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12月１日～７日は
TOKYO交通安全
キャンペーン

　年末は、繁忙期で交通量が増
え、交通事故が多くなります。
区では、交通事故・渋滞がない
街をめざし、都・警視庁と連携
して交通事故防止を呼びかけて
いきます。
▷重点項目
●子どもと高齢者の安全な通行
の確保

●飲酒運転の根絶・高齢運転者
の交通事故防止

●自転車の交通事故防止
●二輪車の交通事故防止
●違法駐車対策の推進
※キャンペーンに伴う取組など
詳しくは、東京都都民安全推進
本部ホームページをご覧くださ
い。
▷問＝板橋警察署☎3964 - 0110、
志村警察署☎3966 - 0110、高島
平警察署☎3979 - 0110、板橋区
交通安全課交通安全グループ☎
3579 - 2517

みこしが修繕されました
　(一財)自治総合センターの宝
くじの助成金を受け、宮元親興
会のみこしが修繕されました。
▷問＝地域振興課地域振興係☎
3579 - 2163

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＝12月１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＝特別定額給付金と世帯

主▷問＝男女社会参画課男女平
等推進係☎3579 - 2486

コロナ禍を生き抜く
商いのやり方

▷とき＝12月２日㈬14時～16時
※オンライン会議システム「Zo
om」を使用▷講師＝オラクルひ
と・しくみ研究所代表取締役　
小阪裕司▷対象＝区内在勤の方、
区内で会社・店舗を経営してい
る方▷定員＝300人(申込順)▷
申込＝(公財)板橋区産業振興公
社ホームページ▷問＝産業振興
課商工振興グループ☎3579 -
2171

スポーツセミナー
▷とき＝12月10日㈭18時30分～
20時30分▷ところ＝区立文化会
館大会議室▷内容＝講義「スポ
ーツ活動におけるリスク管理」
▷講師＝早稲田大学スポーツ科
学学術院専任講師　細川由梨▷
定員＝150人(先着順)※当日、
直接会場へ。▷問＝スポーツ振
興課管理グループ☎3579 - 2651

南極からみた
地球環境

▷とき＝12月13日㈰13時～15時
※オンライン会議システム「Zo
om」を使用▷講師＝国立極地研
究所特任教授　本吉洋一▷対象
＝18歳以上の方▷定員＝50人
(区内在住・在勤・在学の方を
優先し抽選)▷申込＝11月29日
㈰まで、エコポリスセンターホ
ームページ▷問＝同センター☎
5970 - 5001〈第３月曜休館〉　

教育科学館の催し
◉ 一般向け投影「木星・土星超
大接近」

▷とき＝12月１日㈫～28日㈪
(19日㈯・20日㈰を除く)、15時
30分～16時20分▷対象＝小学５
年生以上の方
◉ プラネタリウムdeおはなし
会「わんぱくだんのクリスマ
ス」

▷とき＝12月19日㈯・20日㈰、
10時～10時40分▷対象＝２歳以
上の方(未就学児は保護者同伴)
◉ 特別投影「クリスマスの星空」
▷とき＝12月19日㈯・20日㈰、
15時30分～16時20分▷対象＝小
学５年生以上の方
《いずれも》
▷定員＝各日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＝11月21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㈷・12月28日㈪
は開館し11月24日㈫休館〉

クリスマスクラフトを
作ろう

▷とき＝12月５日㈯、14時～15
時・15時～16時、各１回制▷内
容＝クリスマスリース・ツリー
作り▷定員＝各回18人(申込順)
※小学２年生以下は保護者同伴
▷費用＝１作品350円▷ところ
・申込・問＝11月
21日㈯朝９時か
ら、電話で、郷土
芸能伝承館☎5398
- 4711

琵琶の音色にのせて
▷とき＝12月13日㈰、14時から
・15時30分から、各１回制▷内
容＝薩摩琵

び

琶
わ

奏女・櫻井亜木子
による朗読・琵琶演奏▷対象＝
中学生以上の方▷定員＝各回20
人(申込順)▷ところ・申込・問
＝11月22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〉

【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＝11月29日㈰※設備点検
のため▷問＝戸籍住民課証明係
☎3579 - 2210
【男女平等推進センター】
▷とき＝11月30日㈪※施設点検
のため▷問＝男女平等推進セン
ター☎3579 - 2790
【きたのホール】
▷とき＝12月１日㈫※施設清掃
のため▷問＝地域振興課庶務係
☎3579 - 2161

「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。

《あいキッズ利用区分など》
区　分 さんさんタイムオレンジ きらきらタイム
対　象 新小学 1・ 2年生 新小学 1～ 6年生

利用時間・
利用料

放課後～17時(10月～ 2月は
16時30分まで)、無料

Ⓐ17時～18時…月額2700円
Ⓑ17時～19時…月額3900円
Ⓒ学校休業日の 8時～ 8時30分…無料
Ⓓ10月～ 2月の16時30分～17時…無料
Ⓢ土曜 8時～18時(19時まで延長可)…日額700円

※出欠・帰宅時間の管理あり

☆区へ( 9 月15日～10月13日)
▷竹内和子 5 万円▷山口孝征 3 万円
▷山口直子 3 万円▷山口裕大朗 3 万
円▷山口史栞 3 万円▷大谷口小計画
委員会 5 万752円▷三吉自動車 4 万
2100円▷石井宏美 3 万円▷石井博 3
万円▷但木八重子 3 万円▷永山加秀
3 万円▷仲宿睦町会 3 万円
☆社会福祉協議会へ

( 9 月 2 日～10月 7 日)
▷NPO法人ゆずり葉3400円▷伊藤
康治 5 万円▷里彩くるカエル倶楽部
3000円▷大工原辰実 1 万円▷渡邉梅
子 3 万円▷飯島昇 3 万円

　区立小学校で実施している放
課後対策事業「あいキッズ」の利
用登録・申請を受け付けます。
▷対象＝区内在住・在学で、就
労などによる保護者留守家庭児
童のうち、来年４月１日㈭から
「さんさんタイムオレンジ(新小
学１・２年生)」「きらきらタイ
ム(新小学１～６年生)」の利用
を希望する児童※原則、当該校
に在籍する児童が対象。※新小
学１年生の「さんさんタイム一
般」の利用登録は、別途行いま
す。▷運営日＝月曜～土曜(祝
日・年末年始を除く)、学校休
業日(春・夏・冬休み、学校行
事の振替休日など)▷利用区分

など＝下表参照※減免制度あ
り。対象者は利用承認後に申
請。▷申請書の配布場所＝地域
教育力推進課(区役所６階⑯窓
口)・各あいキッズ・各保育園
・区ホームページ▷申込＝12月
７日㈪～来年１月15日㈮(日曜
・祝日・年末年始を除く)の９
時30分～18時に、必要書類を保
護者が直接、在籍校(就学予定
校)のあいキッズ※郵送・代理
人不可※来年３月上旬に承認通
知をお送りします。▷問＝各あ
いキッズ(区ホームページ参
照)、地域教育力推進課あいキ
ッズ係☎3579 - 2637

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

【エコポリス板橋環境行動会議】
▷とき＝11月30日㈪10時から▷
ところ＝教育支援センター(区
役所６階)▷内容＝会議運営方
針の検討など▷定員＝５人(申
込順)▷申込・問＝11月24日㈫
朝９時から、電話・FAX・Ｅメ
ールで、資源循環推進課資源循
環協働係☎3579 - 2258 3579 -
2249 s-recycle@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例参照

来年４月1日からのあいキッズの
利用登録・申請を受け付けます

◉ 子どもの居場所立ち上げ講座
▷とき＝11月27日㈮・12月25日㈮、
各 1 日制、14時～16時▷内容＝講義
「子ども食堂・学習支援・多世代交
流などの開設準備」▷定員＝各日10
人(申込順)▷ところ・申込・問＝11
月24日㈫朝 9 時から、電話で、板橋
区社会福祉協議会☎3964 - 0236

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例


