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生きがいを見つけて
充実した生活を
　豊かな知識・経験を活かして、地域の中で活動すること
は、健康な暮らしにつながります。この機会に、新たな生き
がいの場を見つけてみませんか。

9 月21日は敬老の日

板橋区臨時福祉商品券コールセンター
☎₄₂₂₂ ︲ ₈₁₇₃( ₉ 月 ₇ 日㈪～₁₁月₃₀日㈪

の平日、 ₉時～₁₇時)

問
　
合

●�調査内容・調査票の記入方法などについて…総務省国勢調査コールセン
ター☎0570 ‐ 07 ‐ 2020（ナビダイヤル）・☎6636 ‐ 9607（IP電話の方）※い
ずれも 9月 7日㈪〜10月31日㈯、 8時〜21時。多言語対応あり。

●�調査書類の不足・調査員の訪問調整などについて…板橋区国勢調査コー
ルセンター☎5050 ‐ 0405（ 9 月10日㈭〜10月23日㈮の 9時〜20時、土曜・
日曜・祝日は17時まで）

問
　
合

　区では、所得が低い方への生活支援や地域にお
ける消費喚起を目的に、次の対象者に板橋区内共
通商品券をお送りします。対象者には、９月中に
お知らせをお送りします。※申請不要
▷対象＝令和２年８月１日現在、板橋区に住民登
録されており、次のいずれかの要件を満たす方
●  今年度の住民税（板橋区）が非課税である※住民
税課税者の扶養親族などを除く。

●生活保護を受給している
▷商品券＝１人につき１万円分※10月末までに、
簡易書留でお送りします。▷使用期限＝来年２月
28日㈰

　この調査は、国が実施する５年に一
度の重要な調査で、日本の人口・世帯
の実態を明らかにするために行いま
す。調査結果は、子育て・医療・防災
など、様々な施策に役立てられます。
９月中旬頃に、調査員が調査書類を郵
便受け・ポストに投

とう

函
かん

しますので、ご
協力をお願いします。
▷対象＝10月１日時点で、国内に３か
月以上住んでいる方
▷回答方法＝10月７日㈬までに、次の
いずれか
●郵送…同封の返信用封筒で返送

●  インターネット…ID・アクセスキ
ーでログインのうえ回答※詳しく
は、同封のお知らせをご覧ください。

※調査員による調査票の回収を希望す
る場合は、お問い合わせください。
◉ 国勢調査をよそおった「かたり調査」
にご注意ください

　かたり調査とは、統計調査をよそお
い、個人情報をだまし取る行為です。
調査員は、顔写真付きの国勢調査員証
を着用しています。不審に思ったとき
は、板橋区国勢調査コールセンターに
お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する支援
国勢調査にご協力ください

臨時福祉商品券
給付事業を行います

暑さを避ける・こまめな水分補給などの対策で熱中症を予防しましょう

地域でいきいき！充実生活のススメ
◉�老人クラブ
　おおむね60歳以上の方が、教養の向上・健
康増進・社会奉仕などの活動を楽しく行って
います。入会を希望する場合は、お問い合わ
せください。
▷問＝板橋区老人クラブ連合会☎3963 ‐ 5334
◉�シニア世代福祉施設ボランティア
　特別養護老人ホーム・保育園など、福祉施
設での活動を希望するボランティアを募集し
ています。
▷対象＝おおむね50歳以上の方▷問＝長寿社
会推進課シニア活動支援係☎3579 ‐ 2376

新たな学びの喜びを体験してみませんか
◉�板橋グリーンカレッジ
　シニア世代の多様化・高度化する学習意欲
に応えるとともに、地域社会での活動を促進
するため、板橋グリーンカレッジを開校して
います。大学教授などの専門家から様々な分
野を学ぶことができます。同じ志をもって学
び舎に集った新しい仲間とともに、新たな気
づき・発見を得てみませんか。

▷対象＝区内在住・在勤で、60歳以上の方▷
問＝長寿社会推進課シニア事業係☎3579 ‐
2372

まだまだ現役！働く意欲を応援します
◉�WORK'S高島平
　区では、（公社）板橋区シルバー人材センタ
ー・アクティブシニア就業支援センターと協
力し、高齢者の仕事探しを支援する相談窓口
を開設しています。
▷開館日時＝火曜〜金曜（祝日・施設休館日
を除く）、10時〜17時▷ところ＝高島平ふれ
あい館▷対象＝おおむね55歳以上の方▷問＝
WORK'S高島平☎3935 ‐ 1811
◉�（公社）板橋区シルバー人材センター
　民間企業・一般家庭・官公庁などから依頼
された仕事を行う登録会員を募集していま
す。※報酬あり
▷内容＝施設管理・学童擁護・清掃など▷対
象＝おおむね60歳以上の方▷問＝（公社）板橋
区シルバー人材センター☎3964 ‐ 0871
◉�アクティブシニア就業支援センター
　板橋区社会福祉協議会が運営する職業紹介
所です。

▷内容＝仕事を探している方の相談・紹介状
の発行・高齢者の雇用を考えている事業主の
相談など▷対象＝おおむね55歳以上の方▷問
＝アクティブシニア就業支援センター☎5943
‐ 1300

敬老祝品の贈呈
　民生委員が敬老祝品をお届けします。
▷対象＝９月15日時点、区内在住で、４月２
日〜来年４月１日に88歳、95歳、101歳以上
になる方▷問＝長寿社会推進課シニア事業係
☎3579 ‐ 2372

敬老入浴事業
　区内浴場などの入浴券（25枚つづり）を発行
しています。※１回の利用ごとに100円の自
己負担が必要。
▷利用期間＝４月〜来年３月▷対象＝区内在
住で、70歳以上の方▷申込・問＝所定の申請
書を直接または郵送で、長
寿社会推進課シニア事業係
（区役所２階⑯窓口、〒173
‐ 8501）☎3579 ‐ 2372※申
込は期間内１回のみ
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乳幼児・子ども医療証を
お送りします

　同医療証をお持ちの方に、新
しい医療証を９月下旬にお送り
します。10月以降に医療機関な
どで受診する際は、新しい医療
証をご提示ください。なお、お子
さんが加入している健康保険な
どに変更がある場合は、届出が
必要です。詳しくは、お問い合
わせください。
▷問＝子ども政策課子どもの手
当医療係☎3579 ‐ 2374

就学奨励制度を 
ご利用ください

　区内在住で、区立小・中学校
の特別支援学級に在籍または通
級しているお子さんがいる世帯
に、学校教育に必要な経費（学
用品費・給食費など）の一部を
援助します。希望する場合は、
通学校（通級の場合は在籍校）に
お申し込みください。※区外の
小・中学校の特別支援学級に在
籍または通級していて援助を希
望する場合は、お問い合わせく
ださい。※所得により支給項目
に差あり※都立特別支援学校通
学者は対象外※通常学級在籍者
でも対象になる場合あり。詳し
くは、お問い合わせください。
▷問＝学務課学事係☎3579 ‐
2611

都市計画施行地区の区域
図の縦覧・借地権の申告

　上板橋駅南口駅前東地区第一
種市街地再開発事業の施行地区
の区域図を縦覧できます。ま
た、施行地区の区域に未登記の
借地権を有する方は、10月８日

㈭までに申告が必要です。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。
▷対象区域＝上板橋一丁目13・
19〜23・25・26番の一部、27
番、上板橋二丁目36番の一部▷
縦覧場所・問＝９月23日㈬ま
で、拠点整備課上板橋駅南口ま
ちづくりグループ（区役所５階
⑬窓口）☎3579 ‐ 2556

生産緑地地区の都市計画
変更案の縦覧・意見書の
提出

▷対象区域＝三園一丁目・徳丸
一丁目の各地内（いずれも全部
削除）▷縦覧・意見書の提出期
間＝９月18日㈮まで▷縦覧場所
＝都市計画課（区役所５階⑮窓
口）・赤塚支所▷意見書の提出
先・問＝直接または郵送で、都
市計画課土地利用計画担当係
（〒173 ‐ 8501）☎3579 ‐ 2552

東板橋図書館からの 
お知らせ

　10月３日㈯〜11月29日㈰（予
定）は、改修工事により、エレ
ベーターが使用できません。ご
不便をおかけしますが、ご了承
ください。
▷問＝東板橋図書館☎3579 ‐
2666〈第３月曜・月末日休館。
ただし９月21日㈷は開館し９月
23日㈬・９月30日㈬〜11月２日
㈪休館〉

災害対策用備蓄食料を 
販売します

▷受渡日＝10月２日㈮・５日㈪
・６日㈫、９時〜11時・14時〜
16時▷ところ＝防災センター
（区役所４階）
▷品目・重量
Ⓐ�個食アルファ化米（五目ごは
ん）…約6.1㎏

Ⓑ副食（肉じゃが）…約7.5㎏
Ⓒ副食（筑前煮）…約６㎏
Ⓓクラッカー…約５㎏
※Ⓐ〜Ⓒ１箱50食分（個別包装）
Ⓓ１缶35食分
▷賞味期限＝Ⓐ来年６月ⒷⒸ来
年３月Ⓓ来年７月▷費用＝Ⓐ
2000円ⒷⒸ1000円Ⓓ500円▷販
売数＝各100箱・缶（抽選）▷対
象＝区内在住・在勤の方▷申込
・問＝９月12日（消印有効）ま
で、往復はがきで、防災危機管
理課計画推進グループ☎3579 ‐
2159※申込記入例（４面）の項目
と品目（Ⓐ〜Ⓓ、複数可）、数量
（いずれも２つまで）、希望日・
時間（午前・午後）を明記。

年金（受給額）を 
増やしませんか

　第１号被保険者が将来受け取
る年金額を増やしたい場合、付
加年金または国民年金基金に加
入する２つの方法があります。
これらに加入して支払った保険
料は、全額「所得控除」の対象と
なります。
◉�付加年金
　付加年金に加入すると、毎月
の保険料に付加保険料（400円）
が加わります。この付加保険料
を支払った月数に200円をかけ
た金額が、年間支給額に上乗せ
されます。手続きをした月から
の加入になりますので、希望す
る場合は早めの加入をお勧めし
ます。※付加年金の支払期限
は、毎月の保険料と同じです。
※国民年金基金加入者・第３号
被保険者は加入不可
▷申込・問＝直接、国保年金課
国民年金グループ（区役所２階
㉕窓口）☎3579 ‐ 2431または各

区民事務所
◉�国民年金基金
　全国国民年金基金と、同じ職
種の方が加入できる職能型国民
年金基金があります。加入・給
付条件など詳しくは、全国国民
年金基金または事業者団体にお
問い合わせください。
▷問＝全国国民年金基金☎0120
‐ 65 ‐ 4192（フリーダイヤル）

【子ども読書活動推進計画2025
検討委員会】

▷とき＝９月14日㈪14時から▷
ところ＝板橋地域センター▷内
容＝第二期計画の進捗状況の報
告など▷定員＝５人（先着順）※
当日、13時30分から直接会場
へ。▷問＝中央図書館☎3967 ‐
5261〈第３月曜・月末日休館〉

Ⓐ急な発病・けがのときには
　救急車を本当に必要とする人
のために、救急車の適正な利用
にご協力ください。救急かどう
か迷ったら、東京消防庁救急相
談センター「＃7119」（プッシュ
回線・携帯電話・PHS以外の場
合は☎3212 ‐ 2323）にお問い合
わせください。医師などで構成
する相談医療チームが24時間体
制で対応します。
Ⓑ東京版救急受診ガイド
　急な発病・けがで、病院に行

▷意見の件数＝67件（11人）▷意
見の概要と区の考え方（抜粋）＝
下表参照▷全文の閲覧場所＝都
市計画課（区役所５階⑮窓口）・
区政資料室（区役所１階⑦窓口）

くか救急車を呼ぶか迷った場合
に、緊急性・受診の必要性を東
京消防庁ホームページから確認
できます。
ⒸAEDを設置しています
　区施設245か所に、AED（自動
体外式除細動器）を設置してい
ます。また、警察署・交番・消
防署・駅・救急病院などにも設
置されており、一部を除いて休
日・夜間でも利用できます。※
設置場所など詳しくは、区ホー
ムページをご覧ください。

・各地域センター・区立各図書
館・区ホームページ▷問＝都市
計画課土地利用計画担当係☎
3579 ‐ 2552

みなさんの大切な命を守るために
９月９日は「救急の日」、９月６日〜12日は「救急医療週間」

都市づくり推進条例（案）に対する
意見の概要と区の考え方をお知らせします

ⒶⒸについて…板橋区健康推進課健康づくり係☎3579 ‐ 2302
Ⓑについて…板橋消防署☎3964 ‐ 0119、志村消防署☎5398 ‐ 0119

問　合

《意見の概要と区の考え方（抜粋）》
意見の概要 区の考え方

高齢化社会の進展と人口減による都市の埋没
を避けるためにも、前向きな区の活性化が必
要であり、区民・事業者・区が協力して動き
出すためにも、実効性の高い都市づくり推進
条例案が策定されることを期待する。

都市づくりビジョンで掲げる将来像を実現し
ていくため、条例に区民などの役割、事業者
・区の責務を定め、各々の立場で都市づくり
を推進していくことが重要です。なお、本条
例で規定する制度は、その実効性の一部を担
っていると考えています。

まちづくり協議会と区の関係はどのようなも
のか。

区は、団体の組織状況・活動の段階などによ
り、 ３ 段階のまちづくり協議会に分け、段階
に応じた支援を行うこととしています。

◉�羽田空港見学会
　国は、羽田空港機能強化のため、
新飛行経路を運用しています。これ
に伴い、情報提供の一環として、見
学会を行います。※詳しくは、国土
交通省東京航空局ホームページをご
覧ください。
▷問＝国土交通省東京航空局環境・
地域振興課☎5757 ‐ 3021

◉�「明日のTOKYO」作文コンクール
▷募集期間＝ 9 月30日㈬まで▷募集
テーマ＝輝く未来のために▷対象＝
都内在住・在学の中学生※参加記念
品あり※優秀作品は賞状・記念品あ
り※申込方法など詳しくは、（一財）
東京都人材支援事業団ホームページ
をご覧ください。▷問＝同事業団管
理課☎5292 ‐ 7018

※意見の募集に際し、意見をお寄せいただきありがとうございました。

熱中症対策のため、屋外で人と十分な距離（２m以上）を確保できる場合は、マスクを外すなど工夫しましょう　　　　　　　　　　　　　　　



見積
無料

お客様へのお約束
★土日でもＯＫです
★トイレはお借りしません
★お茶はご遠慮します

生垣剪定幅1ｍ（高さ2ｍ）
通常2,000円が

先着
１０名様

（株）ガーデンエクスプレス 東京北支店
練馬区土支田3-19-12

☎03-5933-2811
営業時間9：00~17：00

庭木�本からお手入れＯＫ 「広報いたばし」に
広告を掲載しませんか

「広報いたばし」は、第１〜第４
土曜日に約16万3000部発行し
ています。ぜひ、ご活用くださ
い。※広告版下は広告主が作
成。募集号・掲載料など詳しく
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。
▷申込・問＝掲載希望号の申込
締切日（必着）まで、広聴広報課
（区役所４階㉓窓口）・区ホーム
ページにある申込書に広告原稿
案を添えて、直接または郵送
で、広聴広報課広報グループ
（〒173 ‐ 8501）☎3579 ‐ 2022

◆広告コーナー 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グループ☎3579‐2022
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「　　　　　　」

区立保育園職員
（会計年度任用職員）
▷職種・募集人数・選考
●看護師…１人、書類・面接
●栄養士…２人、作文・面接
※勤務時間・賃金・申込方法な
ど詳しくは、募集要項をご覧く
ださい。▷募集要項などの配布
場所＝保育サービス課（区役所
３階㉓窓口）・区立各保育園（に
りんそう・こぶしの各保育園を
除く）・区ホームページ▷問＝
保育サービス課保育管理係☎
3579 ‐ 2480

　新型コロナウイルス感染症に伴い、各自の健康づくりはより重要
になっています。栄養・食生活に関する区民の行動目標（下表参照）
を参考に、食生活を見直し、健康な生活を送りましょう。

　区民のみなさんからの情報をもとに、区内のいきものを調査し
ます。区内で見かけた昆虫・野鳥・小動物などの情報をお寄せく
ださい。調査結果は、来年３月に発行予定のニュースレター・区
ホームページなどで報告します。
▷調査期間＝９月〜来年１月※報告方法など詳しくは、調査ガイ
ドをご覧ください。▷調査ガイドの配布場所＝環境政策課（区役
所７階⑫窓口）・熱帯環境植物館・エコポリスセンター・区ホー
ムページなど※郵送を希望する場合は、お問い合わせください。

９月は食生活改善普及運動月間

健康推進課栄養推進係☎₃₅₇₉ ︲ ₂₃₀₈問　合

環境政策課自然環境保全係☎₃₅₇₉ ︲ ₂₅₉₃問　合

項　目
□朝食を毎日食べる・欠食しない
□主食・主菜・副菜がそろった食事をとる
□食事の塩分を減らす

□野菜の摂取量を増やす

□定期的に体重を量る

ロタウイルスワクチンが
定期接種になります

　10月から、同ワクチンが定期
接種（無料）になります。対象者
には、生後１か月の月末に予診
票をお送りします。なお、９月
以前に接種した場合は、任意接
種（有料）になりますので、ご注
意ください。※協力医療機関な
ど詳しくは、予診票に同封する
お知らせをご覧ください。※区
外（東京23区以内）の協力医療機

関でも接種可。詳しくは、各区
予防接種担当または協力医療機
関にお問い合わせください。
▷対象＝令和２年８月１日以降
に生まれた方▷問＝予防対策課
予防接種グループ☎3579 ‐ 2318、
各健康福祉センター

こころの健康サポーター
養成講座

▷とき＝10月７日㈬・15日㈭・
21日㈬、３日制、14時〜16時30
分▷ところ＝グリーンホール
601会議室▷内容＝講義・オリ
エンテーション「地域で支えあ
おうこころの健康」など※講座
修了後にサポーター体験活動可
▷講師＝いたばし総合ボランテ
ィアセンター職員ほか▷対象＝
区内在住・在勤・在学の方▷定
員＝20人（申込順）▷申込・問＝
電話で、予防対策課管理・精神
難病グループ☎3579 ‐ 2329
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◉�ふれあいコンサート
▷とき＝10月24日㈯、13時〜14時30
分・17時〜18時30分、各 1 回制▷と
ころ＝区立文化会館大ホール▷出演
＝陸上自衛隊第 1 音楽隊▷申込＝
9 月25日㈮まで、陸上自衛隊第 1 師
団ホームページ▷問＝同師団☎3933
‐ 1161

鑑賞無料

◆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）。

食生活を見直そう

◉�パネル展示
▷とき＝９月８日㈫〜11日
㈮、９時〜17時（最終日は
15時まで）▷ところ＝プロ
モーションコーナー（区役
所１階）※展示内容は、区
ホームページでもご覧にな
れます。

◉�野菜たっぷりメニュー紹介
　区公式インスタグラム
で、健康づくり協力店の野
菜たっぷりメニューを紹介
します。詳し
くは、区ホー
ムページをご
覧ください。

いたばし食育・健康づくり協力店フェア

《区民の行動目標（栄養・食生活）》

シオカラトンボ

キンクロハジロ

ユリカモメ

アオスジアゲハ

区内のいきものを見つけよう

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

手洗い マスク着用 身体的距離の確保

₂ m

感染防止の３つの基本を徹底しましょう
① ② ③



※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）９月 ５日（土）

開催案内

▷とき＝９月８日㈫〜22日㈷、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、未就学児無料※土
曜・日曜は小・中学生無料

スライド＆トークショー
「すごいぞボルネオの森」

▷とき＝９月20日㈰14時30分〜15時30分▷内容＝
ボルネオの森に生息する動植物の紹介▷講師＝写
真家　阿部雄介▷定員＝20人
（抽選）▷費用＝入館料▷申込＝
９月11日（必着）まで、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 ‐ 1132 nettaikan@
seibu-la.co.jp※申込記入例参照

根ノ上遺跡講座
▷とき＝９月13日㈰14時〜15時
▷内容＝講義▷講師＝考古造形
研究所主宰　森山哲和▷対象＝
中学生以上の方▷定員＝20人
（申込順）▷ところ・申込・問＝
９月５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〉

裂き織りぞうり講座
▷とき＝９月26日㈯10時20分〜
14時▷対象＝区内在住・在勤・
在学の方▷定員＝10人（申込順）
▷費用＝200円▷持物＝木綿ま
たは綿混紡の布（薄い布は幅８
㎝・厚い布は幅５㎝、長さ
1.5m）20枚・昼食▷ところ・申
込・問＝９月５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

中小企業
BCP対策セミナー

▷とき＝９月29日㈫15時〜17時
▷ところ＝板橋産連会館（仲宿
54 ‐ 10）▷内容＝講義「気候変動

・感染症に対応したBCP（事業
継続計画）策定」▷講師＝（一社）
板橋中小企業診断士協会理事　
猿川明▷定員＝20人※オンライ
ン50人（いずれも申込順）▷申込
＝９月７日㈪朝９時から、（一
社）板橋産業連合会ホームペー
ジにある申込書をFAXで、同連
合会 3962 ‐ 0133▷問＝同連合
会☎3962 ‐ 0131、板橋区環境政
策課環境政策推進係☎3579 ‐
2591

かんきょう観察　
秋の野草一斉調査会

▷とき＝９月27日㈰※９時30分
に都営三田線「新高島平」集合・
12時30分解散▷内容＝野草の調
査・解説など▷講師＝赤塚公園
友の会　木村松夫▷対象＝中学
生以上の方▷定員＝30人（区内
在住の方を優先し抽選）▷申込
・問＝９月12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〈９月20日㈰〜
23日㈬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

いたばし自由研究作品展
作品募集

　優秀な作品は表彰し、館内に
展示します。
▷対象＝区内在住・在学の小・
中学生▷応募用紙の配布場所＝
教育科学館・同館ホームページ
▷申込・問＝９月９日〜10月２
日（必着）に、応募用紙・作品を
直接または郵送で、教育科学館
（〒174 ‐ 0071常盤台４ ‐ 14 ‐
１）☎3559 ‐ 6561〈月曜休館。た
だし９月21日㈷は開館し23日㈬
休館〉

大原サークル公開教室
◉�社交ダンス健康講座
▷とき＝10月６日〜27日の毎週
火曜、４日制、18時30分〜20時
30分▷定員＝10人（申込順）▷費
用＝100円▷ところ・申込・問

＝９月５日㈯朝９時から、直接
または電話で、まなぽーと大原
☎3969 ‐ 0401〈第３月曜休館〉

成増サークル公開教室
◉�楽しくフラダンス
▷とき＝10月５日・12日・26
日、各月曜、３日制、10時〜11
時30分▷対象＝18歳以上の女性
◉�中国語で会話してみよう
▷とき＝10月７日〜21日の毎週
水曜、３日制、14時〜15時30分
《いずれも》
▷定員＝10人（申込順）▷ところ
・申込・問＝９月５日㈯13時か
ら、電話・Ｅメールで、まなぽ
ーと成増☎3975 ‐ 9706 nsyaky
o@city.itabashi.tokyo.jp〈第３月
曜休館〉※申込記入例参照

【熱帯環境植物館】
▷とき＝９月23日㈬〜来年４月
上旬※改修工事のため▷問＝環
境政策課自然環境保全係☎3579
‐ 2593

　本展では、写真家・阿部雄介さんがボルネオの森で撮影した貴重な動植物の写真を紹介します。

熱帯環境植物館☎₅₉₂₀ ︲ ₁₁₃₁〈月曜休館。ただし９月₂₁日㈷は開館〉ところ・問合

秋の図書館行事 ※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※いずれも第 ₃月曜・月末日休館。ただし ₉月₂₁日
㈷は開館し₂₃日㈬休館

行　事 と　き 内　容 対　象 定　員 ところ・申込・問
としょかんビンゴ ₉ 月₁３日㈰まで 本を借りてビンゴに挑戦 小学生以下 ― 東板橋図書館☎３₅₇₉ ︲ ₂₆₆₆

図書館スタッフおすすめセット ₉ 月₁₅日㈫まで テーマごとにスタッフが選んだおすす
め本の展示 ― ― 成増図書館☎３₉₇₇ ︲ ₆₀₇₈

こわいおはなし会 ₉ 月₂₀日㈰₁₁時～₁₂時 こわい話の読み聞かせ 小学生以下 ₁₀人 ₉ 月 ₅ 日㈯朝 ₉ 時から、直接または電話で、高島平図
書館☎３₉３₉ ︲ ₆₅₆₅

パズルアートえんきり絵の木 ₉ 月₂₀日㈰、₁₀時・₁₁時３₀分・₁３時
３₀分・₁₅時、各 ₁ 回制※各回 ₁ 時間

縁切り榎をモチーフにしたパズルの色
付け・組立

₅ 歳～小学生と
その保護者 各回 ₅ 組 ₉ 月 ₅ 日㈯朝 ₉ 時から、直接または電話で、東板橋図

書館☎３₅₇₉ ︲ ₂₆₆₆
秋のおはなし会 ₁₀月 ３ 日㈯₁₀時３₀分～₁₁時₁₅分 絵本の読み聞かせ 小学生以下 ₁₀人 中央図書館☎３₉₆₇ ︲ ₅₂₆₁

みんなでビスケット ₁₀月 ₄ 日㈰₁₄時～₁₅時３₀分 子ども向けプログラミング体験 小学生
各₁₂人

₉ 月 ₆ 日㈰朝 ₉ 時から、直接または電話で、志村図書
館☎₅₉₉₄ ︲ ３₀₂₁※ところ：志村コミュニティホール

幸せをよぶ整理収納基本講座 ₁₀月₁₁日㈰₁₄時～₁₅時 講義 中学生以上の方 ₉ 月₂₆日㈯朝 ₉ 時から、直接または電話で、西台図書
館☎₅３₉₉ ︲ ₁₁₉₁

フォルクローレ演奏会 ₁₀月₁₇日㈯₁₄時～₁₅時３₀分 民族音楽グループ「cento de hades」
による演奏 ― ₂₀人 ₁₀月 ３ 日㈯朝 ₉ 時から、直接または電話で、小茂根図

書館☎３₅₅₄ ︲ ₈₈₀₁

十代の読書ノススメ ₁₀月₂₄日㈯₁₄時～₁₆時 作家・いとうみくとの座談会 中学生以上の方 ₁₅人 ₁₀月₁₀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

絵本づくりワークショップ ₁₁月₁₅日㈰・₂₂日㈰・₂₉日㈰、各 ₁
日制、₁₄時～₁₆時 オリジナル絵本作り 小学生 各日₁₅人 ₁₀月 ₁ 日㈭朝 ₉ 時から、直接または電話で、氷川図書

館☎３₉₆₁ ︲ ₉₉₈₁

▽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

9 月のテーマ
「板橋区で活躍する

板橋区文化団体連合会」

阿部雄介

熱帯環境植物館
企画展
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生命の楽園ボルネオ

ラフレシア ダナンバレーの森


