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引き続き感染防止に
ご協力をお願いします

５月31日（月）まで緊急事態宣言が延長されました

新型コロナウイルスワクチン接種の相談窓口
板橋区新型コロナワクチンコールセンター

☎0120 ‐ 985 ‐ 252（９時〜18時）

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
☎4216 ‐ 3852（平日、９時〜17時）
東京都発熱相談センター
☎5320 ‐ 4592（24時間）

区民のみなさんへのお願い
●�不要不急の外出・移動を自粛してください
�特に、20時以降の外出を自粛してください

●�混雑している場所・時間を
避けて行動してください

●�手洗い・マスク着用・３密
（密閉・密集・密接）の回避
を徹底してください

※５月10日時点の情報に基づき作成しています。

令和３年第２回区議会定例会の開会予定
� 区議会事務局議事係☎3579 ‐ 2702

◉会議日程
●５月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
24日㈪　�告示、議会運営委員会
●６月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
１日㈫・２日㈬　本会議
４日㈮　�企画総務・区民環境・健

康福祉委員会
７日㈪　�都市建設・文教児童委員会
10日㈭　議会運営委員会
11日㈮・14日㈪　�特別委員会
16日㈬　議会運営委員会
17日㈭　本会議

※10時から（議会運営委員会は13
時から）。※本定例会中に審査を
希望する請願・陳情の提出は、５
月21日㈮15時まで受付。
◉インターネット中継を行います
　本会議のインターネット中継
（生中継・録画中
継）を区ホームペ
ージでご覧になれ
ますので、傍聴は
できる限りお控え
ください。

新型コロナワクチン接種情報
● 75歳以上の方…５月15日㈯から接種を開始しています
● �65〜74歳の方…５月20日㈭に接種券を送付します。なお、
医療機関は接種券の到着後から、集団接種会場は24日㈪か
ら予約を開始します

※接種を希望する場合は、事前予約が必要です。詳しくは、
接種券に同封しているお知らせ・
区ホームページをご覧ください。
● �64歳以下の方…６月下旬以降に
接種券を送付予定です。詳しく
は、今後発行の「広報いたばし」
などでお知らせします

老朽建築物等
対策計画2025（後期）（素案）
に対する意見の概要と

区の考え方をお知らせします

意見の概要 区の考え方

危険度Bの物件を危
険度Aに進行させな
い対策は、何を考え
ているか。

所有者の多くが高齢者であることから、高齢者対応を
含む予防対策を強化するために本計画を策定し、「安
心・安全で快適なまち」をめざす取組をさらに推進し
ていきます。また、啓発文書の送付対象を危険度Ａの
所有者から危険度Ｂの所有者まで拡大し、必要に応じ
て所有者支援策の活用も促しながら、建築物などの老
朽化を抑制していきます。

最新情報を幅広く発
信 してほしい｡

区ホームページ・広報紙・掲示板での周知、紙媒体の
配布先の拡大を進めます。また、民間事業者などとの
共催や区の後援による区民向け講座・相談会などを開
催し、情報発信の充実を図っていきます。

《意見の概要と区の考え方（抜粋）》

※意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

▶意見の件数＝４件（３人）▶意見の概要と区の考え方（抜粋）＝下
表参照▶全文の閲覧場所＝５月18日㈫から、建築安全課（区役所
５階⑪窓口）・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＝建築安全課老朽建築物対策係☎3579 ‐ 2574

緊急事態宣言に伴う
区施設の休館情報などは、
区ホームページを
ご覧ください。
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が厚生年金に加入した場合を除
く）

▶持物＝本人確認書類（運転免許
証など）、年金手帳、配偶者の退
職日・扶養から外れた日がわかる
書類（資格喪失証明書・被扶養者
取消申告書など）※代理人が申請
する場合は、委任状・代理人の本
人確認書類が必要。▶申請＝直
接、国保年金課国民年金係（区役所
２階㉕窓口）または各区民事務所
《いずれも》
▶問＝国保年金課国民年金係☎
3579 ‐ 2431
◉�離婚時の年金分割制度があります
　離婚時、婚姻期間中の厚生年金
加入記録を分割して、それぞれの
年金受給額に反映させる制度があ
ります。離婚後２年以内に手続き
が必要です。詳しくは、お問い合
わせください。
▶問＝板橋年金事務所☎3962 ‐
1481

認知症サポーター�
養成講座

▶とき＝６月18日㈮14時〜15時30
分▶内容＝講義「認知症の症状・
支援方法など」※受講者には、認
知症サポーターカードを差し上げ
ます。希望する事業者（介護保険
事業者を除く）には、「高齢者あん
しん協力店」ステッカーを配付
し、区ホームページに事業者名を
掲載します。▶対象＝区内在住・
在勤・在学の方、区内事業者▶定
員＝30人（申込順）▶ところ・申込
・問＝５月17日㈪朝９時から、電
話で、おとしより保健福祉センタ
ー認知症施策推進係☎5970 ‐ 1121

認知症の方を介護する�
家族のための交流会

▶とき・ところなど（各１日制）＝
下表参照▶内容＝交流・情報交換

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＝５月19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係☎3579 ‐
2154

高島平地域都市再生�
実施計画（骨子案）説明会

　とき・ところ・定員など詳しく
は、区ホームページをご覧くださ
い。
▶問＝高島平グランドデザイン担
当課☎3579 ‐ 2183

大山町ピッコロ・�
スクエア周辺地区�
都市計画（素案）説明会

▶とき＝５月30日㈰10時〜11時30
分・31日㈪18時〜19時30分、各１
日制▶ところ＝仲町地域センター
※当日、直接会場へ。※定員など
詳しくは、区ホームページをご覧
ください。▶問＝まちづくり調整
課大山まちづくり第一係☎3579 ‐
2449

経済センサス活動調査に
ご協力ください

　本調査は、事業所・企業の経済

活動を明らかにするため、全ての
事業所・企業を対象に行います。
５月下旬に、調査員（都が発行し
た調査員証を携帯）が訪問します
ので、ご協力をお願いします。
▶問＝総務課統計係☎3579 ‐ 2057

児童扶養手当と障害年金の
調整方法が変わりました

　令和３年２月28日時点で、児童
扶養手当の受給要件を満たしてい
る場合は、６月30日㈬までの申請
で、３年３月分から受給できま
す。※対象・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＝子ども政策課子どもの手当
医療係☎3579 ‐ 2477、赤塚支所住
民サービス係☎3938 ‐ 5113

第３号被保険者の�
手続きはお済みですか

　第３号被保険者とは、第２号被
保険者（厚生年金加入者など）に扶
養されている配偶者です。
◉第３号被保険者の届出
　第３号被保険者となるために
は、扶養家族の認定を受けたうえ
で、第２号被保険者の勤務先への
届出が必要です。扶養認定の条件
など詳しくは、勤務先にご確認く
ださい。
◉�第３号被保険者が扶養家族で
　なくなった場合
　次の場合、20〜59歳の方は、第
１号被保険者への変更手続きが必
要です。
● �配偶者（第２号被保険者）が退職
した、または65歳に達した（配
偶者に受給資格がない場合を除
く）

● ��配偶者の扶養から外れた（本人

▶対象＝認知症の方を介護してい
る家族※定員など詳しくは、お問
い合わせください。▶申込・問＝
電話で、おとしより保健福祉セン
ター認知症施策推進係☎5970 ‐
1121

◉行政評価委員会
▶とき＝５月27日㈭10時から▶と
ころ＝第二委員会室（区役所11階）
▶内容＝公開ヒアリングの進め方
の決定など▶定員＝10人（申込順）
▶申込・問＝５月17日㈪朝９時か
ら、電話・Ｅメールで、経営改革
推進課評価係☎3579 ‐ 2060 sk-
sgyokai@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＝５月24日㈪・25日㈫※施
設点検のため▶問＝男女平等推進
センター☎3579 ‐ 2790
◉�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…５月27日㈭
● �グリーンホール…５月24日㈪・
25日㈫

※17時〜20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579 ‐ 2222

と　き ところ 会名称
🅐 ６ 月 ２ 日㈬・ ７ 月 ７ 日㈬ 成増アクトホール きずな
🅑 ６ 月 ３ 日㈭・ ７ 月 ８ 日㈭ グリーンホール503会議室 板橋地区
🅒 ６ 月 ８ 日㈫・ ７ 月13日㈫ 志村坂上地域センター 志村地区
🅓 ６ 月 ９ 日㈬・ ７ 月14日㈬ おとしより保健福祉センター 男性家族交流会

🅔 ６ 月11日㈮・ ７ 月 ９日㈮ 高島平地域センター※７月９日㈮
は高島平区民館 桜の会

🅕 ６ 月17日㈭・ ７ 月15日㈭ きたのホール やすらぎ
🅖 ７ 月21日㈬ おとしより保健福祉センター ひだまり

《認知症の方を介護する家族のための交流会》

※13時30分~15時30分（🅒は14時~16時）

◉シニア就活スタートセミナー
▶とき＝５月31日㈪15時〜16時30分
▶ところ＝成増アクトホール▶内容
＝講義「就職活動の始め方・はつら
つシニアいたばしの事業内容など」
▶対象＝50歳以上の求職者▶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＝
５月17日㈪朝９時から、電話で、は
つらつシニアいたばし☎5943 ‐ 1300

さつきフェスティバル
▶とき＝５月17日㈪〜20
日㈭、９時〜17時（最終
日は16時まで）▶ところ
＝イベントスクエア（区
役所１階）▶内容＝さつ
きの展示※18日㈫・19日
㈬に区内産農産物の販売
・植木市、20日㈭にさつ
きの販売あり（各日とも
売り切れ次第終了）

赤塚支所都市農業係☎3938 ‐ 5114問　合

試合招待・サッカー教室を
行います

　区と連携協定を締結している日テレ・東京ヴェルディベレーザの
プレシーズンマッチ（対アルビレックス新潟レディース）への招待な
どを行います。

東京ヴェルディ㈱☎3512 ‐ 1969、
板橋区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

▶とき＝５月30日㈰14時試合開
始▶ところ＝味の素フィールド
西が丘（北区西が丘３ ‐ 15 ‐ １）
🅐無料招待
▶対象＝区内在住・在勤・在学
で、22歳以下・65歳以上の方
（小学生以下は保護者同伴）
🅑チケット優待割引
▶対象＝区内在住・在勤・在学
で、🅐以外の方▶費用＝1000円
《🅐🅑いずれも》
▶定員＝🅐🅑計500人（申込順）
▶申込＝５月16日㈰10時から、
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ホームページ

試合招待

ヴェルディベレー
ザホームページ※
当選者には、６月
８日㈫までに、Ｅ
メールで連絡。

▶とき＝６月13日㈰10時30分〜
12時※雨天中止▶ところ＝小豆
沢野球場▶コース＝小学🅐１・
２年生🅑３・４年生🅒５・６年
生▶講師＝日テレ・東京ヴェル
ディベレーザ選手ほか▶対象＝
区内在住・在学の小学生▶定員
＝🅐〜🅒計80人（抽選）▶費用＝
500円▶申込＝５月16日㈰10時
〜６月４日㈮に、日テレ・東京

サッカー教室
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大腸がん・肝炎ウイルス・
前立腺がん・
胃がんリスク検診

▶とき＝６月〜10月▶ところ＝板
橋・練馬区内の実施医療機関（受
診券に同封する「実施医療機関一
覧」をご覧ください）▶内容・対象
など＝下表参照▶受診方法＝受診

▶とき＝６月〜10月▶ところ＝
板橋・練馬区内の実施医療機関
（受診券に同封する「実施医療機
関一覧」をご覧ください）▶対象
など＝右表参照▶基本検査項目
＝問診・身体計測・血圧測定・
診察・検尿（糖・蛋

たん

白
ぱく

）・血液（脂
質・肝機能・血糖）▶追加検査
項目＝心電図・眼底・胸部Ｘ線
・検尿（潜血）・血液（貧血・腎
機能・痛風）※医師の判断で、
一部実施しない項目あり。※大
腸がん・肝炎ウイルス・前立腺
がん・胃がんリスク検診（同面
記事参照）を同時に受診可※受
診した医師から、必ず健診結果

券をお持ちのうえ、実施医療機関
▶問＝健康推進課成人健診係☎
3579 ‐ 2312

女性のためのがん検診
　５月25日㈫に、次の対象者に子
宮頸

けい

がん検診または乳がん検診の
無料クーポン券をお送りします。
詳しくは、同封のお知らせをご覧
ください。
▶対象＝区内在住で、４月２日〜
来年４月１日に次の年齢を迎える
女性
●子宮頸がん検診…21歳
●乳がん検診…41歳
※４月21日以降に転入した対象者

転入者に予防接種の
予診票をお渡しします

　区では、各予防接種の標準的な
接種時期に合わせて予診票をお送
りしています。生後２か月以降に
転入し、必要な予診票をお持ちで
ない方には、各健康福祉センター
の窓口で予診票をお渡しします。
※母子健康手帳をお持ちくださ
い。※板橋区外で発行された予診
票は、区内で使用不可。
▶定期予防接種の種類・対象年齢
● �BCG・Ｂ型肝炎ウイルス…生
後１歳の前日まで

● �ロタウイルス…生後６〜24週
（ロタテックは32週まで）

● �ヒブ・小児用肺炎球菌…生後２
か月〜５歳の前日

● �四種混合…生後３か月〜７歳６
か月の前日

● �麻しん風しん混合１期…１〜２
歳の前日

●水痘…１〜３歳の前日
● �麻しん風しん混合２期…平成27
年４月２日〜28年４月１日生まれ

● �日本脳炎１期…生後６か月〜７
歳６か月の前日

● �日本脳炎２期…９〜13歳の前日
● �二種混合２期…11〜13歳の前日
● �子宮頸

けい

がん…小学６年〜高校１
年生（女子）

▶任意予防接種の種類・対象年齢
● �おたふくかぜ(費用負担あり)…
１歳の前日〜２歳の前日

▶問＝予防対策課予防接種係☎
3579 ‐ 2318、各健康福祉センター

乳がん体験者
いたばしオアシスの会

▶とき＝６月８日㈫13時30分〜15
時30分▶ところ＝板橋区保健所▶
内容＝体験・療養上の悩みなどの
語り合い▶対象＝区内在住・在勤

で、乳がんを体験した、またはこ
れから治療を始める女性▶定員＝
10人（申込順）▶申込・問＝電話
で、女性健康支援センター

区民結核健診
▶とき＝６月11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＝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

尿もれ予防体操教室
▶とき＝６月11日㈮14時〜15時30
分▶ところ＝成増アクトホール▶
内容＝講義・実技▶講師＝センタ
ー保健師▶対象＝区内在住・在勤
の女性▶定員＝20人（申込順）▶持
物＝ハンドタオル▶申込・問＝電
話で、女性健康支援センター

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

9
が

検診名 内　容 対　象 費　用 受診券の送付・申込
大腸がん
検診

問診・便潜血
反応検査 35歳以上の方

－

５月末に、次の🅐～🅓の方へ受診券をお
送りします。 
🅐40・45・50・55・60・65・70歳 
🅑36歳以上で、過去３年間の35歳健診・

区民一般健康診査・大腸がん検診のい
ずれかを受診した 

🅒40～74歳で、令和３年４月１日現在、
板橋区国民健康保険に加入している

🅓75歳以上で、令和３年４月１日現在、
後期高齢者医療制度に加入している
(65～74歳で、一定の障がい認定を受
けている方を含む) 

※上記以外の方・４月以降の転入者で、
対象要件を満たす場合は、申込が必要。
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)。

肝炎ウイ
ルス検診

問診・血液検査
(Ｂ型・C型)

35歳以上で、
平成14年度以
降に受診した
ことがない方

前立腺
がん検診

問診・血液検査
(PSA測定)

55・60・65・
70・75歳の男
性

５月末に受診券をお送りします。※４月
以降に転入した対象者・前年度の対象者
で未受診の場合は、申込が必要。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)。

胃がん
リスク
検診

問診・血液検査
(血清ペプシノ
ゲン値・ピロリ
菌抗体値)

40・50・60歳
の方 500円

《大腸がん・肝炎ウイルス・前立腺がん・胃がんリスク検診》

※区内在住で、勤務先などで受診する機会がない方が対象。年齢は来年３月31日時点。

年に一度の健康診査が始まります

対　象
受診できる健康診査 受診券の送付

年齢 要　件
35
〜
3₉
歳

勤務先や加入する各健康保険などが実施
する健診の対象とならない

区民一般�
健康診査

※社会保険などに
加入していて、追
加検査項目のうち
実施しない項目が
ある方は、その項
目のみ受診可。詳
しくは、お問い合
わせください。

５月末に、過去３年間に35歳健診・区民一般健康診査を受診した方へ
受診券をお送りします。※上記以外で受診を希望する場合は、申込が
必要。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(申込記入例４面の項目と生年月日を明記)。

40
歳
以
上

保険の異動により各健康保険が実施する
健診の対象とならない 健康推進課成人健診係にお問い合わせください。　

生活保護などを受給している
５月末に受診券をお送りします。※４月以降に転入した対象者は、健
康推進課成人健診係にお問い合わせください。昭和21年10月～22年３月生まれで、社会

保険などに加入している

40
〜
75
歳

社会保険などに加入している
加入する健康
保険の特定健
康診査

各健康保険にお問い合わせください。

板橋区国民健康保険に加入していて、年
度途中に加入・脱退・転入・転出などが
ない(昭和21年４月～５月生まれの方を
除く)

板橋区国民健康保険�
特定健康診査

５月末に受診券をお送りします。※加入日・届出日により、受診券の
発送が遅れる場合・対象にならない場合あり。※特定保健指導に該当
する場合は、健診結果の説明時にお知らせします。

75
歳
以
上

次 のいずれかに該当する方 
● 昭和21年５月以前に生まれた 
● 昭和21年６月～９月生まれで、社会

保険などに加入している
後期高齢者医療�
健康診査

５月末に受診券をお送りします。※昭和21年６月～９月生まれで、社
会保険などから後期高齢者医療制度に切り替わる方は、誕生月の前月
末にお送りします。

65～74歳で、一定の障がい認定を受けてお
り、後期高齢者医療制度に加入している ５月末に受診券をお送りします。

※区内在住の方が対象。年齢は来年３月31日時点。
※妊娠中の方・施設などに入所している方・勤務先が実施する健診の対象者は、受診不可。

　生活習慣病は、自覚症状がないまま進行します。しかし、健
康診査を定期的に受けて自分の健康状態を確認することで、病
気の兆候を早期に発見することができます。健やかな生活を送
り続けるためにも、年に一度の健康診査を受けましょう。

●�受診券の交付・再交付について…健康推進課健（検）診申込窓口☎3579 ‐ 2319
●区民一般健康診査について…健康推進課成人健診係☎3579 ‐ 2312
●板橋区国民健康保険特定健康診査・後期高齢者医療健康診査について

…健康推進課国保特定健診係☎3579 ‐ 2328

問
　
合

《区が行う健康診査・対象など》

と　き ところ・申込電話

６月７日㈪
舟渡ホール 

※申込は舟渡おとしより 
相談センター☎3969 - 3136

６月10日㈭
区役所(２階⑮窓口) 

※申込は仲宿おとしより 
相談センター☎5944 - 4611

６月14日㈪ 徳丸おとしより相談センター
☎5921 - 1060

６月1₈日㈮ 清水おとしより相談センター 
☎3558 - 6500

６月25日㈮ 常盤台おとしより相談センター
☎5398 - 8651

《医師によるもの忘れ相談》

※13時20分から・14時から、各１回制。

の説明を受けてくだ
さい。▶受診方法＝
受診券・健康保険証
をお持ちのうえ、実
施医療機関

は、お問い合わせ
ください。
▶問＝健康推進課
健（検）診申込窓口
☎3579 ‐ 2319



₄ 広報 いたばし 令和 ３年（２０２1年）５月1５日（土）

※費用の明示がないものは無料

問　合　スポーツ振興課管理係☎₃₅₇₉ ｰ ₂₆₅₁

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

テニス
女子ダブルス🅐一般🅑50歳以上
男子ダブルス🅒一般🅓50歳以上
🅔女子シングルス
🅕男子シングルス
🅖ミックスダブルス

● 🅐🅑９月５日㈰
🅒～🅔９月1₉日
㈰🅕９月26日㈰
・10月３日㈰🅖
９月26日㈰※各
種目の残りの試
合は10月10日㈰
(予備日17日㈰)

● 新河岸庭球場

●🅐🅒64組🅑🅓🅖
24組🅔4₈人🅕12₈
人(いずれも抽選)

●🅐 ～ 🅓 🅖 １ 組
1000円🅔🅕500円

● ５月15日㈯～６月
16日㈬

● スポーツ振興課

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームペー
ジ、区立各体育館にある競技要項をご覧ください。

渋沢栄一のもう１つの顔
▶とき＝５月30日㈰14時から▶内
容＝講義▶対象＝中学生以上の方
▶定員＝20人（申込順）▶ところ・
申込・問＝５月16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〉

なるほどガスワールド
▶とき＝６月６日㈰10時20分〜11
時30分▶内容＝講義「エネルギー
の大切さなど」・DVD上映・廃ガ
ス管で万華鏡作り▶講師＝東京ガ
ス㈱職員▶対象＝小学２年生以上
の方（小学２・３年生は保護者同
伴）▶定員＝15人（申込順）▶とこ
ろ・申込・問＝５月15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

区民防災大学
防災個別コース

▶コース・とき
🅐応急手当…６月19日㈯・20日
㈰、９時30分〜11時30分・13時
30分〜15時30分、各１回制

🅑災害イメージトレーニング…７
月24日㈯９時30分〜11時30分

🅒防災資器材の取扱…10月９日㈯
９時30分〜11時30分

▶ところ＝🅐災害対策室（区役所
４階）🅑常盤台地域センター🅒板
橋フレンドセンター▶対象＝区内
在住の方▶定員＝🅐各回20人🅑🅒
各50人（いずれも抽選）▶申込・問

＝🅐５月31日🅑６月25日🅒９月３
日（いずれも必着）まで、電話・は
がき・FAX・Ｅメールで、地域防
災支援課地域支援係☎3579 ‐ 2152
3963 ‐ 0150 kk-chishien@

city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例の項目と希望コース（🅐〜🅒、
複数可）を明記。🅐は希望日時を
明記。

エネルギー政策の動向と
今後の方向性

▶とき＝６月18日㈮14時〜16時▶
ところ＝板橋産連会館（仲宿54－
10）▶内容＝講義▶講師＝資源エ
ネルギー庁職員▶定員＝10人※オ
ンライン25人（いずれも申込順）※
申込方法など詳しくは、（一社）板
橋産業連合会ホームページをご覧
ください。▶問＝同連合会☎3962
‐ 0131、板橋区環境政策課スマー
トシティ・環境政策係☎3579 ‐ 2591

着衣泳教室
▶とき・ところ（各１日制）
🅐６月20日㈰…上板橋体育館
🅑６月27日㈰…高島平温水プール
※10時〜12時
▶対象＝小学３年生以上の方▶定
員＝🅐🅑各30人（申込順）▶費用＝
750円▶申込・問＝🅐５月23日㈰
🅑30日㈰いずれも10時から、直接
または電話で、🅐上板橋体育館☎
5399 ‐ 6501🅑高島平温水プール☎
3932 ‐ 5348〈いずれも第２月曜休
館〉

どんぐりのぼうしで
ハリネズミをつくろう

▶とき＝５月29日㈯、13時〜14時
30分・15時〜16時30分、各１回制
▶定員＝各回18人（申込順）▶費用
＝350円▶ところ・申込・問＝５
月15日㈯10時から、電話で、郷土
芸能伝承館☎5398 ‐ 4711〈第３月
曜休館〉

春の演劇教室
▶とき＝５月30日㈰14時〜17時▶

区内在住・在勤・在学で、中学生
以上の方▶定員＝15人（申込順）▶
持物＝室内用運動靴▶申込・問＝
５月17日㈪朝９時から、電話・
FAXで、（公財）板橋区文化・国際
交流財団（区立文化会館内）☎3579
‐ 3130 3579 ‐ 2276※申込記入例
の項目と17歳以下の方は保護者氏
名を明記

大原サークル公開教室
🅐２度目の社交ダンス
▶とき＝６月10日〜24日の毎週木
曜、３日制、18時〜20時▶定員＝
10人（申込順）▶費用＝60円
🅑手打ちそば体験
▶とき＝６月13日㈰、10時〜11時
30分・11時30分〜15時、各１回制
▶定員＝各回６人（抽選）▶費用＝
720円▶持物＝タオル・エプロン
・バンダナ・持ち帰り用容器（長
さ20㎝）
《🅐🅑いずれも》
▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方▶ところ・申込・問＝🅐５月17
日㈪朝９時から直接または電話
で、🅑５月27日（必着）まで往復は
がきで、まなぽーと大原（〒174 ‐
0061大原町５ ‐ 18）☎3969 ‐ 0401
〈第３月曜休館〉※申込記入例参
照。🅑は希望時間を明記。

まなぽーと成増フェスタ
▶とき＝６月13日㈰10時〜17時▶
内容＝ステージ発表・作品展示・
体験コーナーなど
◉そば打ち体験
▶とき＝６月13日㈰、10時・11時
・13時・14時、各１回制※各回１
時間▶定員＝各回６人（申込順）▶
費用＝720円▶申込＝５月15日㈯
朝９時から、電話で、まなぽーと
成増
《いずれも》
▶ところ・問＝まなぽーと成増☎
3975 ‐ 9706〈第３月曜休館〉

◉荒川の植物質問コーナー
▶とき＝５月19日㈬14時〜16時※

エコポリスセンター

当日、直接会場へ。
◉リサイクルワークショップ
▶とき＝６月17日㈭12時30分〜15
時30分▶内容＝巾着ポーチ作り▶
定員＝10人（区内在住・在勤・在
学の方を優先し抽選）▶費用＝
1100円▶持物＝布（22㎝×15㎝12
枚・30㎝×10㎝１枚・30㎝×５㎝
１枚）・裁縫道具▶申込＝５月22
日（必着）まで、往復はがきで、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〉

🅐 科学教室「ミラーボックスを作
ろう」

▶とき＝５月30日㈰10時30分〜12
時▶対象＝小学生以上の方（小学
３年生以下は保護者同伴）▶費用
＝1000円
🅑電子工作「光るフォトスタンド」
▶とき＝６月６日㈰13時30分〜16
時▶対象＝小学４年生以上の方▶
費用＝2800円
《🅐🅑いずれも》
▶定員＝12人（区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選）▶ところ
・申込・問＝５月20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
入例参照。🅐で保護者同伴の場合
は保護者氏名を明記。

教育科学館

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

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

◉区へ（３月11日〜４月１日）
▶板橋区青少年委員一同６万円▶い
たばしプロレスリング㈱２万円▶水
村通子３万円▶石和田弘子500円
◉社会福祉協議会へ（３月４日〜25日）
▶子安クラブ690円▶伊藤康治５万
円▶NPO法人環境と美化を考える
会1000円▶福祉の森サロン２団体
5500円

区内の
いきものを見つけよう

　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＝広聴広報課広報係☎3579 - 2022

アプリで「広報いたばし」を配信しています

ところ＝区立文
化会館リハーサ
ル室▶内容＝演
技・ダンスの実
習など▶対象＝

　区民のみなさんからの情報をもとに、区内のいきものを調査します。
区内で見かけた昆虫・野鳥・小動物などの情報をお寄せください。調査
結果は、来年１月に発行予定のニュースレター・区ホームページなどで
報告します。
▶調査期間＝９月20日㈷まで※報
告方法など詳しくは、調査ガイド
をご覧ください。▶調査ガイドの
配布場所＝環境政策課（区役所７
階⑫窓口）・熱帯環境植物館・エ

コポリスセンター・区ホームペー
ジなど※郵送を希望する場合は、
お問い合わせください。▶問＝環
境政策課自然環境保全係☎3579 ‐
2593


