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区からのお知らせを公式フェイスブック・ツイッター（アカウント：@city_itabashi ）で配信しています。

◉�第11₅回ライブリーコンサー
ト「古典回帰クラシックコン
サート」

▷とき＝ 9 月22日㈷14時▷とこ
ろ＝区立文化会館小ホール▷出
演＝板橋区演奏家協会会員▷料
金＝前売3000円・当日3500円
（全席自由）
◉�第111回板橋落語会
▷とき＝10月22日㈭18時30分▷

好評発売中 ところ＝区立文化会館小ホール
▷出演＝区内在住の若手落語家
・講談師▷料金＝1500円（全席
自由）※未就学児入場不可
◉�フレッシュ名曲コンサートキ
ャンペーン

▷とき＝ 9 月30日㈬14時〜15時
▷ところ＝区立文化会館小ホー
ル▷出演＝種谷典子（ソプラノ）
ほか▷曲目＝愛しい人よなど▷
料金＝500円（全席指定）※未就
学児入場不可

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）。

9 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

にじいろのさかな　ゆうじょう編
(子・ア )… 5 日１₄時、トムとジェ
リー⑥(子・ア )…１₉日１0時３0分

蓮根
☎３₉６5 ︲ ７３5１

次郎長三国志( 08 )…１2日１0時、ミ
ッキーマウス②(子・ア )…１2日１₄
時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根
集会所

氷川
☎３₉６１ ︲ ₉₉₈１

郵便配達は二度ベルを鳴らす( 42
・字 )…１2日１₄時、ミッキーマウ
ス①(子・ア )…2６日１₄時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎３5７₉ ︲ 2６６６

うっかりペネロペ　おもしろい
こと大好き編( 子・ア )… 5 日１₄
時、モダン・タイムス( 36・字 )…
１₉日１₄時

小茂根
☎３55₄ ︲ ₈₈0１

ミッキーマウス①(子・ア )…１2日
１₄時、キートンの大列車強盗( 26
・字 )…2６日１₄時

西台
☎5３₉₉ ︲ １１₉１

うっかりペネロペ　家族っていい
な編(子・ア )…１2日１₄時、別れの
曲( 34・字 )…2６日１₄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。

◉�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＝ 9 月16日㈬14時〜15時30分
▷ところ＝高島平区民館※当日に会
員登録をする場合は、必要な持ち物
があります。詳しくは、お問い合わ
せください▷申込・問＝ 8 月24日㈪
朝 9 時から、電話で、ぬくもりサー
ビス☎3964 ‐ 1185

3977 - 6061
★切り絵の会展　▷とき＝ 9 月11日
㈮〜13日㈰、10時〜17時（初日は13
時から、最終日は16時まで）▷内容
＝切り絵40点・体験コーナー
★水彩画虹の会展　▷とき＝ 9 月24
日㈭〜28日㈪、10時〜18時（最終日
は16時まで）▷内容＝水彩画50点
★65年ぶりの作品展　▷とき＝ 9 月
26日㈯・27日㈰、10時〜17時30分
（最終日は16時まで）▷内容＝写真・
蒔絵・裂き織りなど30点

いたばし未来の発明王
コンテスト

▷募集期間＝９月１日㈫〜10月
９日㈮▷募集内容＝「未来にあ
ったらいいな」をテーマにした
アイデア▷対象＝区内在住・在
学の小・中学生、区内在勤の保
護者がいる小・中学生▷選考＝
書類・プレゼンテーション※表
彰式・入賞賞品あり▷応募用紙
の配布場所＝区ホームページ▷
申込・問＝応募用紙を直接また
はFAX・Ｅメールで、産業振興
課活性化戦略グループ（情報処
理センター５階）☎3579 ‐ 2193

3579 ‐ 9756 sg-senryaku@
city.itabashi.tokyo.jp※区ホーム
ページからも申込可

ものづくり研究開発連携
センター入居企業

▷募集内容＝工場施設（第一ビ
ル204・304号室）※入居は審査
のうえ決定※使用料・期間など
詳しくは、区ホームページをご
覧ください。▷申込・問＝９月
18日㈮まで、必要書類を直接、
産業振興課産業支援グループ
（情報処理センター５階）☎3579
‐ 2172

来年度から区立中学校で
使用する教科書が
決まりました

▷種目・発行者＝下表参照※特
別支援学級で使用する教科書に
ついては、お問い合わせくださ

い。▷問＝指導室学習支援係☎
3579 ‐ 2615

区立小・中学校の
新入学案内を配付します

　区内在住で、来年４月に区立
小・中学校入学予定の方に、入
学の手続方法・各学校の情報な
どを掲載した「新入学に関する
ご案内」を配付します。※新小
学１年生は郵送、区立小学校に
通う６年生は在学校で、９月上
旬に配付します。
▷問＝学務課学事係☎3579 ‐
2611

種　目 発行者
国語

三省堂
書写

社会(地理的分野)
教育出版

社会(歴史的分野)
社会(公民的分野) 日本文教出版

地図 帝国書院
数学

東京書籍
理科

種　目 発行者
音楽(一般)

教育出版
音楽(器楽合奏)

美術 日本文教出版
保健体育 大修館書店

技術・家庭(技術分野)
東京書籍技術・家庭(家庭分野)

英語
道徳 日本文教出版

《区立中学校の使用教科書》

◉�シルバーパス更新のお知らせ
　70歳以上の都民に、申請により、
都バス・都営地下鉄・都電・都内民
営バスを利用できるシルバーパスを
発行します。 9 月30日㈬まで有効の
パスをお持ちの方には、 8 月中旬に
（一社）東京バス協会からご案内をお
送りしますので、更新を希望する場
合 は 手 続 き を お 願 い し ま す 。 ま
た、現在パスをお持ちでない方で発
行を希望する場合は、お問い合わせ
ください。
▷問＝（一社）東京バス協会シルバー
パス専用電話☎5308 ‐ 6950（平日、
9 時〜17時）、東京都福祉保健局在
宅支援課☎5320 ‐ 4177

◉�₈ 月₃0日～ ₉ 月 ₅ 日は防災週間
　近年、首都直下地震などの発生が
心配されています。この機会に、各
家庭・事業所などで、避難場所や備
蓄品・非常袋を確認しましょう。ま
た、家具やロッカーなどの転倒・落
下・移動防止対策を行いましょう。
▷問＝板橋消防署☎3964 ‐ 0119、志
村消防署☎5398 ‐ 0119
◉�救命講習
▷ところ・とき（各 1 日制）
Ⓐ板橋消防署… 9 月20日・10月18日

・11月15日・12月20日、各日曜
Ⓑ志村消防署… 9 月18日・10月16日

・11月20日・12月18日、各金曜
※ 9 時〜12時※詳しくは、お問い合
わせください。
▷問＝Ⓐ板橋消防署☎3964 ‐ 0119Ⓑ
志村消防署☎5398 ‐ 0119

区主催事業などの中止・延期情報は、区ホームページをご覧ください

アプリで「広報いたばし」
を配信しています

広聴広報課広報グループ☎₃₅₇₉ ︲ ₂₀₂₂問　合

　スマートフォンなどから利用できる次のアプリで、「広報いたばし」
を配信しています。ぜひ、ご利用ください。

ダウンロードはこちらから
マチイロ カタログポケット

Android用 iPhone用Android用 iPhone用

　アプリを開いて、読みたい号をダウンロードする
だけで、広報紙を読むことができます。また、読者
登録をすると発行日に通知が届きます。※通信料が
かかります。

行政情報アプリ「マチイロ」

　多言語自動翻訳・音声読み上げなどの機能が利用
できます。また、マイコンテンツに追加すると発行
日に通知が届きます。※通信料がかかります。

多言語対応アプリ「カタログポケット」


