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夜間・休日診療に関する案内は、毎月第 ₄ 土曜発行号に掲載しています。この他、区ホームページ・₂₄時間電話医療機関案内「ひまわり」☎₅₂₇₂⊖₀₃₀₃でも案内しています。

未来へ咲かせよう
笑顔の花

▷とき＝11月９日㈪～12日㈭、
９時～17時▷ところ＝イベント
スクエア（区役所１階）※当日、
直接会場へ。▷内容＝区立保育
園園児の作品・保育中の写真・
公開保育などのパ
ネル展示▷問＝保
育サービス課保育
運営・給食係☎
３579 ‐ 248３

消費者センター公開講座
▷内容・ときなど（各１日制）＝
下表参照▷対象＝区内在住・在
勤・在学の方※Ⓑ１人で遊べる
未就学児の保育あり（定員４人）
▷持物＝Ⓐ縫い針・待ち針・白
ミシン糸Ⓑはさみ・ビーズマッ
ト（ハンカチ可）▷ところ・申込
・問＝11月６日（必着）まで、往
復はがきで、消費者センター
（〒17３ ‐ 0004板橋２ ‐ ６5 ‐ ６）

☎３579 ‐ 22６６※申込記入例の項
目と希望内容（Ⓐ～Ⓒ、複数可）
を明記。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。

読み聞かせ講座（基本編）
▷とき＝11月７日㈯14時から▷
内容＝講義▷講師＝（公財）東京
子ども図書館　床井文子▷対象
＝読み聞かせに関わる活動をし
ている、または活動を始めたい
方▷定員＝20人（申込順）▷とこ
ろ・申込・問＝10月24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。ただし10月３1
日㈯は開館し11月２日㈪休館〉

Ｉ（あい）サロン
　参加者のみなさんで気軽にお
しゃべりします。仲間づくりの
場としてもご利用ください。
▷とき＝11月10日㈫14時～1６時
▷ところ＝グリーンホール504
会議室※当日、直接会場へ。▷
テーマ＝ポテサラ論争▷問＝男
女社会参画課
男女平等推進
係☎３5 7 9 ‐
248６

初心者のスマートフォン
（Android）安全教室

▷とき＝11月17日㈫10時～11時
３0分▷内容＝講義「安全に使う
ための設定など」▷講師＝ドコ
モショップ志村坂上店店員▷定
員＝10人（抽選）▷持物＝スマー
トフォン▷ところ・申込・問＝
11月１日（消印有効）まで、往復
はがきで、消費者センター（〒
17３ ‐ 0004板橋２ ‐ ６5 ‐ ６）☎
３579 ‐ 22６６※申込記入例の項目
と使用しているスマートフォン
の携帯電話事業者名を明記

ことばを育てる
かかわり方の教室

▷とき＝12月２日㈬10時～11時
３0分▷内容＝講義▷講師＝言語
聴覚士▷対象＝区内在住で、２
歳～未就学児の保護者▷定員＝
15人（申込順）※生後５か月～未
就学児の保育あり（定員４人、
申込順）▷ところ・申込・問＝
10月2６日㈪９時３0分から、電話
で、子ども発達支援センター☎
5917 ‐ 0905

食事と漢方で体質改善
▷とき＝11月28日㈯1３時３0分～
15時▷内容＝講義「中国伝統医
学による体質改善」※オンライ
ン会議システム「Zoom」を使用
▷講師＝日本漢方研究センター
所長　宋靖鋼▷対象＝区内在住
・在勤・在学の方▷定員＝３0人
（抽選）▷申込・問＝11月10日㈫
まで、Ｅメールで、（公財）板橋
区文化・国際交流財団（区役所
内）☎３579 ‐ 2015 kkouryu@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入
例の項目と性別を明記※同財団
ホームページからも申込可

子育てママの未来計画
▷とき＝11月27日～12月18日の
毎週金曜、４日制、1３時～14時
３0分▷内容＝講義「家事・育児
に少し疲れた女性がこころの元
気を取り戻す方法」※オンライ
ン会議システム「Zoom」を使用
▷講師＝東京家政大学准教授　

《消費者センター公開講座》
内　容 と　き 講　師 定　員 費　用

Ⓐ衣料リフォーム（マスク 2 種
類） 11月24日㈫13時30分〜16時 八重桜の会代表 12人 ９00円

Ⓑ ビーズアクセサリー（オープン
ダイヤペンダント）

11月27日㈮10時30分〜12時
30分 板橋マダムス代表

各15人
500円

Ⓒ絵手紙作り 11月30日㈪13時30分〜16時 新日本婦人の会板
橋支部代表 200円

※抽選

11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

蓮根
☎3９65 - 7351

キング・ソロモン（ 37・字 ）…
14日10時、トムとジェリー①
（子・ア ）…14日14時
※会場は蓮根図書館となりの
蓮根集会所

東板橋
☎357９ - 2666

かっぱのすりばち（子・ア ）…
7 日14時、綾小路きみまろ爆
笑エキサイトライブビデオ第
4 集…21日14時

図書館名 内容・とき

氷川
☎3９61 - ９９81

雨の朝パリに死す（ 54・字 ）…
14日14時、ドナルドダック①
（子・ア ）…28日14時

小茂根
☎3554 - 8801

まめうしくん（子・ア ）…14日
14時、イタリア旅行（ 53・字 ）
…28日14時

西台
☎53９９ - 11９1

トムとジェリー⑩（子・ア ）…
14日14時、そして誰もいなく
なった（ 45・字 ）…28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、各図書館にお問い合わせください。

◉ 第₁₁₆回ライブリーコンサート「聖
夜の贈り物クリスマスコンサー
ト」 

▷とき＝12月 5 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）※100歳
以上の方（持
物…年齢がわ
かるもの）は
当日100円※
３ 歳以上の方
は座席必要

好評発売中 ◉ フレッシュ名曲コンサート「皇帝
と珠玉オペラアリア選」

▷とき＝12月19日㈯14時３0分▷とこ
ろ＝区立文化会館大ホール▷出演＝
大井剛史（指揮）ほか▷料金＝３000円
（全席指定）

◉ ロビーコンサート
▷とき＝11月19日㈭12時20分～12時
50分▷ところ＝成増アクトホール▷
出演＝新東京アカデミー弦楽四重奏
団▷曲目＝日本の四季など▷定員＝
200人（先着順）※当日、11時から整
理券を配付。

鑑賞無料

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）。

並木有希ほか▷対象＝育児中の
女性▷定員＝15人（申込順）▷申
込・問＝10月2６日㈪朝９時か
ら、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

◉ 特別区立幼稚園臨時的任用教員採
用候補者の募集

▷勤務場所＝区立幼稚園（大田区・
足立区を除く）※対象・選考方法な
ど詳しくは、募集案内をご覧くださ
い。▷募集案内の配布場所＝板橋区
指導室（区役所 ６ 階⑰窓口）など▷申
込・問＝11月20日（消印有効）まで、
必要書類を郵送で、特別区人事・厚
生事務組合人事企画課（〒102 ‐ 0072
千代田区飯田橋 ３ ‐ 5 ‐ 1 東京区政
会館17階）☎5210 ‐ 9857
◉ ₁₁月は労働保険適用促進強化期間
　労働保険は、労働者が失業したと
きの失業給付、労働災害にあったと
きの労災給付などを行うものです。
雇用形態を問わず、 1 人でも労働者
を雇用している事業主は労働保険へ
の加入義務があります。加入方法な
ど詳しくは、お問い合わせくださ
い。
▷問＝ハローワーク池袋雇用保険適
用課☎３988 ‐ ６６６2、池袋労働基準監
督署労災課☎３971 ‐ 1259
◉ 駐車監視員資格者講習
▷とき＝来年 1 月18日㈪・19日㈫・
25日㈪、 ３ 日制▷ところ＝東京ビッ
グサイト（江東区有明 ３ ‐ 11 ‐ 1 ）▷
定員＝400人（申込順）▷費用＝ 2 万
円※申込方法など詳しくは、警視庁
ホームページをご覧ください。▷問
＝警視庁放置駐車対策センター☎
３581 ‐ 4３21

▷とき＝10月25日㈰～11月24日㈫▷内容＝講演
「写真で伝える紛争地・被災地からの声」※区公
式YouTubeチャンネル「チャンネルいたばし」で
配信▷講師＝フォトジャーナリスト　安田菜津
紀※本事業は、企画・運営の一部をヒューマン
アカデミー㈱に委託しています。

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

安田菜津紀

男女社会参画課男女平等推進係
☎3579 - 2486問　合

いたばし男女平等フォーラム


