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知的障がい者相談員に
よる相談会

▷とき＝10月16日㈮10時〜12時※
相談時間は１人45分程度▷ところ
＝区立文化会館第４会議室▷内容
＝療育・就労・グループホームな
どの相談▷対象＝区内在住で、知
的障がいがある方またはその家族
▷定員＝４人（申込順）▷申込・問
＝９月28日㈪朝９時から、電話・
FAXで、障がいサービス課福祉係
☎3579 ‐ 2362 3579 ‐ 2364※申込
記入例の項目と相談内容、希望時
間を明記。※相談会以外でも、随
時相談を受け付けています。

行政相談を
ご利用ください

　国の仕事などに関する苦情・要
望などがある場合に、総務大臣か
ら委嘱を受けた行政相談委員が相
談に応じ、適切な措置・助言を行
います。
▷相談専用電話＝総務省行政相談
センターきくみみ東京「行政苦情
110番」☎0570 ‐ 090110（ナビダイ
ヤル）・☎3363 ‐ 1100（IP電話の方）
▷問＝区民相談室☎3579 ‐ 2288※
第２・４水曜の13時〜16時に、区
民相談室で行政相談を行っていま
す（予約制）。

東京都空き家フォーラム
in板橋

▷とき＝10月24日㈯
▷時間・内容・講師
Ⓐ１０時〜１₆時…相談会
Ⓑ１１時〜１２時…セミナー「失敗し
ない実家の相続対策」弁護士　
角田智美
Ⓒ１3時3０分〜１4時3０分…セミナー
「カツオが磯野家を片付ける日」
実家片づけアドバイザー　渡部
亜矢

▷ところ＝グリーンホール２階ホ
ール▷定員＝ⒷⒸ各30人（申込順）
※Ⓐは予約優先▷申込＝９月26日
㈯10時から、電話・FAXで、ネク
スト・アイズ㈱☎0120 ‐ 406 ‐ 212
（フリーダイヤル） 5574 ‐ 0921※
申込記入例の項目と参加内容（Ⓐ
〜Ⓒ、複数可）、参加人数を明
記。※同社ホームページからも申
込可▷問＝住宅政策課住宅政策推
進グループ☎3579 ‐ 2186

ウクレレ教室
▷とき＝10月13日㈫〜来年３月の
うち12日間、各火曜、13時30分〜
15時30分▷内容＝簡単なコードで
弾き語り・発表▷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
サークル未加入者▷定員＝20人
（申込順）▷費用＝6000円▷持物＝
ウクレレ※貸出あり（10本、申込
順）▷ところ・申込・問＝９月26
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

エシカル消費を知ろう
▷とき＝10月31日㈯10時〜11時30
分▷ところ＝グリーンホール601
会議室▷内容＝講演▷講師＝（公
財）消費者教育支援センター専務
理事　柿野成美▷定員＝50人（申
込順）※生後４か月〜未就学児の
保育あり（定員６人、申込順）▷申
込・問＝９月28日㈪朝９時から、
電話・Ｅメールで、男女社会参画
課男女平等推進係☎3579 ‐ 2486
j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp※申
込記入例参照。保育を希望する場
合は、お子さんの氏名（ふりがな）
・何歳何か月・性別を明記のう
え、10月19日㈪までにお申し込み
ください。

ITパスポート講座
▷とき＝11月４日〜来年１月13日
（12月30日を除く）の毎週水曜、10
日制、19時〜21時30分▷ところ＝
ハイライフプラザ▷内容＝講義・
模擬試験▷講師＝㈱東京リーガル
マインド専任講師▷対象＝区内在
住・在勤・在学の方▷定員＝30人
（抽選）▷費用＝１万5000円※ハイ
ライフいたばし会員１万3000円▷
申込・問＝10月21日（必着）まで、
はがき・FAX・Ｅメールで、（公
財）板橋区産業振興公社（〒173 ‐
0004板橋１ ‐ 55 ‐ 16）☎5375 ‐
8102 5375 ‐ 8104 highlife@ita
bashi-kohsha.com※申込記入例の
項目とハイライフいたばし会員の
方は会員番号を明記

秋の荒川の植物写真展
▷とき＝９月26日㈯〜11月５日
㈭、10時〜16時▷ところ・問＝エ
コポリスセンター☎5970 ‐ 5001
〈10月17日㈯17時〜19日㈪休館〉

古民家年中行事　お月見
　旧暦８月15日の夜を十五夜と言
い、全国的にススキ・団子・畑の
収穫物を供えて月見をする習わし
がありました。今年は10月１日㈭
が十五夜にあたります。郷土資料
館にある古民家では、赤塚地域で
行われていたお月見飾りを飾りま
す。

▷とき＝９月26日㈯〜10月４日
㈰、９時30分〜17時（入館は16時
30分まで）▷ところ・問＝郷土資
料館☎5998 ‐ 0081〈月曜休館〉

お月見飾りを見に来ませんか

太宰治
生誕111年記念講座

▷とき＝10月４日㈰13時〜16時▷
内容＝太宰治の本を題材にした講
演・ビブリオバトル（書評合戦）▷
講師＝ちいくタイム代表　トモタ
佳▷対象＝中学生以上の方▷定員
＝20人（申込順）▷ところ・申込・
問＝９月26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〉

緑のガイドツアー
▷とき＝10月７日㈬※10時に志村
城山公園（志村２ ‐ 17 ‐ １）集合・
12時30分サンシティ（中台３ ‐ 27）
解散予定※雨天時は８日㈭に順延
▷内容＝崖線・住宅地の緑の観察
▷定員＝15人（申込順）▷費用＝
100円▷申込・問＝９月28日㈪朝
９時から、電話で、みどりと公園
課緑化推進グループ☎3579 ‐ 2533

【コンビニエンスストアでの
各種証明書交付サービス】

▷とき＝10月３日㈯・10日㈯※設
備点検のため※休止する証明書の
種類など詳しくは、区ホームペー
ジをご覧ください。▷問＝戸籍住
民課証明係☎3579 ‐ 2210

【住宅対策審議会】
▷とき＝10月16日㈮10時〜12時▷
ところ＝第一委員会室（区役所11
階）▷内容＝住宅政策に関する素
案の審議など▷定員＝５人（申込
順）▷申込・問＝10月１日㈭朝９
時から、直接または電話・FAX・

3977 - 6061
★辺野古・大浦湾命を守る写真展　
▷とき＝10月 3 日㈯13時〜19時・ 4
日㈰10時〜17時▷内容＝写真90点
★色鉛筆画美術展覧会　▷とき＝10
月 6 日㈫〜12日㈪、10時30分〜19時
（初日は14時から、最終日は15時ま
で）▷内容＝色鉛筆画45点
★みどり写真クラブ展　▷とき＝10
月20日㈫〜26日㈪、10時〜17時（初
日は13時から、最終日は16時まで）
▷内容＝写真40点
★水彩画はなみずき展　▷とき＝10
月20日㈫〜26日㈪、11時30分〜16時
30分（最終日は15時まで）▷内容＝水
彩画50点
★彩の会透明水彩画展　▷とき＝10
月27日㈫〜11月 2 日㈪、10時〜17時
（初日は13時から、最終日は16時ま
で）▷内容＝水彩画30点

◉ ₁₀月から「赤い羽根共同募金運動」
が始まります

　赤い羽根共同募金は、区民のみな
さん一人ひとりの「たすけあい精
神」に基づく社会福祉増進のための
運動です。今年もあたたかいお心を
お寄せくださいますようお願いしま
す。※昨年度の配分実績・来年度分
の配分申請など詳しくは、（福）板橋
区社会福祉協議会ホームページをご
覧ください。
▷問＝同協議会☎3964 ‐ 0235
◉ 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＝10月12日㈪10時30分〜12時
▷ところ＝さーどぷれいす＠まもり
ん坊ハウス（上板橋 1 ‐ 26 ‐ 8 ）※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＝ 9
月28日㈪朝 9 時から、電話で、ぬく
もりサービス☎3964 ‐ 1185

▷コース・とき
Ⓐゆったり初級編…11月８日㈰
Ⓑ	チャレンジヤブこぎ編…11月29
日㈰

※９時30分に西武池袋線「高麗」集
合・16時30分解散予定
▷対象＝Ⓐ小学生Ⓑ小学４年〜中
学生とその保護者▷定員＝ⒶⒷ各
15人（抽選）▷費用＝一般１万円、
小・中学生9000円▷持物＝雨具・
ザックなど※雨具の無料貸出あり
※申込方法など詳しくは、植村冒
険館ホームページをご覧くださ

い。▷問＝植村冒険館☎3969 ‐
7421〈月曜休館。ただし11月23日
㈷は開館し24日㈫休館〉※本事業
は、民間旅行会社への委託事業で
す。

親子ハイキング

（ ９月 １日現在）

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 3１₆,２₆９ （－２０９）

人口 5₇１,343 （－5₆3） ２₇,２3２
男 ２₈０,１₈5 （－１₇₈） １２,₇3₇
女 ２９１,１5₈ （－3₈5） １4,4９5

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
１4歳以下 ₆１,₆₇２ １０.₈%
１5〜₆4歳 3₇₇,3₈１ ₆₆.０%
₆5歳以上 １3２,２９０ ２3.２%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

Ｅメールで、住宅政策課住宅政策
推進グループ（区役所５階⑭窓口）
☎3579 ‐ 2186 3579 ‐ 2184 kb-
jsodan@city.itabashi.tokyo.jp※申
込記入例参照

親子でハイキングに挑戦しませんか


