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６月20日㈰まで緊急事態宣言が延長されました。不要不急の外出自粛、３密
(密閉・密集・密接)の回避など、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感染症の影響を受けている区内経済の活
性化のため、キャッシュレス決済サービス「PayPay」と提携し、
ポイント還元キャンペーンを行います。
　区内の対象店舗で、PayPay残高で支払うとPayPayボーナス
(最大30％)が付与されます。※上限あり(１回3000ボーナス・

１か月１万ボーナス) ※ボーナス付与は支払日の翌日から30日
後
▶期間＝７月～８月▶対象店舗＝区内のPayPay加盟店(大型店
・大手チェーン店・コンビニエンスストアなどを除く)※詳し
くは、区ホームページをご覧ください。

問
　
合

●利用者向け…PayPayカスタマーサポート窓口☎0120 - 990 - 634(24時間)
●事業者向け…PayPay店舗様向け窓口☎0120 - 990 - 640(24時間)
●その他について…板橋区産業振興課商業振興係☎3579 - 2171

　都・PayPayなどの民間事業者が提携
し、店舗などで集団感染が発生した場合
に、利用者の訪問履歴による感染情報をお
知らせします。詳しくは、都ホームページ
をご覧ください。
▶問＝東京都デジタルサービ
ス局デジタルサービス推進課
☎5321 - 1111

店舗型東京版
新型コロナ見守りサービスPayPay

使い方
相談会

▶とき・ところ(各１日制)
●６月22日㈫…イベントスクエア
　(区役所１階)
●６月25日㈮…赤塚支所
●６月30日㈬…高島平壱番街商店街
　「DAN ma CHI」(高島平２ - 33 -

　１)
※10時～16時。当日、直接会場へ。
▶費用＝無料▶持物＝スマートフォ
ンまたはタブレット※７月以降も実
施予定。詳しくは、区ホームページ
をご覧ください。

最大30%ポイント還元キャンペーン
キャッシュレス決済サービス「PayPay」による７月～８月

対　象 接種券送付日 集団接種会場
予約開始日※各日朝９時から 接種開始日

60～64歳の方
６月21日㈪から
順次送付

６月28日㈪
７月１日㈭

40～59歳の方
●基礎疾患がある方
●高齢者施設などの
　従事者

６月28日㈪

上記以外の方 ７月５日㈪

16～39歳の方 ７月５日㈪から
順次送付

●基礎疾患がある方
●高齢者施設などの
　従事者

７月12日㈪ ７月15日㈭

上記以外の方 ７月19日㈪
※年齢は来年３月31日時点。16歳になる方には、誕生月以降に順次お送りします。
※医療機関の予約開始日は、上記と異なる場合があります。詳しくは、希望する医療機関にお問い
合わせください。
●接種を希望する場合は、予約が必要です
●基礎疾患がある方(右表参照)は、予約時にお申し出ください。接種当日に、問診票に病名を
　記入して、医師にご説明ください(証明書などは不要)
●高齢者施設などの従事者は、予約時にお申し出ください。接種当日に、施設が発行した証明
　書をご提出ください

●次回の集団接種会場の予約受付は、６月中旬を予定しています。
　また、接種のキャンセルなどが出た場合は、追加で予約を受け付け
　ることがあります。最新情報は、区ホームページをご覧ください
●自衛隊東京大規模接種センターについて詳しくは、防衛省・自衛隊
　ホームページをご覧ください

新型コロナワクチンの接種券をお送りします
64歳以下の方へ

※５月27日時点の情報に基づき作成しています。

※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。

問
　
合

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)

基 礎 疾 患

A 次のいずれかの病気・状態で、通院・入院している方
□ 慢性の呼吸器の病気
□ 慢性の心臓病（高血圧を含む）
□ 慢性の腎臓病
□ 慢性の肝臓病（肝硬変など）

□ インスリン・飲み薬で治療中の糖尿病、ほかの病気を併発している糖尿病
□ 血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）

□ 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）

□ ステロイドなどの免疫機能を低下させる治療を受けている
□ 免疫の異常に伴う神経疾患・神経筋疾患

□ 神経疾患・神経筋疾患により身体機能が衰えた状態（呼吸障害など）
□ 染色体異常

□ 重症心身障害（重度の肢体不自由・重度の知的障害が重複した状態）
□ 睡眠時無呼吸症候群

□
重い精神疾患（精神疾患の治療で入院している・精
神障害者保健福祉手帳を所持している・自立支援医
療の精神通院医療で「重度かつ継続」に該当する）、
知的障害（療育手帳を所持している）

次の●A●Bいずれかの要件を満たす方です

B
BMI30以上の基準を満たす肥満の方（目安：身長
170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg）
※ BMI ＝ 体重（kg）÷ 身長（m）÷ 身長（m）

65歳以上
の方へ
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※費用の明示がないものは無料

行政評価公開ヒアリングを傍聴しませんか
▶とき・内容など＝下表参照▶定員＝A～G各10人(申込順)▶申込
・問＝６月７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)の項目と希望の回(A～G、複数可)を明記

《行政評価公開ヒアリング》
と　き 内容・時間 ところ

６月15日㈫

A 地域ぐるみの子育て支援の推進、子育てセーフティネットの充実（９時から）

災害対策
本部室

（区役所４階）

B 子育て施策の総合的な推進（10時50分から）
C スマートシティ「エコポリス板橋」の推進、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進（13時15分から）

D
快適で健康に暮らせる生活環境の実現に向けた
取組の推進、自然環境と生物多様性の保全（15時
10分から）

６月21日㈪

E 健康づくりの総合的な推進と環境整備、疾病の早期発見・早期治療の推進（９時30分から）
第二委員会室
（区役所11階）F 国民健康保険の適正な運営など（13時15分から）

G 後期高齢者医療制度の適正な運営（14時30分から）

※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

種　類 所　得 支払金額
 （月額）単身 ２人 ４人

全額免除
・猶予

67
万円

102
万円

172
万円 ―

４分の３
免除

88
万円

126
万円

202
万円 4150円

半額
免除

128
万円

166
万円

242
万円 8310円

４分の１
免除

168
万円

206
万円

282
万円

１万
2460円

《所得の目安(世帯構成別)》

※免除は本人・配偶者・世帯主、猶予は本
人・配偶者の所得で判定。
※４分の３免除・半額免除・４分の１免除
の所得は、社会保険料控除後の所得額。

発熱・呼吸器症状
などがある場合 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）

　経済的な事情などにより、保険
料の支払いが困難になった第１号
被保険者で、前年中の所得が基準
額(下表参照)以下の場合、申請に
より保険料を免除・猶予する制度
があります。免除・猶予期間は、
年金の受給資格期間(年金を受け
るために必要な加入期間)に算入
されます。保険料免除が承認され
た場合は、全額納付した場合に比
べると、年金受給額は減額されま
す。一部免除が承認されても、残
りの保険料が納付されない場合は
未納扱いとなり、受給資格期間に
算入されず、年金受給額に反映さ
れません(未納期間に対して、申

請月から過去２年１か月前までの
免除申請可)。納付猶予が承認さ
れた場合は、年金受給額に反映さ
れません。
◉免除・猶予を受けるには
　令和３年７月から１年分の免除
・猶予申請は、７月１日㈭から受
け付けます。前年中の所得によ
り、基準に該当するか審査しま
す。必要書類など詳しくは、お問
い合わせください。
▶申請＝直接、国保年金課国民年
金係(区役所２階㉕窓口)
◉免除・猶予された保険料を後払
　いできます
　免除・猶予が承認されてから10
年以内であれば、保険料を後払い
(追納)できます。追納期間は、年
金受給時に全額納付した期間とし
て算入されます。詳しくは、板橋
年金事務所(☎3962 - 1481)にお問
い合わせください。
◉新型コロナウイルス感染症の影
　響による保険料免除の特例
　失業・事業の廃止(廃業)または
休止などに至らなくても、令和２
年２月以降に収入が減少し、一時
的に保険料の納付が困難な方は、
申請により保険料の免除が承認さ
れる場合があります。※申請方法
など詳しくは、日本年金機構ホー
ムページをご覧ください。
《いずれも》
▶問＝国保年金課国民年金係☎
3579 - 2431

　前年中の所得が確定したため、
６月14日㈪に、世帯主あてに今年
度の納入通知書をお送りします。
保険料の金額・計算方法は、納入
通知書をご確認ください。
　所得の申告が遅れた方・令和３
年１月２日以降に転入した方に
は、均等割額のみをお知らせして
います。所得の確定後、保険料を
再計算し、改めてお知らせします。
◉新型コロナウイルス感染症の影
　響による保険料減免の特例
　主たる生計維持者の事業収入な
どの減少額が、前年の当該事業収
入などの額の10分の３以上に該当
する世帯(所得制限あり)などは、
申請により保険料の減免が承認さ
れる場合があります。※申請方法
など詳しくは、区ホームページを
ご覧ください。
《いずれも》
▶問＝国保年金課国保資格係☎
3579 - 2406
◉口座振替の手続きがお済みでな
　い世帯に納付書をお送りします
▶送付時期・内容
●  ６月14日㈪…６月～来年３月の
　一括分・６月～10月の各月分
● 11月11日㈭…11月～来年３月の
　各月分
▶支払方法＝支払期限までに、金
融機関・コンビニエンスストア・
国保年金課(区役所２階㉒窓口)・
各区民事務所※支払期限を過ぎて
も支払いがない場合は、翌々月以
降に督促状・催告書をお送りしま
す。※１枚あたり30万円を超える
納付書・バーコードなしの納付書
は、コンビニエンスストアでの支
払不可。※携帯電話で支払いがで
きるモバイルレジサービスあり▶
問＝国保年金課国保収納係☎3579
- 2409

　梅雨・台風の季節は、長雨・集
中豪雨による地盤のゆるみ、がけ
崩れ・よう壁(がけ崩れを防ぐた

めにコンクリートなどで造られた
壁状のもの)の倒壊が心配されま
す。特に、切り立っている・地肌
が露出しているがけや、大谷石・
コンクリートブロック・万年塀な
どのよう壁は、注意が必要です。
　がけ・よう壁が崩れると、人的
・物的被害につながる場合があり
ます。日頃から認識を高め、安全
対策を講じましょう。※安全対策
工事助成・専門家派遣制度など詳
しくは、お問い合わせください。
▶問＝建築指導課構造審査係☎
3579 - 2579

▶受渡日＝７月９日㈮10時～11時
▶受渡場所＝Aリサイクル自転車
作業所(志村３ - 17 - 14)Bグリー
ンホール１階ホール▶対象＝区内
在住・在勤・在学の方▶販売台数
＝90台(抽選)▶販売価格＝5000円
・8000円・１万円▶申込＝６月18
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)※申込記入例(４面)の項目と
希望する受渡場所(AまたはB)を
明記▶問＝同センター☎3964 -

６月７日～13日は
がけ・よう壁の相談週間

清掃収集作業補助員
（夏季）募集

リサイクル自転車販売

保険料の免除・納付猶予
制度をご利用ください

納入通知書をお送りします

0871、板橋区土
木計画・交通安
全課交通安全係
☎3579 - 2513

▶募集人数＝30人程度▶勤務期間
＝任用日～９月※対象・申込方法
など詳しくは、募集案内をご覧く
ださい。▶募集案内などの配布場
所＝資源循環推進課(区役所７階
⑪窓口)・各清掃事務所・区ホー
ムページ▶問＝板橋東清掃事務所
☎3969 - 3721、板橋西清掃事務所
☎3936 - 7441

いたばし環境アクションポイント事業
省エネ行動で商品券がもらえます

　二酸化炭素(CO2)の排出は、地球温暖化の主な原因とされており、区
内のCO2排出量は、家庭・事業所が約80％を占めています。区では、
2050年までに、CO2  排出量の実質ゼロをめざしています。
　本事業に参加し、８月または９月・10月・12月(３か月間)の電気・ガ
スいずれかの使用量を前年より削減すると、削減率に応じてポイントを
獲得できます(右表参照)。ポイントは、１ポイント１円相当の区内共通
商品券と交換できます(交換は500ポイント単位)。
　この機会に、日常生活を見直し、CO2排出量の削減に挑戦してみませ
んか。
▶対象・定員＝区民1000世帯・区内事業者40社(いずれも申込順)

▶申請期限＝10月29日㈮※必要書類・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。

《削減率・獲得ポイント（区民）》
種　別 電　気 ガ　ス 電　気 ガ　ス 電気・ガス 電気・ガス
削減率 ２～３％ １～２％ ４～５％ ３～５％ ６～９％ 10％以上
獲得
ポイント

1000
ポイント

1500
ポイント

各2000
ポイント

各2500
ポイント

※区内事業者の獲得ポイントは、区ホームページをご覧ください。

環境政策課脱炭素社会推進係☎3579 - 2622問　合

▶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＝６月
21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６月23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(来年2月分)
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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影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

夏の八ケ岳荘の一般利用受付が始まります

八ケ岳荘☎0266 - 66 - 2323ところ・問合

▶夏季期間＝７月22日㈷～８月29
日㈰(８月20日㈮・21日㈯を除く)
▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方が代表のグループ(29人以下)▶
定員＝一般棟67人(14室)・キャン
ピングリゾート３テント・テント
サイト18サイト※いずれも抽選
▶利用料金

●キャンピングリゾート(１泊)…
　一般2500円・子ども1250円
●テントサイト(１泊)…一般400
　円・子ども200円
●食事…朝食550円・昼食660円・
　夕食1320円・子ども用夕食880円
※障がいがある方は上記料金の半
額・介護者は１人まで宿泊料無
料、４～14歳は子ども料金、３歳
以下は無料。※テント用具一式
(５人用)・寝袋・野外炊飯用具・
ランタンは無料貸出※宿泊者は、
体育館・研修室などを無料で利用

可(利用不可日あり)。
▶申込＝６月18日(必着)まで、往
復はがき(１グループ１枚)で、八
ケ岳荘(〒399 - 0200長野県諏訪郡
富士見町立沢字広原１ - 1322)※
申込記入例(４面)の項目と部屋数
(洋室・和室・和洋室の希望も)ま
たはキャンピングリゾート・テン
トサイトの利用の旨、希望日、宿
泊日数(３泊以内・第３希望ま
で)、利用予定人数を明記。

▶申込＝７月１日㈭朝９時から、
電話で、八ケ岳荘※八ケ岳荘ホー
ムページからも申込可

●一般棟(１泊)…一般2000円・子
　ども1000円

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

◉６月は浸水対策強化月間
　浸水被害の防止のため、各家庭で
の備えをお願いします。また、月間
中に下水道施設の総点検を行いま
す。※浸水対策など詳しくは、東京
都下水道局ホームページをご覧くだ
さい。
▶問＝同局お客さまサービス課☎
3969 - 2374

▶とき＝７月９日㈮18時30分～20
時30分▶ところ＝区立文化会館小
ホール▶内容＝講義「やる気を引
き出す言葉の力」▶講師＝(一財)
日本ペップトーク普及協会　堀寿
次▶定員＝120人(先着順)※当
日、直接会場へ。▶問＝スポーツ
振興課管理係☎3579 - 2651

▶とき＝７月12日㈪13時～15時45
分▶ところ＝グリーンホール601
会議室▶内容＝講義「今後に備え
たライフプランニング・シニア世
代の働き方」▶講師＝ファイナン
シャルプランナー　長沼満美愛▶
対象＝55歳以上の方▶定員＝30人
(申込順)▶申込＝６月７日㈪朝９
時から、電話で、㈱クオリティ・
オブ・ライフ☎050 - 3749 - 0637
(平日、９時～17時)▶問＝東京し
ごとセンター☎5211 - 2335(平日
９時～20時、土曜は17時まで)、
板橋区長寿社会推進課シニア活動
支援係☎3579 - 2376

▶とき・ところ(各１日制)
●７月17日㈯…災害対策室(区役
　所４階)
●７月18日㈰…蓮根地域センター
※９時30分～11時30分
▶内容＝講義「風水害時の避難に
必要な知識など」▶対象＝区内在
住の方▶定員＝各日50人(抽選)※

生後４か月～未就学児の保育あり
(定員各日10人)▶申込・問＝６月
21日(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-ch i sh ien@ci ty .
itabashi.tokyo.jp※申込記入例
(４面)の項目と希望日、町会・自
治会に加入している場合はその名
称を明記。保育を希望する場合
は、電話でお申し込みください。

▶とき＝７月６日㈫・13日㈫、２
日制、10時～11時30分▶ところ＝
グリーンホール601会議室▶内容
＝講義「子育て女性の賢い働き方
など」▶講師＝キャリア＆マネー
デザイン室代表　鈴木茂美ほか▶
対象＝子育て中で、再就職をめざ
す女性▶定員＝30人(申込順)※生
後４か月～未就学児の保育あり
(定員16人、申込順)▶申込・問＝
６月７日㈪朝９時から、電話・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※申込記入
例(４面)参照。保育を希望する場
合は、お子さんの氏名(ふりがな)

東京マイ・タイムライン
講習

スポーツセミナー

働きたいママのための
再就職セミナー

定員＝AB各16組(申込順)▶持物

▶とき＝A６月18日㈮B７月７日
㈬、10時30分～11時40分▶内容＝

※申込開始日の明示がないものは
月曜朝9時から受け付けます。

はじめての歯みがきひろば

シニア生涯ワーキング
セミナー

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

水泳
● 自由形・平泳ぎ・背泳ぎ
　・バタフライ(50m・100m)
　※小学生・壮年は50mのみ
● 個人メドレー(200m)

● 9 月 5 日㈰
● 小豆沢体育館

● 計300人(申込順)
● 1 種目につき一般1000円、
　小・中学生500円

● 7 月12日㈪～18
　日㈰ 
● 連盟☎070 - 1356
　 - 3413

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
にある競技要項をご覧ください。

▶とき＝７月８日㈭10時～11時30
分▶内容＝講義▶講師＝公認心理
師▶対象＝区内在住で、２歳～未
就学児の保護者▶定員＝15人(申
込順)※生後５か月～未就学児の
保育あり(定員４人、申込順)▶と
ころ・申込・問＝６月７日㈪９時
30分から、電話で、子ども発達支
援センター☎5917 - 0905〈第１・
３・５土曜、日曜休み〉

・何歳何か月・性別
を明記のうえ、６月
23日㈬までにお申し
込みください。

気持ちの切り替えが
難しいお子さんの対応

▶とき＝７月６日㈫14時～15時30
分▶ところ＝高島平区民館▶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☎3579
- 2306

＝母子健康手帳▶ところ・申込・
問＝電話で、A板橋健康福祉セン
ター☎3579 - 2333B高島平健康福
祉センター☎3938 - 8621

尿もれ予防体操教室

抽選後の夏季期間中の空き室

子どもの歯みがき相談
・保護者の歯科相談▶
対象＝区内在住で、令
和２年A４月～８月B
５月～９月生まれのお
子さんとその保護者▶
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※費用の明示がないものは無料

▶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

６月のテーマ
「板橋防災プラスプロジェクト」

※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

５日㈯10時から、電話で、郷土芸
能伝承館☎5398 - 4711〈第３月曜
休館〉

▶とき＝６月19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＝６月６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〉

▶とき＝６月27日㈰14時～15時▶
講師＝朗読の会「はぐるま」会員▶
定員＝15人(申込順)▶ところ・申
込・問＝６月６日㈰朝９時から、
直接または電話で、小茂根図書館

６月23日～29日は男女共同参画週間

女だから・男だからではなく私だからの時代へ
　誰もが性別に関わらず「私」としての個性・能力を発揮でき、互いに尊重しあう社会の実現には、一人ひとりの理解・取組が必要です。
この機会に、男女共同参画社会を考えてみませんか。

◉いたばしＩ(あい)カレッジ
●女性版…子育てに専念している
　女性を対象に、ママ・妻でもな
　い「私」を考え、自分らしさの再発
　見をめざす講義を行っています
●男性版…家事・育児への参加促
　進のため、ワーク・ライフ・バ
　ランスや育児などの講義を行っ
　ています
◉女性のための再就職支援セミナー
　再就職をめざす女性を対象に、
子育て・仕事の両立や、自分に合
った働き方・求人の探し方などの
講義を行っています。
◉女性向け起業家入門セミナー
　起業をめざす女性を対象に、起
業の基礎知識、起業経験者による
体験談などの講義を行っています。

◉いたばしパパ月間(毎年10月)
　男性を対象に、ワーク・ライフ
・バランスなどの講義を行ってい

▶開館時間＝９時～20時▶問＝男
女平等推進センター情報資料コー
ナー・団体交流室☎3579 - 2790
◉相談室(区役所６階)
　仕事・家庭などの相談や、子育
てママの個別カウンセリングを行
っています。※相談時間など詳し
くは、区ホームページをご覧くだ

さい。
▶問＝男女平等推進センター総合
相談☎3579 - 2188

▶とき・内容＝下表参照▶ところ
＝グリーンホール601会議室※当
日、直接会場へ。

区の主な取組を紹介します

男女平等推進センター
「スクエアー・I (あい)」

男女共同参画週間行事

と　き 内　容
６月18日㈮ 14時～16時 わきまえない女性たちのあゆみ

18時～20時 コロナ禍で見えてきた格差・貧困

６月19日㈯
10時～12時 北京＋25から未来への鍵
14時～16時 男女差別するAI
17時～19時 みんなのおしゃべり広場

６月20日㈰ 10時～12時 親子で育む心の根っこ「ほめ写」・アルバムカフェ
14時～16時 憲法カフェ「民主主義と選挙」

《男女共同参画週間行事》

　ユニバーサルデザインとは、年
齢・性別・障がいの有無などに関
わらず、誰もが自分らしく暮らせ
る環境をつくることです。身近な
事例の紹介・クイズなどで、ユニ
バーサルデザインを楽しく学べる
展示を行います。
▶とき＝６月７日㈪～９日㈬、９
時～17時▶ところ＝イベントスク
エア(区役所１階)▶問＝障がい政
策課ユニバーサルデザイン推進係
☎3579 - 2252

▶とき＝６月19日㈯、13時～14時
・15時～16時、各１回制▶内容＝
ふわふわした触感のスライム作り
▶定員＝各回18人(申込順)※小学
２年生以下は保護者同伴▶費用＝
500円▶ところ・申込・問＝６月

▶とき＝７月９日～９月のうち６
日間、各金曜、14時～15時30分▶
講師＝フラダンスインストラクタ
ー　片桐由美▶対象＝区内在住・
在勤の50歳以上で、グリーンカレ
ッジホールのフラダンスサークル
未加入者▶定員＝20人(申込順)▶
費用＝500円▶ところ・申込・問
＝６月５日㈯朝９時から、直接ま
たは電話で、同ホール(志村３ -
32 - ６)☎3960 - 7701

▶とき＝９月26日㈰９時30分～14
時30分▶ところ＝区立文化会館大
・小ホール▶対象＝区内在住で、
４月２日～来年４月１日に６歳に
なるお子さん▶定員＝20人(抽選)

▶費用＝1000円▶申込・問＝７月
30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)☎
3579 - 3130※申込記入例の項目と
生年月日、性別、保護者氏名を明
記。※同財団ホームページからも
申込可

▶とき＝11月７日㈰▶ところ＝区
立文化会館大ホール▶内容＝１グ
ループ６分以内の合唱※伴奏はピ
アノなどの楽器による生演奏に限
る。※指揮者・古橋富士雄の講評
あり▶対象＝区内の合唱グループ
▶費用＝１グループ5000円▶申込
締切＝７月30日(必着)▶資料請求
・問＝７月19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)☎3579 - 3130※申込記入
例参照

◉地域自立支援協議会
▶とき＝６月21日㈪10時から▶と
ころ＝教育支援センター(区役所
６階)▶内容＝運営方針の協議な
ど▶定員＝10人(申込順)▶申込・
問＝６月７日㈪朝９時から、直接
または電話・FAX・Ｅメールで、
障がい政策課自立支援係(区役所
３階㉔窓口)☎3579 - 2089 3579
- 4159 f-jiritsu@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例参照
◉子ども・子育て会議
▶とき＝６月21日㈪14時～16時▶
ところ＝災害対策室(区役所４階)
▶内容＝次世代育成推進行動計画

実施計画2025の策定方針の検討▶
定員＝５人(申込順)※生後４か月
～未就学児の保育あり(定員２
人、申込順)▶申込・問＝６月７
日㈪朝９時から、直接または電話
で、子ども政策課計画調整係(区
役所３階㉒窓口)☎3579 - 2471※
保育を希望する場合は、６月11日
㈮までにお申し込みください。
◉地域保健福祉計画推進協議会
▶とき＝６月30日㈬14時30分から
▶ところ＝災害対策室(区役所４
階)▶内容＝地域保健福祉計画実
施計画2025の策定方針の検討▶定
員＝10人(先着順)※当日、14時～
14時30分に直接会場へ。▶問＝生
活支援課庶務係☎3579 - 2352

おとなのための朗読会

フラダンス教室

ふしぎ発見クラフトキッズ

区民文化祭「合唱のつどい」
参加者募集

いっしょに考えよう
ユニバーサルデザインのこと

習い事はじめ
「和太鼓講習会」

問　合 男女社会参画課男女平等推進係☎3579 - 2486

◉ハイライフプラザ
▶とき＝６月10日㈭※設備点検の
ため▶問＝ハイライフプラザ☎
5375 - 8105
◉地域センター
▶施設・とき
●富士見地域センター…６月12日
　㈯９時～12時
●蓮根地域センター・中台地域セ
　ンター…６月19日㈯
●清水地域センター…６月21日㈪
※施設点検などのため
▶問＝地域振興課庶務係☎3579 -
2161
◉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…６月23日㈬・24
　日㈭
●グリーンホール…６月28日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579 - 2222

※講義※このほか、展示コーナーあり。

☎3554 - 8801〈第３月
曜・月末日休館〉

植物観察会

ます。また、男性向
けの子育て情報を掲
載した「いたばしパパ
BOOK」は、区ホー
ムページでご覧にな
れます。
◉いたばし good balance 会社賞
　仕事・生活の両立支援や、働き
やすい環境づくりに取り組む企業
を表彰しています。

◉情報資料コーナー・団体交流室　
(グリーンホール７階)

　男女平等に関する本などの閲覧､
仲間同士の活動・交流ができます。


