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　1992年に、紙不足で困っていたモンゴル国へノート・鉛筆などを贈っ
たことをきっかけに、交流が始まりました。
　1996年に、本協定を締結し、馬頭琴コンサート・ブフ大会（モンゴル
相撲大会）・公式相互訪問などで、交流を続けています。

開催案内
▶とき＝10月18日㈪〜29日㈮の平日、９時〜17時▶ところ
＝ギャラリーモール（区役所１階）・屋上庭園（区役所７階）

内容
●パネル・民族衣装・モンゴル相撲衣装などの展示
●馬頭琴の音楽鑑賞コーナー
●モンゴル相撲の映像上映コーナー　など
※展示内容は、区ホームページでもご覧になれます。

　みなさんこんにちは。この度は、板橋区とモンゴル国との
本協定締結25周年おめでとうございます。
　この25年という長きにわたる交流に尽力してくださってい
る区民のみなさん、板橋区、（公財）板橋区文化・国際交流財
団、ボランティアのみなさんに深く感謝申し上げます。
　2022年には、モンゴル国と日本の外交関係が樹立されてか
ら半世紀を迎えます。この記念の年を迎える前年に、本協定
締結25周年をお祝いできますことを喜ばしく感じます。
　これからも、ともに手と手を取り合い、友好の絆を継続・
発展させていきましょう。

問　合 文化・国際交流課文化・国際交流係
☎3579−2018

　区とモンゴル国文部省（現：文化省・教育科学省）は、
文化・教育交流協定（以下「本協定」）締結から今年で25
周年を迎えます。
　交流の経緯や記念イベントを紹介します。

モンゴル国 
文化・教育交流協定 
締結25周年

モンゴル 国とは 駐日モンゴル国大使館
ダンバダルジャー・バッチジャルガル特命全権大使 

からのメッセージ（一部抜粋）

主 な 変 更 点

書体（本文）の変更
　読みやすく見やすい書体「ユニバーサルデザインフォント」のゴ
シック体に変更しました。
デザイン・レイアウトの変更
　記事が探しやすく読みやすいデザイン・レイアウトに変更しま
した。

より読みやすくわかりやすい広報紙とするため、本号から紙面をリニューアルしました。

連載企画の開始
● �偶数月の第１情報版「いたばし子育て広場」（４面参照）…子育て
に関する区の支援事業・施設などを紹介します

● �奇数月の第１情報版「いたばしのヒトビト」…区にゆかりがあ
り、様々な分野で活躍する方などを紹介します
※最終面に掲載

期間中の特別イベント
レストラン・モンゴル料理フェア
　ラム肉を使った料理や、モンゴルミルクテ
ィー付き日替わりメニューなどを楽しめます。
▶とき＝10月18日㈪〜29日㈮の平日、11時か
ら※各日とも売り切れ次第終了▶ところ＝カ
フェダイニングNAKAJUKU（区役所１階）
モンゴル文化紹介講座
▶とき・内容（各１日制）
�●🅐10月26日㈫10時30分〜11時30分…モンゴル国の音楽・動物など
�●🅑10月27日㈬15時〜16時…モンゴル国の生活・言葉など
※講義※オンライン会議システム「Zoom」を使用
▶定員＝●🅐●🅑各50人（抽選）▶費用＝無料▶申込・問＝10月
８日（必着）まで、はがき・FAX・Ｅメールで、（公財）板橋
区文化・国際交流財団（区役所内）☎3579−2015 3579−
2046 kkouryu@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例（２
面）の項目と希望日（●🅐●🅑いずれか、または両方）、性別、
Ｅメールアドレスを明記。※同財団ホームページからも申
込可

次回は、10月９日㈯に情報版・特集版の２つを発行します

「広報いたばし」をリニューアルしました

首都・ウランバートル

※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。

問　合 広聴広報課広報係☎3579−2022

民族衣装

　ロシア・中国に囲まれた内陸国。面積は156万4100㎞2で、日
本の約４倍の広さです。人口は、日本の約40分の１（327万人、
2020年時点）で、世界で最も人口密度が低いと言われています。�
大草原のイメージがありますが、首都・ウランバートルにはビ
ルが立ち並び、全人口の約半数が首都に住んでいます。
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※費用の明示がないものは無料

▶申請期間＝11月１日㈪～来年１月14日㈮▶対
象＝区内在住で、来年４月に小学校に入学する
お子さんがいて、経済的にお困りの方※所得制
限などの要件あり▶問＝学務課学事係☎3579－
2611

就学時健康診断のお知らせを
お送りします
　10月下旬に、対象者へお知らせをお送りしま
す。調査票に必要事項を記入のうえ、健康診断
当日にお持ちください。
　外国籍のお子さんが区立小学校に入学を希望
する場合は、お子さんのパスポート・在留カー
ドまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、直
接、学務課(区役所６階⑭窓口)にお申し込みく
ださい。
▶対象＝区内在住で、平成27年４月２日～28年
４月１日に生まれた方▶問＝学務課学校運営保
健係☎3579－2616

ひとり親家庭等医療証の現況届を
ご提出ください
　10月18日㈪に、同医療証をお持ちの方へ現況
届をお送りします。
▶提出先・問＝11月１日㈪まで、直接または郵
送で、子ども政策課子どもの手当医療係(区役
所１階⑥窓口、〒173－8501)☎3579－2477※９
月30日までに児童扶養手当の現況届の手続き・
審査が完了した方は、同医療証の現況届は提出
不要。

離乳食から幼児食へのすすめ方
▶とき＝11月５日㈮、A10時～10時45分B14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、A１歳～１歳６か月B
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＝AB各９人(申
込順)▶ところ・申込・問
＝10月４日㈪朝９時から、
電話で、赤塚健康福祉セン
ター☎3979－0511

お知らせ
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＝10月６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

10月15日～21日は違反建築防止週間
　10月20日㈬に、都・東京23区・都内９市と協
働で、都内一斉公開パトロールを行います。監
視活動の強化により、違反建築をなくし、住み
よいまちづくりを進めていきますので、ご協力
をお願いします。
▶問＝建築指導課監察・調査係☎3579－2578

「2021いたばし学習・スポーツガイド
（秋冬号）」をご活用ください
　区が来年３月までに実施する事業を「文化・
教養」「健康とくらし」「出産・育児」などの９分
野ごとに紹介する冊子です。
▶閲覧場所＝生涯学習課(区役所６階⑮窓口)・
各地域センター・各区民事務所・各健康福祉セ
ンター・区ホームページなど▶問＝生涯学習課
生涯学習推進係☎3579－2633

子育て
小学校入学準備金を支給します
　次の対象者に、学用品費などの一部を援助す
るための入学準備金を支給します。支給額・申
請方法など詳しくは、就学時健康診断の会場で
配布する案内または区ホームページをご覧くだ
さい。

講　座
Ｉ（あい）サロン
　参加者のみなさんで気軽におしゃべりします。 
仲間づくりの場としてもご利用ください。
▶とき＝10月12日㈫14時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議室※当日、直接会場へ。▶
テーマ＝スポーツ▶問＝男女社会参画課男女平
等推進係☎3579－2486

もう捨てない野菜くずの活用方法
▶とき＝10月17日㈰13時～15時▶ところ＝グリ
ーンホール601会議室▶内容＝講義※ミニエコ
バッグを差し上げます。▶講師＝消費生活コン
サルタント　大道不二子▶対象＝区内在住・在
勤・在学の方▶定員＝40人(申込順)▶申込・問
＝10月４日㈪朝９時から、電話で、資源循環推
進課資源循環協働係☎3579－2258

住まいに関する学習講座
▶とき＝10月23日㈯14時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール２階ホール▶内容＝講義「まちの未
来を変える住まいの終活」▶講師＝明治大学教
授　野澤千絵▶対象＝区内在住の方▶定員＝50
人(申込順)▶申込・問＝10月４日㈪朝９時か
ら、電話・Ｅメールで、住宅政策課住宅政策推
進係☎3579－2186 kb-jsodan@city.itabashi. 
tokyo.jp※申込記入例参照

鉛筆画講座
▶とき＝11月５日～来年３月のうち10日間、各
金曜、13時～15時▶講師＝鉛筆画家　つだなお
こ▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上の方▶
定員＝15人(申込順)▶費
用＝5000円▶ところ・申
込・問＝10月２日㈯朝９
時から、直接または電話
で、グリーンカレッジホ
ール(志村３－32－６)☎
3960－7701

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

感染防止にご協力をお願いします
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)

引き続き、感染防止の３つの基本(手洗い・マスク着用・身体
的距離の確保)を徹底しましょう。

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

開催案内
▶とき＝10月16日㈯14時から▶ところ＝味の
素フィールド西が丘(北区西が丘３－15－１)
A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
(保護者は優待割引)

B優待割引
▶対象＝区内在住・在勤・在学で、A以外の
方▶費用＝1000円

[ABいずれも]
▶定員＝計400人(申込順)▶申込＝10月２日
㈯12時から、日テレ・東京ヴェルディベレー
ザホームページ

女子プロサッカーリーグ
板橋区民観戦デーを開催します

問　合 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

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
公式戦(対ちふれASエルフェン埼玉)で、無料招待・優待割引を行います。

申込記入例
❶ 催し名・コース
❷ 郵便番号・住所
❸ 氏名(ふりがな)
❹ 年齢
❺ 電話・FAX番号

往復はがきの場合は
返信用にも
住所・氏名を記入

※原則●❶～●❺を全て記入
※ 区内在勤・在学の場合は●❻勤務先(所在地)・
学校名を記入
※ 記事内に指定がある場合は●❼その他記載事
項を記入
※原則１人１枚

〒173－8501　板橋区役所(住所記入不要)
〇〇〇課〇〇〇係(催しの担当)

申込先に所在地がない場合の宛て先

板橋区民観戦デーを開催します板橋区民観戦デーを開催します
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休みます
地域センター
▶施設・とき
● 中台地域センター…10月11日㈪17時～21時30分
●  板橋地域センター…10月12日㈫９時～17時※
荒天時は26日㈫に延期

※施設清掃などのため
▶問＝地域振興課庶務係☎3579－2161

募　集
育児休業代替任期付職員
▶職種・募集人数＝事務(10人程度)・保健師(若
干名)※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10月18日(消
印有効)・直接または電子申請
(区ホームページ参照)の場合は
20日㈬17時まで、人事課人事係
(〒173－8501)☎3579－2070

高齢者等配食サービス事業の
登録事業者
▶期間＝来年４月から※対象・必要書類など詳
しくは、募集要項をご覧ください。▶募集要項
の配布場所＝長寿社会推進課(区役所２階⑮窓
口)・区ホームページ
▶申込・問＝11月24日
㈬まで、必要書類を直
接、長寿社会推進課
高齢者相談係☎3579－
2464

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

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。
▶とき＝10月26日㈫14時～15時30分▶ところ＝徳
丸地域センター※当日に会員登録をする場合は、
必要な持ち物あり。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。▶申込・問＝10月４日㈪朝９時から、電話
で、ぬくもりサービス☎3964－1185

ご案内社会福祉協議会

展示内容
企業・団体
　光学・精密機器、印刷、金属加工など、区
内のものづくり企業・団体を中心に、優れた
製品・技術を紹介します。
板橋区発の新製品・新技術
　「板橋製品技術大賞」受賞製品や、「開発チ
ャレンジ補助金事業」採択製品などを紹介し
ます。
開発・研究(オンラインのみ)
　大学・研究機関が、製品開発に活用可能な
技術的研究成果や、連携の仕組みなどを紹介
します。
協力機関(オンラインのみ)
　産業関連団体・支援機
関が支援メニューなどを
紹介します。

ビジネスに役立つセミナー
パネルディスカッション「ものづくりの未来」
▶とき＝11月11日㈭10時30分～11時30分▶講
師＝東京大学名誉教授　佐藤知正ほか
無印流経営のヒントと改革のアイデア
▶とき＝11月11日㈭13時～14時▶講師＝㈱良
品計画元代表取締役会長　松井忠三
会社を創るプロモーション戦略
▶とき＝11月12日㈮11時30分～12時30分▶講
師＝ホッピービバレッジ㈱代表取締役社長　
石渡美奈
歯科材料・器械分野への参入事例など
▶とき＝11月12日㈮14時～15時▶講師＝日本
歯科大学名誉教授　宮坂平

[いずれも]
※申込方法など詳しくは、いたばし産業見本
市ホームページをご覧ください。

第25回いたばし産業見本市
　区内のものづくり企業・団体を中心に、優れた製品・技術などを紹介します。会場展示・オンライン展示の両方で開催するほか、
ビジネスに役立つセミナーなどを行います。ぜひ、ご来場ください。

製造と加工技術展

▶ところ・とき
● 植村記念加賀スポーツセンター…11月11
日㈭10時～17時30分・12日㈮10時～17時

●  オンライン…11月１日㈪10時～30日㈫17時
※事前にいたばし産業見本市ホ
ームページから登録が必要※出
展企業など詳しくは、同ホーム
ページをご覧ください。

　企業サポートコーディネーターが相談・
企業紹介を行う企業紹介コーナー、オンラ
インのみの出展者も閲覧できるパソコンコ
ーナー、来場者・出展者が自由に利用でき
る商談・休憩コーナーなども設置します。 問　合 いたばし産業見本市実行委員会事務局

((公財)板橋区産業振興公社内)☎3579－2191

グリーンライフ

キヅタ
　ウコギ科キヅタ属の常緑つる植物の一種。 
常緑樹(１年を通して緑葉をつける樹木)な
どの下に生え、小さいうちは地を這

は

い、葉
が３～５つに切れ込みます。やがて茎から
付着根(ムカデの足のような根)を出し、木
の幹などに張り付いて登ります。高く育つ
と空中に枝を伸ばし、ひし形の葉をつけま
す。
　秋になると、枝先に香りがある黄緑色の
小花が球形に集まって咲き、多くの虫が集
まります。春になると、実が黒紫色に熟し
ます。

※植物に関する相談を受け付けています。

問 合 赤塚植物園☎3975－9127
〈月曜、第１・３・５火曜事務室休み〉

会場限定コーナー

開催案内

※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

創業から事業用不動産一筋にもうすぐ半世紀『かゆい所に手が届く』をモットーに営業活動展開中 ! 株式会社　豊 徳 / 東京都知事（13）第 29605 号広 告
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※費用の明示がないものは無料

秋季植木市
▶とき＝10月８日㈮・９日㈯、９時～17時※雨
天中止の場合あり▶ところ＝高島平緑地噴水広
場(高島平２－34)▶内容＝秋の草花・観葉植物
・盆栽などの販売▶問＝赤塚支所都市農業係☎
3938－5114

体験・観賞
外国人のための日本伝統芸能鑑賞会
▶とき＝10月10日㈰11時30分～16時45分▶とこ
ろ＝区立文化会館小ホール※当日、直接会場
へ。▶内容＝区民文化祭「日本趣味のつどい」
(日本舞踊・楽器演奏など)の鑑賞※英語・中国
語・韓国語のプログラム付き▶問＝(公財)板橋
区文化・国際交流財団(区役所内)☎3579－2015

リサイクル子ども服交換会
▶とき＝10月24日㈰、10時30分～11時30分・12
時50分～13時50分、各１回制▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝各回50人(抽選)▶持
物＝リサイクル可能な80～160㎝程度の子ども
服・持ち帰り用袋▶ところ・申込・問＝10月13
日(必着)まで、往復はがきで、リサイクルプラ
ザ(〒174－0041舟渡４－16－６)☎3558－5374
※申込記入例(２面)の項目と希望の回(午前・
午後)、参加人数を明記。※同プラザホームペ
ージからも申込可

オリジナルスパイスを作ろう
▶とき＝10月24日㈰14時～15時▶内容＝カレー
スパイスの調合※持ち帰り可▶講師＝ライモン
ディ店主　榎本雄紀▶対象＝中学生以下のお子
さんとその保護者▶定員＝６組(申込順)▶持物
＝ハンカチ・エプロンまたは汚れてもよい服・
ファスナー付き保存袋▶ところ・申込・問＝10
月３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〉

いたばし文化財ふれあいウイーク
　普段は見ることができない区内の文化財・史
跡を期間限定で公開します。
▶とき・ところなど＝ 表1 参照※当日、直接会
場へ。

と　き ところ 内　容

11月14日㈰まで、
10時～ 16時

東光寺(板橋
４－13－８)

宇喜多秀家供養塔、東光寺
寛文二年庚申塔、東光寺石
造地蔵菩薩像・台座など

観明寺(板橋
３－25－１) 観明寺寛文元年庚申塔

遍照寺(仲宿
40－７) 遍照寺参詣図絵馬

11月３日㈷13時～
15時※雨天中止

茂呂遺跡(小
茂根５－17) 遺跡内部

表１  いたばし文化財ふれあいウイーク

郷土資料館企画展 再発見！いたばしの遺跡

弥生時代
●  久ヶ原式土器(大田区立郷土博物館所蔵)
●  前野町式土器(常楽院・明治大学博物館所
蔵)

●勾
まが

玉
たま

(四葉地区遺跡出土)　など
古墳時代
●鉄

てっ

鋋
てい

(宮内庁書陵部所蔵)
●家形埴

はに

輪
わ

(四葉地区遺跡出土)
●  ガラス玉鋳型(松月院境内遺跡出土)　など

勾玉づくり体験
▶とき＝10月９日㈯～12月19日㈰、９時30分～16時30分※作製時間は１時間程度▶費用＝100円
ガラス玉づくり講座
▶とき＝11月20日㈯13時～16時▶対象＝区内在住・在学の方(小学生以下は保護者同伴)▶定員＝
５組(抽選)▶申込＝11月10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)の項目と参加者全員の氏名(ふりがな)を明記

ところ・問合 郷土資料館☎5998－0081〈月曜休館〉

本展では、区内の遺跡で最も数が多い弥生時代・古墳時代の遺跡を紹介します。

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

(公社)板橋区シルバー人材センター入会説明会
▶とき・ところなど(各１日制)＝ 表2 参照▶対象
＝区内在住で、60歳以上の方※当日に入会する場
合は、年会費が必要。▶申込・問＝10月４日㈪朝
９時から、直接または電話で、同センター☎3964
－0871

シルバー人材センターご 案 内

と　き ところ 定　員
10月９日㈯
９時30分～ 11時30分 グリーンホール

601会議室

25人

10月14日㈭
13時30分～ 15時30分 35人

10月18日㈪
13時30分～ 15時30分 高島平ふれあい館 20人

10月22日㈮
10時15分～ 12時15分 徳丸ふれあい館 30人

表２ 入会説明会

※申込順

▶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

10月のテーマ
「 モンゴル国文化・教育交流協定
締結25周年」

東京都最低賃金の改正
　10月から、同賃金を時間額1041円に改正し、都
内で働く全ての労働者に適用しました。
▶問＝東京労働局賃金課☎3512－1614、東京働き
方改革推進支援センター☎0120－232－865
公開講座「消化器がん治療の最前線」
▶とき＝11月27日㈯14時～17時▶内容＝講義※オ
ンライン会議システム「Zoom」を使用▶講師＝都
立駒込病院医師　脊山泰治ほか▶定員＝500人(申
込順)▶申込＝10月８日㈮から、同病院ホームペ
ージ▶問＝同病院☎3823－2101
とちょう電力プラン卒FIT家庭の募集
　都では、都有施設(都立高校・消防庁本部庁舎
など)で使用する電力の再生可能エネルギー100％
化をめざし、都内家庭の太陽光発電で発電された
卒FIT電力(固定価格での買取期間が終了した電
力)の買取を行っています。
▶買取期間＝令和６年９月まで▶買取量＝5500kW
(約1600件分)▶買取価格＝１kWhあたり11円(通
常価格に1.5円上乗せ)▶申込＝電話で、とちょう
電力プランお客様センター☎0120－267－019(９
時～17時30分)※出光グリーンパワー㈱ホームペ
ージからも申込可▶問＝東京都環境局計画課☎
5388－3563

公共機関だより

展示内容 期間中の催し

10月９日㈯～12月19日㈰、９時30分～17時(入館は16時30分まで)と　き

テーマ 妊婦・出産ナビゲーション事業

　妊娠期を安心して過ごし、出産・子育ての準
備ができるよう、母子健康手帳交付後に健康福
祉センターなどで妊婦面接を行っています。保
健師・助産師が、妊娠中の体調や出産・子育て
に関する相談、各制度・サービスなどの案内を
行います。また、子育てを応援するメッセージ
を込めて、「育児パッケージ(今年度はこども商
品券)」を差し上げます。
　コロナ禍で、赤ちゃんの発育や出産後の生活
など、様々な心配があると思います。ひとりで
抱えず、いつでもご相談ください。

健康推進課母子保健係☎3579－2313

子ども家庭支援センターを
ご利用ください

  同センターでは、食べない・寝ない・言う
ことを聞いてくれないなど、子育てに関する
不安・悩みの相談に応じています。解決策を
一緒に考え、必要なサービスを提供し、適切
な相談機関を紹介します。24時間365日の体
制で対応していますので、お困りごとがあり
ましたら、まずは電話でご相談ください。

☎0120－925－610(24時間)
子どもなんでも相談

問 合

北條晴子さん
健康福祉センター保健師

　妊娠中のみなさんの頼れる場所に
なれたら嬉しいです。気軽にご相談
ください。


