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７月22日㈷・23日㈷・８月９日㉁は、東京2020大会の開催による祝日移動のため、区役所を休業します

※年齢は来年３月31日時点
※接種を希望する場合は、予約が必要です。
※40歳以上の方の接種は、開始しています。
※基礎疾患の要件は、区ホームページをご覧ください。
※医療機関の予約開始日は、左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。

対　象 予約開始日（集団接種会場）
※各日朝９時から

●基礎疾患がある方
●高齢者施設などの従事者 ７月５日㈪

上記以外の方 ７月12日㈪

◉16～39歳の方の接種予約が始まります

新型コロナワクチン接種情報

※６月25日時点の情報に基づき作成しています。

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)

　７月１日付で、教育長に中川修一氏が再
任されました。任期は３年です。

教育長が決まりました
　投票時間は７時〜20時です。各投票所で、新型コロナウイルスの感染防止対
策に取り組んでいます。投票時のマスク着用・投票前後の手指消毒などにご協
力をお願いします。▶問＝板橋区選挙管理委員会事務局☎3579 ‐ 2681

７月４日㈰は東京都議会議員選挙の投票日です

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

子ども政策課子どもの手当医療係☎3579 ‐ 27₄₄
問　合

▶対象＝次の⃝🅐⃝🅑いずれかの要件を満たす方
⃝🅐令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給し、受給者の今年度の住民税均等割が非課税である
⃝🅑平成15年４月２日以降に生まれたお子さん(中度以上の障がいがある場合は19歳以下)を養育する父母などで、次
　のいずれかの要件を満たす

● 今年度の住民税均等割が非課税である
● 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和３年１月以降に主たる生計維持者の収入が非課税世帯と同じ水準に

　　なった

▶支給額＝子ども１人につき５万円
※●🅐申請不要。対象者には、６月30日にお知らせをお送りしました。
※●🅑申請必要。申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧ください。

◉接種当日のご案内
持　物

●接種券
●予診票
●本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・健康保
　険証など）

注意事項

●予診票は、事前に記入のうえお持ちください
●接種券は、切り離さずにお持ちください
●肩を出しやすい服装でお越しください
●自宅で体温を測定して熱がある場合・体調が悪い場合は、
　板橋区新型コロナワクチンコールセンターまたは医療機
　関に連絡のうえ、接種はお控えください

東京都新型コロナウイルス
ワクチン副反応相談センター
☎6258 - 5802(24時間)

ワクチン接種後に
副反応の症状がある場合

最新情報は、区ホームページを
ご覧ください。
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…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

幼稚園児の保育料などを
助成します

２分の１（１団体につき年間上
限20万円）※助成の可否・金額
は審査のうえ決定▶募集要項な
どの配布場所＝（公財）板橋区文
化・国際交流財団（区役所８階
⑬ 窓 口 ） 、 同 財 団 ホ ー ム ペ ー
ジ、いたばし総合ボランティア
センター▶申込・問＝８月13日
（必着）まで、必要書類を直接ま
たは郵送で、同財団（〒173 ‐
8501）☎3579 ‐ 2015

　本調査は、今後の子育て支援
施策の充実を図るために行いま
す。７月上旬に、対象世帯へ調
査票をお送りしますので、ご協
力をお願いします。
▶対象＝児童扶養手当受給者か
ら無作為に抽出した2000世帯▶
問＝子ども政策課☎3579 ‐ 2454

▶内容＝建築物の用途の制限・
敷地面積の最低限度など▶対象
区域＝板橋一・四丁目の各地内
※区域内で建築などを行う場合
は、工事着手の30日前までに届
出が必要。▶計画書などの閲覧
場所＝都市計画課（区役所５階
⑮窓口）
▶問
● 決定の経緯について…地区整 
　備課板橋駅周辺係☎3579 ‐ 25 
　56
● 届出について…建築指導課意 
　匠審査係☎3579 ‐ 2573

▶とき＝７月24日㈯10時〜12時

▶ところ＝教育支援センター
（区役所６階）▶内容＝不登校経
験者の体験談など▶対象＝区内
在住・在学の中学生とその保護
者、不登校生徒を支援している
方▶定員＝50人（申込順）▶申込
・問＝７月５日㈪朝９時から、
電話・FAXで、教育支援センタ
ー教育相談係☎3579 ‐ 2195
3579 ‐ 4058※申込記入例（４面）
参照

▶とき＝７月26日㈪〜８月16日
㈪※区公式YouTubeチャンネ
ル「チャンネルいたばし」で配信
※申込方法など詳しくは、区ホ
ームページをご覧ください。▶
問＝障がいサービス課地域生活
支援係☎3579 ‐ 2736

◉パネル展示
▶とき＝８月３日㈫〜８日㈷、
９時〜17時（初日は13時から、
最終日は15時まで）▶内容＝環
境教育プログラムの概要・事例
◉環境講座「紙のかざぐるまで
　電気をおこせるかな」
▶とき＝８月５日㈭10時〜11時
30分▶内容＝風力発電工作など
▶対象＝小学３年生以上▶定員
＝20人（区内在住・在勤・在学
の 方 を 優 先 し 抽 選 ） ▶費用 ＝

《いずれも》
▶ところ＝中央図書館▶問＝環
境政策課環境教育係☎3579 ‐
2233

▶ところ・とき
🅐おとしより保健福祉センター 
　…８月３日〜17日の毎週火曜
🅑志村コミュニティホール…８ 
　月４日〜18日の毎週水曜
🅒オンライン…８月５日〜26日 
　の毎週木曜※オンライン会議 
　システム「Zoom」を使用※初 
　日におとしより保健福祉セン 
　ターでオリエンテーションあ 
　り
※🅐🅑３日制🅒４日制、10時〜
11時45分。
▶内容＝脳の機能を鍛える運動
・トレーニング▶対象＝区内在
住の65歳以上で、要支援・要介
護認定を受けていない方▶定員
＝🅐🅑15人🅒20人（いずれも申
込順）▶費用＝300円▶申込・問
＝７月５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

ひとり親家庭等実態調査
にご協力ください

　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９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

▶募集数＝50件（申込順）※対象
・助成金額・申請方法など詳し
くは、（公財）板橋区文化・国際
交流財団ホームページをご覧く
ださい。▶問＝同財団（区立文
化会館内）☎3579 ‐ 3130

▶対象＝国際交流・相互理解の
促進を目的として８月〜11月に
実施し、１週間以内で完了する
事業▶助成金額＝対象事業費の

区ゆかりの
アーティストのイベント
経費を助成します

傷病手当金の適用期間を
延長します

国際交流事業に
助成します

「板橋駅西口周辺地区」
地区計画を決定しました

環境教育プログラム

講演会
「おとなの発達障がい」

不登校の子どもの気持ち
と進路選択セミナー

脳力アップ教室

▶対象＝区内在住で、令和３年４月１日現在、３〜５歳のお子
さんを次の施設に通園させ、保育料などを支払っている保護者
（世帯）
● 国立・私立幼稚園など（学校教育法で定める幼稚園）
● 幼稚園に類似した幼児施設（都指定の補助対象施設）
※区外の通園を含む。
▶補助金の種類・金額
● 入園料補助金…入園児１人につき上限５万円（年度内１回）
● 保護者補助金…世帯の所得状況などに応じた金額
● 預かり保育補助金…日額450円×利用日数の金額（月額上限あ 
　り）※保育の必要性の認定（施設等利用給付２・３号認定）を 
　受けている方が対象

● 副食費補助金…給食費のうち、おかずなどの副食費（月額上 
　限4500円）※所得制限・多子世帯条件あり※新制度未移行園 
　のみ
▶申請
● 区内通園者…通園施設へ園が定める期間内に申請
● 区外通園者…通園施設にある申請書を期間内に、直接または 
　郵送で、学務課（区役所６階⑭窓口、〒173 ‐ 8501）※一部の 
　施設は園が定める期間内に園へ申請
※必要書類など詳しくは、お問い合わせください。

学務課幼稚園係☎3579 ‐ 2613
問　合

◉８月に個人事業税納税通知書をお
　送りします
　新型コロナウイルス感染症の影響
による確定申告期間の延長で、発送
が遅れる場合があります。詳しく
は、お問い合わせください。
▶問＝豊島都税事務所☎3981 ‐ 5326
◉決済アプリでお支払いできます
　スマートフォン決済アプリで、不
動産取得税などをお支払いできま
す。詳しくは、東京都主税局ホーム
ページをご覧ください。
▶問＝板橋都税事務所☎3963 ‐ 2111

◉参加型展示「2050年の板橋」
▶とき＝８月５日㈭13時30分〜
15時30分▶内容＝将来の板橋に
関する夢・希望・課題などの書
き出し

1000円▶申込＝７月16日㈮ま
で、電子申請（区ホームページ
参照）
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◉情報公開及び個人情報保護
　審議会
▶とき＝７月13日㈫朝９時から
▶ところ＝第三委員会室（区役
所11階）▶内容＝個人情報保護
制度に基づく報告など▶定員＝
15人（先着順）※当日、８時50分
まで区政情報課（区役所１階⑦
窓口）で受付。▶問＝区政情報
課個人情報保護係☎3579 ‐ 2020
◉老朽建築物等対策協議会
▶とき＝７月15日㈭※傍聴時間
など詳しくは、お問い合わせく
ださい。▶ところ＝災害対策本
部室（区役所４階）▶内容＝区の
取組状況の報告など▶定員＝５
人（申込順）▶申込・問＝７月５
日㈪朝９時から、直接または電
話・FAX・Ｅメールで、建築安
全課老朽建築物対策係（区役所
５ 階 ⑪ 窓 口 ） ☎ 3579 ‐ 2574
3579 ‐ 5437 t-rouken@city.
itabashi.tokyo.jp※申込記入例
（４面）参照
◉地域ケア運営協議会
▶とき＝７月29日㈭14時から▶
内容＝おとしより保健福祉セン
ター・おとしより相談センター
の運営報告など▶定員＝５人
（申込順）▶ところ・申込・問＝
７月５日㈪朝９時から、電話
で、おとしより保健福祉センタ
ー管理係☎5970 ‐ 1119

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)

▶とき＝８月５日㈭９時〜９時
30分▶ところ＝板橋区保健所▶
内容＝問診・採血▶対象＝区内
在住で、15歳以上の方※過去に
肝炎ウイルス検査を受けた方・
治療中の方を除く。▶定員＝10
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

▶とき＝８月５日㈭10時〜11時
30分▶ところ＝板橋区保健所▶
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＝10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

Ｂ型・Ｃ型
肝炎ウイルス検査

尿もれ予防体操教室

◉水泳教室
　コース・申込方法など詳しくは、
（一財）板橋区水泳連盟ホームページ
をご覧ください。
▶問＝同連盟・小堀☎080 ‐ 3931 ‐
1316

後期高齢者医療のお知らせ
　被保険者証をお持ちの方は、医療費の１割または３割が自己
負担となります。この負担割合は、今年度の住民税課税標準額
により判定します。
　判定の結果、負担割合が変わる方には、７月13日㈫頃に新し
い被保険者証を簡易書留でお送りします。現在の被保険者証
は、８月以降に後期高齢医療制度課にお返しください。負担割
合が変わらない方は、現在の被保険者証をお使いください。

　認定証の交付を受けたことがある方で、今年度の対象となる
場合は、７月20日㈫に新しい認定証を普通郵便でお送りしま
す。現在の認定証は、８月以降に破棄するか、後期高齢医療制
度課にお返しください。

自己負担割合が変わる方に
新しい被保険者証をお送りします

被保険者証・認定証の差替を
お願いする場合があります

限度額適用・標準負担額減額認定証、
限度額適用認定証をお持ちの方へ

　新型コロナウイルス感染症の影響
による確定申告期間の延長で、所得
の判明が遅くなるため、今回お送り
する被保険者証の自己負担割合・認
定証の区分が変更になる場合があり
ます。その場合は、改めて被保険者
証・認定証をお送りしますので、差
替をお願いします。

引き続き、感染リスクの高い行動を避け、感染対策を徹底しましょう。

感染防止に
ご協力をお願いします

※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。

▶とき＝８月３日㈫15時〜16時
▶ところ＝板橋区保健所▶内容
＝胸部Ｘ線検査※診断書の発行
不可▶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

区民結核健診▶募集人数＝45人程度▶勤務場
所＝区立保育園・児童館、児童
相談所（一時保護所を含む）▶採
用予定日＝来年４月１日㈮▶第
１次選考日＝８月22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７月28日（必着）・直接ま
たは電子申請（区ホームページ
参照）の場合は30日㈮17時まで、
人事課人事係（〒173 ‐ 8501）☎
3579 ‐ 2070

　青少年の健全な育成を促進す
るため、模範となる「善い行い」
をした青少年を表彰していま
す。推薦された善い行いは、表
彰審査会で厳正な審査を行い、
区長・教育長が表彰します。
▶対象＝区内在住または区内で
善い行いをした、25歳以下の個
人・団体▶推薦書の配布場所＝
地域教育力推進課（区役所６階
⑯窓口）・各地域センター・区
ホームページ▶申込・問＝９月
30日（必着）まで、推薦書を直接
または郵送・Ｅメールで、地域
教育力推進課青少年係（〒173 ‐

青少年表彰

区職員（福祉）

8501）☎3579 ‐ 2488 j-seisho@
city.itabashi.tokyo.jp

身体的距離の確保 ３密(密閉・密集・
密接)の回避

手洗い・
マスク着用の徹底

問　合
後期高齢医療制度課資格給付係

(区役所２階⑬窓口)
☎3579 ‐ 2373
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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

７月のテーマ
「自宅で楽しむお店の味」

※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

　竹にマコモ馬をつり下げ、季
節の野菜・まんじゅうなどをお
供えし、昭和30年代頃まで赤塚
地域で使われていたタナバタ飾
りを再現します。
▶とき＝７月３日㈯〜11日㈰、
９時30分〜17時（入館は16時30
分まで）▶ところ・問＝郷土資
料館☎5998 ‐ 0081〈月曜休館〉

◉夏のプラネタリウム番組「名
探偵コナン　灼

しゃく

熱
ね つ

の銀河鉄道」
▶とき
🅐７月22日㈷〜８月31日㈫
🅑９月４日〜26日の土曜・日曜
　・祝日
※10時・11時30分・13時30分※
各回40分
▶定員＝各回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

行　事 と　き 内　容 対　象 定員（申込順） ところ・申込・問

調べる学習
相談会

７月10日㈯10時～12時

テーマの決め方・本の探し方・
まとめ方などの相談

小学３・４年生 ６人 ７月３日㈯朝９時から、直接または電話で、
東板橋図書館☎3579–2666

７月18日㈰、
A10時～11時30分B14時～15時30分

A小学１～３年生
B小学４～６年生

AB
各８人

７月５日㈪朝９時から、直接または電話で、
高島平図書館☎3939–6565

７月18日㈰・８月１日㈰、各１日制、
14時～15時30分

小学生

各日５人 ７月３日㈯朝９時から、直接または電話で、
蓮根図書館☎3965–7351

７月26日㈪10時～11時30分 10人 ７月10日㈯朝９時から、直接または電話で、
西台図書館☎5399–1191

７月26日㈪・27日㈫14時～15時30分、７月
29日㈭・30日㈮９時30分～11時、各１日制 各日４人 ７月３日㈯朝９時から、直接または電話で、

中央図書館☎6281–0291

A７月27日㈫B29日㈭、10時～11時30分 A小学１・２年生
B小学３～６年生

AB
各５人

７月11日㈰朝９時から、直接または電話で、
小茂根図書館☎3554–8801

７月30日㈮・８月６日㈮、各１日制、
14時～16時

小学生

各日６人 ７月16日㈮朝９時から、直接または電話で、
赤塚図書館☎3939–5281

７月31日㈯・８月７日㈯・８日㈷、各１日制、
14時～15時 各日10人 ７月３日㈯朝９時から、直接または電話で、

氷川図書館☎3961–9981
８月３日㈫・５日㈭、各１日制、
10時～12時 各日５人 ７月４日㈰朝９時から、直接または電話で、

志村図書館☎5994–3021

図書館探検隊 ７月10日㈯13時30分～16時 図書館に関する講話・図書館の仕事
体験

小学１～３年生と
その保護者 ５組 ７月３日㈯朝９時から、直接または電話で、

東板橋図書館☎3579–2666
心に響く
ハンドパン演奏会 ７月25日㈰14時～15時 ハンドパン奏者・柏ハングによる

演奏 ̶̶̶ 25人 ７月４日㈰朝９時から、直接または電話で、
小茂根図書館☎3554–8801

こわい
おはなし会 ８月４日㈬15時30分～16時 こわい話の読み聞かせ 小学生以下

各10人
７月22日㈷10時から、直接または電話で、成
増図書館☎3977–6078

絵本づくり
ワークショップ

８月８日・22日・29日、各日曜、３日制、
13時30分～16時 オリジナル絵本作り

小学生
７月11日㈰朝９時から、直接または電話で、
志村図書館☎5994–3021

広報紙でマイ
バッグを作ろう ８月９日㉁14時～15時30分 オリジナルマイバッグ作り 15人 ７月９日㈮朝９時から、直接または電話で、

氷川図書館☎3961–9981

夏 の 図 書 館 行 事 ※中央図書館は第２月曜・月末日休館。
そのほかの図書館は第３月曜・月末日休館。

郷土資料館収蔵品展
板橋のねがい・いのり・くらし

方（持物…各種手帳）は割引あり
▶申込＝🅐７月３日㈯🅑８月21
日㈯いずれも朝９時から、電話
（１申込５人まで）で、教育科学
館※同館ホームページからも申
込可
◉夏休み企画展「色と光の世界」
▶とき＝７月22日㈷〜８月31日
㈫、９時〜17時▶内容＝自然・
くらしの中にある色・光の不思議

《いずれも》
▶対象＝小学生以上▶ところ・
問＝教育科学館☎3559 ‐ 6561

〈月曜休館。ただし７月26日㈪
・８月９日㉁・30日㈪は開館し
７月20日㈫・21日㈬・９月１日
㈬休館〉

▶とき＝７月25日㈰、10時20分
〜11時・14時20分〜15時、各１
回制▶対象＝小学生または小学
生とその保護者（小学３年生以
下は保護者同伴）▶定員＝各回
10組（申込順）▶ところ・申込・
問＝７月３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

◉夏休み親子陶芸教室
▶とき＝８月８日㈷10時〜14時
30分▶対象＝区内在住・在勤・
在学で、小学生以上のお子さん
とその保護者▶定員＝５組（抽
選）▶費用＝１組1000円▶持物
＝エプロン・タオル・昼食▶と
ころ・申込・問＝７月20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

郷土資料館☎599₈ ‐ ₀₀₈1〈月曜休館。ただし８月
９日㉁・９月2₀日㈷は開館し８月1₀日㈫休館〉

ところ
・問合

縁切榎小絵馬(女拝み・縁結)

▶とき＝７月10日㈯〜９月20日
㈷、９時30分〜17時（入館は16
時30分まで）

◉絵馬
　悪縁を切り良縁を結ぶとされ
た区内の史跡・縁切榎の絵馬な
どを紹介します。

◉民具
　新年の豊作を願う田遊び行事
道具などを紹介します。

植村冒険館☎3969 ‐ 7₄21〈月曜休館。ただし８月
９日㉁は開館し1₀日㈫休館〉問　合

イカダ作りに挑戦しよう

▶とき＝８月20日㈮〜22日㈰
（２泊３日）※13時に西湖湖畔キ
ャンプ場（山梨県南都留郡富士
河口湖町西湖207 ‐ ７）集合・22
日㈰11時に解散予定▶対象＝小
学〜高校生とその保護者▶定員
＝６組（抽選）▶費用＝一般４万
2000円・高校生以下３万5000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。※本事業は、民間旅行会
社への委託事業です。

イカダアドベンチャーキャンプ

開催案内

展示内容

タナバタ祭り

教育科学館の催し

アニメ上映会「地球との約束」

大原サークル公開教室

　本展では、区内の民間信仰(地域社会の風習・伝統)にまつわる収蔵
品を紹介します。


