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夕焼けチャイムの�
放送時刻を変更します

　10月から、夕焼けチャイムの
放送時刻を16時30分に変更しま
す。児童・生徒の帰宅時の安全
確保に、みなさんのご理解・ご
協力をお願いします。
▶問＝地域教育力推進課青少年
係☎3579 ‐ 2488

子どもを守ろう�
合同パトロールを行います

　子どもを狙った犯罪の未然防
止や青少年の非行化予防のため、
関係機関・団体と協働でパトロ
ールなどを行います。区民のみ
なさんも、日常生活での見守り
など、できる範囲でご協力をお
願いします。
▶とき＝10月
１日㈮〜20日
㈬▶問＝地域
教育力推進課
青少年係☎
3579 ‐ 2488

令和 ３年（２０２1年）９月２5日（土）

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

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（バリ
ウム）検査※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
くたん検査あり。※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（申込順）
▶申込
● �はがき・電子申請（区ホーム
ページ参照）…９月25日㈯か
ら、健康推進課成人健診係※
申込記入例（４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…９月27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

膠
こ う

原
げ ん

病
びょう

を 
よく知るための講座

▶とき＝10月20日㈬14時〜15時
30分▶ところ＝グリーンホール
601会議室▶内容＝講義▶講師
＝帝京大学医学部附属病院准教
授　菊地弘敏▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝30人
（申込順）▶申込・問＝電話で、
予防対策課管理・精神難病係☎
3579 ‐ 2329

離乳食から 
幼児食へのすすめ方

▶とき＝10月26日㈫、🅐10時〜
10時45分🅑14時〜14時45分▶内
容＝講義・料理展示▶対象＝区
内在住で、開催日現在、🅐１歳
〜１歳６か月🅑生後９〜11か月
のお子さんの保護者※いずれも
対象月齢のお子さんの同伴可▶
定員＝🅐🅑各６人（申込順）▶と
ころ・申込・問＝電話で、高島平
健康福祉センター☎3938 ‐ 8621

Ｂ型・Ｃ型 
肝炎ウイルス検査

▶とき＝10月28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

尿もれ予防体操教室
▶とき＝10月28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＝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

ところ と　き

板橋区医師会病院 11月２日・９日・16日
・30日、各火曜

グリーンホール
1階ホール

11月５日㈮・８日㈪・
25日㈭・27日㈯

志村健康福祉
センター 11月17日㈬

《胃・肺がん検診》

特別相談「多重債務110番」
▶とき＝９月29日㈬・30日㈭▶
内容＝借金の返済・取立など▶
相談専用電話＝東京都消費生活
総合センター☎3235 ‐ 1155（９
時〜17時）※板橋区消費者セン
ターでも、電話（☎3962 ‐ 3511、
９時〜16時30分）で、相談を受
け付けます。▶問＝消費者セン
ター☎3579 ‐ 2266

リサイクル自転車販売
▶受渡日＝10月29日㈮10時〜11
時▶受渡場所＝🅐リサイクル自
転車作業所（志村３ ‐ 17 ‐ 14）🅑
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＝10月８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（🅐または🅑）を明記▶問
＝同センター☎3964 ‐ 0871、板
橋区土木計画・交通安全課交通
安全係☎3579 ‐ 2513

板橋区奨学資金 板橋区女性福祉資金 東京都母子及び父子福祉資金

主な借受資格要件

● �区内に１年以上引き続き居住
している

●経済的理由で修学が困難�
●連帯保証人が２人必要

● �配偶者のいない女性（24歳以
下の方は直系の親族または兄
弟姉妹を扶養していること）

●区内に居住している
●連帯保証人が１人必要

● �ひとり親家庭で、19歳以下の
お子さんを扶養している

●都内に居住している
●原則、連帯保証人が１人必要

貸付の対象となる
学校（進学先） 高等学校・高等専門学校・専修学校（高等課程）

貸
付
金
額(

限
度
額)

入学
準備金

国公立 ８万円 ９万円 16万円
私立 20万円 42万円

毎月の
学費
（月額）

国公立 １万7000円 １万7000円～２万円
自宅通学　 ２万7000円
自宅外
通学 ３万4500円

私立 ２万9000円 ２万9000円～３万1000円
自宅通学　 ４万5000円
自宅外
通学 ５万2500円

返済方法
卒業後、据置期間１年経過の後、
15年以内の年賦・半年賦・月賦
のいずれか

卒業後、据置期間１年経過の後、
20年以内の年賦・半年賦・月賦
のいずれか

卒業後、据置期間６か月経過の
後、20年以内の年賦・半年賦・
月賦のいずれか

※貸付金額は、改定する場合あり。各資金の重複申請不可。
※板橋区奨学資金の入学準備金は、申請者の父母が病気・事故などで死亡している場合または重度の後遺障がいがある場
合、２万円加算。
※板橋区女性福祉資金・東京都母子及び父子福祉資金は、大学・短期大学・専修学校（専門課程・一般課程）も対象。

令和４年度 奨学資金貸付申込を受け付けます

　９月下旬〜10月中旬は、区役
所の窓口の混雑が予想されます。
インターネットか
ら各窓口の混雑予
想などを確認でき
ます。ぜひ、ご利
用ください。
◉区ホームページで確認
● �混雑予想カレンダー…各窓口
の混雑予想を表示

● �リアルタイム混雑状況…各窓
口の混雑状況をリアルタイム
で表示

◉�受付後に番号札・窓口案内書
の二次元コードで確認

● �受付番号状況…窓口の待ち人
数・呼出状況を表示

《いずれも》
▶対象窓口＝戸籍住民課・子ど
も政策課子どもの手当医療係
（いずれも区役所１階）、国保年
金課・長寿社会推進課・介護保
険課・後期高齢医療制度課・マ
イナンバーカード申請窓口（い
ずれも区役所２階）▶問＝戸籍
住民課管理係☎3579 ‐ 2201

窓口情報をインターネットで確認できます

　来年４月に高等学校などに進学予定で、
要件を満たす方に、奨学資金の貸付を行
います。※事前に電話予約が必要

▶内容＝右表参照▶受付期間＝10月４日
㈪〜22日㈮▶対象＝中学３年生▶申込・
問＝保護者同伴で、直接、生活支援課福
祉資金係（区役所８階⑮窓口）☎3579 ‐
2353

▶内容＝右表参照▶受付期間＝随時
▶申込・問＝直接、担当地域（区ホーム
ページ参照）の福祉事務所
●板橋福祉事務所☎3579 ‐ 2322
●赤塚福祉事務所☎3938 ‐ 5126
●志村福祉事務所☎3968 ‐ 2331

板橋区奨学資金

�板橋区女性福祉資金・
東京都母子及び父子福祉資金
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