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感染拡大防止のため、各種届出は郵送などによる手続きをご活用ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください

新型コロナウイルス感染者数の増加を受け、国から緊急事態宣言が発出されました。
感染拡大の防止には、みなさんの徹底した対策が不可欠です。

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。

国勢調査結果(速報値)を
お知らせします

　国勢調査の人口速報集計結果が公表されまし
たので、お知らせします（下表参照）。調査にご
協力いただき、ありがとうございました。
▶問＝総務課統計係☎3579 ‐ 2057

《板橋区の人口・世帯数(国勢調査)》

実施年 人　口 世　帯 1世帯
あたりの人員

平成27年(確定値) 561,916 291,408 1.93

令和２年⎝速報値⎠ 584,403 314,356 1.86

増減数 22,487 22,948 △0.07

増減率(％) 4.0 7.9 △3.63
※割合を表す数値の単位未満は、四捨五入しています。

中止のお知らせ

　来場者・参加者の安全面を考慮し、今年度のいたばし花火大会は中止します。
▶問＝くらしと観光課事業推進係☎3579 ‐ 2251

いたばし花火大会

東京2020オリンピック聖火リレー
　７月18日㈰の公道を使用した聖火リレー・交通規制・ミニセレブレーションは
中止となりました。
▶問＝スポーツ振興課スポーツプロモーション第一係☎3579 ‐ 2667

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
次の事業は中止します。

緊急事態宣言が
発出されています

７月12日～
８月22日

※ 7 月12日時点の情報に基づき作成しています。

区施設・イベントなどの最新情報は、区ホームページをご覧ください。

不要不急の外出・移動を自粛し
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

区民のみなさんへのお願い

東京都発熱相談センター
☎₅₃₂0 ︲ ₄₅₉₂（₂₄時間）

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
ワクチン相談窓口

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）
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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

夏季の資源回収に
ご協力ください�

　夏季は、びん・缶・ペットボ
トルの回収量が増えるため、資
源回収が遅れる場合がありま
す。分別方法など詳しくは、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＝資源循環推進課清掃事業
係☎3579 ‐ 2218

新築・改築したときは住
居表示の届出が必要です

　住居表示の届出は、建物完成
日の約１か月前から受け付けて
います。届出がない場合は、住
居番号が確定しないため、その
建物への住民登録（転入・転居）
ができません。また、出入り口
の位置が変わると、住居番号が
変わる場合があります。
　アパート・マンションの名称
を変更したり、戸建物件を賃貸
アパートにしたりした場合は、
名称変更の届出をお願いしま
す。また、住居表示板の劣化・
紛失などで再交付を希望する場
合は、お問い合わせください。
▶問＝戸籍住民課住民台帳係☎
3579 ‐ 2207

板橋駅西口周辺地区
まちづくり説明会

▶とき＝７月31日㈯10時～11時
30分▶ところ＝ハイライフプラ
ザ▶内容＝市街地再開発事業・
駅前広場再整備・地区計画など
の進捗▶定員＝100人（先着順）
※当日、直接会場へ。▶問＝地
区整備課板橋駅周辺係☎3579 ‐
2556

保育園・幼稚園
入園相談会

▶とき＝８月17日㈫・18日㈬、
各１日制、10時～17時▶ところ
＝グリーンホール１・２階ホー
ル▶内容＝認可保育施設・幼稚
園・認証保育所などによる施設
紹介、区職員による入園手続き
・助成制度の個別相談▶定員＝
各日150人（申込順）▶申込・問
＝７月17日㈯から、電子申請
（区ホームページ参照）で、保育
サービス課入園相談係☎3579 ‐
2452

保険料額が決定しました
　今年度の住民税の決定に伴い、
７月19日㈪に保険料額決定通知
書をお送りします。※３月16日
以降に確定申告した方には、８
月・９月頃に保険料を再計算し、
通知する場合あり。※納付書払
いの方には、納付書を同封。
◉�保険料の支払方法
▶普通徴収＝次のいずれかに該
当する方は、口座振替または納
付書による納付
●年金受給額が年額18万円未満
● �後期高齢者医療保険料・介護
保険料の合算額が年金受給額
の２分の１を超える

● �申請により口座振替優先で支
払っている

※今年度から、年間保険料を７
月～来年２月の８回に分けて支
払い。※国民健康保険で口座振
替をしていた方でも、新たに手
続きが必要。
▶特別徴収＝原則として、年金
からの差し引きによる納付
◉�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

　生計維持者の事業収入などが
前年の収入と比べて10分の３以
上減少している方は、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
覧になるか、お問い合わせくだ
さい。
《いずれも》
▶問＝後期高齢医療制度課管理
収納係☎3579 ‐ 2327

通学区域の一部を
変更します

　上板橋二中は、来年３月に完
了予定の改築工事後、新校舎
（向原３ ‐ １ ‐ 12）に移転しま
す。これに伴い、次の変更区域
は、桜川中の通学区域になりま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。※在校生は転校不要
▶変更日＝８月１日㈰▶変更区
域＝小茂根三丁目１～６・10～
17番、小茂根四丁目、小茂根五
丁目１～７番
▶問
● �通学区域について…新しい学
校づくり課学校配置調整第一
係☎3579 ‐ 2624

● �就学について…学務課学事係
☎3579 ‐ 2611

樹木の適正管理に
ご協力ください

　家庭・事業所などの敷地内か
ら道路に伸びている樹木は、歩
行者・自転車・自動車の通行の
妨げとなり、交通事故につなが
る可能性があります。樹木の剪

せん

定
てい

・伐採などにご協力をお願い
します。
▶問＝南部土木サービスセンタ
ー工事調整係☎3579 ‐ 2508、北
部土木サービスセンター工事調
整係☎5398 ‐ 7333

環境教育推進協議会
公募委員募集

▶募集人数＝２人▶任期＝10月
から２年間▶対象＝区内在住・
在勤・在学の18歳以上で、環境
教育活動の実績があり、平日昼
間に区役所などで行う会議（年
２回程度）に出席できる方▶選
考＝作文・書類▶申込・問＝８
月６日（必着）まで、作文「環境
教育に関する考え」（800～1200
字）と、別紙に申込記入例の項
目、職業、過去５年の環境教育

情報商材の
トラブルが増えています

　消費者センターでは、
専門の相談員が消費生活に関する相談に応じています。

消費者センター☎₃9₆₂ ‐ ₃511
(相談専用、平日９時～1₆時₃0分)問　合

　インターネットの通信販売などで、
高収入を得るための方法として販売さ
れている情報です。

　インターネットで「株取
引でもうかる」という広告
を見て、簡単に収入が得ら
れると信じて購入したが、
広告の説明と違って収入が
得られない。

　簡単に稼げるうまい話は
ありませんので、高収入を
強調する広告には注意しま
しょう。また、友人・知人
からの誘いでも、安易に応
じないようにしましょう。

相談事例 対処法

活動の実績、区のほかの会議で
の委員歴を明記のうえ、郵送・
FAX・Ｅメールで、環境政策課
環境教育係☎3579 ‐ 2233 3579
‐ 2 2 4 9 s - k kyodo@c i t y .
itabashi.tokyo.jp

トラブルが増えています

情報商材とは

「高齢者・シニア世代
生活ガイドブック」を
ご活用ください

　区の高齢者施策・相談窓口な
どを紹介する冊子です。
▶配布場所＝長寿社会推進課
（区役所２階⑯窓口）・各区民事
務所・各健康福祉センター・お
としより保健
福祉センター
・各福祉事務
所・区ホーム
ページ▶問＝
長寿社会推進
課計画調整係
☎3579 ‐ 2371

▶とき＝８月29日㈰まで、10時～18時（入館は17時30分まで）▶内容＝生
体展示コーナー（ヘラクレスオオカブトなど）・標本展示コーナー（モル
フォチョウなど）・食虫植物コーナー（ウツボカズラなど）※一部の食虫
植物の販売あり（各日とも売り切れ次第終了）※昆虫・植物の状態によ
り、変更になる場合あり。▶入館料＝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・７月22日㈷～８月31日
㈫は小・中学生無料
◉期間中の催し
● �食虫植物の不思議な世界…▶とき＝８月９日㉁▶内容＝講義「食虫植
物の種類・育て方」※食虫植物を差し上げます。▶講師＝日本食虫植
物愛好会代表　田辺直樹▶対象＝小学３年生以上▶費用＝500円※入
館料が別途必要

● �スライドトークショー「ボルネオの森と昆虫たち」…▶とき＝８月21日
㈯▶講師＝写真家　阿部雄介▶費用＝入館料

※14時30分～15時30分▶定員＝30人（抽選）▶申込＝７月30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 ‐ 1132 nettaikan@seibu-la.co.jp※申込記入例参照
《いずれも》
▶ところ・問＝熱帯環境植物館☎5920 ‐ 1131〈月曜休館。ただし８月２
日㈪・９日㉁・16日㈪は開館し10日㈫休館〉

熱帯の昆虫と食虫植物夏休み
特別展
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《胃・肺がん検診》
ところ と　き

🅐グリーンホール
1 階ホール

９月５日㈰・11日
㈯･13日㈪･18日㈯

🅑板橋区医師会病院 ９月７日～28日の
毎週火曜

🅒�赤塚健康福祉センター ９月10日㈮
🅓区役所 ９月26日㈰

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

８月５日㈭
区役所（２階⑮窓口）

 ※申込は板橋おとしより
相談センター☎5248 ︲ 2892

８月20日㈮ 大谷口おとしより相談センター
 ☎5964 ︲ 5620

８月23日㈪ 高島平おとしより相談センター
 ☎5922 ︲ 5661

※13時20分から・14時から、各 1 回制。
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

卓球（個人）
🅐一般🅑ラージ
ボ ー ル （ 4 0 歳 以
上）🅒小・中学生

●  🅐９月26日㈰🅑９月
12日㈰🅒12月12日㈰

●  🅐🅑小豆沢体育館🅒
上板橋体育館

●   🅐🅒200人🅑50人（いず
れも申込順）

● 🅐🅑シングルス500円・
ダブルス1000円🅒300円

●  🅐８月16日㈪～30日㈪🅑
８月２日㈪～16日㈪🅒11
月１日㈪～15日㈪

●  連盟・八木☎3956 ︲ 9121

卓球（団体）
🅐小･中学生
🅑一般

●   🅐９月12日㈰🅑10月
24日㈰

● 小豆沢体育館

● 🅐40チーム🅑60チーム
（いずれも申込順）

●  １チーム🅐1000円🅑2000円

●  🅐８月２日㈪～16日㈪🅑
９月13日㈪～27日㈪

●  連盟・八木☎3956 ︲ 9121

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。

※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

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

胃・肺がん検診
▶ところ・とき＝下表参照▶検
診受付時間＝受診券で指定した
時間
▶内容
● �胃がん検診…胃部Ｘ線検査
（バリウムを飲みます）※妊娠
中の方・胃の手術経験がある
方などは受診不可※誤

ご

嚥
えん

の可
能性がある方などは、問診の
結果、受診できない場合あり。

● �肺がん検診…胸部Ｘ線検査※
要件に該当している方は、か
くたん検査も実施。※妊娠中
の方は受診不可

▶対象＝区内在住で、昭和57年
３月31日以前に生まれた方▶定
員＝各日🅐～🅒50人🅓100人（い
ずれも申込順）
▶申込
● �はがき・電子申請（区ホーム
ページ参照）…７月17日㈯か
ら、健康推進課成人健診係※
申込記入例（２面）の項目と希
望検診名、生年月日、性別、
希望日・会場を明記。受診希
望日の14日前までにご投

とう

函
かん

く
ださい。

● �直接・電話…７月19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

心身障害者福祉手当などの所得限度額のお知らせ
▶手当・年度更新月
● �心身障害者福祉手当・障害児
福祉手当・特別障害者手当・
経過的福祉手当…８月

●重度心身障害者手当…11月
※所得限度額は表１・２参照

※受給者本人が19歳以下の場合は扶養義務者、20歳以上の場合は本人の所得金額で判定。
※扶養親族などの数が4人以上の場合、1人増えるごとに、38万円を所得限度額に加算。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は1人につき10万円、
特定扶養親族など（16～22歳）がいる方は1人につき25万円を所得限度額に加算。

扶養親族などの数 0人 1人 2人 3人

所得限度額 360万4000円 398万4000円 436万4000円 474万4000円

表１ 《心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当の所得限度額》

※扶養親族などの数が4人以上の場合、1人増えるごとに、本人の場合は38万円、扶養義務者
などの場合は21万3000円を所得限度額に加算。
※本人は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は1人につ
き10万円、特定扶養親族など（16～22歳）がいる場合は1人につき25万円を所得限度額に加算。
※扶養義務者などは、扶養親族などの数が2人以上で老人扶養親族がいる場合、所得限度額は
2人目から1人につき６万円加算（特定扶養加算はなし）。
※20歳以上の方でも、扶養義務者などの所得が限度額を超える場合は、支給停止。

扶養親族などの数 0人 1人 ２人 3人
本　人 360万4000円 398万4000円 436万4000円 474万4000円

扶養義務者など 628万7000円 653万6000円 674万9000円 696万2000円

表２《障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の所得限度額》

● �心身障害者福祉手当・重度心
身障害者手当…令和元年（平
成31年）中の所得が所得限度
額を超えて受給資格が消滅
し、前年中の所得が所得限
度額内（表１参照）になった方

　前年中の所得が所得限度額
（表１・２参照）を超える方は、
受給資格が消滅・停止し、手当
を受給できなくなります。

　前年中の所得が所得限度額

所得限度額を超える方
心身障害者福祉手当・重度心
受給資格の再認定 は、新たに申請が必要

● �障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当…令和
元年（平成31年）中の所得が所
得限度額を超えて受給資格が
停止し、前年中の所得が所得
限度額内（表２参照）になった
方は、自動判定のため申請不要

障がいサービス課福祉係☎₃5₇9 ‐ ₂₃₆₂ ₃5₇9 ‐ ₂₃₆₄
問　合

種　類 控除額
雑損控除

相当額医療費控除
小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除 相当額（本人の場合）
８万円（扶養義務者などの場合）

配偶者特別控除 相当額（上限33万円）
障害者控除 27万円（本人所得の場合は本人を除く）

特別障害者控除 40万円（本人所得の場合は本人を除く）
ひとり親控除 35万円

寡婦控除 27万円勤労学生控除

表３ 《所得控除額》

※給与所得または公的年金に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を上限に控除。

所得 年間収入 給与所得控除・
必要経費など

所得控除額
（表３参照）

◉社会福祉協議会への寄付
　（５月７日～６月２日）
▶乃ぐち松寿会9726円▶呉服や光永
2 万800円▶伊藤康治 5 万円▶篠
5000円▶大工原辰実 1 万円▶上村八
郎 2 万円▶問＝（福）板橋区社会福祉
協議会☎3964 ‐ 0235
◉シニアの多様な働き方
　オンライン相談
▶とき＝水曜・木曜（祝日・年末年
始を除く）、10時～16時※ 1 人20分
程度▶内容＝就職活動の始め方・悩
みなどの個別相談、地域活動などの
情報提供※オンライン会議システム
「Zoom」を使用※事前に電話予約が
必要▶対象＝50歳以上の方▶問＝は
つらつシニアいたばし☎5943 ‐ 1300
◉ぬくもりサービス協力会員
　募集説明会
　地域住民による支えあいのサービ
ス（ 1 時間あたり700円からの謝礼あ
り）で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。

◉コンビニエンスストアでの
　各種証明書交付サービス
▶とき＝７月21日㈬・22日㈷※
設備点検のため※休止する証明
書の種類など詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。▶問
＝戸籍住民課証明係☎3579 ‐
2210
◉男女平等推進センター
▶とき＝７月26日㈪※施設点検
のため▶問＝男女平等推進セン
ター☎3579 ‐ 2790

▶とき＝ 8 月12日㈭14時～15時30分
▶ところ＝高島平区民館※当日に会
員登録をする場合は、必要な持ち物
があります。
詳しくは、お
問い合わせく
ださい。▶申
込・問＝ 7 月
19日㈪朝 9 時
か ら、 電 話
で、ぬくもり
サービス☎
3964 ‐ 1185
◉親族後見人のつどい
▶とき＝ 8 月24日㈫14時～15時30分
▶ところ＝グリーンホール101会議
室▶内容＝日頃の悩みの共有など▶
講師＝社会福祉士　笠原美和子▶対
象＝親族で成年後見人・保佐人・補
助人をしている方※被後見人または
後見人などが区内在住・在勤の方※
申立中の方も可▶定員＝10人（申込
順）▶申込・問＝ 7月19日㈪朝 9時か
ら、電話・FAXで、権利擁護いたば
しサポートセンター☎5943 ‐ 7070
3964 ‐ 0245※申込記入例（ 2 面）参照
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※費用の明示がないものは無料4 ※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

《夏休みエコスクール》
と　き 内　容 費用

🅐８月20日㈮ 海のジオラマ作り 300円
🅑８月21日㈯ 夏の切り絵作り 各

200円🅒８月22日㈰ 食材の産地マップ作り

🅓８月23日㈪ 夏のアップサイク
ルリース作り 500円

🅔８月24日㈫ オリジナルうちわ作り 各
200円🅕８月25日㈬ 和紙でうちわ作り

🅖８月26日㈭ サンゴ・貝で
海の芳香剤作り 各

300円
🅗８月27日㈮ カラフルな海藻で

ポストカード作り

🅘８月28日㈯
ジュースパックで
オリジナル
キーホルダー作り 各

500円
🅙８月29日㈰ 革のはぎれで

リユース工作
※10時～11時※13時30分～15時30分（🅒は14時～16時）

と　き ところ 会名称
🅐�８月４日㈬・９月８日㈬ おとしより保健福祉センター 男性家族交流会
🅑�８月５日㈭・９月２日㈭ グリーンホール503会議室 板橋地区
🅒�８月10日㈫・９月14日㈫ 志村坂上地域センター 志村地区

🅓�８月13日㈮・９月10日㈮ 高島平区民館
※９月10日㈮は高島平地域センター 桜の会

🅔８月18日㈬・９月８日㈬ 成増アクトホール きずな
🅕�８月18日㈬・９月15日㈬ おとしより保健福祉センター ひだまり
🅖�８月19日㈭・９月16日㈭ きたのホール やすらぎ

《認知症の方を介護する家族のための交流会》

　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

和紙ちぎり絵
▶とき＝７月31日㈯、13時～14
時・15時～16時、各１回制▶内
容＝花火のちぎり絵作り・ヨー
ヨー釣り▶定員＝各回18人（申
込順）▶費用＝1000円▶ところ
・申込・問＝７月17日㈯10時か
ら、電話で、郷土芸能伝承館☎
5398 ‐ 4711〈第３月曜休館〉

夏休みこども起業塾
▶とき＝８月22日㈰10時～18時
▶内容＝会社経営のバーチャル
体験（商品企画・制作、資金調
達、販売）▶講師＝㈱セルフウ
イング代表取締役　平井由紀子
▶対象＝小学４～６年生▶定員
＝16人（申込順）▶費用＝1000円
※申込方法など詳しくは、企業
活性化センターホームページを
ご覧ください。▶ところ・問＝
同センター☎5914 ‐ 3145

区民文化祭「珠算競技�
大会」参加者募集

▶とき＝11月14日㈰▶ところ＝
成増アクトホール▶部門＝🅐ジ
ュニア（小学４年生以下・日商
検定５級程度）🅑小学生（日商検
定３級程度）🅒中学生以上（日商
検定２級程度）🅓一般（20歳以上
・日商検定５級程度）▶競技種
目＝団体・個人（制限時間各６
分）、種目別▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方、区内の珠算
教室に通っている方▶費用＝
500円▶資料請求＝９月24日㈮
まで、FAXで、板橋珠算教育連
盟・早川 3966 ‐ 8847※申込記
入例（２面）の項目と部門（🅐～
🅓）を明記▶申込締切＝９月30

◉行政評価委員会
▶とき＝８月５日㈭16時～17時
▶ところ＝第二委員会室（区役
所11階）▶内容＝今年度の外部
評価の総括など▶定員＝10人
（申込順）▶申込・問＝７月19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
（２面）参照

特別障害者手当などの�
現況届・所得状況届を�
ご提出ください

▶対象＝次のいずれかの手当を
受給している方
🅐�障害児福祉手当・特別障害者
手当・経過的福祉手当

🅑重度心身障害者手当
※７月27日㈫頃に、🅐現況届🅑
所得状況届をお送りします。提
出がない場合、🅐８月分🅑10月
分以降の支給決定ができませ
ん。
▶提出先・問＝８月31日（必着）
まで、直接または郵送で、障が
いサービス課福祉係（区役所２
階⑫窓口、〒173 ‐ 8501）☎3579
‐ 2362 3579 ‐ 2364

日（消印有効）▶問＝（公財）板橋
区文化・国際交流財団（区立文
化会館内）☎3579 ‐ 3130

エコポリスセンターの催し
◉緑のカーテンアート
　コンテスト作品募集
▶募集内容＝緑のカーテンに関
する絵日記・絵手紙・図画作品
など▶申込締切＝９月25日（必
着）※申込方法など詳しくは、
エコポリスセンターホームペー
ジをご覧ください。
◉夏休みエコスクール
▶とき・内容・費用＝下表参照
▶ところ＝エコポリスセンター
▶対象＝小・中学生※🅑🅒は小
学３年生以上▶定員＝🅐～🅙各
10人（区内在住・在学の方を優
先し抽選）※材料持参の催しあ
り▶申込＝７月17日㈯10時～25
日㈰17時に、同センターホーム
ページ※当選者には、７月31日
㈯までに、Ｅメールで連絡。
《いずれも》
▶問＝同センター☎5970 ‐ 5001
〈第３月曜休館〉

🅒�牛乳パックでピンホールカメラ作り
▶とき＝８月７日㈯・８日㈷、各
１日制、10時30分～11時30分▶定
員＝各日６組▶費用＝100円▶申
込締切＝７月28日
🅓桜染め手ぬぐい作り
▶とき＝８月21日㈯13時30分～15
時30分▶定員＝４組▶費用＝１枚
250円（１組２枚まで）▶申込締切
＝８月11日

は郷土資料館で学ぼう夏休み
《🅐～🅓いずれも》
※抽選▶対象＝区内在住・在学の
小学生とその保護者▶申込＝各締
切日（必着）まで、往復はがきで、
郷土資料館（〒175 ‐ 0092赤塚５ ‐
35 ‐ 25）※申込記入例（２面）の項

　区の歴史に関する夏休みの宿題・自
主研究をお手伝いします。ぜひ、ご利
用ください。
▶とき＝７月21日㈬～８月31日㈫、９
時30分～17時

夏休み自由研究相談

勾
ま が

玉
た ま

づくり体験
▶とき＝７月21日㈬～８月31日㈫、９
時30分～16時※作製時間は１時間程度
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方（小
学生以下は保護者同伴）▶費用＝100円

館内クイズラリー
▶とき＝７月21日㈬～８月31日㈫、９
時30分～16時

夏休み子ども教室
🅐火おこし体験
▶とき＝７月28日㈬・31日㈯・８
月20日㈮・22日㈰、10時～11時・
13時～14時、各１回
制▶定員＝各回２組
▶申込締切＝７月22
日（７月分）・８月12
日（８月分）
🅑さわって学ぼう本物の鎧

よろい

・刀
▶とき＝７月30日㈮・８月１日
㈰、各1日制、10時～11時30分▶

高齢者の暮らしを拡げる�
「10の筋トレ」体験講座
▶とき＝８月４日㈬10時～11時
30分▶ところ＝成増アクトホー
ル▶内容＝介護予防に効果があ
る筋力トレーニングの説明・体
験▶講師＝東武練馬中央病院理
学療法士　大塚優希▶対象＝区
内在住で、地域の方と筋力トレ
ーニングを始めてみたい個人・
グループ▶定員＝40人（申込順）
▶申込・問＝７
月19日㈪朝９時
から、電話で、
おとしより保健
福祉センター介
護普及係☎5970
‐ 1120

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▶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

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

ところ・問合内容＝江戸時代の鎧・刀
の見学、子どもの武者行
列鎧の着付け体験▶定員
＝各日６組▶費用＝200
円▶申込締切＝７月24日

目と🅐希望日時（第３
希望まで）🅑🅒希望日
を明記。🅑はお子さん
の身長を明記。


