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子ども家庭総合支援センターを
開設します

４月
から

　４月から、子ども家庭支援センター・児童相談所の機能を併せ持つ「子ども家庭
総合支援センター」を開設します。子ども・家庭、地域の子育て機能の総合支援拠
点として、子どもの健やかな成育を切れ目なく支援します。
※児童相談所業務は７月から開始のため、６月までは東京都北児童相談所(☎3913－
5421、平日９時～17時)が相談窓口です。

問　合

児童相談所開設準備課計画推進係
☎3579－2068

●３月まで…☎3579－2658
●４月から…☎5944－2373

※24時間※児童相談所虐待対応ダイヤル(☎189、24時間)でも
相談を受付

☎0120－925－610(24時間)

ご相談ください
　子どものしつけ・不登校・障がいなどの悩みがある場合や、保護者
の病気などで子育てが困難な場合などは、気軽にご相談ください。

☎3579－2656(平日、９時～17時)３月まで

☎5944－2373(平日、８時30分～17時)４月から

ファミリーサポート・育児支援ヘルパー・ショート
ステイなどの子育て支援サービスもあります。対象
など詳しくは、区ホームページをご覧ください。

相談窓口

子どもなんでも相談

児童虐待相談専用電話

新型コロナワクチンの３回目接種をお勧めします 現在、予約が取りやすくなっています。
予約方法など詳しくは、接種券に同封しているお知らせをご覧ください。

施設概要

開所日

平日(年末年始を除く)
８時30分～17時

住　所

本町24－17
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A１出口から徒歩７分
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４月から、現在の子ども家庭支援センター(グリーンホ
ール７階)は上記施設に移転します。
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※費用の明示がないものは無料 ※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

お知らせ
敬老入浴事業の申込を受け付けます
　区内浴場などの入浴券(25回分)を交付します。 
※１回100円の自己負担が必要※交付は期間内
１人１回
▶利用期間＝４月～来年３月▶対象＝板橋区に
住民登録があり、昭和28年４月１日以前に生ま
れた方▶申請書の配布場所＝長寿社会推進課
(区役所２階⑯窓口)・各地域センター・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・区内各浴場・露
天風呂ゆの花(北区浮間４－６－10)▶申込＝申
請書を、郵送の場合は来年３月17日(必着)・直
接の場合は31日㈮まで、長寿社会推進課シニア
事業係(〒173－8501)▶問＝同係☎3579－
2372、敬老入浴事業専用電話☎3579－1288(３
月22日㈫～５月31日㈫の平日、９時～17時)

はり、きゅう、マッサージ・指圧施術
割引券の申込を受け付けます
　区内施術所の割引券(７回分)を交付します。
※１回1000円の自己負担が必要※交付は期間内
１人１回
▶利用期間＝４月～来年３月
▶対象＝板橋区に住民登録があり、次のいずれ
かの要件を満たす方※板橋区国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料の滞納者を除く。
●A 昭和22年４月２日～33年４月１日生まれで、
板橋区国民健康保険に加入している
●B後期高齢者医療制度に加入している
▶申込専用はがきの配布場所＝国保年金課(区
役所２階㉒窓口)・後期高齢医療制度課(区役所
２階⑬窓口)・各地域センター・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・各ふれあい館
▶申込期間
● 直接…４月～来年３月※持物…●A国民健康保
険証●B後期高齢者医療被保険者証

●  はがき(申込専用はがき・郵便はがき)・電子
申請…４月～来年２月(消印有効)

▶申込・問＝直接またははがき・電子申請(区
ホームページ参照)で、●A国保年金課管理係☎
3579－2401B後期高齢医療制度課管理収納係☎
3579－2327※郵便はがきの場合は、申込記入例
(３面)の項目と生年月日、●Aは国民健康保険証
の記号・番号、●Bは後期高齢者医療被保険者番
号を明記。

旧粕谷家住宅の公開を再開します
　４月３日㈰から、整備工事が完了した都指定
有形文化財の古民家「旧粕谷家住宅」(徳丸７－
11－１)を公開します。
▶開園時間＝９時30分～15時30分▶休園日＝月
曜(祝日の場合は翌日)・年末年始▶問＝生涯学
習課文化財係☎3579－2636

グリーンカレッジホールの講座
ウクレレ教室
▶とき＝４月12日～８月のうち12日間、各火曜
▶講師＝日本ウクレレスクール公認指導員　遠
藤健▶対象＝区内在住・在勤の50
歳以上で、グリーンカレッジホー
ルのウクレレサークル未加入者▶
費用＝6000円▶持物＝ウクレレ※
無料貸出あり(10本、申込順)
鉛筆画講座(ステップアップコース)
▶とき＝４月15日～来年３月のうち12日間、各
金曜▶講師＝鉛筆画家　つだなおこ▶対象＝区
内在住・在勤の50歳以上で、鉛筆画の経験があ
る方▶費用＝7200円

[いずれも]
※９時30分～11時30分▶定員＝20人(申込順)▶
ところ・申込・問＝３月19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

リサイクルワークショップ
▶とき＝４月17日㈰12時30分～15時30分▶内容
＝はぎれでランチョンマット・コースター作り
▶定員＝10人(区内在住・在勤・在学の方を優
先し抽選)▶費用＝1500円▶持物＝裁縫道具▶
ところ・申込・問＝３月28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)☎5970－5001〈第３月曜休館。
ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉※申込
記入例(３面)参照※同センターホームページか
らも申込可

シニアの絵本読み聞かせ講座
▶コース・とき
● 前期…６月２日～８月25日(８月11日を除く)
の毎週木曜

●  後期…９月８日～12月１日(11月３日を除く)
の毎週木曜

※10時～12時※別日に健康チェック(計３日)あ
り※コースの選択不可
▶ところ＝グリーンカレッジホール(志村３－
32－６)▶内容＝発声・選書・感情表現などの
技術習得▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上
の方▶定員＝各コース24人(抽選)▶費用＝5000
円※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＝長寿社会推進課シニア
活動支援係☎3579－2376

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、感染防止の３つの基本(身体的
距離の確保・マスク着用・手洗い)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

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・☎6258－5780

(いずれも24時間)
東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル
☎6630－3710(24時間)・☎6626－3473(９時～18時)

広 告

見次公園の手こぎボートの
貸出を始めます
▶とき＝３月20日～10月30日の土曜・日曜・祝
日、10時～17時(３月・10月は16時まで)※乗船
は終了の30分前まで。※荒天時は中止の場合あ
り▶ところ＝見次公園(前野町４－59)▶費用＝
１隻(３人乗り)30分240円※延長不
可▶問＝南部土木サービスセンタ
ー地域連携係☎3579－2532

国際交流事業などに助成します
▶対象＝次のいずれかの事業
●A ４月～来年３月に実施し、外国人に日本語を
教える
●B 国際交流・相互理解の促進を目的として４月
～７月に実施し、１週間以内で完了する
▶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)※A会場・設備借上費の
み全額※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＝４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

参議院議員選挙
若年層投票立会人募集
▶対象＝区内在住・在勤・在学で、18～24歳の
方※報酬など詳しくは、区ホームページをご覧
ください。▶申込・問＝４月28日(必着)まで、
申請書を直接または郵送・FAXで、選挙管理委
員会事務局(区役所７階⑭窓口、〒173－8501)
☎3579－2681 3579－2687

土地建物の調査・測量・境界などの
相談会
　４月１日は「表示登記の日」です。これに合わ
せ、土地建物の調査・測量・境界問題、不動産
の表示登記の相談に応じます。
▶とき＝４月６日㈬10時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議室※当日、直接会場へ。▶
問＝東京土地家屋調査士会板橋支部・吉田☎
5399－4386(月曜～土曜、９時～19時)、板橋区
区民相談室☎3579－2288

講　座
イラストレーターってどんな仕事
▶とき＝３月27日㈰14時～15時▶内容＝講義▶
講師＝イラストレーター　斎藤敏文▶対象＝中
学・高校生▶定員＝15人(申込順)▶ところ・申
込・問＝３月19日㈯朝９時から、直接または電
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(３面)参照

社会福祉協議会への寄付（１月５日～31日）
▶蓮根仲町会１万円▶伊藤康治５万円▶問＝㈱福板
橋区社会福祉協議会☎3964－0235

ご案内社会福祉協議会
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※費用の明示がないものは無料

障がい児・者水泳教室
▶とき＝５月18日～７月６日の毎週水曜、８日
制、18時30分～20時30分▶ところ＝上板橋体育
館▶対象＝区内在住の障がいがある小学生～64
歳で、医師に水泳が適当と認められた方▶定員
＝15組(初めての方を優先し抽選)※参加者１人
につき、一緒に遊泳できる付添者(保護者また
は介助者)１人が必要。▶費用＝一般4000円、
小・中学生2600円▶持物＝水着・水泳帽(氏名
を記入)、タオル▶申込・問＝４月５日㈫まで、
電話・FAXで、障がいサービス課福祉係☎3579
－2362 3579－2364※申込記入例参照※後日、
申込書などをお送りします。
※初参加者は、面接(４月18
日㈪18時30分から、グリーン
ホール502会議室)あり。

傍　聴
高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会
▶とき＝３月30日㈬18時～20時▶ところ＝教育
支援センター(区役所６階)▶内容＝介護保険サ
ービス利用意向調査の結果報告など▶定員＝20
人(申込順)▶申込・問＝３月22日㈫朝９時か
ら、電話で、介護保険課管理相談係☎3579－2357

休みます
男女平等推進センター
▶とき＝３月28日㈪※施設点検のため▶問＝男
女平等推進センター☎3579－2790

※申込開始日の明示がないものは３月22日㈫朝９時から受付

　健康ガイド

区民結核健診
▶とき＝４月７日㈭９時30分～10時30分▶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、
同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

福　祉
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)＝ 表2 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

と　き ところ 会名称
●A ４月６日㈬・５月11日㈬ 成増アクトホール きずな

B ４月７日㈭・５月12日㈭
ウェルネススペース板橋
(板橋３－26－４) 板橋地区

●C ４月８日㈮・５月13日㈮ 高島平地域センター 桜の会

●D ４月12日㈫・５月10日㈫ 志村坂上地域センター 志村地区

●E ４月13日㈬・５月11日㈬
おとしより保健福祉
センター 男性家族交流会

●F ４月21日㈭・５月19日㈭ きたのホール やすらぎ

●G ５月18日㈬ おとしより保健福祉
センター ひだまり

※13時30分～15時30分(●Dは14時～16時)

表2  認知症の方を介護する家族のための交流会

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

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

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

もっと知ろうがんの正しい知識
▶とき＝３月22日㈫～４月21日㈭▶内容＝講演
「膀

ぼう

胱
こう

がん・肝胆膵
すい

がん治療」※帝京大学医学部
附属病院・日本大学医学部附属板橋病院の各ホ
ームページで動画配信▶講師＝帝京大学医学部
附属病院主任教授　中川徹ほか
▶問
●  帝京大学医学部附属病院医療連携室☎3964－
9830

●  日本大学医学部附属板橋病院がん相談支援セ
ンター☎3972－8111

●板橋区健康推進課健康づくり係☎3579－2302

乳がん体験者いたばしオアシスの会
▶とき＝４月20日㈬13時30分～15時30分▶とこ
ろ＝板橋区保健所▶内容＝体験・療養上の悩み
などの語り合い▶対象＝区内在住・在勤で、乳
がんを体験した、またはこれから治療を始める
女性▶定員＝20人(申込順)▶申込・問＝電話
で、女性健康支援センター☎3579－2306

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 表3 参照▶対象＝区内在
住の65歳以上で、もの忘れで医療機関にかかっ
ていない方※家族(区外在住を含む)も相談可▶
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

と　き ところ・申込電話

４月７日㈭
ウェルネススペース板橋(板橋３－26－４)
※申込は板橋おとしより相談センター☎5248
－2892

４月11日㈪ 高島平おとしより相談センター☎5922－5661

４月15日㈮ 志村坂上地域センター※申込は志村坂上おと
しより相談センター☎3967－2131

４月18日㈪ 下赤塚おとしより相談センター☎3930－1821
４月22日㈮ 中台おとしより相談センター☎3933－8875
※13時20分から・14時から、各１回制。

表3  医師によるもの忘れ相談

特別区職員(Ⅰ類)
採用試験を行います

区　分 採用予定数

一般方式

事務 983人程度
土木造園(土木) 64人程度
土木造園(造園) 17人程度
建築 62人程度
機械 15人程度
電気 19人程度
福祉 125人程度
心理 21人程度
衛生監視(衛生) 34人程度
衛生監視(化学) ５人程度
保健師 109人程度

土木・建築新方式 土木造園(土木) 13人程度
建築 14人程度

表1  特別区職員（Ⅰ類）採用試験

　４月から、キャッシュレス決済アプリ「PayPay」
「LINE Pay」に加え、「au PAY」「ｄ払い」「J-Coin Pay」
を利用できます。※利用方法など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。
▶対象
●住民税(普通徴収分)
●軽自動車税(種別割)
●国民健康保険料
●介護保険料
●後期高齢者医療保険料
※納付書１枚あたりの金額が30万円を超えるバーコード印字がない納
付書は利用不可
▶問
● 住民税(普通徴収分)・軽自動車税(種別割)について…納税課庶務・
収納係☎3579－2133

●  国民健康保険料について…国保年金課国保収納係☎3579－2409
●  介護保険料について…介護保険課資格保険料係☎3579－2359
●  後期高齢者医療保険料について…後期高齢医療制度課管理収納係☎
3579－2327

区の税金・保険料を決済できる
電子マネーの種類が増えます

▶区分・採用予定数＝ 表1 参照▶第１次試験日＝５月１日㈰※受験資
格など詳しくは、採用試験案内をご覧ください。▶採用試験案内の配
布場所＝特別区人事委員会ホームページ▶申込＝４月４日㈪17時ま
で、同ホームページ※一般方式と土木・建築新方式の併願不可▶問＝
同委員会事務局任用課☎5210－9787、板橋区人事課人事係☎3579－
2070

郵送などによる
手続きをご活用ください

申込記入例

往復はがきの場合は
返信用の宛名面にも
郵便番号・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

申込先に住所がない場合の宛先

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
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※費用の明示がないものは無料

ニリンソウの咲く公園
都立赤塚公園大門地区（大門16）
　都内最大級の自生地です。赤塚公園ニリン
ソウを守る会が保全活動を行っています。
赤塚植物園
　約３万輪のニリンソウが見られます。開花
状況は、区ホームページをご覧ください。
小豆沢公園（小豆沢４−16）
　北側斜面に群落が多く見られます。小豆沢
公園愛護協力会が保全活動を行っています。

ニリンソウとは
　白い花を２輪ずつ咲かせる春の花で、桜が咲く頃
から約２週間が見頃です。初夏には、地上部が枯れ
てしまうため、目にする機会が少ない山野草です。
　区は、昭和55年に区の花に選定し、ニリンソウを
含めた山野草・樹林の生育環境を大切にしています。

月間中の催し
ボランティアガイドによるツアー
▶コース・とき
⃝🅐�大門自生地ニリンソウガイド…土曜・日曜、10時〜12時
⃝🅑春の野草観察会…月曜・祝日
🅒ニリンソウ観察Day…４月３日㈰10時〜15時
※荒天中止※⃝当日、🅐�🅒都立赤塚公園大門地区（大門16）で随時受付🅑朝９時に赤塚溜池公園（赤
塚５−35−27）集合・12時に解散予定。
▶問＝都立赤塚公園サービスセンター☎3938−5715
ニリンソウ展
▶とき＝４月１日㈮〜８日㈮（２日㈯を除く）、９時〜17時▶ところ＝プロモーションコーナー（区
役所１階）▶内容＝ニリンソウの生態・保全活動
緑のガイドツアー
▶とき＝４月５日㈫※９時30分に都営三田線「新高島平」集合・12時に赤塚植物園解散予定※雨天
時は６日㈬に順延▶内容＝都立赤塚公園などのニリンソウ大群落・野草の観察▶定員＝20人（抽
選）▶費用＝100円▶申込＝３月24日㈭17時まで、電話・電子申請（区ホームページ参照）で、みど
りと公園課みどり推進係

区の花ニリンソウが
見頃を迎えます

３月19日〜４月17日はニリンソウ月間

みどりと公園課みどり推進係☎3579−2533問　合

ところ・問合 熱帯環境植物館☎5920−1131〈月曜休館。ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉

本展では、世界各地の生き物・風景を紹介します。当館で旅行気分を味わってみませんか。

生きものと行く世界旅行

▶とき＝４月10日㈰まで、10時〜18時（入館は17時30分まで）▶入館料＝
一般260円、小・中学生および65歳以上の方130円※土曜・日曜は小・中
学生無料

開催案内 期間中の催し
解説タイム「15分間世界一周」
▶とき＝土曜・日曜・祝日…11時〜11時15分、火曜〜金曜…14時〜14時
15分※当日、直接会場へ。▶内容＝展示生物の解説▶費用＝入館料

展示内容
オセアニア旅行
　オーストラリアに生息するフトアゴヒゲトカゲや、パプアニューギニ
アなどに生息するレインボーフィッシュの仲間を紹介します。
北中米旅行
　北米東海岸からメキシコ湾岸に分布するキタダイヤモンドガメや、カ
リブ海に生息するエンゼルフィッシュの仲間を紹介します。
南米旅行
　南米に広く分布する蛇（コロンビアレインボーボア）や、アマゾン川に
生息する小型淡水魚（ネオンテトラ・コリドラスなど）を紹介します。

アフリカ旅行
　マダガスカル島などに生息するパンサーカメレオンや、ナイル川など
に生息するデンキナマズを紹介します。
東南アジア旅行
　東南アジアに広く分布するトッケイヤモリや、海南島などに生息する
ライノラットスネークを紹介します。

ロックビューティーキタダイヤモンドガメ ライノラットスネークネオンドワーフレインボー コロンビアレインボーボア ネオンテトラ

熱帯環境植物館春休み特別展

　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

※生き物の状態などにより、変更になる場合あり。

このほかの公園は、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


