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いちはやく

189 「だれか」
じゃなくて
「あなた」
から
子育て中は、どなたでもイライラしたり、子どもと向き合うことがつらくなったりすることがあります。
児童虐待を防ぐためには、周囲の支援が必要ですので、みなさんのご協力をお願いします。
※189…児童相談所虐待対応ダイヤル

問

合

板橋区子ども家庭支援センター☎3579−2656

11月は児童虐待防止推進月間
子どもへの虐待・その疑いを発見した場合は、相談機関に通告することが
「児童虐待の防止等に関する法律」(以下「当法律」)で義務付けられています。
昨年度は、区に1187件の通告がありました。
社会全体で児童虐待を防止しましょう
当法律には、「親の子どもへの体罰禁止」などが盛り込まれています。国
は、
「愛の鞭ゼロ作戦」
として、児童虐待のない社会の構築を通じて、すべて
の子どもが健やかに育つ社会の実現をめざしています。
また、「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」では、「保護者による
体罰の禁止」
「都民と保護者等の児童虐待への理解と協力」
「虐待が疑われる場
合の速やかな通告」などを規定し、社会全体で子どもを虐待から守るための
様々な取組を推進しています。

子育てに迷い・いらだち・不安を
抱えていませんか

いい子に育って欲しい・子どもと良い関係を作りたいという気持ちがある
のに、「イライラして子どもに当たっては、後悔を繰り返している」
「子ども
がかわいいと思えない」
「子育てがうまくいかず、自分を責めている」という
ことはありませんか。悩みがあるときは、自分の気持ちを伝えることや、解
決の手立てを考えることが大切です。一人で悩まずにご相談ください。

みなさんの周りに心配な親子はいませんか
周りの方の「どうしたの？」
「大丈夫？」の一言が、支援の
きっかけになります。また、直接声をかけられなくても、
「もしかして？」という思いを一人で抱えるのは大変です。
そのようなときは、匿名で構いませんので、迷わず相談窓
口( 表 参照)にご連絡ください。

解決策を一緒に考えます
板橋区子ども家庭支援センターでは、児童虐待の通告だ
けではなく、子育てに関する相談も受け付けています。親
・子どものつらい状況を、どのように解決していくかを一
緒に考えます。また、必要なサービスを提供し、適切な相
談機関を紹介します。相談の秘密は守られますので、安心
してご相談ください。
表

相談窓口一覧
窓 口

板橋区子ども家庭支援センター

児童相談所
東京都児童相談センター
警察署

電話番号など
● 児童虐待相談専用電話☎3579−2658(24時間)

● 子どもなんでも相談☎0120−925−610(24時間)

● 子ども家庭相談☎3579−2656(平日、９時〜17時)

「子どもへの虐待」
とは
身体的虐待
● 殴る・蹴る・たたく・首を絞め
るなどの暴力をふるう
● 激しく揺さぶる
● たばこの火を押し
付ける
● 戸外に長時間閉め
出す など

性的虐待
● 子どもへ性的行為をする・性的
行為を見せる
● 子どもをポルノグラフィー(性
的表現を含む作
品)の被写体に
する など

心理的虐待
● 無視する・脅迫する
● 拒否的な態度をとる
● ほかの兄弟姉妹と差別的扱いを
する
● 子どもの前で夫
婦げんかをする
など

ネグレクト(育児放棄)
● 衣・食・住の世話をしない
● 病気・けがでも医者にみせない
● 乳幼児を置いて度々外出する
● 家に閉じ込める・登校させない
● 保護者以外の同
居人の虐待を保
護者が放置する
など

※本来おとなが担う家事・家族の世話などを日常的に行っている子ども(ヤン
グケアラー)も、その子ども自身の権利が侵害されている可能性があります。

10月・11月は里親月間

親の病気・虐待などで親と一緒に暮らせない子ど
もを、家庭に迎え入れて養育する里親を募集してい
ます。詳しくは、お問い合わせください。
▶問＝東京都北児童相談所☎3913−5421、板橋区児 普及啓発キャラクター
童相談所開設準備課計画推進係☎3579−2068
「さとぺん・ファミリー」

(仮称)子ども家庭総合支援センターの開設準備を進めています
来年４月に、子ども家庭支援センター・児童
相談所の機能を併せ持つ同センターを開設しま
す。※児童相談所業務は７月から開始
▶問＝児童相談所開設準備課計画推進係☎3579
−2068

● 東京都北児童相談所☎3913−5421(平日、
９時〜17時)
● 児童相談所虐待対応ダイヤル☎189

(24時間、一部のIP電話は利用不可)

よいこに電話相談☎3366−4152
(平日９時〜21時、土曜・日曜・祝日は17時まで)
● 板橋警察署☎3964−0110
● 志村警察署☎3966−0110

● 高島平警察署☎3979−0110

LINE相談
左記のアカウント名で検索・登録
「子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京」 (平日９時〜23時、土曜・日曜・祝日は17時まで)
※緊急の場合は、110番通報をお願いします。※このほか、各健康福祉センター・各福祉事務所・
各児童館などでも、子どもに関する相談を受け付けています。

新型コロナワクチンの３回目接種を行います
▶接種開始日＝２回目接種から８か月後※接種券送付時期・予約方法な
ど詳しくは、区ホームページなどでお知らせします。※接種後に転入し
た方は、お問い合わせください。

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)
※11月４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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

いたばし
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区の人事行政の
運営状況を
お知らせします

区では、「東京都板橋区人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例」に基づき、区の職員数・給与の状況などを区民のみなさんに
公表し、公平性・透明性の確保に努めています。
全文は、区政資料室（区役所１階⑦窓口）・区ホームページでご覧
になれます。

職員の任免・職員数などの状況

問合

任免の状況

職員数

（令和３年７月１日現在）
土木造園（土木） 土木造園（造園）
３人
１人
栄養士
保健師
２人
２人

建築
３人
看護師
２人

令和
２年度

衛生監視
福祉
１人
51人
合計
176人

議会

退職者数

（令和２年度）
勧奨退職
19人

普通退職
43人

分限処分・懲戒処分の状況
分限処分
休職
56人

戒告
０人

減給
２人

死亡退職
3人

合計
157人

一般行政部門

（令和２年度）
懲戒処分

停職
３人

免職
０人

教育部門

※分限処分とは、心身の病気により公務が行えない状態になった職員などに対
する処分です。懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない行為があった職員
などに対する処分です。

年度別職員実数の概要

公営企業等
会計部門

平成
令和
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
２年度 ３年度
24年度
元年度
一般行政部門 3061人 3028人 3012人 3000人 3019人 3020人 3043人 3036人 3074人 3118人
教育部門
340人 337人 338人 341人 353人 356人 362人 368人 371人 364人
公営企業等
188人 188人 189人 192人 191人 194人 196人 196人 199人 209人
会計部門
合計
3589人 3553人 3539人 3533人 3563人 3570人 3601人 3600人 3644人 3691人

625人

０人

133人

133人

1434人

1450人

衛生

491人

505人

労働

４人

４人

農林水産

４人

４人

０人

商工

39人

39人

０人

土木

347人

340人

計

3074人

3118人

教育

371人

364人

3445人

3482人

199人

209人

14人 感染症対策の強化による増など
０人

44人〈参考〉
人口１万人あたりの職員数 54.70人
△ ７人

人件費の状況

東京23区では、中立かつ専門的な機関と
して設置している
「特別区人事委員会」
が民
間企業の給与実態を調査し、23区職員の給
与について勧告を行っています。板橋区職
員の給与も、この勧告に基づき区議会の審
議を経て、条例により定められています。

住民基本台帳人口
（令和３年１月１日現在）
57万213人

37人〈参考〉
人口１万人あたりの職員数 61.09人
10人

区長・区議会議員などの特別職の給料・
報酬は、学識経験者などで構成される「板
橋区特別職報酬等審議会」の答申を受け、
区議会の審議を経て、条例により定められ
ています。

区分
Ⅰ類
一般 （大学卒）
行政職
Ⅲ類
（高校卒）
技能
高校卒
労務職

47人
〈参考〉
人口１万人あたりの職員数 64.75人
（ ０人）

40万8064円

東京都

31万5489円

46万3399円

国

32万5827円

一般行政職

平均給与月額
（国ベース）

平均年齢

36万6963円

38.9歳

39万7422円

41.9歳

40万7153円

43.0歳

技能労務職
29万5042円

40万653円

36万4125円

29万644円

39万3826円

35万9294円

53.2歳
50.4歳

国

28万6947円

32万8603円

50.9歳

特別職の報酬などの状況
給料月額など
113万5000円

2043万円

副区長

91万円

1128万4000円

91万円
78万2000円

議員

60万円

１期の退職手当額

3.60月分

※退職手当は、区長は給料月額×勤続期間×450/100、副区長は給料
月額×勤続期間×310/100が支給されます。区議会議長・副議長・議
員には支給されません。
※１期の退職手当額は、令和３年４月１日現在の給料月額・支給率に
基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合の退職手当の見込額です。

14万5600円

15万600円

13万9400円

14万3000円

14万7900円

※職員手当には、退職手当を含みません。
※職員数は、令和２年４月１日現在の人数です（公営企業等会計部門に
従事する職員を除く）。
※給与費には、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与
費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。
※千円未満を切り上げています。

職員の経験年数別・学歴別 平均給料月額の状況
区分

一般
行政職
技能
労務職

職員の手当の種類・内容
支給月額

区分

板橋区

国

配偶者

6000円

6500円

子

9000円

１万円

父母など

各6000円

各6500円

16～22歳の子についての加算

各4000円

各5000円

⃝支給職員１人あたりの平均支給年額…19万5769円
⃝支給実績…２億1397万4000円
⃝支給額＝（給料＋扶養手当＋管理職手当）×支給率
※支給率は、東京23区内20％、千葉県鴨川市（天津わか
しお学校）12％、国は地域区分により０～20％まで。
⃝支給職員１人あたりの平均支給年額…69万3774円
区分

支給月額

Ⅰ類
（大学卒）
Ⅲ類
（高校卒）

経験年数15年

経験年数20年

32万4429円

35万9635円

26万9220円

31万5538円

高校卒

29万6280円

年度

支給総額

支給職員１人あたり
の平均支給年額

令和２年度

６億7653万5000円

17万3516円

元年度

７億2928万円

18万1458円

著しく危険・不健康、その他特殊な業務に就いたとき
に支給される手当
⃝手当の種類…６種類
⃝手当支給職員の割合…15.7％
⃝支給職員１人あたりの平均支給年額…９万5289円
休日勤務手当・宿日直手当など

板橋区
東京都
国
期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉
１人あたりの １人あたりの
世帯主 満27歳以上32歳までの者
１万7600円
金額
平均支給額
平均支給額
上記以外の者
8300円
160万3000円 185万6000円
※国の賃貸住宅居住に対する最高支給額が２万8000円
2.55
2.05
2.50
2.05
2.55
1.90
月数
⃝支給職員１人あたりの平均支給年額…17万8793円
（1.40） （1.00） （1.40） （1.00） （1.45） （0.90）
⃝支給実績…１億7468万円
4.60月分
4.55月分
4.45月分
計
（2.40月分）
（2.40月分）
（2.35月分）
運賃相当額（支給限度月額５万5000円）
※（ ）内は再任用職員の支給割合です。
⃝支給職員１人あたりの平均支給年額…12万8514円
⃝支給実績…４億2100万9763円
区分
普通退職
定年退職
満27歳までの者

２万7000円

管理職手当・初任給調整手当・単身赴任手当など

※１人あたりの平均支給年額は、令和２年度一般会計・国民健
康保険事業特別会計決算により算出しました。

退職手当
退職時期に支給

議長
副議長

期末手当支給の割合

14万7100円

（令和２年度普通会計決算）

給与費
職員数
１人あたり
期末・
（A）
給料
職員手当
計（B）
給与費（Ｂ/Ａ）
勤勉手当
122億7230万 42億1856万 61億1902万 226億990万
3445人
656万3000円
9000円
6000円
7000円
2000円

通勤手当 その他

区分
区長

国
総合職18万6700円
一般職18万2200円

人事課給与係☎3579－2074

職員給与費の状況

期末・勤勉手当
一定の時期に支給

※平均給与月額とは、給料月額と諸手当（扶養手当・地域手当・住居
手当など）の合計です。
※平均給与月額（国ベース）とは、平均給与月額に諸手当が含まれてい
ない国家公務員の平均給与と同じ基準で再計算したものです。

東京都
18万3700円

地域手当
住居手当
毎月決まって支給

板橋区
東京都

板橋区

18万3700円

扶養手当

29万2859円

人件費比率
歳出額（A）
実質収支 人件費（B）
（Ｂ/Ａ）
2856億1286万 89億4381万 323億7800万
11.30%
1000円
1000円
6000円

時間外勤務手当 特殊勤務手当 その他
勤務実績に応じて支給

職
 員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況

板橋区

（令和２年度普通会計決算）

職員の初任給の状況

｜

※部門別職員数は、国が実施する定員管理調査に基づいています。
※公営企業等会計部門とは、国民健康保険事業・介護保険事業などです。
※職員数は一般職に属する職員の人数で、条例定数外職員（育児休業者・休職者）を含みます。
※（ ）内は、条例定数の合計です。
※増減数の内訳には、部門間の変更を含みます。

※人件費とは、職員の給与・退職手当、特別職の給料・報酬のほか、
共済費（社会保険料の事業主負担分）などを含む経費の合計です。
※実質収支とは、歳入歳出差引残額から翌年度へ繰り越すべき財源を
差し引いた実質的な残額です。
※人件費比率とは、人件費の歳出額全体に占める割合です。

特別職の報酬など

平均給与月額

オリンピック機運醸成事業による増、学校用
務の委託化による減など

問合

一般職員の給与

平均給料月額

｜

△ ７人 実施計画の見直しによる減など

職員の給与の状況

区分

｜

16人 児童相談所への職員派遣の増など

3644人 3691人
（3476人） （3476人）

合計

｜

マイナンバーカードの交付対応による増、児
21人
童相談所の設置準備による増など

民生

その他

主な増減理由

０人

税務

小計

（各年度とも４月１日現在）

18人

604人

（各年度とも４月１日現在）

対前年度
増減数

３年度

18人

総務

※上記のほか、一般任期付職員３人、育児休業代替任期付職員（事務）３人を採用。
定年退職
92人

人事課人事係☎3579－2070

部門別職員数の状況と主な増減理由

採用者数
事務
107人
心理
４人

※明示がないものは、いずれも令
和３年４月１日現在の数字。
※数値は表示単位未満で端数処理
しているため、合計・率などが異
なる場合があります。

区分

最高限度支給月数

39.75

47.7

令和２年度退職者の
316万4000円 2059万2000円
１人あたりの平均支給額

「広報いたばし」は、アプリ（マチイロ・カタログポケット・シュフー）でも配信しています
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11月12日〜25日は女性に対する暴力をなくす運動期間

ひとりで悩んでいませんか
相談窓口( 表1 参照)では、相談者の悩み・問題点を整理し、解決のために必
要な支援を行います。周りに暴力で悩んでいる方がいましたら、相談窓口に連
絡するようお伝えください。相談の秘密は守られますので、安心してご相談く
ださい。

アウェアネスリボンキャンペーン
▶とき＝11月15日㈪〜22日㈪の平日、９時〜17時(最終日は16時まで)▶ところ
＝プロモーションコーナー(区役所１階)▶内容＝アウェアネスリボン(社会問
題に対する支援・賛同のシンボル)に関するパネル展示・リボン配布

問

合

国民年金
産前産後期間の保険料が
免除されます
第１号被保険者が出産(妊娠85日以上の出産
で死産・流産・早産を含む)した場合に、出産
前後の保険料が免除されます。
▶免除期間＝出産予定日または出産日が属する
月の前月から４か月間※多胎妊娠の場合は、出
産予定日または出産日が属する月の３か月前か
ら６か月間。※保険料納付済期間に算入※付加
保険料の納付可▶対象＝第１号被保険者で、出
産日が平成31年２月１日以降の方※申請方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。▶問＝板
橋年金事務所☎3962−1481、板橋区国保年金課
国民年金係☎3579−2431

お 知らせ
公園での無許可のサッカー教室に
ご注意ください
区立公園などで、営利目的の教室を開催する
場合は、区長の許可が必要です。無許可での開
催は違反行為になりますので、保護者のみなさ
んも、お子さんが関わることのないようご協力
をお願いします。
▶問＝管理課占用係☎3579−2505

介護保険サービス利用意向調査に
ご協力ください
本調査は、要支援・要介護認定を受けながら、
介護保険サービスを利用していない方の理由・
生活状況を把握するために行います。11月15日
㈪に、対象者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＝無作為に抽出した区民2000人▶問＝介
護保険課管理相談係☎3579−2357

リサイクル自転車販売
▶受渡日＝12月17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＝11月26
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(８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

表1 相談窓口
窓 口
板橋区男女平等推進センター(総合相談)
いたばしＩ(あい)ダイヤル(DV相談)
東京ウィメンズプラザ
東京都女性相談センター
警視庁総合相談センター
東京都性暴力救援ダイヤルNaNa(ナナ)

電話番号
☎3579−2188(平日・第２土曜、９時〜17時)
☎5860−9510(平日、９時〜17時)
☎5467−1721(９時〜21時)
☎5261−3110(平日、９時〜20時)
☎3501−0110(平日、８時30分〜17時15分)
☎5607−0799(24時間)
☎0120−279−889(24時間)※SNS・メール相
DV相談＋(プラス)
談も可。詳しくは、内閣府ホームページを
ご覧ください。
※緊急の場合は、お近くの警察署にご相談ください。

男女社会参画課男女平等推進係☎3579−2486

国際交流事業に助成します
▶対象＝国際交流・相互理解の促進を目的とし
て12月〜来年３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＝12月15
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

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧状況を公表します
▶とき＝12月１日㈬〜28日㈫の平日▶ところ＝
戸籍住民課(区役所１階戸籍住民課受付)・区ホ
ームページ▶内容＝令和２年11月〜３年10月分
の閲覧年月日・閲覧者氏名(法人の場合はその
名称)・利用目的概要・閲覧に関する住民の範
囲▶問＝戸籍住民課住民台帳係☎3579−2207

りんご湯を行います
▶とき＝11月21日㈰▶ところ＝区内各浴場※詳
しくは、板橋区浴場組合ホーム
ぺージをご覧ください。▶費用
＝入浴料▶問＝産業振興課商業
振興係☎3579−2171

マイナンバーカードの
出張申請受付窓口を
設置します
▶とき・ところ＝ 表2 参
照▶対象＝板橋区に住民
登録があり、初めて申請
する方※来年３月29日㈫
までにカードを受け取る
方に、区内共通商品券
(2000円分)を差し上げま
す。

問

合

板橋区マイナンバーコールセンター
☎6905−7031(平日・第２日曜・
第４土曜、９時〜17時)

傍

聴

エコポリス板橋環境行動会議
▶とき＝11月22日㈪10時から▶ところ＝大会議
室Ａ(区役所９階)▶内容＝会議運営方針の検討
など▶定員＝５人(申込順)▶申込・問＝11月15
日㈪朝９時から、電話・FAX・Ｅメールで、資
源循環推進課資源循環協働係☎3579−2258
3579−2249 s-recycle@city.itabashi.tokyo.
jp※申込記入例(８面)参照

休 みます
桜川地域センター
▶とき＝11月25日㈭※設備点検のため▶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…11月25日㈭
● グリーンホール…11月29日㈪
※17時〜20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579−2222
エコポリスセンター・前野地域センター・
前野いこいの家
▶とき＝11月27日㈯・28日㈰※設備工事のため
▶問＝エコポリスセンター☎5970−5001〈第３
月曜休館〉

表2 出張申請受付窓口
と き
11月27日㈯
11月28日㈰
12月４日㈯
12月５日㈰
12月11日㈯

ところ
舟渡ホール
富士見地域センター
桜川地域センター
前野ホール
仲宿地域センター
徳丸地域センター
12月18日㈯
板橋交通公園内集会所
(大山西町21−１)
清水地域センター
12月19日㈰
熊野地域センター
来年１月11日㈫・12日㈬ 板橋税務署(大山東町35−１)
来年１月15日㈯
志村コミュニティホール
来年１月16日㈰
ロータスホール
イトーヨーカドー上板橋店
来年１月19日㈬・20日㈭
(常盤台４−26−１)
中台地域センター
来年１月23日㈰
下赤塚駅前集会所
(赤塚１−７−２)
来年１月29日㈯
大谷口地域センター
徳丸ヶ原公園内集会所
(高島平８−24−１)
来年１月30日㈰
常盤台地域センター
板橋宿不動通り商店街
来年２月３日㈭〜５日㈯
(都営三田線
「板橋区役所前」
下車)
成増アクトホール
来年２月６日㈰
板橋地域センター
※10時〜16時

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
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※費用の明示がないものは無料

計画（素案）にご意見をお寄せください
次世代育成推進行動計画実施計画2025
（素案）
妊娠期から子どもの社会的自立まで、誰一人取り残すことなく切れ目のない支援を行い、子
どもの育成を社会全体で支えるため、本計画を策定します。
▶全文の閲覧場所＝子ども政策課（区役所３階㉒窓口）・区政資料室（区役所１階⑦窓口）・各地域
センター・区立各図書館・区ホームページ▶意見書の提出締切＝11月26日▶意見書の提出先・
問＝子ども政策課計画調整係☎3579－2471 3579－2487 kk-shomu@city.itabashi.tokyo.jp

産業振興事業計画2025（素案）
「未来を輝かせる産業文化都市・いたばし」
の実現に向け、区内事業者の経営課題に柔軟・的
確に対応するため、本計画を策定します。
▶全文の閲覧場所＝産業振興課（情報処理センター５階）・区政資料室（区役所１階⑦窓口）・各
地域センター・区立各図書館・区ホームページ▶意見書の提出締切＝11月29日▶意見書の提出
先・問＝産業振興課工業振興係（〒173－0004板橋２－65－６）☎3579－2193 3579－9756 sgsenryaku@city.itabashi.tokyo.jp

計画（素案）の意見提出
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方、区内事業者、区内で活動する団体など▶閲覧期間・意見
書の提出＝各締切日（必着）まで、素案に対する意見と申込記入例（８面）の項目、法人・各種団
体の場合は名称・所在地・代表者氏名、区内で活動する団体などの場合は活動内容を明記のう
え、直接または郵送・FAX・Ｅメール・区ホームページで、各提出先※提出された意見に個別
の回答は行いません。意見に対する区の考え方を後日公表します。

募

集

顕彰候補者
文化・スポーツ・国際交流の各分野で活躍し
た個人・団体に区民文化栄誉賞・優秀賞などを
贈呈し、その功績を顕彰します。
▶対象期間＝令和３年１月〜12月
▶対象＝次のいずれかに該当する区内在住・在
勤・在学の個人または区内に活動の本拠地を置
く団体
●文
 化部門…全国大会以上の各種コンクールな
どで上位３位以内に入賞
●ス
 ポーツ部門…全国大会以上の各種スポーツ
大会などで上位３位以内に入賞
● 国際交流部門…国際交流活動で顕著な活躍

●そ
 の他…板橋区の文化芸術・スポーツ文化の

向上に貢献し、顕著な活躍
※顕彰歴がある場合は、対象外の可能性あり。
▶申請書の配布場所＝（公財）板橋区文化・国際
交流財団（区立文化会館内）、同財団ホームペー
ジ※郵送を希望する場合は、お問い合わせくだ
さい。▶申込・問＝12月17日（必着）まで、申請
書を直接または郵送で、同財団（〒173−0014大
山東町51−１）☎3579−3130※12月18日㈯以降
に、大会などの予定がある場合は、事前にご相
談ください。

EV（電動）バイクバッテリーシェア
のモニター
▶募集人数＝30人▶期間＝12月中旬〜来年３月
中旬▶内容＝EVバイクの運転・バッテリーシ
ェアの体験▶対象＝18歳以上で、原付免許など

を有する方※申込方法など詳しくは、EVバイ
クバッテリーシェア推進事業実行事務局ホーム
ページをご覧ください。▶問＝同事務局（㈱イ
ンターコア内）☎5403−6677、板橋区環境政策
課スマートシティ・環境政策係☎3579−2591

違反広告物撤去活動員
▶内容＝区内道路などの違反広告物（貼り紙な
ど）の撤去▶対象＝区内在住・在勤・在学で、
月１回以上ボランティア活動できる個人・団体
▶申込・問＝11月15日㈪〜12月17日㈮に、直接
または電話で、管理課占用係（区役所５階㉕窓
口）☎3579−2505

都営住宅（板橋区地元割当）入居者
▶募集内容・戸数＝１・２人向け（２戸）※対象
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＝11月24日㈬〜12月１日
㈬に、住宅政策課（区役所５階⑭窓口）・庁舎案
内（区役所１階）・赤塚支所・各地域センター・
各区民事務所・各福祉事務所・区ホームページ
※夜間・土曜・日曜は、区役所の夜間受付で配
布。▶申込・問＝12月７日（必着）まで、必要書
類を郵送で、住宅政策課住宅運営係(〒173−
8501)☎3579−2187※12月２日㈭までの消印が
必要

区民参加ミュージカル
「クリスマスキャロル」参加者
▶とき
●ワ
 ークショップ…12月12日㈰・19日㈰・来年
１月９日㈰・15日㈯・16日㈰・23日㈰・29日
㈯・30日㈰・２月６日㈰・12日㈯・13日㈰・
20日㈰、12日制、12時〜16時
●リ
 ハーサル…来年２月５日㈯17時〜20時30分
・27日㈰10時〜11時30分
● 公演…来年２月27日㈰14時から
▶ところ＝成増アクトホール▶内容＝歌・ダン
ス・簡単な演技など▶講師＝劇団フジ団員▶対
象＝区内在住・在学の小学〜高校生▶定員＝30
人（抽選）▶費用＝8000円※参加後にキャンセル
した場合の払い戻し不可▶持物＝上履き▶申込
・問＝11月30日（必着）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（８面）の項
目と学年、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

11月９日〜15日は秋の火災予防運動

もう一度 確認 安心 火の用心
住宅火災をなくそう

電子部品の劣化・電池切れなどで、火災を感知しなくなること
があるため、設置後10年を目安に本体を交換しましょう。

問合

火災による死者の約９割が住宅火災で発生し
ています。日常生活の中で次のことを徹底し、
火災を未然に防ぎましょう。
● コンロ使用中は目を離さない
● ストーブの周囲に燃えやすいものを置かない
● 寝たばこをしない
● ごみは収集日の朝に出す など

住宅用火災警報器を確認しよう

● 板橋消防署☎3964−0119
● 志村消防署☎5398−0119
● 板橋区地域防災支援課消防防災担当係☎3579−2158

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
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受動喫煙対策

に取り組みましょう
飲食店などを経営する区内事業者へ
飲食店などでは、
次のような対応が必要です。

● 店内の喫煙状況を適切な標識で掲示する

● 一定の要件を満たして喫煙可能室を設置する

場合は、保健所に届け出る
※敷地内・屋外に喫煙場所を設置する場合は、
受動喫煙を防止するための配慮が義務付けられ
ています。

喫煙する方へ
改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の
規制外の場所(私有地・屋外)でも、喫煙する場
合は、周囲の方への配慮をお願いします。
嫌煙バッジを配布しています
▶配布場所＝板橋区受動喫煙
防止相談窓口(区役所３階㉑
窓口)

問合

板橋区受動喫煙防止相談窓口
☎3579−2707(平日、８時30分〜17時)

福

祉

すぐに役立つミニ介護講座（基本編）
▶とき＝12月４日㈯10時〜12時30分▶内容＝寝
返り・起き上がり、ベッド上での移動、車いす
の介助方法など▶対象＝区内在住で、家族を介
護している、または介護する予定の方※ヘルパ
ーなどの有資格者を除く。▶定員＝８人(抽選)
▶ところ・申込・問＝11月24日(必着)まで、往
復はがきで、おとしより保健福祉センター介護
普及係(〒174−0063前野町４−16−１)☎5970
−1120※申込記入例(８面)の項目と職業を明記

認知症サポーター養成講座
▶とき＝12月９日㈭14時〜15時30分▶ところ＝
成増アクトホール▶内容＝講義「認知症の症状
・支援方法」※受講者には、認知症サポーター
カードを差し上げます。希望する事業者(介護
保険事業者を除く)には、「高齢者あんしん協力
店」ステッカーを配付し、区ホームページに事
業者名を掲載します。▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方、区内事業者▶定員＝30人(申込順)
▶申込・問＝11月15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
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11月16日〜12月15日は
東京都エイズ予防月間

あらためて 見直す・知る 行動を
正しい理解と行動を
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の主な感染経
路は、性行為・血液・母子感染です。梅毒な
どの性感染症にかかっている場合も、HIVに
感染しやすくなります。HIV感染後に、適切
な治療を開始しないと免疫機能が低下し、
様々な病気・感染症を引き起こしてエイズ
(後天性免疫不全症候群)を発症します。
年齢別でみると、HIV感染者は20・30代、
エイズ患者は40・50代に多くなっています。
HIVは、感染しても自覚症状がほとんどない
ため、検査を受けて感染の有無を確認しまし
ょう。HIV・エイズは完治できませんが、早
期発見・治療により、エイズの発症を抑える
ことができます。

※結果は１週間後※希望者には、クラミジア
・梅毒の検査も実施。▶申込＝電話で、予防
対策課感染症相談指導係※相談は随時受付

東京都新宿東口検査・相談室
▶とき＝平日15時30分〜19時30分、11月23日
㈷・土曜・日曜13時〜16時30分▶内容＝HIV
抗体検査・梅毒検査※希望者には、クラミジ
ア・淋病の検査も実施(月間中のみ)。▶とこ
ろ・申込・問＝電話で、東京都新宿東口検査
・相談室(新宿区歌舞伎町２
−46−３SIL新宿ビル２階)☎
6273−8512※聴覚・言語障が
いがある方はFAX(6273−
8532)での申込可※携帯電話
▲携帯電話サイト
サイトからも申込可
りん

問

HIV抗体検査
▶とき＝月１・２回木曜、９時〜10時30分▶
ところ＝板橋区保健所▶内容＝HIV抗体検査

若年性認知症講演会

合

予防対策課感染症相談指導係
☎3579−2321

はじめての歯みがきひろば

▶とき＝12月11日㈯14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール２階ホール▶内容＝講演「診断後支
援と求められる医療福祉連携」▶講師＝(地独)
東京都健康長寿医療センタ
ー認知症未来社会創造セン
ター長 粟田主一ほか▶対
象＝区内在住・在勤の方▶
定員＝40人(申込順)▶申込
・問＝11月15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

健 康 ガ イド
※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

▶とき＝12月８日㈬10時30分〜11時40分▶内容
＝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10月〜３年２月生
まれのお子さんとその保護者
▶定員＝16組(申込順)▶持物
＝母子健康手帳▶ところ・申
込・問＝電話で、高島平健康
福祉センター☎3938−8621

区民結核健診
▶とき＝12月13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

離乳食から幼児食へのすすめ方

下肢静脈瘤講座
▶とき＝12月１日㈬14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール601会議室▶内容＝講義▶講師＝(公
財)愛誠病院医師 白𡈽裕之▶対象＝区内在住
・在勤・在学の女性▶定員＝50人(申込順)▶申
込・問＝電話で、女性健康支援センター☎3579
−2306

▶とき＝12月15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８
人(申込順)▶ところ・申込・問＝電話で、上板
橋健康福祉センター☎3937−1041

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拡大防止には、みなさんの徹底した対策が不可欠です。
引き続き感染対策を徹底しましょう。

手洗い・
マスク着用の徹底

身体的距離の確保

３密(密閉・密集・
密接)の回避

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)

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
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広報

いたばし

令和３年(2021年)11月13日(土)

※費用の明示がないものは無料

サークルだより

※活動日時・場所などは変更にな
る場合あり。詳しくは、各サーク
ルにお問い合わせください。

掲載のお問い合わせは
広聴広報課広報係へ
☎3579−2022

俳句
「桟雲の会」 初心者・初級者歓迎 第２土曜
13時〜16時30分 仲宿地域センター １回1500円
☎北田5375−6320(午前)
薩摩琵琶の会 初心者歓迎 第３日曜 14時〜16
時 下赤塚駅前集会所(赤塚１−７−２) １回
1000円 ☎関090−8685−1447
オカリナ
「アンダンテ」 初心者・初級者歓迎 第
１・３月曜 10時〜12時 グリーンカレッジホー
ル(志村３−32−６) １回1000円 ☎狩谷6913−
0442
仏像観て歩き パソコン利用者対象 月１回土曜
または日曜 13時〜17時 志村坂上地域センター
入会金500円・１回500円 ☎新井3936−5800
ハイキング「サロンゆる歩き」 月１・２回 関東
近郊の公園 年額3000円 ☎鈴木090−2538−6408
熊野カラオケ 初心者歓迎 第２・４木曜 18時
〜20時 熊野地域センター 月額2500円 ☎清田
3974−1105
徳丸太極拳サークル 無料体験あり 毎週月曜
９時30分〜11時30分・13時〜15時 きたのホール
月額3000円 ☎菅藤090−7270−3696
ノルディックウオーキング
「いたばしＮＷ塾」 初
心者歓迎 第２・４土曜 10時〜12時 都立城北
中央公園 月額500円 ☎谷口090−1760−7321
フラダンス
「カハラオ・プナ」 初心者の女性対象
第１〜３金曜 14時〜15時30分 ハロープラザ
(大山町49−１) 入会金1000円・月額4000円 ☎
林090−2146−6583
書道同好会 第１・３日曜 ９時〜12時 上板橋
健康福祉センター 入会金1000円・月額3000円
☎阿部090−8512−5595
やさしいらくらくヨガ 50歳以上の初心者・初級
者歓迎 月４回月曜 10時〜11時20分 高島平一
丁目集会所(高島平１−７−１) 入会金1000円・
月額2800円 ☎池上3958−6280
野草友の会 第３金曜 13時〜16時 グリーンホ
ール 年額2000円 ☎村中080−3464−8979
板橋スポーツ吹矢クラブ 無料体験あり 10歳以
上の初心者対象 第１・３土曜 13時〜15時 下
赤塚駅前集会所(赤塚１−７−２) １回500円
☎鈴木090−3597−3775
絵画
「金曜会」 見学可・無料体験あり 初心者歓
迎 月４回金曜 ９時30分〜15時 区立美術館
入会金3000円・月額5000円 ☎小林3975−4637
鴎座俳句会 初心者歓迎 第１水曜、第３月曜・
土曜 13時〜16時 区立文化会館 １回1000円
☎松田3968−0153
軟式野球「オールド・ジャパン」 50〜70歳対象
毎週土曜、月２・３回日曜 ９時〜17時のうち２
時間 区内野球場 年額２万円※年度途中の入会
は月額2000円 ☎加藤090−2312−8805
書道愛好会 初心者歓迎 第１・３木曜 ９時〜
12時 区立文化会館 入会金500円・月額3000円
☎長沼3938−0775
自分史
「つめくさ会」 Ｅメールを利用できる方対
象 第４土曜 10時〜12時 まなぽーと成増 月
額750円 ☎堀田3933−9144

広告コーナー

※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
社交ダンス
「ランダンスクラブ」 30歳以上の初級
・中級者歓迎 月３回金曜 14時〜15時30分 仲
町地域センター 入会金2000円・月額4000円 ☎
高田090−3912−9853
実用毛筆会 初心者歓迎 第１・３木曜 14時〜
16時 まなぽーと大原 入会金1000円・月額2500
円 ☎若月3966−8580
楽々ヨーガ 初心者歓迎 毎週水曜 10時30分〜
11時30分 仲宿いこいの家 １回500円 ☎西田
090−3046−2799
10の筋トレ
「あずきの会」 月４回水曜 10時〜11
時30分 志村坂上地域センター 月額400円 ☎
上野080−6674−2332
徳丸太極拳同好会 見学可・無料体験あり 60歳
以上の初心者対象 月４回土曜 10時〜11時30分
徳丸ふれあい館 入会金1000円・月額3000円 ☎
正司3932−6021
軟式野球
「ジョーカーズ」 50歳以上の初級・中級
者対象 毎週日曜 ７時〜11時 都立城北中央公
園野球場 年額8000円 ☎池田090−4936−0657
健康体操
「スマイル３Ｂ体操」 40歳以上の初心者
・初級者歓迎 月３回火曜 10時〜11時 高島平
九丁目集会所(高島平９−３−１) 入会金1000円
・月額2500円 ☎白戸080−3253−4836
楽しくフラダンス 初心者〜中級者の女性歓迎
第１・２・４月曜 10時〜11時30分 まなぽーと
成増 月額4000円 ☎唐仁原090−8745−6334
社交ダンス
「オアシス」 20歳以上の初級者・中級
者歓迎 月３回火曜 10時〜12時 常盤台地域セ
ンター 入会金1000円・月額2000円 ☎山口090
−9431−3783
文学と歴史の会 初心者・初級者対象 第３水曜
(平家物語コース)・第２木曜(信長公記コース)
10時〜12時 グリーンカレッジホール(志村３−
32−６) 月額1000円 ☎織茂090−1855−3891
還暦野球軍団水曜倶楽部 60歳以上の初級・中級
者の男性歓迎 毎週水曜 ９時〜13時 徳丸ヶ原
野球場 入会金3000円・１回200円 ☎滝本090−
1995−8435
板橋グラウンド・ゴルフクラブ 60歳以上の初心
者歓迎 月４回木曜 ９時30分〜12時 赤塚体育
館少年運動場 年額3000円 ☎石原3935−5037
将棋同好会
「歩」 毎週土曜・日曜 13時〜16時30
分 土曜(まなぽーと成増)・日曜(まなぽーと大
原) 入会金1000円・月額1200円※小・中学生
1000円(初月無料) ☎太宰090−2676−8173
大原川柳会 第１水曜 13時〜16時 まなぽーと
大原 １回1000円 ☎浅賀3579−9755

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年７月分）
▶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＝11月22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11月25日
㈭まで受付。▶問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579−2486

社会福祉協議会

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＝11月24日㈬10時〜11時30分▶ところ＝ま
もりん坊ハウス(上板橋１−26−８)※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＝11月15日㈪
朝９時から、電話で、ぬくもりサービス☎3964−
1185

公 共 機 関だより
特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者の募集
▶勤務場所＝区立幼稚園(大田区・足立区を除く)
※対象・選考方法など詳しくは、募集案内をご覧
ください。▶募集案内の配布場所＝板橋区指導室
(区役所６階⑰窓口)・特別区人事委員会ホームペ
ージなど▶申込・問＝11月18日〜12月７日(消印
有効)に、必要書類を郵送で、特別区人事・厚生
事務組合人事企画課(〒102−0072千代田区飯田橋
３−５−１東京区政会館17階)☎5210−9857

郵送などによる
手続きをご活用ください

に広告を掲載しませんか
問

合

ご案内

広聴広報課広報係☎3579−2022

「広報いたばし」
は、第１〜４土
曜に約15万6000部発行していま
す。ぜひ、ご活用ください。※募
集号・申込方法な
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。

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
サービス付き
高齢者向け住宅

ゆいま～る高島平

広めの居室で自由に自分らしく！
全室バリアフリー、42.34㎡～43.51㎡の居室
板橋区高島平ӼӷӼԀӷӼ号棟内

～感染防止を徹底し、随時見学受付中～

フロント：0800-800-6779
板橋区高島平ӼӷӼԀӷӽӨ桜通り商店街ӻӺӽӨ

◆都営三田線「高島平」駅より徒歩約ӻӻ分
◆国際興業バス「高島平二丁目」バス停すぐ

区ホームページにバナー広告を掲載しませんか
区ホームページのトップページなどに掲載する
バナー広告は、１か月単位で申込できます。※申
込方法など詳しくは、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＝広聴広報課広聴係☎3579−2024

広 告

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

令和３年(2021年)11月13日(土)

凡例

いたばし

広報

※費用の明示がないものは無料

…
「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」
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つくる・つながる・ポール・コックス展
本展では、世界で活躍するアーティスト ポール・コックスの風景画・劇場ポスター・絵本などを紹介します。
また、ひらがなをテーマにした参加型作品や巨大な絵画作品などの新作も紹介します。

開催案内

▶とき＝11月20日㈯〜来年１月10日㈷、９時30分〜17時(入館は16時30分まで)▶
観覧料＝一般650円、高校・大学生450円、小・中学生200円※土曜は高校生以下
無料※65歳以上の方(持物…年齢がわかるもの)・障がいがある方(持物…各種手
帳)は割引あり

期 間 中の 催し

講座
「オリジナルキャラクターの制作と展開」
▶とき＝11月27日㈯・12月４日㈯▶講師＝ゲームデザイナー からさわようすけ
講座
「のぞきからくり絵本」
▶とき＝11月28日㈰・12月５日㈰▶講師＝絵本作家 吉田稔美
[いずれも]
※２日制、14時〜17時。▶内容＝講義・実技▶対象＝高校生以上▶定員＝20人(申
込順)▶費用＝3000円▶申込＝11月13日㈯朝９時から、電話で、区立美術館

体験・観賞
どんぐりのぼうしで
ハリネズミをつくろう
▶とき＝11月20日㈯、13時〜14時30分・15時〜
16時30分、各１回制▶定員＝各回18人(申込順)
▶費用＝350円▶ところ・申込・問＝11月13日
㈯10時から、電話で、郷土芸能伝承館☎5398−
4711
〈第３月曜休館〉

科学教室
「イルミネーション
ステージを作ろう」
▶とき＝11月28日㈰13時30分〜16時▶対象＝小
学４年生以上▶定員＝12人(区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選)▶費用＝2500円▶とこ
ろ・申込・問＝11月18日(必着)まで、往復はが
き・Ｅメールで、教育科学館(〒174−0071常盤
台４−14−１)☎3559−6561 itakk@itbssem.jp
〈月曜休館〉
※申込記入例(８面)参照

冬鳥観察会
▶とき＝12月５日㈰※10時20分にリサイクルプ
ラザ集合・12時10分に解散▶内容＝荒川生物生
態園に飛来する冬の野鳥の観察※雨天時は講義
▶講師＝いたばし野鳥クラブ 栗林菊夫▶対象
＝小学３年生以上(小学３年生は保護者同伴)▶
定員＝15人(申込順)▶持物＝双眼鏡・野鳥図鑑
(いずれもお持ちの方)▶申込・問＝11月13日㈯
朝９時から、電話で、同プラザ☎3558−5374※
同プラザホームページからも申込可

史跡散歩
（志村地区）
▶とき＝12月11日㈯９時45分〜12時※荒天中止
▶内容＝志村一里塚・富士大山道標・清水坂な
どの散策▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶
定員＝40人(抽選)▶費用＝50円▶申込＝11月22
日(消印有効)まで、往復はがきで、板橋史談会
(〒173−0015栄町24−12−203井上方)※申込記
入例(８面)参照▶問＝同会☎090−9326−4586
(18時〜21時)、板橋区生涯学習課文化財係☎
3579−2636

講

座

居住支援セミナー
▶とき＝11月26日㈮10時〜11時50分▶ところ＝
グリーンホール１階ホール▶内容＝講義・パネ

ヘビと船長
(BL出版、2021年)

ナンシー・オペラ座
ポスター、1998-99年

リール・北劇場
ポスター、2014-15年

ところ・問合
区立美術館☎3979−3251
〈月曜休館。ただし来年１月10日㈷は開館し11日㈫休館〉

ルディスカッション
「高齢者の居住支援」
▶講師
＝東洋大学教授 山本美香▶対象＝区内賃貸物
件の所有者・不動産業者▶定員＝50人(申込順)
▶申込・問＝11月15日㈪朝９時から、電話・
FAX・Ｅメールで、板橋区居住支援協議会事務
局(板橋区住宅政策課内)☎3579−2186 3579−
2184 kb-jsodan@city.itabashi.tokyo.jp※
申込記入例(８面)参照

親プログラム
▶とき＝12月６日〜20日の毎週月曜、３日制、
13時30分〜15時30分▶ところ＝グリーンホール
503会議室▶内容＝講義「聞くことの大切さ」な
ど▶講師＝Be-Happy！アサーティブネスの
会 堤暢子▶対象＝区内在住・在勤で、子育て
中の方▶定員＝20人(申込順)※生後４か月以上
のお子さんの保育あり(定員８人、申込順)▶申
込・問＝11月15日㈪朝９時から、電話で、子ど
も家庭支援センター☎3579−2656

事業所のカーボンニュートラル
▶とき＝12月15日㈬14時〜16時▶ところ＝板橋
産連会館(仲宿54−10)▶内容＝講義「脱炭素の
現状・取組など」▶講師＝(一社)エネルギー情
報センター主任研究員 森正旭▶定員＝10人※
オンライン25人(いずれも申込順)※申込方法な
ど詳しくは、(一社)板橋産業連合会ホームペー
ジをご覧ください。▶問＝同連合会☎3962−
0131、板橋区環境政策課スマートシティ・環境
政策係☎3579−2591

省エネセミナー
▶とき＝12月８日㈬14時〜15時▶ところ＝中央
図書館▶内容＝講義「家庭でできる省エネルギ
ーのコツ」※ミニエコバッグを差し上げます。
▶講師＝東京都地球温暖化防止活動推進センタ

ー職員▶対象＝18歳以上の方▶定員＝20人(区
内在住・在勤・在学の方を優先し抽選)▶申込
・問＝11月26日(必着)まで、往復はがき・電子
申請(区ホームページ参照)で、環境政策課環境
教育係☎3579−2233※申込記入例(８面)参照

子育てのコツ教室
▶とき＝12月９日㈭10時〜11時30分▶内容＝講
義・ロールプレイ▶講師＝心身障害児総合医療
療育センター公認心理師 三間直子▶対象＝区
内在住で、５歳〜小学３年生の保護者▶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＝11月15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・祝日休み〉

文化財講座
▶とき＝12月11日㈯、10時〜11時・13時30分〜
14時30分、各１回制▶ところ＝郷土資料館▶内
容＝講義
「はにわを考えよう」
▶対象＝区内在住
の小学５・６年生▶定員＝各回20人(抽選)▶申
込・問＝11月29日(消印有効)まで、往復はがき
・電子申請(区ホームページ参照)で、生涯学習
課文化財係☎3579−2636※申込記入例(８面)の
項目と希望の回(午前・午後)を明記

不登校の子ども・親に寄り添う
▶とき＝12月12日㈰14時〜16時▶内容＝不登校
経験者の体験談▶対象＝不登校のお子さんの保
護者▶定員＝30人(申込順)▶ところ・申込・問
＝11月13日㈯朝９時から、電話・Ｅメールで、
まなぽーと成増☎3975−9706 nsyakyo@
city.itabashi.tokyo.jp〈第３月曜休館〉※申込
記入例(８面)の項目とお子さんの学年を明記

植村冒険館リニューアルオープン講演会
▶とき＝12月18日㈯14時〜16時▶ところ＝植村記念加賀スポーツセンタ
ー▶内容＝講演
「僕を支えた植村直己さんの言葉」
▶講師＝登山家 野口
健▶対象＝小学生以上▶定員＝200人(申込順)▶申込・問＝11月15日㈪
10時から、はがき・FAX・Ｅメール(いずれも１通２人まで)で、植村冒
険館事務室(〒173−0003加賀１−10−５)☎6912−4703 6912−4705
80um@uemura-museum-tokyo.jp〈土曜・日曜休み。ただし12月から
月曜休み〉
※申込記入例(８面)参照。複数で申し込む場合は全員分を明記。

野口健
(写真提供：野口健事務所)

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
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※費用の明示がないものは無料

凡例

冬の図書館行事
行 事

と き

※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※中央図書館は第２月曜・月末日、そのほかの図書館は第３月曜・月末日休館。
内 容

対 象

冬隣り朗読の午後

11月26日㈮
14時〜15時30分

初心者向けデータベース操作講習会

㈱紀伊國屋書店・木村茉諭による講習
「ジャ
12月１日㈬ ３日㈮、パンナレッジLib(百科事典・辞書情報)の活用
各１日制、10時〜11時 方法」 第一法規㈱・目須田淳一による講習
「D1-Law(法令・判例情報)の活用方法」

文学講座
「漱石 詞華集」

12月５日㈰10時〜12時

講座
「エドワード・ゴーリーの
うろんな日曜日」

12月５日㈰14時〜15時

翻訳家・柴田元幸による講義

オリジナル御朱印帳をつくろう

12月11日㈯
14時〜15時30分

選んだ絵柄で御朱印帳づくり
※費用：１冊1000円

ハンドベルコンサート

12月19日㈰14時〜15時

ボランティアグループSV板橋による演奏

クリスマスおはなし会

12月22日㈬
15時30分〜16時15分

大型絵本の読み聞かせ・工作など

講演会
「友だち・家族に贈りたい
イタリアの児童書」

12月22日㈬
18時〜19時30分

イタリア文化会館図書館員によるイタリアの
新しい絵本・児童書の紹介

やってみよう どうぶつしょうぎ

来年１月９日㈰、
13時30分〜14時30分・
15時〜16時、各１回制

将棋ゲームの体験

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

申込先に所在地がない場合の宛先
〒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)

施 設 の イ ベ ント
まなぽーと大原
戦争体験の継承
▶とき＝11月27日㈯13時30分〜15時30分▶内容
＝講義▶講師＝語 部 高島悦子▶定員＝20人
(申込順)▶申込＝11月13日㈯朝９時から、直接
または電話で、まなぽーと大原
大原サークル公開教室
「手打ちそば体験」
▶とき＝12月12日㈰、10時〜11時・13時30分〜
14時30分、各１回制▶定員＝各回６人(抽選)▶
費用＝740円▶持物＝タオル・エプロン・バン
ダナ・持ち帰り用容器(長さ20cm程度)２個▶
申込＝11月22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)※申
込記入例の項目と希望の回(午前・午後)を明記
[いずれも]
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶ところ・問
＝まなぽーと大原☎3969−0401
〈第３月曜休館〉

赤塚植物園
クリスマスリース作り
▶とき＝12月４日㈯10時30分〜11時30分▶対象
＝区内在住・在学の小学〜高校生▶費用＝200円

定 員
20人

板橋区朗読交流会による朗読

文芸・文化・教育研究家
講義

申込記入例

…
「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」

各５人
｜

ところ・申込・問
11月13日㈯朝９時から、直接または電話で、
高島平図書館☎3939−6565
11月13日㈯朝９時から、電話で、
中央図書館☎6281−0291

20人

11月21日㈰朝９時から、直接または電話で、
赤塚図書館☎3939−5281
※ところ：下赤塚地域センター

25人

11月14日㈰朝９時から、直接または電話で、
小茂根図書館☎3554−8801

中学生以上

10人

11月13日㈯10時から、直接または電話で、
成増図書館☎3977−6078
※ところ：成増アートギャラリー

｜

20人

11月19日㈮朝９時から、直接または電話で、
氷川図書館☎3961−9981

小学生以下のお子さんと
その保護者

15組

中央図書館☎6281−0291

｜

30人

12月１日㈬朝９時から、Ｅメールで、
中央図書館☎6281−0291 ehon@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例参照

５〜９歳のお子さん
(未就学児は保護者同伴)

各回６組

冨田鋼一郎による

ケヤキの苗木で苔玉作り
▶とき＝12月５日㈰10時〜12時▶講師＝園芸研
究家 玉木恭介▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方▶費用＝一般2000円、65歳以上の方・障が
いがある方・高校生以下1420円
[
いずれも]
▶定員＝15人(抽選)▶持物＝持ち帰り用袋▶申
込＝11月25日(必着)まで、往復はがき・電子申
請(区ホームページ参照)で、赤塚植物園(〒175
−0092赤塚５−17−14)※申込記入例参照
植物観察会
▶とき＝11月20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)▶申込＝11月14日
㈰朝９時から、電話(１申込
２人まで)で、赤塚植物園
[ 〜 いずれも]
▶ところ・問＝同園☎3975−9127〈月曜、第１
・３・５火曜事務室休み〉

12月11日㈯朝９時から、直接または電話で、
東板橋図書館☎3579−2666

エコポリスセンター
お正月に飾る苔玉作り
▶とき＝12月５日㈰10時〜12時▶定員＝15人▶
費用＝2800円▶持物＝花ばさみ・エプロン▶と
ころ・申込＝11月22日(必着)ま
で、往復はがきで、エコポリス
センター(〒174−0063前野町４
−６−１)※申込記入例参照※
同センターホームページからも
申込可
オンライン講演会
「エシカルを学ぶ」
▶とき＝12月19日㈰13時〜15時※オンライン会
議システム
「Zoom」
を使用▶講師＝㈱HASUNA
代表 白木夏子▶対象＝18歳以上の方▶定員＝
50人▶申込＝12月６日㈪まで、エコポリスセン
ターホームページ
[いずれも]
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選▶問
＝同センター☎5970−5001
〈第３月曜休館〉

いたばしのヒトビト
この度、選定保存技術保持者の認定を受け、大変ありがたく思って
います。昔は関東にも、真田紐を製作している職人が何人かいました
が、第２次世界大戦をきっかけに、私たち家族が関東唯一の真田紐職
人となりました。明治から大正に両親が導入した希少な木製織機を今
でも使っており、紐幅を均一にすることはもちろん、肌触りにもこだ
わって製作しています。今後も、息子と一緒に、この技術を継承して
いけるよう頑張っていきます。

選定保存技術制度

国が文化財を保存するための伝統的な技術を
「選定保存技術」
と
して選定し、その保持者・保存団体を認定する制度。

真田紐

現在は、主に美術工芸品保存箱の箱紐として使用され
ており、強く丈夫なのが特徴。その起源は諸説あるが、
武将・真田昌幸の甲冑などに使われた紐が語源と言われ
ている。

区内在住
選定保存技術保持者（真田紐）

市村 藤一さん

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

11月のテーマ
「板橋区と近代日本経済の父
渋沢栄一」

▶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

