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男女社会参画課男女平等推進係☎3579－2486問　合

スポーツ振興課事業推進係☎3579－2652問　合

　男性の家事・育児を支援するため、パネル展示・オンラインセミナ
ーなどを行います。この機会に、職場・家庭での過ごし方を考えてみ
ませんか。

　区内在住・在勤・在学の父親またはこれから父親になる方のこと
です。
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男性の家事・育児参加を支援します
　10月に育児・介護休業法が改正され、子どもの生後８週間以内に最長４
週間まで「産後パパ育休」を取得できるようになります。また、４月から
は、事業主に育児休業を取得しやすい環境の整備が義務付けられており、
社会全体でワーク・ライフ・バランス(仕事・生活の調和)の推進が広がっ
ています。
　区では、子育てに関する実践的な知識などを区ホームページで紹介して
います。また、職場や家庭でのコミュニケーション・性別による固定観念
などに関するセミナーを行い、男性の家事・育児参加を支援しています。

いたばしパパ月間展
パネル展示
▶とき＝９月30日㈮～10月２日㈰、９時～22時
アルバム作りワークショップ
▶とき＝10月２日㈰、13時30分～14時30分・15時30分～16時30分、各１回
制▶対象＝区内在住の親子▶定員＝各回10組(申込順)▶申込＝９月17日㈯
から、電子申請(区ホームページ参照)

[いずれも]
▶ところ＝イオン板橋ショッピングセンター(徳丸２－６－１)

関連イベント
●●●A育児カードゲーム「カジークジー」体験会
▶とき＝10月10日㈷10時～11時30分▶ところ＝教育支援センター(区役所
６階)▶対象＝区内在住のパートナー同士▶定員＝８組※生後４か月～未
就学児の保育あり(定員８人)

Bオンラインセミナー
▶コース・とき・講師
● 家庭・職場の心理学…10月20日㈭・27日㈭、２日制、19時～20時30分、
㈱子育て支援代表取締役　熊野英一

●  性差別をなくすための子育て…10月28日㈮19時～21時、弁護士　太田啓子
※講義※オンライン会議システム「Zoom」を使用
▶定員＝各コース30人

[ABいずれも]
※申込順▶申込＝９月17日㈯から、電子申請(区ホームページ参照)※Aで
保育を希望する場合は、９月29日㈭までにお申し込みください。

いたばしパパを応援します

おすすめ簡単レシピ
　健康福祉センターの管理栄養
士が考案した親子で作って食べ
られるレシピ
を、区ホームペ
ージでご覧にな
れます。

新型コロナワクチンの接種をお勧めします
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。

▶問＝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)

1 0月はいたばしパパ月間

いたばしパパとは？

2022オリンピックデーラン板橋大会に参加しよう
　様々なプログラム・スポーツ教室を通じて、11人のオリンピアンと触れ
合います。この機会に、オリンピアンと交流しませんか。※参加者にオリ
ジナルＴシャツをプレゼント
▶とき＝11月20日㈰、A●～C８時～12時●D13時30分～15時▶ところ＝A小
豆沢野球場・あずさわスポーツフィールド(小豆沢３－１－１)●BC小豆沢
野球場D小豆沢体育館
▶内容・対象・定員
A 開会式(オリンピアンと一緒に歩くエスコートキッズあり・抽選)、オリ
ンピック・パラリンピック実施競技体験、ジョギング・ウオーキング
(1.8km)、オリンピアントークショー…500人※未就学児は保護者同伴
●Bオリンピアンサイン会…Aに参加した方、100人
Cオリンピアンにチャレンジ…Aに参加した小学生、20人

●D スポーツ教室(バドミントン・水泳)…Aに参加した小学生で競技経験が
ある方、各30人
※申込順
▶費用＝A1000円▶申込＝９月20日㈫10時から、往復はがき・電子申請
(区ホームページ参照)で、スポーツ振興課事業推進係※申込記入例(４面)
の項目とＴシャツのサイズ(LL・Ｌ・Ｍ・SS)、A希望種目(ジョギングま
たはウオーキング)、B希望の有無、小学４～
６年生はエスコートキッズ希望の有無、●小学生
はCD希望の有無(●Dを希望する場合は希望種
目も)を明記。複数で申し込む場合は全員分明
記。※スポーツ振興課(区役所８階⑭窓口)・区
ホームページにある申込用紙でも申込可

男性の家事・育児で
家族を笑顔に！

※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。

このほかの取組も区ホームページで紹介しています。

楽しく子育てしませんか

いたばしパパBOOK
　育児の基礎知識
や、育児休業を取得
した男性の体験談な
どを掲載した冊子で
す。区ホームページ
でご覧になれます。
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※費用の明示がないものは無料

高齢者インフルエンザ予防接種
忘れずに受けましょう

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

お知らせ
里親希望者説明会
▶ところ・とき
● 下赤塚地域センター…10月４日㈫、14時15分
～15時15分・15時30分～16時30分

●  ロータスホール…10月22日㈯、10時～11時・
11時15分～12時15分

※各１回制
▶対象＝区内在住の世帯▶定員＝各回５組(申
込順)▶申込・問＝９月20日㈫朝９時から、電
話で、子ども家庭総合支援センター援助課里親
係☎5944－2374

育児休業代替任期付職員（事務）募集
▶募集人数＝10人程度※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４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６日㈭17時まで、人事課人事係(〒173－8501)
☎3579－2070

産業活性化推進会議公募委員募集
▶募集人数＝２人▶任期＝来年２月から２年間
▶対象＝区内在住・在勤・在学の18歳以上で、
平日昼間・夜間に区役所で行う会議(年２回程
度)に出席できる方▶選考＝作文▶申込・問＝
10月21日(必着)まで、作文「応募の動機および
区内産業の活性化に関する意見や考え」(800～
1200字)と、別紙に申込記入例(４面)の項目、職
業、区のほかの会議での委員歴を明記のうえ、
直接または郵送で、産業振興課工業振興係(情
報処理センター５階、〒173－0004板橋２－65
－６)☎3579－2193

福　祉
すぐに役立つ介護講座（生活編）
▶とき＝10月12日㈬・13日㈭、２日制、10時～
12時▶内容＝排

はい

泄
せつ

・食事・着脱の介助方法など
▶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＝９月29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(４面)の項目と職業を明記

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 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

A10月５日㈬・　11月２日㈬ 成増アクトホール きずな

●B10月６日㈭・　11月10日㈭
ウェルネススペース板橋
(板橋３－26－４) 板橋地区

C10月11日㈫・　11月８日㈫ 志村坂上地域センター 志村地区

D10月12日㈬・　11月９日㈬ おとしより保健福祉センター 男性家族
交流会

E10月14日㈮・　11月11日㈮ 高島平区民館 桜の会

F10月19日㈬・　11月16日㈬ おとしより保健福祉センター ひだまり

G10月20日㈭・　11月17日㈭ きたのホール やすらぎ

※13時30分～15時30分(Cは14時～16時)

表  認知症の方を介護する家族のための交流会

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

予防対策課予防接種第一係☎3579－2318
各健康福祉センター(３面健康ガイド参照)問　合

　９月下旬に、対象者へ予診票をお送りしま
す。 令和４年度は、 無料で接種できますので、 
協力医療機関で接種してください。※予診票
が10月になっても届かない場合は、お問い合
わせください。
▶とき＝10月～来年１月
▶対象＝区内在住で、次の
いずれかの要件を満たす方

●65歳以上
● 60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障
害または免疫機能障害で身体障害者手帳１
級を持っている

※年齢は令和４年12月31日時点。60・65歳に
なる方は、誕生日の前日から接種可。
▶持物＝健康保険証または後期高齢医療被保
険者証、予診票

　保健福祉オンブズマン制度とは、区民が区
・民間などの保健福祉サービスを利用して苦
情が生じたときに、申立をして解決を図って
いく制度です。弁護士・大学教授などの４人
の保健福祉オンブズマンが、公正・中立な専
門家として関係事業者の調査を行います。ま
た、必要な場合には是正措置を求め、利用者
の権利・利益を守り、サービスの一層の充実
を図ります。

苦情受付件数（計103件）
●高齢者福祉…２件
●介護保険…７件
●保健衛生…４件
●障がい者福祉…23件
●生活保護…63件
●その他…４件

苦情申立件数・概要と処理結果
　保健福祉オンブズマンと直接面談し、苦情
申立を受理した件数は２件でした。その概要
と処理結果は「令和３年度保健福祉オンブズ
マン報告書」でご覧になれます。
▶報告書の閲覧場所＝区政資
料室(区役所１階⑦窓口)・各
区民事務所・区立各図書館・
区ホームページ※区政資料室
で購入可

保健福祉オンブズマン制度の運営状況
令和３年度

問　合

保健福祉オンブズマン事務局
☎3579－2890

問　合
板橋のいっぴんリニューアル事務局

☎070－4280－1318
(平日、９時～17時)

「板橋のいっぴん」
区民投票に
ご参加ください

　「板橋のいっぴん」のリニューアルに伴い、
商品選出の区民投票を行います。ぜひ、ご参
加ください。※投票方法など詳
しくは、専用ホームページをご
覧ください。
▶投票期限＝10月７日㈮

社会福祉協議会への寄付（７月５日～８月３日）
▶みすゞ興行㈱５万円▶いちえの会３万円▶指幸
子100万円▶里彩くるカエル倶楽部3000円▶東京
土建一般労働組合板橋支部10万円▶宮島邦夫10万
円▶サークル朝練3380円▶NPO法人ゆずり葉3500
円▶サロン民話と朗読1927円▶この街で歌う会
2411円▶若木会5000円▶大工原辰実１万円▶問＝
㈱福板橋区社会福祉協議会☎3964－0235

ご案内社会福祉協議会

休みます
男女平等推進センター
▶とき＝９月26日㈪※施設点検のため▶問＝男
女平等推進センター☎3579－2790

郵送などによる
手続きを

ご活用ください
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広　告

板橋健康福祉センター............☎3579－2333
上板橋健康福祉センター.........☎3937－1041
赤塚健康福祉センター............☎3979－0511
志村健康福祉センター............☎3969－3836
高島平健康福祉センター.........☎3938－8621
女性健康支援センター............☎3579－2306

※申込開始日の明示がないものは９月20日㈫朝９時から受付

　健康ガイド

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査
▶とき＝10月13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、感染症対策課
感染症相談指導係☎3579−2321

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 表 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（区外在住も含む）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
10月３日㈪ 高島平地域センター※申込は舟渡おとしより

相談センター☎3969−3136

10月６日㈭
ウェルネススペース板橋（板橋３−26−４）
※申込は仲宿おとしより相談センター☎5944
−4611

10月14日㈮ 清水おとしより相談センター☎3558−6500
10月21日㈮ 常盤台おとしより相談センター☎5398−8651
10月24日㈪ 徳丸おとしより相談センター☎5921−1060
※13時20分から・14時から、各１回制。

表  医師によるもの忘れ相談

生活衛生課管理係☎3579−2332問　合

結核は現代の病気です
　昨年は、区内で約80人が結核と診断
されています。免疫が低下した高齢者
だけではなく、若い世代での病気発見
（受診）の遅れが問題となっています。

感染経路・症状
　結核は、患者の咳

せき

・くしゃみで空気
中に飛び散った結核菌を吸い込むこと
で感染します。感染しても発病するの
は一部の方で、初期症状は咳・痰

たん

・発
熱などで、このほかにも、だるい・体
重が減る・微熱が続くなどの症状があ
ります。

早期に発見・予防しましょう
　年に１回は、区・職場の健康診断を受け、胸部Ｘ
線検査で異常を指摘された場合は、精密検査を受け
ましょう。また、咳・痰が２週間以上続く場合は、
早めに医療機関を受診しましょう。
　抵抗力が弱い乳児には、BCG接種
が有効です。区では、生後５〜８か月
での接種を勧めています。遅くとも１
歳の誕生日前までに済ませましょう。

結核と診断されたら
　区では、医療費公費負担の申請受付、患者への療
養・服薬支援、患者と接触した方への検診・相談を
行っています。詳しくは、お問い合わせください。

結核は日本の重大な感染症
９月24日〜30日は結核予防週間

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

動物を飼う前の心構え
　犬・猫の平均寿命は10年以上です。飼育に
は、毎日の世話、病気の予防・治療、去勢・
不妊手術などの費用がかかります。責任・愛
情を持って、終生飼いましょう。

犬を飼っている方へ
●犬は必ず登録しましょう
●�毎年、狂犬病予防注射を受けさせ、予防注
射済票を首輪に装着しましょう

●�犬が死亡した場合や、住所・飼い主に変更
があった場合は、届出をしましょう

●�飼い犬が人を咬
か

んだときは、保健所への届
出（24時間以内）をし、狂犬病の疑いがない
か獣医師による犬の検診（48時間以内）を受
けましょう

●�散歩時は、犬をリードできちんとつなぎま

しょう
●�散歩前に排

はい

泄
せつ

をさせ、散歩中のふんは必ず
持ち帰り、尿は水で十分に流しましょう

猫を飼っている方へ
● �屋外では事故・けがの危険があるため、室
内飼育を基本としましょう

●�首輪を装着し、連絡先を記した名札を付け
ましょう

●�望まない繁殖を防ぐため、あらかじめ去勢
・不妊手術をしましょう※猫の去勢・不妊
手術費の助成あり。詳しくは、お問い合わ
せください。

【 動物の防災対策
平常時の準備
● �餌・水（５日分以上）、ケージを必ず用意し
ましょう

●�避難時に必要なリード・排泄物の処理道具
などを用意しましょう

●�犬は普段から基本的なしつけ（無駄吠
ぼ

えを
しない・飼い主の指示に従う）を行いまし
ょう
災害が発生したら
● �家屋が倒壊する危険がない場合は、室内で
ケージに入れて飼育しましょう

●�避難所では飼い主として、給餌・清掃など
を行い、共同生活に配慮しましょう

動物愛護イベント
　都では、国・動物愛護団体などとの共催
で、動物愛護に関するオンラインイベントを
開催します。詳しくは、都ホームページをご
覧ください。
▶問＝東京都福祉保健局環境保健衛生課☎
5320−4412

東京都最低賃金の改正
　10月から、同賃金を時間額1072円に改正し、都
内で働く全ての労働者に適用します。
▶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
特殊詐欺被害防止訓練
　特殊詐欺の電話・メールを自宅で体験できる訓
練を行います。
▶とき＝10月27日㈭・28日㈮※詳し
くは、お問い合わせください。▶問
＝東京都特殊詐欺被害防止訓練事務
局☎5357−1841（平日、10時〜18時）

公共機関だより

板橋朝市
▶とき＝９月18日㈰朝６時30分から▶ところ＝板
橋宿不動通り商店街（都営三田線「板橋区役所前」
下車）▶催し＝餅つき

朝 市〈産業振興課〉

10月１日〜７日は公証週間
　この週間に合わせ、遺言・契約などの公証事務
に関する電話相談を行います。
▶とき＝10月１日㈯〜７日㈮、９時30分〜12時・
13時〜16時30分▶相談専用電話＝☎3502−8239▶
問＝東京公証人会☎3502−8050
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＝９月30日〜10月11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）☎5210−9751

感染症対策課感染症相談指導係☎3579−2321問　合

動物は責任・愛情をもって飼いましょう
９月20日〜26日は動物愛護週間
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※費用の明示がないものは無料

教育科学館の催し
●A一般向け投影「太陽を大解剖」
▶とき＝10月４日㈫～11月30日
㈬(10月12日㈬・30日㈰・11月
８日㈫・23日㈷・27日㈰を除
く)、15時30分～16時20分
●B特別投影「ハロウィンの星空」
▶とき＝10月30日㈰、11時30分～12時10分・15
時30分～16時20分

[ABいずれも]
▶対象＝小学５年生以上
●Cプラネタリウム番組「チャギントン
星空にレッツライド！withつるの剛士」
※とき・対象など詳しくは、教育科学館ホーム
ページをご覧ください。
●Dプラネタリウムdeおはなし会
「ハロウィンのランプ」
▶とき＝10月30日㈰、10時～10
時40分・13時50分～14時30分▶
対象＝２歳以上の方(未就学児
は保護者同伴)

[A～Dいずれも]
▶定員＝各回78人(申込順)▶費用＝一般350円
・高校生以下120円※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▶ところ・申込・問＝９月17日
㈯朝９時から、電話(１申込５人まで)で、教育
科学館☎3559－6561〈月曜休館。ただし９月19
日㈷・10月10日㈷は開館し９月20日㈫・10月11
日㈫休館〉※同館ホームページからも申込可

板橋区民まつり武者行列
▶とき＝10月15日㈯10時30分～14時※荒天中止
※説明会(10月２日㈰10時から、教育支援セン
ター(区役所６階))あり▶ところ＝グリーンホ
ール前道路▶対象＝区内在住・在学の小学生
(保護者同伴)▶定員＝30人(申込順)▶申込・問
＝９月17日㈯朝９時から、電話で、郷土資料館
☎5998－0081〈月
曜休館。ただし９
月19日㈷・10月10
日㈷は開館し９月
20日㈫・10月11日
㈫休館〉

成増サークル公開教室
●A中国語
▶とき＝10月８日㈯・15日㈯、10時30分～12時
●●B社交ダンス
▶とき＝10月12日㈬・19日㈬、13時～14時30分
▶費用＝100円

[ABいずれも]
※２日制▶定員＝10人
C大正琴
▶とき＝10月３日㈪・10日㈷、各１日制、10時
～11時30分▶定員＝各日５人

[A～Cいずれも]
※申込順▶ところ・申込・問＝９月18日㈰朝９
時から、直接または電話で、まなぽーと成増☎
3975－9706〈第３月曜休館〉

講　座
医療講座「帯

たい
状
じょう
疱
ほう
疹
しん
」

▶とき＝10月１日㈯14時～15時30分▶内容＝講
義「帯状疱疹の症状・薬の解説」▶講師＝イムス
記念病院薬剤師　粕谷瞳▶対象＝中学生以上▶
定員＝20人(申込順)▶ところ・申込・問＝９月
17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〉

親子読み聞かせ講座
▶とき＝10月６日㈭10時30分～11時30分▶講師
＝日本女子大学准教授　今田由香▶対象＝区内
在住・在勤・在学で、３歳以下のお子さんとそ
の保護者またはこれから親になる方▶定員＝20
組(申込順)▶申込＝９月17日㈯朝９時から、電
子申請(区ホームページ参照)▶ところ・問＝中
央図書館☎6281－0291〈第２月曜・月末日休館〉

感覚運動あそびの教室
▶とき＝11月10日㈭10時30分～12時▶内容＝講
義▶講師＝作業療法士▶対象＝区内在住で、１
歳～未就学児の保護者▶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＝９月20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〉

体験・観賞
グリーンカレッジホールの催し
●Aフラダンス教室
▶とき＝10月３日～来年１月のうち８日間、各
月曜、13時30分～15時▶講師＝フラダンスイン
ストラクター　片桐由美▶費用＝4000円
Bシニアのためのイスヨガ教室
▶とき＝10月４日～来年２月のうち10日間、各
火曜、14時～15時20分▶講師＝介護予防指導士　
伊藤典子▶費用＝5000円▶持物＝フェイスタオ
ル・室内用運動靴

[ABいずれも]
▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上の方(A
フラダンスサークル未加入者)▶定員＝20人(申
込順)▶ところ・申込・問＝９月17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☎3960－7701

ごみ問題トークショー
▶とき＝10月16日㈰10時20分～12時20分▶出演
＝マシンガンズ　滝沢秀一▶対象＝小学４年生
以上▶定員＝50人(申込順)
▶ところ・申込・問＝９月
17日㈯朝９時から、電話
で、リサイクルプラザ☎
3558－5374※同プラザホー
ムページからも申込可

リサイクルワークショップ
▶とき＝10月20日㈭・27日㈭、２日制、12時30
分～15時30分▶内容＝着物でベスト・ワイドパ
ンツ作り▶定員＝10人(区内在住・在勤・在学
の方を優先し抽選)▶費用＝2500円▶持物＝洗
ってほどいた着物・裁縫道具▶ところ・申込・
問＝９月26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〉※申込記入例
参照※同センターホームページからも申込可

産業振興課工業振興係☎3579－2193問　合

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

　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

感染防止にご協力をお願いします
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
☎6258－5780・☎5320－4592

(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・☎6636－8900・
☎6732－8864(いずれも24時間)

発熱・呼吸器症状などがある場合

滝沢秀一

▶とき＝10月５日㈬10時～18時▶ところ＝区立文化会館▶内容＝光学・精密機器に関する講演・
展示など
基調講演
▶とき＝10月５日㈬13時30分～14時30分▶ところ＝区立文化会館小ホール▶講師＝東京理科大学
学長　石川正俊▶内容＝講演「高速画像処理が拓

ひら

く知能システムの新しい世界」
[いずれも]

※申込方法など詳しくは、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

板橋オプトフォーラム光学産業が一堂に集結


