
※費用の明示のないものは無料₄ 広報　いたばし 令和 2年（2０2０年）７月25日（土）

いたばしコミュニティ
ビジネス創業スクール
説明会

▽とき＝８月29日㈯Ⓐ９時30分Ⓑ
11時15分Ⓒ14時Ⓓ15時45分Ⓔ９月
３日㈭19時Ⓕ９日㈬19時、各１回
制※各回１時間30分▽内容＝地域
課題解決のための創業スクール
（９月開講予定）の説明・相談会※
オンライン会議システム「Zoom」
を使用▽対象＝区内在住・在勤ま
たは区内で創業予定の方▽定員＝
Ⓐ～Ⓕ各９人（申込順）▽申込・問
＝７月27日㈪朝９時から、Ｅメー
ルで、長寿社会推進課シニア活動
支援係☎3579‐2376 ki-senior@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例
の項目と希望の回（Ⓐ〜Ⓕ）を明記

成増農業体験学校
短期型講習会

▽とき＝９月５日・12日・10月10
日・11月21日・12月19日、各土
曜、５日制▽内容＝農作業の技術
習得▽対象＝区内在住の世帯▽定
員＝10世帯（申込順）▽費用＝5000
円※申込方法など詳しくは、成増
農業体験学校ホームページをご覧
ください。▽ところ・
問＝同学校（成増４‐
17）☎3263‐3826〈土曜
・日曜休み〉

熱帯環境植物館の催し
Ⓐ夏の植物を描こう
▽とき＝８月21日㈮13時30分〜15
時30分▽内容＝夏の植物の水彩画
▽講師＝植物画家　菅野結花▽対
象＝高校生以上の方▽定員＝20人
▽費用＝1000円
Ⓑ食虫植物の不思議な世界
▽とき＝８月30日㈰14時30分〜15
時30分▽内容＝講義「食虫植物の
種類・育て方」※ハエトリソウを差
し上げます。▽講師＝日本食虫植
物愛好会代表　
田辺直樹▽対
象＝小学３年
生以上の方▽
定員＝30人▽
費用＝500円
《いずれも》
※抽選※入館料が別途必要▽とこ
ろ・申込・問＝８月７日（必着）ま
でに、はがき・FAX・Ｅメール
で、熱帯環境植物館（〒175‐0082
高島平８‐29‐２）☎5920‐1131
5920‐1132 nettaikan@seibu-la.
co.jp〈月曜休館。ただし８月10日
㈷は開館し11日㈫休館〉※申込記
入例参照

リサイクルプラザの催し
◉�紙のリサイクルを学ぼう
▽とき＝８月22日㈯10時20分〜12
時10分▽内容＝手すきはがき作り
など▽講師＝（公財）古紙再生促進
センター職員
◉�地球環境と太陽光発電教室
▽とき＝８月23日㈰10時20分〜12
時10分▽内容＝
地球温暖化・再
生可能エネルギ
ーの仕組みの解
説・実験▽講師
＝国際航業㈱社
員
《いずれも》
▽対象＝区内在住・在学の小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）▽
定員＝20人（申込順）▽ところ・申

込・問＝７月25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

緑のカーテンコンテスト
▽対象＝緑のカーテンの育成に取
り組んだ個人・団体、緑のカーテ
ンに関する絵日記に取り組んだ小
学生以下▽賞品＝図書カード（グ
ランプリ5000円・その他各3000円）
▽ところ・申込・問＝９月12日（必
着）まで、必要書類を直接または
郵送・Ｅメールで、エコポリスセ
ンター（〒174‐0063前野町４‐６
‐１）☎5970‐5001 info@itbs-
ecopo.jp〈第３月曜休
館〉※必要書類など
詳しくは、同センタ
ーホームページをご
覧ください。

子ども
プログラミング教室

▽とき＝８月11日㈫〜13日㈭、３
日制、10時〜12時▽内容＝動物の
イラストを動かすプログラムの作
成・発表▽対象＝区内在住・在学
の小学２〜６年生で、プログラミ
ング初心者▽定員＝６人（抽選）▽
費用＝300円▽持物＝新しいUSB

メモリ・飲み物▽ところ・申込・
問＝８月１日㈯まで、Ｅメールで、
まなぽーと大原☎3969‐0401
osyakyo@city.itabashi.tokyo.jp〈第
３月曜休館〉※申込記入例の項目
と学年を明記

収穫体験と
バーベキューの夕べ

▽とき＝Ⓐ９月５日㈯・６日㈰Ⓑ
12日㈯・13日㈰Ⓒ21日㈷・22日㈷
※いずれも１泊２日。13時までに
榛名林間学園集合・翌日朝食後解
散。▽宿泊＝榛名林間学園▽対象
＝区内在住・在勤・在学の方（中
学生以下は保護者同伴）※２人以
上でお申し込みください。▽定員
＝Ⓐ〜Ⓒ各30人（申込順）▽費用＝
一般6900円、４〜14歳5400円、２
・３歳900円▽申込・問＝７月25
日㈯朝９時から、電話で、榛名林
間学園☎027‐374‐9315

秋の実りを収穫してみませんか

（ ７月 1日現在）

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 316,８3４ （－120）

人口 ５７2,５22 （－320） 2７,９3７
男 2８0,７36 （－162） 13,0５6
女 2９1,７８6 （－1５８） 1４,８８1

年
齢
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口

年齢・人口 構成比
1４歳以下 61,７８９ 10.８%
1５〜6４歳 3７８,５８1 66.1%
6５歳以上 132,1５2 23.1%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

8 月の映画会
□の下 2けたの数字は映画製作年（西暦）
□子…子ども向け　□ア…アニメ　□字…字幕
無印は一般向け

図書館名 内容・とき

中央
☎3９6７‐５261

一つの花（子・ア）… 1 日1４時、ト
ムとジェリー④（子・ア）…1５日10
時30分

赤塚
☎3９3９‐５2８1

がんばれルルロロ　ふたりってい
いね（子・ア）… ９ 日1４時、世界遺
産　イギリス編（0５ ）…23日1４時

蓮根
☎3９6５‐７3５1

レニングラード　９00日の大包囲
戦（0９・字）… ８ 日10時、きもだめ
しのばん　ほか 1話（子・ア）… ８
日1４時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根
集会所

氷川
☎3９61‐９９８1

夏の夜は三たび微笑む（５５・字）…
８ 日1４時、なかよしおばけ　おば
け遊園地に行く（子・ア）…22日1４
時

高島平
☎3９3９‐6５6５

きもだめしのばん　ほか 1話（子
・ア）… 1日1４時、父と暮せば（0４）
…1５日1４時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎3５７９‐2666

絵からとびだしたねこ（子・ア）…
1 日1４時、樺太1９４５年夏　氷雪
の門（11 ）…1５日1４時

小茂根
☎3５５４‐８８01

タンタンの冒険旅行　呪われた湖
の謎（子・ア）… ８ 日1４時、僕の村
は戦場だった（62・字）…22日1４時

西台
☎５3９９‐11９1

トムとジェリー①（子・ア）… ８ 日
1４時、私を野球につれてって（ ４９
・字）…22日1４時

志村
☎５９９４‐3021

レオレオニ　 ５つの名作集（子・
ア ）… 1日1４時、板橋の空襲（ 0９ ）
…1５日1４時

成増
☎3９７７‐60７８

ドナルドダック④（子・ア）… 1 日
11時

※先着順。当日、直接会場へ。
※上映内容が変更になる場合があります。詳し
くは、各図書館へお問い合わせください。

◉�ロビーコンサート
▽とき＝ 8 月12日㈬12時20分〜12
時50分▽ところ＝グリーンホール
1 階ホール▽出演＝和田光世（マ
リンバ）ほか▽曲目＝情熱大陸な
ど▽定員＝100人（先着
順）※当日、11時から
整理券を配付。
◉�ふれあいステージ
▽とき＝ 8 月22日㈯・23日㈰、10

鑑賞無料 時▽ところ＝区立文化会館大ホー
ル▽内容＝フラダ
ンス・ジャズダン
ス・ウクレレ演奏
など
◉�新進音楽家フレッシュコンサート
▽とき＝ 9 月 5 日㈯14時▽ところ
＝区立文化会館大ホール▽内容＝
クラシック音楽オーディション合
格者（ピアノ・マ
リンバ・ソプラノ
など）による演奏

29.795 mm
◆チケットのお求めは…電話または区立文化会
館チケット販売窓口へ（ 9時～20時、☎3579‐
5666）。
◆公演内容のお問い合わせは…電話で、（公財）板
橋区文化・国際交流財団へ（平日 9時～17時、
☎3579‐3130）。

　区ホームページに、親子で作れる夏野菜を使ったピザのレシピ・作り
方の動画、食育ワークシートを掲載しています。ぜひ、
ご利用ください。
　また、インスタグラムで、手作りピザの写真投稿を募
集します。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
▽問＝志村健康福祉センター☎3969‐3836

ソーラーカーを動かそう

ハエトリソウ

インスタグラムに写真を投稿しませんか

夏休みおうちで親子クッキング

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、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

親子で料理してみませんか


