を育てるときのポイント・必要な資材・
おすすめの植物などを紹介します。

※関連イベントについて詳しくは、郷土資
料館ホームページをご覧ください。

郷土資料館☎ 599₈ ‐ 00₈₁
〈月曜休館。ただし５月３日㈷

は開館し６日㈭休館〉

ところ・問合

渋沢栄一（渋沢史料館所蔵） 高島秋帆

連携協定記念展「渋沢栄一×高島秋帆」

熱帯環境植物館☎ 5920 ‐ ₁₁3₁〈月曜休館。ただし５月３日㈷は開館し６日㈭休館〉ところ・問合

熱帯環境植物館企画展

●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
●一部の区施設では、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

※ ₄月₁₂日時点の情報に基づき作成しています。

区民の皆様へ

　小学３年生がスタッフと花壇作りをするキッズガ
ーデナーの活動を紹介します。

◉初めての花壇作り
　食べられるパッションフルーツ・オカワカメ、変
わった形の花を楽しめるスネイルフラワーなど、緑
のカーテンに適した植物・その育て方を紹介します。

◉緑のカーテン

◉初めての園芸
　植物を育てるのに必要な
土・鉢・道具などの資材、
植 物 の 選 び 方 を 紹 介 し ま
す。

　緑のカーテンに適した植
物・室内で育てられる植物
・野菜苗などを展示・販売
します。

◉展示・販売コーナー
開催案内 内　容

　近代の実業家・渋沢栄一は、養育院（現
（地独）東京都健康長寿医療センター）の初
代院長として、福祉・医療に貢献しまし
た。また、新１万円札の顔や大河ドラマ

「青天を衝け」の主人公として話題になって
います。
　今年は、高島平の名前の由来となった西
洋流砲術家・高島秋帆が、徳丸原で西洋式
砲術調錬を行ってから180年にあたります。
　本展では、近世・近代の時代を変えた両
者の実績を紹介します。

　全国で再び新型コロナウイルス感染症が拡大
しています。
　5月11日㈫まで、新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」
が、都に適用されました。
　区民の皆様におかれましては、改めてマスク
の着用、手洗い・消毒の徹底、不要不急の外出
自粛などの感染防止対策にご協力をお願いしま
す。
　区では、引き続き各種支援策を進めるととも

板橋区長
▶とき＝４月2４日㈯〜６月20日㈰、９時30
分〜1７時（入館は16時30分まで）

開催案内

一般260円、小・中
学生および6５歳以上
の方130円、未就学
児無料※土曜・日曜
・５月３日㈷〜５日
㈷は小・中学生無料

入館料

４月20日㈫〜５月９
日 ㈰ 、 10 時 〜 18 時
（入館は1７時30分ま
で）

とき

に、安心してワクチン接種
ができる体制を構築してま
いります。
　心を一つに、この難局を
克服していきましょう。



令和 ３年（２０２1年）4月17日（土）広報　いたばし
※費用の明示がないものは無料₂ 令和 ３年（２０２1年）4月17日（土）広報　いたばし
※費用の明示がないものは無料₂

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

学生納付特例の
申請はお済みですか

　保険料の納付が困難で、納付
猶予を希望する学生は、早めの
申請をお願いします。
　なお、令和２年度に承認され
ていて、３年度も在学予定の方
には、４月上旬に日本年金機構
から申請書をお送りしましたの
で、継続希望の場合はご返送く
だ さ い （ 昨 年 度 と 同 一 校 に 限
る）。申請書が届かない・学校
が変わった場合などは、国保年
金課（区役所２階㉕窓口）で手続
きをお願いします。
▶対象＝大学（大学院を含む）・
短期大学・高等専門学校・専修
学校・各種学校その他の教育施
設の一部に在学（いずれも夜間
・通信教育を含む）し、本人の
前年所得が128万円以下（扶養親
族がいない）の方※対象外の学
校あり
◉さかのぼって申請できます
　学生納付特例は、２年１か月
前までの未納期間に限り、さか
のぼって申請できます。学生証
では在学期間がわからない・学
生証の有効期限が切れている場
合などは、在学期間証明書をお
持ちください。
◉保険料を追納できます
　学生納付特例の承認期間分の
保険料は、10年以内であれば追
納できます。ただし、承認期間
の翌年度から起算して３年度目
以降は、加算金が発生します。
なお、追納期間に応じて、老齢
基礎年金の受給額が増額します。
《いずれも》
※申請方法など詳しくは、区ホ

ームページをご覧ください。▶
問＝国保年金課国民年金係☎
3５７9 ‐ 2４31

上板橋駅南口駅前東地区
市街地再開発組合の設立
が認可されました

▶関係図書の縦覧場所・問＝地
区整備課上板橋駅南口係（区役
所５階⑫窓口）☎3５７9 ‐ 2５５6

緑と公園の推進会議委員
▶募集人数＝若干名▶任期＝令
和３年６月〜５年３月▶対象＝
区内在住・在勤・在学で、区役
所・オンラインで行う会議（年
３回程度）に出席できる方▶選
考＝書類・作文▶申込・問＝５
月1４日（必着）まで、作文「緑を活

い

かすまちづくりへの提案」または
「コロナ禍で緑を楽しむライフス
タイルの提案」（いずれも800字程
度）と、別紙に申込記入例（４面）
の項目、職業、性別、応募動
機、区のほかの会議での委員歴
を明記のうえ、直接または郵送
・Ｅメールで、みどりと公園課
みどり計画係（区役所５階㉓窓
口、〒1７3 ‐ 8５01）☎3５７9 ‐ 2５2５
d-koen@city.itabashi.tokyo.jp

徴税指導員
（会計年度任用職員）
▶募集人数＝１人▶選考＝書類
・面接※勤務期間・賃金など詳
しくは、募集要領をご覧くださ
い。▶募集要領の配布場所＝納
税課（区役所３階⑪窓口）・区ホ
ームページ▶申込・問＝５月10

6281 ‐ 0291〈第２月曜・月末日
休館〉※申込記入例（４面）参照

成増サークル公開教室
◉初心者向け太極拳
▶とき＝５月７日㈮・1４日㈮、
２日制▶定員＝10人
◉楽しくフラダンス
▶とき＝５月10日・2４日・31
日、各月曜、３日制▶対象＝女
性▶定員＝1５人
《いずれも》
※10時〜11時30分※申込順▶費
用＝30円▶ところ・申込・問＝
４月1７日㈯朝９時から、電話・
Ｅメールで、まなぽーと成増☎
39７５ ‐ 9７06 nsyakyo@city.
itabashi.tokyo.jp〈第３月曜休
館〉※申込記入例（４面）参照

◉板橋朝市　
▶とき＝ ４ 月18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）▶
催し＝板橋のいっぴん販売

◉区へ( ₂ 月 ₉ 日～ ₃ 月₁₀日)
▶㈱カスミ ５ 万７５５2円▶明治安田生
命板橋営業所80万円▶司産業㈱ 6 万
円▶髙木高明 3 万円▶石和田弘子
1000円
◉社会福祉協議会へ

( ₂ 月 ₃ 日～ ₃ 月 ₃ 日)
▶NPO法人環境と美化を考える会
2000円▶中板橋友愛クラブ313円▶
高一寿会４862円▶西寿会1７1４円▶
NPO法人ゆずり葉４５７0円▶大工原
辰実 1 万円▶福祉の森サロン 1 団体
1５6円

日（必着）まで、必要書類を直接
または郵送で、納税課整理第一
係（〒1７3 ‐ 8５01）☎ 3５７9 ‐ 21４５

親子向けYouTube講座
▶とき＝４月2５日㈰1４時〜16時
▶内容＝講義「安全なYouTube
との付き合い方・簡単な台本作
りなど」▶講師＝映像ディレク
ター　中山望▶対象＝小学生以
下のお子さんとその保護者▶定
員＝５組（申込順）▶持物＝スマ
ートフォン・スマートフォン用
三脚※事前にアプリのインスト
ールが必要▶ところ・申込・問
＝４月18日㈰朝９時から、直接
または電話で、小茂根図書館☎
3５５４ ‐ 8801〈第３月曜・月末日
休館〉

図書館サポーター
養成講座

▶とき＝５月11日㈫・20日㈭・
2５日㈫・６月２日㈬、４日制、
10時〜12時▶内容＝読み聞かせ
の実習など▶講師＝NPO法人
朗読文化研究所代表理事　倉片
孝恵ほか▶対象＝区内在住で、
講座修了後に図書館・学校図書
館などで活動できる方▶定員＝
30人（抽選）▶ところ・申込・問
＝４月23日（消印有効）まで、往
復はがきで、中央図書館（〒1７４
‐ 0 0 ７ 1 常 盤 台 ４ ‐ ３ ‐ １ ） ☎

植村直己（写真提供：文藝春秋）植村冒険館（イメージ）

植村冒険館リニューアルへの
寄付を募集します
　冒険家・植村直己の生誕80周年
にあたる今年、植村冒険館をリニ
ューアルし、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。

▶受付開始日＝４月20日㈫12時から
▶寄付方法
●  ふるさと納税サイト
　「ふるさとチョイス」
●経営改革推進課(区役所４階⑬窓口)

問　合

 ⃝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係☎3５７9 ‐ 26５1

⃝寄付の申込・支払いについて
…経営改革推進課評価係☎3５７9 ‐ 2060

　区ゆかりの冒険家・植村直己は、仲宿に
住まいを構え、日本人初となる世界最高峰
エベレストの登頂・北極圏１万2000kmの
走破・北極点への単独到達など、歴史に残
る冒険に挑戦しました。

クラウド
ファンディング型
ふるさと納税制度
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赤塚植物園  ☎3975 ｰ 9127
〈月曜、第 1・3・5 火曜事務室休み〉

※赤塚植物園では、みどりの相談を受け付けています。

◉�ゲッケイジュ
　クスノキ科ゲッケイジュ属の
常緑高木。４月初旬に淡黄色の
小さな花が咲きます。葉は、ほ
んのりとした清涼感の香りがあ
り、乾燥させると香辛料（ロー
リエ）になります。

　ゲッケイジュは、古代ギリシ
ャの文化芸術の神・アポロンの
聖樹とされています。葉・枝で
編んだものが月桂冠で、名誉の
印としてノーベル賞受賞者に贈
られます。

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

◉シニアのためのエアロビクス
▶とき＝ ５ 月13日〜 ７ 月29日（ ５ 月
20日・ ７ 月22日を除く）の毎週木曜、
10日制、10時〜11時▶ところ＝グリ
ーンホール601会議室▶対象＝区内
在住で、60歳以上の方▶定員＝3５人
（抽選）▶費用＝2000円▶申込・問＝
４ 月2４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 ）☎396４ ‐ 08７1※申込記入例（ ４
面）の項目と過去の参加回数を明記

◉�水道・下水道料金の支払猶予の受
付期間を延長します

▶受付期間＝ 9 月30日㈭まで※対象
など詳しくは、お問い合わせくださ
い。▶問＝水道局お客さまセンター
☎５326 ‐ 1101（平日、 8 時30分〜20
時）
◉�特別区立幼稚園教員採用候補者の
募集

▶職種＝🅐教員🅑臨時的任用教員▶
勤務場所＝区立幼稚園（大田区・足
立区を除く）※対象・申込方法など
詳しくは、選考案内をご覧くださ
い。▶選考案内などの配布場所＝板
橋区指導室（区役所 6 階⑰窓口）など
▶問＝特別区人事・厚生事務組合人
事企画課🅐☎５210 ‐ 9７５1🅑☎５210 ‐
98５７

障がい者レクリエーショ
ン・スポーツ教室

　東京都障害者総合スポーツセ
ンターの協力で、パラリンピッ
ク公式種目の「ボッチャ」などを
行います。
▶とき＝５月10日・６月1４日・
７月12日・９月13日・10月11日
・11月８日・12月13日・来年１
月1７日、各月曜、８日制、13時
30分〜1５時30分▶ところ＝障が
い者福祉センター※11月８日㈪
は変更になる場合あり▶対象＝
区内在住の18歳以上で、障がい
がある方とその介助者▶定員＝
1５人（初めての方を優先し抽選）
▶費用＝200円※後日、障がい
の状況などを確認する場合あ
り。※定員に空きがある場合
は、随時受付。
◉ボランティアを募集します
　同教室に参加し、障がいがあ
る方の補助をしていただくボラ
ンティアを募集します。
▶定員＝３人（抽選）
《いずれも》
▶申込・問＝４月2７日（必着）ま
で、電話・FAXで、障がいサー
ビス課福祉係☎3５７9 ‐ 2362
3５７9 ‐ 236４※申込記入例（４面）
参照

◉福祉有償運送運営協議会
▶とき＝４月22日㈭10時から▶
ところ＝第四委員会室（区役所
11階）▶内容＝区内で活動する
福祉有償運送団体の登録申請の
審議▶定員＝10人（申込順）▶申
込・問＝４月19日㈪朝９時か
ら、直接または電話・FAX・Ｅ
メールで、障がいサービス課福
祉係（区役所２階⑫窓口）☎3５７9
‐ 2362 3５７9 ‐ 236４ f-fukushi 
@city.itabashi.tokyo.jp※申込
記入例（４面 ）参照

◉男女平等推進センター
▶とき＝４月26日㈪※施設点検
のため▶問＝男女平等推進セン
ター☎3５７9 ‐ 2７90

9
が

区民結核健診
▶とき＝５月18日㈫1５時〜16時
▶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＝20人

（申込順）▶申込・問＝電話で、
予防対策課感染症相談指導係☎
3５７9 ‐ 2321

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝下表参照
▶対象＝区内在住の6５歳以上
で、もの忘れが気になる方・そ
の家族※もの忘れで医療機関に
かかっていない方▶定員＝各回
１人（申込順）▶申込・問＝電話
で、希望会場を担当するおとし
より相談センター

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

５ 月10日㈪
高島平地域センター

※申込は三園おとしより
相談センター☎3939 ‐ 1101

５ 月13日㈭
区役所（ ２ 階⑮窓口）

※申込は富士見おとしより
相談センター☎５39２ ‐ 00２3

５ 月２1日㈮ 蓮根おとしより相談センター
☎５970 ‐ 9106

５ 月２8日㈮
前野地域センター

※申込は前野おとしより
相談センター☎５91５ ‐ ２636

５ 月31日㈪
成増アクトホール

※申込は成増おとしより
相談センター☎3939 ‐ 0678

※13時２0分から・14時から、各 1回制。

　「広報いたばし」は、第１〜４土曜に約1５万8000部発行していま
す。ぜひ、ご活用ください。※募集号・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。

広聴広報課広報係☎3579 ‐ 2022問　合

に広告を掲載しませんか

　アプリを開いて、読みたい号をダウンロードするだけで、広報
紙を読むことができます。また、読者登録をすると発行日に通知
が届きます。

行政情報アプリ「マチイロ」

　多言語自動翻訳・音声読み上げなどの機能が利用できます。ま
た、マイコンテンツに追加すると発行日に通知が届きます。

多言語対応アプリ「カタログポケット」

広聴広報課広報係☎3579 ‐ 2022問　合

※いずれも通信料
がかかります。
※詳しくは、区ホ
ームページをご覧
ください。

　広報紙のほか、地域の店舗チラシも見ることができ、お買い得
情報などを確認できます。また、お気に入り登録をすると発行日
に通知が届きます。

電子チラシサービス「Shufoo！（シュフー）」

アプリで「広報いたばし」を
配信しています



令和 ３年（２０２1年）4月17日（土）広報　いたばし
※費用の明示がないものは無料₄

(公財)板橋区文化・国際交流財団(区立文化会館内)☎3579 ‐ 3₁30問　合

音楽に親しんでみませんか

　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。

スポーツ振興課スポーツプロモーション第一係☎ 3579 ‐ 2₆₆7
問　合

板橋区に
東京2020聖火リレー
トーチがやってきます！

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

▶練習日＝毎週水曜、18時30分〜21時▶ところ＝区立文化会館リ
ハーサル室など▶講師＝音楽監督　高井優希ほか▶対象＝区内在
住・在勤・在学で、16歳以上の方※オーディションあり▶費用＝
月額2５00円（学生1000円）※諸経費などが別途必要▶申込＝電話
で、（公財）板橋区文化・国際交流財団（区立文化会館内）

▶練習日＝毎週１・２回（主に土曜・日曜の午後または夜間）▶と
ころ＝グリーンホールなど▶講師＝常任指揮者　大橋晃一▶対象
＝区内在住・在勤・在学の16歳以上で、演奏経験者※オーディシ
ョンあり▶費用＝月額2200円（高校生1200円）※諸経費などが別途
必要※申込方法など詳しくは、板橋区吹奏楽団ホームページをご
覧ください。

🅐�一般向け投影「南十字と南天
の星」

▶とき＝５月１日㈯〜30日㈰
（11日㈫・22日㈯・23日㈰を除
く）
🅑特別投影「皆既月食ってなに」
▶とき＝５月22日㈯・23日㈰
《🅐🅑いずれも》
※1５時30分〜16時20分▶対象＝
小学５年生以上の方
🅒�プラネタリウムdeおはなし
会「ゆうちゃんのみきさーし
ゃ」

▶とき＝５月４日㈷・５日㈷、

教育科学館

板橋区混声合唱団団員募集 板橋区吹奏楽団団員募集

　区役所の一部窓口を、毎月第２日曜９時～₁₇時、毎週火曜⎝祝日・閉
庁日を除く⎠₁₉時まで開庁しています。また、郵送などでできる手続き
もあります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

休日・夜間開庁をご利用ください

10時〜10時４0
分▶対象＝２
歳 以 上 の 方
（未 就 学 児 は
保護者同伴）

　都の東京2020聖火リレートーチの巡回展示に伴い、区にトーチ
がやってきます。トーチを間近で見ることができる貴重な機会で
す。ぜひ、ご覧ください。

新型コロナウイルスの健康相談窓口

引き続き感染防止に
ご協力をお願いします

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)

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)

展示内容
● オリンピック聖火リレートーチ
● パラリンピック聖火リレートーチ
● トーチ紹介パネル　など

▶とき＝４月26日㈪ ・2７日㈫、９時〜1７時
▶ところ＝イベントスクエア（区役所１階）開催案内

《🅐～🅒いずれも》
▶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＝４月1７日
㈯朝９時から、電話（１申込５
人まで）で、教育科学館☎3５５9
‐ 6５61〈月曜休館。ただし５月

３日㈷は開館し６日㈭休館〉

◉鉛筆体験講座
▶とき＝５月７日㈮13時〜1５時
▶講師＝鉛筆画家　つだなおこ
▶定員＝10人

鉛筆で描いてみませんか
◉ハープデュオコンサート
▶とき＝５月1５日㈯1４時〜1５時
10分▶出演＝ハープ奏者　柴崎
なおみ　ほか▶曲目＝やさしさ
に包まれたなら・七つの子・ア
メイジンググレイスなど▶定員
＝７0人

音色に酔いしれてみませんか
《いずれも》
※申込順▶対象＝区内在住・在
勤の方▶費用＝５00円▶ところ
・申込・問＝４月1７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

グリーンカレッジホール


