
区役所代表  ☎ 3964-1111

広報
No.2454

令和２年・2020年

総合情報版
発行/板橋区  編集/広聴広報課　〒173-8501 板橋区板橋2-66-１  FAX 3579-2028（広聴広報課） https://www.city.itabashi.tokyo.jp/

10.17

本庁舎では、一部の窓口業務を毎月第₂日曜₉時〜1₇時、毎週火曜（祝日・閉庁日を除く）1₉時まで行っています。取り扱い業務は、区ホームページをご覧ください。

購入方法
　お届け！板橋うまいもんマルシェホームページ
※区ホームページまたは板橋区
観光協会ホームページのサイト
内検索で、「お届け！板橋うまい
もんマルシェ」を検索。

お届け時期
● ₁₁月１日㈰以前に注文した方…11月中旬以降
● ₁₁月２日㈪以降に注文した方…12月上旬以降

　区では、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた区内経済
の活性化を目的に、いたばしプ
レミアムバルチケットを販売す
るため、参加店舗を募集します。
ぜひ、ご参加ください。

募集期間
11月６日㈮まで

対　象
区内の飲食店・小売店・サービ
ス店など※事業者向け東京都感

染拡大防止ガイドラインを遵守
している店舗※参加店舗には、
チケット対応メニューを設定し
ていただきます。

実施期間
12月１日㈫〜来年１月中旬

　区・板橋区観光協会では、区民まつり・農業まつり
の代替イベントとして、オンライン物産展を開催しま
す。
　地元板橋の名物や、交流都市の特産物を今回限りの
詰め合わせで用意しました。
　この機会に、板橋ゆかりの「うまいもん」を再発見し
てみませんか。

板橋区観光協会(板橋区くらしと観光課内)
☎3579 - 2255

問　合

参加店舗向けコールセンター☎6368 - 6160(平日、９時～18時)、
板橋区産業振興課商工振興グループ☎3579 - 2171問　合

いたばしみ
んなの食べきりチャレンジ運動参加店舗募集

　区内の食品ロスを減らすため、
食べきりチャレンジ運動を行い
ます。ぜひ、ご参加ください。
▷対象＝区内の飲食店・小売店
・宿泊施設など
▷取組項目(次のうち１つ以上)
● 食べきりの呼びかけポスター

の掲示
● 小盛・ハーフサイズ・レディ

ースサイズなどのメニューの
設定

● 利用者の要望に応じたご飯・
麺などの量の調節

● ばら売り・量り売りの実施
● 閉店間際、消費・賞味期限間

近の値引き販売

● その他フードシェアリングへ
の参加など店舗独自の活動
▷申込書の配布場所＝資源循環
推進課（区役所７階⑪窓口）・区
ホームページ▷申込・問＝11月
16日（必着）まで、申込書を直接
または郵送・FAX・Ｅメール
で、資源循環推進課資源循環協
働係（〒173 ‐ 8501）☎3579 ‐
2258 3579 ‐ 2249 s-recycle@
city.itabashi.tokyo.jp

₁₂月～来年１月

●ごはんのおともセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・₄₄₀₀円
●宿場町てみやげセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・₃₉₈₀円
●からだに優しいティータイムセット ・・・・・・₃₉₈₀円
●ご当地グルメ３種食べ比べセット ・・・・・・・・₃₉₈₀円
●日本海・三陸漁港海の幸セット ・・・・・・・・・・₃₅₀₀円
●もっちり甘いもんセット ・・・・・・・・・・・・・・・・₃₅₀₀円
●いたばしゆかりの銘菓セット ・・・・・・・・・・・・₃₂₀₀円
●みちのくグルメセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・₂₉₈₀円
●贅沢ゆずづくしセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・₂₉₀₀円
●区内産！旬の果物・舟渡ラーメンセット ・・₂₇₀₀円
●くさや味比べセット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・₂₅₀₀円
※送料無料。沖縄県・離島への配送はできません。
※各セットとも売り切れ次第終了

販売セット

申込方法など詳
しくは、区ホー
ムページをご覧
ください。

※画像は販売セット内の一
例です。

もがみ源流米夢まどか

ごはんのおともセット

からだに優しいティータイムセット

みちのくグルメセット

くさや味比べセット

野菜菓子

ふかひれ濃縮スープ

焼きくさや瓶詰

10月19日㈪ 9 時

～

11月15日㈰24時

開催期間

「広報いたばし」は第1〜4土曜に新聞折り込みで配布しています。区の施設、区内の各駅・公衆浴場などにも置いてあります。また、区ホームページでもご覧になれます。新型コロナ健康相談窓口 ☎₅₈₇₇‐₄₈₃₄（平日、₉時～₁₇時）・☎₅₃₂₀‐₄₅₉₂（平日₁₇時～翌朝 ₉時、土曜・日曜・祝日は₂₄時間）

参加店舗募集
いたばしプレミアムバル
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保険料の支払い忘れは 
ありませんか

　国民年金には、老齢基礎年金
・障害基礎年金・遺族基礎年金な
どがあります。保険料の支払い
忘れがあると、年金額が少なく
なったり、年金を受け取れなく
なったりする場合がありますの
で、忘れずにお支払いください。
◉�社会保険料控除証明書をお送
りします

　支払った保険料は、全額が社
会保険料控除の対象になりま
す。支払額の証明書として、年末
調整・確定申告の際に使える

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」をお送りします。
Ⓐ９月30日までに支払った方に
は11月上旬Ⓑ10月〜12月に今年
初めて支払った方には来年２月

上旬に、日本年金機構からお送
りします。Ⓐの方で10月以降の
支払分がある場合は、その領収
書も申告時に添付してください。
　「控除証明書」について詳しく
は、☎0570 ‐ 003 ‐ 004（ナビダ
イヤル）・☎6630 ‐ 2525（IP電話
の 方 ） に お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。※受付時間は、平日８時30
分〜19時・第２土曜９時30分〜
16時。
《いずれも》
▷問＝板橋年金事務所☎3962 ‐
1481

区営小茂根一丁目住宅 
入居者募集

　今回の募集は、空き家（今後
１年間に発生が予想されるもの
を含む）の入居者を事前に決め
ておくためのものです。

▷募集内容・戸数
● 単身者向け…８戸
● 単身車いす使用者向け…１戸
● �家族向け…２人以上向け13

戸、３人以上向け２戸
※詳しくは、募集案内をご覧く
ださい。
▷募集案内などの配布場所＝10
月26日㈪〜11月２日㈪に、住宅
政策課（区役所５階⑭窓口）・庁
舎案内（区役所１階）・赤塚支所
・各地域センター・各区民事務
所・各福祉事務所・区ホームペ
ージ※夜間・土曜・日曜は、区
役所の夜間受付で配布。▷申込
＝11月６日（必着）まで、申込書
を郵送で、㈱東急コミュニティ
ー※11月４日㈬までの消印が必
要▷問＝㈱東急コミュニティー
（区役所内）☎5943 ‐ 5006、板橋
区住宅政策課住宅運営グループ
☎3579 ‐ 2187

「板橋駅西口周辺地区」 
地区計画原案の 
縦覧・意見書の提出

　対象区域に土地の権利をお持
ちの方は、意見書を提出できま
す。
▷対象区域＝板橋一・四丁目の
各地内▷面積＝約18.7ha▷縦覧
期間＝11月５日㈭〜19日㈭▷縦
覧場所・意見書の提出先＝11月
26日（必着）まで、直接または郵
送で、拠点整備課板橋駅周辺ま
ちづくりグループ（区役所５階
⑬窓口、〒173 ‐ 8501）
◉�説明会
▷とき＝11月５日㈭19時〜20時

30分・７日㈯10時〜11時30分、
各１日制▷ところ＝ハイライフ
プラザ※当日、直接会場へ。
《いずれも》
▷問＝拠点整備課板橋駅周辺ま
ちづくりグループ☎3579 ‐ 2556

地区計画案の 
縦覧・意見書の提出

▷内容＝Ⓐ大谷口上町周辺地区
地区計画Ⓑ大山駅西地区地区計
画Ⓒ国道254号線（川越街道）Ａ
地区沿道地区計画▷縦覧・意見
書の提出期間＝10月26日㈪〜11
月９日㈪▷縦覧場所・意見書の
提出先・問＝直接または郵送
で、ⒶⒸ市街地整備課住環境整
備計画グループ（区役所５階⑪
窓口）☎3579 ‐ 2562Ⓑ拠点整備
課大山まちづくり第一グループ
（区役所５階⑬窓口）☎3579 ‐
2449※いずれも〒173 ‐ 8501

「広報いたばし」は第1〜4土曜に新聞折り込みで配布しています。区の施設、区内の各駅・公衆浴場などにも置いてあります。また、区ホームページでもご覧になれます。

　私たちは、いつどんなときに病気・けがをするかわかりません。ま
た、高齢になっても自立した生活を送ることが望まれます。
　国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の各制度は、加入者

一人ひとりが保険料を支払い、少ない負担でサービスを受けられる相
互扶助の制度です。いつまでも安心して暮らすために、支払期限まで
に保険料を支払い、各制度をみなさんで支え合いましょう。

国民健康保険 介護保険 後期高齢者医療制度

目　的 病気・けがに備えて、加入者が保険料を支払い、
少ない負担で医療を受けられる相互扶助の制度

介護を必要とする状態になっても、自立した生活
を送れるように、必要な介護サービスを受けられ
る制度

被保険者の医療費を国民全体で支える制度

対　象 75歳未満で、ほかの健康保険に加入していない方
●65歳以上の方（第 １ 号被保険者）
●40～64歳の方（第 ２号被保険者）※医療保険と合
わせて徴収

●75歳以上の方
●�一定の障がいがある65歳以上で、加入申請した
方

支
払
方
法

普通徴収
口座振替または納付書※お支払いは、便利で確実な口座振替をご利用ください。※納付書でお支払いの方は、支払期限までに金融機関・コンビニエ
ンスストア・区役所・各区民事務所・携帯電話から利用できるモバイルレジなどでお支払いください。※キャッシュカードのみで手続きできるサー
ビスがあります。詳しくは、お問い合わせください。

特別徴収

原則として、世帯内の国民健康保険被保険者全員
が65～74歳の世帯主（国民健康保険以外の社会保
険などに加入する場合を除く）で、次の両方の要
件を満たす方は、年金から保険料が差し引かれま
す。
●年金受給額が年額１8万円以上
●介護保険料と国民健康保険料の合計額が、年金
受給額の ２分の １以下　　

年額１8万円（月額 １万5000円）以上の老齢・退職・
遺族・障害年金を受給している方は、年金から保
険料が差し引かれます。※普通徴収への変更不可
※65歳になったばかりの方・ほかの市区町村から
転入した方・年度の途中で保険料が変更になった
方などは、一時的に普通徴収になる場合がありま
す。

次の両方の要件を満たす方は、介護保険料が差し
引かれている年金と同じ年金から差し引かれま
す。
●年金受給額が年額１8万円以上
●後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額
が、年金受給額の ２分の １以下

滞納した場合

●延滞金の徴収
●短期被保険者証の交付（有効期限が短く、 8か
月ごとの更新手続きが必要）

●被保険者資格証明書の交付（医療費の全額自己
負担）

●保険給付の全部または一部差し止め
●財産の差し押さえ※法律に基づく滞納処分

●介護サービス費の支払方法の変更（利用費を被
保険者が一時的に全額負担）

●保険給付の一時差し止め（未払い分の保険料に
充当）

●保険給付の減額・高額サービス費の支給停止
（保険給付率を 6割または 7割に引き下げなど）

●財産の差し押さえ※法律に基づく滞納処分

●短期被保険者証の交付（有効期限が短く、更新
手続きが必要）

●財産の差し押さえ※法律に基づく滞納処分

問　合

●保険料・資格について…国保年金課資格賦課グ
ループ☎3579 ‐ ２406

●お支払いについて…国保年金課国保収納グルー
プ☎3579 ‐ ２409

●滞納処分・差し押さえについて…国保年金課特
別整理グループ☎3579 ‐ ２437

介護保険課資格保険料係☎3579 ‐ ２359 後期高齢医療制度課管理収納グループ
☎3579 ‐ ２3２7

※経済的な事情などで保険料の支払いにお困りの方には、分割納付・減免制度が適用できる場合がありますので、お問い合わせください。

みなさんの保険料が各制度を支えています

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

日本庭園で七五三の記念撮影をしませんか
▷とき＝12月27日㈰まで、９時〜16時30分▷ところ＝徳水亭（水
車公園内）※子ども用和傘の貸出あり▷問＝みどりと公園課施設
運営グループ☎3579 ‐ 2532

お支払いをお忘れなく

◉�オンラインお試し講座
▷とき＝11月 1 日㈰13時30分〜15時
30分▷内容＝オンライン会議システ
ム「Zoom」を使用した模擬会議の体
験など▷講師＝受験専門無料塾ミン
ゼミ代表　遠藤聡一▷対象＝ボラン
ティアグループ・NPO団体の運営
者、地域活動者など▷定員＝15人※
オンライン15人（いずれも申込順）▷
ところ・申込・問＝10月17日㈯朝 9
時から、電話・Ｅメールで、いたば
し総合ボランティアセンター☎5944
‐ 4601 info@ita-vc.or.jp〈月曜事務
局休み〉※申込記入例の項目とオン
ライン希望の場合はその旨を明記
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シニアのための
イスヨガ教室

▷とき＝11月10日〜来年３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▷対象＝区内在住・在
勤で、50歳以上の方▷定員＝15
人（申込順）▷費用＝5000円▷持
物＝フェイスタオル・室内用運
動靴▷ところ・申込・問＝10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
（志村３ ‐ 32 ‐ ６）☎3960 ‐ 7701

脳力アップ教室
▷ところ・とき
Ⓐ 志村コミュニティホール…11

月11日〜25日の毎週水曜
Ⓑ 高島平地域センター…11月12

日〜26日の毎週木曜
Ⓒ 板橋地域センター…11月13日

〜27日の毎週金曜
※３日制、９時30分〜11時45分。
▷内容＝脳の機能を鍛える運動
・トレーニング▷対象＝区内在
住の65歳以上で、要支援・要介
護認定を受けていない方▷定員
＝Ⓐ〜Ⓒ各15人（申込順）▷費用
＝300円▷申込・問＝10月19日
㈪朝９時から、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

健康ヨガで
心と体のリフレッシュ

▷とき＝11月14日㈯14時〜16時
▷講師＝ヨガインストラクター　
石田友美▷対象＝区内在住・在
勤の方（未就学児は保護者同伴）
▷定員＝15人（申込順）▷費用＝
30円▷ところ・申込・問＝10月

26日㈪朝９時から、電話・FAX
で、障がい者福祉センター☎
3550 ‐ 3401 3550 ‐ 3410※申込
記入例（４面）の項目と保護者同
伴の場合は保護者氏名を明記

高次脳機能障がい
セミナー

▷とき＝11月16日㈪18時30分〜
20時30分▷ところ＝グリーンホ
ール601会議室▷内容＝講義「支
援のポイントとネットワーク構
築」▷講師＝目白大学大学院教
授　會田玉美▷対象＝区内在住
・在勤の方▷定員＝50人（申込
順）▷申込・問＝10月19日㈪朝
９時から、電話・FAXで、障が
い者福祉センター☎3550 ‐ 3401

3550 ‐ 3410※申込記入例（４
面）参照

【高齢者保健福祉・
介護保険事業計画委員会】

▷とき＝10月27日㈫18時〜20時
▷ところ＝人材育成センター
（区役所２階）▷内容＝高齢者保
健福祉・介護保険事業計画2023
（素案）の検討▷定員＝20人（申
込順）▷申込・問＝10月19日㈪
朝９時から、電話で、介護保険
課管理相談係☎3579 ‐ 2357
【住宅対策審議会】
▷とき＝11月４日㈬10時〜10時
30分▷ところ＝災害対策室（区
役所４階）▷内容＝答申案の審
議▷定員＝５人（申込順）▷申込
・問＝10月19日㈪朝９時から、
直接または電話・FAX・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-j
sodan@city.itabashi.tokyo.jp※
申込記入例（４面）参照

保険料納付書を
お送りします

　今年度の納付書（11月〜来年
３月期分）を11月13日㈮に世帯
主あてにお送りします。※口座
振替・特別徴収（年金から差し
引き）でお支払いの世帯と、全
期分お支払い済みの世帯にはお
送りしません。※所得が変更に
なったとき、加入者の世帯に異
動（転入・転出、社会保険に加
入など）があったときは、その
都度、変更通知をお送りしま
す。

加入する・やめるときは
必ず届出を

　健康保険が切り替わったとき

家族になったときは、喪失手続
きが必要です。届出が遅れる
と、保険料を二重に支払うこと
になります。

新型コロナウイルス感染症の
影響による保険料減免の特例

　主たる生計維持者の事業収入
などの減少額が、前年の当該事
業収入などの額の10分の３以上
に該当する世帯（所得制限あり）
などは、申請により保険料の減
免が承認される場合がありま
す。※申請方法など詳しくは、
区ホームページをご覧くださ
い。
《いずれも》
▷問＝国保年金課資格賦課グル
ープ☎3579 ‐ 2406

は、本人か同一世帯の方による
国民健康保険の加入・喪失の手
続きが必要です。原則、異動日
から14日以内に、国保年金課
（区役所２階㉒窓口）・各区民事
務所に届出をお願いします。
◉�加入手続き
　退職して社会保険をやめたと
きは、加入手続きが必要です。
届出が遅れると、本来の加入日
まで遡って加入し、その日から
の保険料を支払うことになりま
す。なお、届出をするまでは被
保険者証が発行されませんの
で、医療費は全額自己負担にな
ります。
◉�喪失手続き
　就職して社会保険に加入した
ときや、家族の健康保険の扶養

口座振替をご利用ください
　区では、口座振替によるお支
払いをお願いしています（特別
徴収世帯を除く）。手続きがお
済みでない方は、国保年金課
（区役所２階㉒窓口）・各区民事
務所・預（貯）金口座がある金融
機関の区内店舗でお申し込みく
ださい。
◉�当初納期限を過ぎると延滞金
が発生します

　当初納期限までにお支払いさ
れなかった場合は、延滞金を徴
収します。早めにお支払いくだ
さい。
《いずれも》
▷問＝国保年金課国保収納グル
ープ☎3579 ‐ 2409

国民健康保険の手続きをお忘れなく

9

健康づくり活動紹介展
▷とき＝10月19日㈪〜23日㈮、
９時〜17時（最終日は11時まで）
▷ところ＝イベントスクエア
（区役所１階）▷内容＝運動・ダ
ンス・手芸などのグループ・団
体のポスター▷問＝健康推進課
健康づくり係☎3579 ‐ 2302

《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

１１月 5 日㈭
区役所（ ２ 階⑮窓口）

※申込は富士見おとしより
相談センター☎539２ ‐ 00２3

１１月 9 日㈪ 下赤塚おとしより
相談センター☎3930 ‐ １8２１

１１月１3日㈮
志村坂上地域センター

※申込は志村坂上おとしより
相談センター☎3967 ‐ ２１3１

１１月２0日㈮ 桜川おとしより相談センター
☎3959 ‐ 7485

１１月２6日㈭
区役所（ ２ 階⑮窓口）

※申込は仲町おとしより
相談センター☎59１7 ‐ 5２0１

※１3時２0分から・１4時から、各 １回制。

親子健康講座
▷とき＝11月18日㈬14時〜14時
45分▷ところ＝蓮根児童館▷内
容＝各科専門医のミニ講座▷対
象＝区内在住の乳幼児とその保
護者▷定員＝15組（申込順）▷申
込＝電話で、蓮根児童館☎3968
‐ 0688または（公社）
板橋区医師会☎3962
‐ 1301▷問＝健康推
進 課 母 子 保 健 係 ☎
3579 ‐ 2313

医師によるもの忘れ相談
▷とき・ところ＝下表参照▷対
象＝区内在住の65歳以上で、も
の忘れが気になる方・その家族
※もの忘れで医療機関にかかっ
ていない方▷定員＝各回１人
（初めての方を優
先）▷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

☆社会福祉協議会へ
（ 8 月13日〜 9 月 1 日）

▷篠 5 万円▷伊藤康治 5 万円▷飯島
昇 3 万円▷仲宿東寿会4882円▷大工
原辰実 1 万円▷榎本紀子 3 万5000円

『広報いたばし』に掲載する広告を募集しています。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、広聴広報課広報グループ（☎₃₅₇₉⊖₂₀₂₂）へお問い合わせください。

【AIP推進協議会】
▷とき＝11月17日㈫10時〜12時
▷ところ＝人材育成センター
（区役所２階）▷内容＝板橋区版
AIPの構築に向けた検討など▷
定員＝５人（申込順）▷申込・問
＝10月19日㈪朝９時から、電話
・FAX・Ｅメールで、おとしよ
り保健福祉センター地域ケア推
進係☎5970 ‐ 1114 5392 ‐ 2060

ki-oto-care@city.itabashi.to
kyo.jp※申込記入例（４面）参照

【男女平等推進センター】
▷とき＝10月26日㈪※施設点検
のため▷問＝男女平等推進セン
ター☎3579 ‐ 2790
【地域センター・ホール】
▷施設・とき
● 前野ホール…10月26日㈪９時

〜17時
● きたのホール…10月27日㈫
●  桜川地域センター…来年１月

18日㈪〜３月10日㈬※窓口業
務は通常どおり行います。

※設備点検などのため
▷問＝地域振興課庶務係☎3579
‐ 2161



※費用の明示がないものは無料₄ 広報　いたばし 令和 2年（2０2０年）1０月17日（土）

引き続き新型コロナウイルス感染症にご注意ください
　重症化リスクの高い高齢者などを守り、重症者の増加を防ぐため、身体的距離の確保・マ
スク着用・手洗いなどの新しい生活様式を徹底しましょう。

エコポリスセンター
Ⓐ未来につながる電気の選び方
▷とき＝11月14日㈯14時〜16時
▷内容＝講義▷講師＝認定NPO
法人国際環境NGO FoE Japan
理事　吉田明子▷対象＝18歳以
上の方▷定員＝30人
Ⓑリサイクルワークショップ
▷コース・とき・費用・持物
● 刺し子でショルダーバッグ…

11月19日㈭・26日㈭、２日
制、2200円、チ
ャコペンシル・
定規（30㎝）・裁
縫道具

● 切り絵・干支(ウシ)…11月22
日㈰、1100円、はさみ・デザ
インカッター（お持ちの方）

※12時30分〜15時30分
▷定員＝各コース10人
《ⒶⒷいずれも》
※区内在住・在勤・在学の方を
優先し抽選▷申込＝10月24日
（必着）まで、往復はがき（Ⓑは
１枚１コース）で、エコポリス
センター（〒174 ‐ 0063前野町４
‐ ６ ‐ １）※申込記入例参照※
同センターホームページからも

申込可
Ⓒ荒川の植物質問コーナー
▷とき＝10月21日㈬14時〜16時
※当日、直接会場へ。
《Ⓐ～Ⓒいずれも》
▷ところ・問＝エコポリスセン
ター☎5970 ‐ 5001〈第３月曜休
館〉

教育科学館
◉�一般向け投影「これからやっ
てくるふたご座流星群」

▷とき＝11月１日㈰〜29日㈰
（23日㈷を除く）、15時30分〜16
時20分▷対象＝小学５年生以上
の方
◉�ヒーリングプラネタリウム
「熟睡プラ寝たリウム」
▷とき＝11月23日㈷、13時30分
〜14時20分・15時30分〜16時20
分、各１回制▷対象＝小学５年
生以上の方（小学生は保護者同
伴）
《いずれも》
▷定員＝各回47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＝10月17日
㈯朝９時から、電話で、教育科
学館☎3559 ‐ 6561〈月曜休館。
ただし11月23日㈷は開館し24日
㈫休館〉

成増サークル公開教室
Ⓐ�とっさのひとこと中国語
▷とき＝11月７日〜21日の毎週
土曜、３日制、19時〜20時30分
▷定員＝10人
Ⓑ�そば打ち体験教室
▷とき＝12月20日㈰９時〜15時
▷定員＝24人※小学３年生以下
は保護者同伴▷費用＝740円▷

持物＝エプロン・バンダナ・タ
オル・持ち帰り用容器
《ⒶⒷいずれも》
※申込順▷ところ・申込・問＝
10月17日㈯13時から、電話・Ｅ
メールで、まなぽーと成増☎
3975 ‐ 9706 nsyakyo@city.ita
bashi.tokyo.jp〈第３月曜休館〉
※申込記入例参照。Ⓑで保護者
同伴の場合は保護者氏名を明
記。

老人クラブ連合会作品展
▷とき＝10月27日㈫〜30日㈮、
９時30分〜16時30分（初日は13
時から、最終日は12時まで）▷
ところ＝高島平区民館▷内容＝
書道・俳句・陶工芸など▷問＝
板橋区老人クラブ連合会☎3963
‐ 5334（９時〜12時）、板橋区長
寿社会推進課シニア活動支援係
☎3579 ‐ 2376

子どものための
演劇ワークショップ

▷とき・時間・対象（５日制）＝
下表参照▷ところ＝区立文化会
館小ホールなど▷内容＝簡単な
演技など▷講師＝劇団フジ団員
▷対象＝区内在住・在学の小学
〜高校生▷定員＝各コース10人
（抽選）▷費用＝3000円※参加後
にキャンセルした場合の払い戻
し不可▷持物＝上履き▷申込・
問＝11月６日（消印有効）まで、
はがきで、（公財）板橋区文化・
国際交流財団（〒173 ‐ 0014大山
東町51 ‐ １区立文化会館内）☎
3579 ‐ 3130※申込記入例の項目
と学年、性別、保護
者 氏 名 、 希 望 日 程
（Ⓐ〜Ⓒ）を明記。※
同財団ホームページ
からも申込可

※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。※区立各図書
館は第 ₃ 月曜・月末日休館。いたばしボローニャ子ども絵本館は月
曜・月末日・₁₁月 ₄ 日㈬休館。ただし、いずれも₁₀月₃₁日㈯は開館
し₁₁月 ₂ 日㈪休館。※東板橋図書館は₁₁月 ₂ 日㈪まで、高島平図書
館は₁₁月 ₉ 日㈪～₁₄日㈯休館。

行　事 と　き 内　容 対　象 定員（申込順） ところ・申込・問
みんなでつくろう　どくしょの木 １0月１7日㈯～１１月１5日㈰ 好きな本を書いた葉っぱ型の紙で読書

の木作り 小学生以下

―

成増図書館☎3977 ‐ 6078

めざせ本の「おび」大賞 １0月２4日㈯～１１月２9日㈰
好きな本を紹介する「おび」の作成・投
票※受賞作は １年間、赤塚図書館の本
の「おび」に採用。

―

赤塚図書館☎3939 ‐ 5２8１

全館合同スタンプラリー
１0月２7日㈫～１１月 9 日㈪

スタンプラリー※達成者にプレゼント
を差し上げます。※用紙は各施設で配
布

区立各図書館、いたばしボローニャ子
ども絵本館☎3579 ‐ ２665

清水・蓮根・西台・志村 4館合同
「図書館員の選ぶ１00冊」

２0２0年読書週間標語をテーマに選んだ
本のリスト配布・展示

清水図書館☎3965 ‐ 970１、蓮根図書館
☎3965 ‐ 735１、西台図書館☎5399 ‐
１１9１、志村図書館☎5994 ‐ 30２１

どんどんどんぐりフェスティバル １0月3１日㈯１１時～１２時 どんぐりで作ったおもちゃ遊び

小学生以下

１0人 １0月１8日㈰朝 9時から、直接または電
話で、高島平図書館☎3939 ‐ 6565

ハロウィンおはなし会 １0月3１日㈯１4時から ハロウィンにちなんだパネルシアター
・大型絵本・紙芝居など ２0人 １0月１7日㈯朝 9時から、直接または電

話で、小茂根図書館☎3554 ‐ 880１

おもしろサイエンス １１月１5日㈰１0時30分～１１時１5分 科学をテーマにした絵本の読み聞かせ
・工作など １5人

１0月１7日㈯朝 9時から、直接または電
話で、中央図書館☎3967 ‐ 5２6１※とこ
ろ：教育科学館

郷土史トーク「アマビエ・神社姫
と江戸のコロリ騒動」 １１月２3日㈷１4時～１5時 ちいくタイム・トモタ佳による講演 ― 30人 １0月１7日㈯朝 9時から、直接または電

話で、氷川図書館☎396１ ‐ 998１

秋の読書週間

《子どものための演劇ワークショップ》
と　き 時間・対象

１0時から １4時から
Ⓐ�１２月 6 日㈰・１3日㈰
・２0日㈰・来年 １月
9日㈯・１0日㈰

小学
3・ 4
年生 小学

5年生
以上Ⓑ�来年 １月１7日㈰・２4

日㈰・30日㈯・3１日
㈰・ ２月 7日㈰ 小学

１・ ２
年生Ⓒ�来年 ２月１3日㈯・１4

日㈰・２１日㈰・２8日
㈰・ 3月 7日㈰

小学
3年生
以上

▷とき＝11月14日㈯13時30分〜
15時30分▷ところ＝成増アクト
ホール▷講師＝エベレスト登山
隊隊員　神崎忠男ほか▷定員＝
200人（申込順）▷申込・問＝10
月17日㈯10時から、はがき・
FAX・Ｅメール（いずれも１通
４人まで）で、植村冒険館（〒
174 ‐ 0046蓮根２ ‐ 21 ‐ ５）☎
3969 ‐ 7421 5994 ‐ 4916 e50@
uemura-museum-tokyo.jp〈月曜

休館〉※申込記入例参照。複数
で申し込む場合は全員分明記。

作り手の想いが詰まった作品をご覧ください

日本人として初めて
エベレスト山頂に立った植村直己

（写真提供：文藝春秋）

エベレスト登頂50周年記念講演会


