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　新型コロナウイルス感染症の影響により、区
民生活は一変し、区政経営も大きな影響を受け
ています。そのため、バブル経済崩壊後やリー
マンショック後の世界同時不況をしのぐ、厳し
い財政状況となることが確実視されています。
　区では、このような状況においても、区民生
活に与える影響を最小限にとどめ、区民の生活
・健康を守るため、緊急財政対策に取り組んで
いきます。区民のみなさんのご理解とご協力を
お願いします。

緊急財政対策を実施します

財政課☎3579 - 2030問　合

いたばしプレミアムバルを
開催します

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、地域の活性化・区内店舗の支援を図るため、い
たばしプレミアムバルを開催します。同バルでは、電子チケットを購入・利用することで、
お得に飲食・サービスなどを楽しむことができます。ぜひ、ご利用ください。

EPARKサポートセンター☎0570 - 081 - 189(ナビダイヤル、10時～20時)、
板橋区産業振興課商工振興グループ☎3579 - 2171

問　合

お得なチケットを販売！

専用ホームページ経由で

①予約・順番受付サイト
「EPARK」に会員登録
②クレジットカード（VISA
またはMasterCard）を
登録
③電子チケットを購入

（検討）
●公共施設の整備・更新時
期の見直し

●補助負担金・既存事務事
業などの見直し

緊急財政対策

歳入の減（想定）
● 主要な財源である特別区民
税・特別区交付金の減収

● 国による不合理な税制改正　
など

※今後、数年間にわたり大幅
な減収が続くことが見込まれ
る。

● 景気低迷などによる生活困
窮者・高齢者・児童などを
支援するための扶助費など
の増加

● 施設の整備・老朽化施設の
更新など、多額の経費負担
を伴う事業の継続

歳出の増（想定） 来年度予算の
財源不足（見込み）
約183億円

持続可能な
区政経営を実現！

区民サービスを
安定的・持続的に提供

11月24日㈫～来年１月17日㈰※売り切れ次第終了

12月１日㈫～来年１月17日㈰
開催期間

チケット販売期間

チケット概要

持続可能な区政経営の実現に向けて

販売形態　電子チケット
販 売 数　 ２万セット(１人５セットまで)
販売額面　 １セット3000円(500円×６枚)を2000円で販売

チケット購入方法・利用の流れ
スマートフォンまたはタブレ
ットから専用ホームページに
アクセス

様々なお店でチケット料金分の
専用バルメニューを提供 いろいろなお店を

ハシゴしよう！
・・・・・

１枚利用１枚利用電子チケット２枚利用専用ホームページ▶ 
(11月24日㈫開設)

　スペイン発祥の飲食店を中心とした食べ歩き飲み歩きイベント
です。いたばしプレミアムバルでは、飲食店以外も多数参加し、
日用品や美容室・整骨院でのサービスなど、様々な専用バルメニ
ューを提供します。

　区内約300店舗(飲食店・小売業・サービス業など)が提供する
500円または1000円相当の専用バルメニューに使用できるお得な
電子チケットです。一部テイクアウトメニューにも使用できます。

バルとはバルとは

いたばしプレミアムバルチケットとはいたばしプレミアムバルチケットとは

※参加店舗は、11月24日㈫から専用ホームページでご覧になれます。
※新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで実施します。
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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
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発達障がい者
支援センター
開設記念講演会

▷とき＝12月15日㈫～来年１月
５日㈫▷内容＝講演「おとなの
発達障がい」※区公式YouTube
チャンネル「チャンネルいたば
し」で配信▷申込・問＝11月24
日㈫９時～12月11日㈮17時に、
Ｅメールで、障がいサービス課
地域生活支援係☎3579 - 2736
f-chiiki@city.itabashi.tokyo.jp※
催し名・氏名を明記

障害者差別解消法
セミナー

▷とき＝12月23日㈬18時～20時
▷ところ＝区立文化会館大会議
室▷内容＝講演「全盲弁護士が
語る障害者差別解消法」▷講師
＝おおごだ法律事務所弁護士　
大胡田誠▷定員＝100人(申込
順)▷申込・問＝11月24日㈫朝
９時から、直接または電話・
FAX・Ｅメールで、障がい者福
祉センター☎3550 - 3401 3550
- 3410 takasyou-s＠xsj.big
lobe.ne.jp〈日曜休み〉※申込記
入例(２面)参照

認知症の方を介護する
家族のための交流会

▷とき・ところ・会名称(各１
日制)＝下表参照▷内容＝交流
・情報交換▷対象＝認知症の方
を介護している家族※定員など
詳しくは、お問い合わせくださ

い。 ▷申込・問＝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

すぐに役立つ
ミニ介護講座（基本編）

▷とき＝12月12日㈯10時～12時
30分▷内容＝寝返り・起き上が
り、ベッド上での移動、車いす
の介助方法など▷対象＝区内在
住で、家族を介護している、ま
たは介護する予定の方※ヘルパ
ーなどの有資格者を除く。▷定
員＝８人(抽選)▷ところ・申込
・問＝12月１日(必着)まで、往
復はがきで、おとしより保健福
祉センター介護普及係(〒174 -
0063前野町４ - 16
- １ ) ☎ 5 9 7 0 -
1120※申込記入例
(２面)の項目と職
業を明記

いたばし福祉のしごと
相談・面接会

▷とき＝12月12日㈯、13時～14
時30分・15時～16時30分・17時
～18時30分、各１回制▷ところ
＝ハイライフプラザ▷内容＝区
内を中心とした福祉施設・保育
園の求人情報の提供、就職相談
・面接会※求人概要は、11月30
日㈪から、板橋区社会福祉協議
会ホームページでご覧になれま
す。※面接を希望する方は、履
歴書(写真貼付、面接希望数分)
・雇用保険受給資格者証(受給
中の方)をお持ちください。▷
定員＝各回30人(申込順)▷申込
＝11月24日㈫朝９時から、電話
で、同協議会▷問＝同協議会☎

5943 - 1300、板橋区長寿社会推
進課シニア活動支援係☎3579 -
2376

区登録手話通訳者の
選考試験を行います

▷とき＝来年２月21日㈰※時間
など詳しくは、別途通知。▷と
ころ＝グリーンホール601会議
室▷対象＝区主催の手話講習会
通訳養成コース修了者または同
等の技術を有する平成12年４月
１日以前に生まれた方※来年４
月以降に、他自治体で登録予定
がない方。▷選考＝筆記・実技
※来年３月に、合格者を対象と
した研修(平日夜間・土曜・祝
日、10日制)あり。▷申込・問
＝12月１日～来年１月８日(必
着)に、はがきで、障がいサー
ビス課福祉係☎3579 - 2362
3579 - 2364※申込記入例(２面)
の項目と生年月日、手話通訳士
の資格を有する場合は取得年
度、他自治体で活動経験がある
場合はその旨を明記。

介護予防スペース
はすのみ教室

▷コース・ときなど(12日制)＝
下表参照▷ところ＝介護予防ス
ペースはすのみ教室(高島六小
内)▷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▷持物＝室内用運
動靴▷申込・問＝11月27日(消
印有効)まで、はが
き(１人１コース)
で、長寿社会推進課
シニア事業係☎3579
- 2372※申込記入例
(２面)参照

　新型コロナウイルス感染症の
感染防止のため、過密を避けた
座席配置・２部制の実施などの
対策を行います。ぜひ、お越し
ください。
▷とき＝来年１月11日㈷▷地区
名・開始時間・ところ＝右表参
照※12月23日㈬まで会場変更
可。災害などにより、板橋区に
避難している方も出席可。希望
する場合は、お問い合わせくだ

さい。▷対象＝平成12年４月２
日～13年４月１日に生まれた方
※対象者には、12月２日㈬に案
内状をお送りします。※手話通
訳などを希望する場合は、地域
振興課地域振興係( 3579 -
2046 kb-shinko@city.itabashi.
tokyo.jp)へ早めにご連絡くださ
い。▷問＝各地域センター(区
ホームページ参照)、地域振興
課地域振興係☎3579 - 2163

《成人の日のつどい会場一覧》
地区名 開始時間 ところ

Ⓐ板橋 11時 ハイライフプラザ
Ⓑ熊野 11時・13時 区立文化会館大会議室
Ⓒ仲宿 11時 グリーンホール 2階ホール
Ⓓ仲町 11時 仲町地域センター
Ⓔ富士見 11時 富士見地域センター
Ⓕ大谷口 11時 上板橋二中
Ⓖ常盤台 11時 上板橋四小
Ⓗ清水 11時 志村三小
Ⓘ志村坂上 11時 志村四中
Ⓙ中台 11時・13時 志村五小
Ⓚ蓮根 11時・12時30分 志村六小
Ⓛ舟渡 11時 舟渡ホール
Ⓜ前野 10時30分 前野小
Ⓝ桜川 11時 桜川地域センター
Ⓞ下赤塚 11時 下赤塚地域センター
Ⓟ成増 11時 成増アクトホール
Ⓠ徳丸 11時 赤塚一中
Ⓡ高島平 11時・14時 高島平区民館
※ⒷⒿⓀⓇは 2部制。該当時間は、案内状・区ホームページをご覧ください。
※小・中学校は体育館で実施

《認知症の方を介護する家族のための交流会》
と　き ところ 会名称

Ⓐ12月 2 日㈬・来年 1月13日㈬ 成増アクトホール きずな

Ⓑ12月 3 日㈭・来年 1月14日㈭ グリーンホール101会議室※ 1月14日㈭は503会議室 板橋地区

Ⓒ12月 8 日㈫・来年 1月12日㈫ 志村坂上地域センター 志村地区
Ⓓ12月 9 日㈬・来年 1月13日㈬ おとしより保健福祉センター 男性家族交流会
Ⓔ12月11日㈮・来年 1月 8日㈮ 高島平区民館 桜の会
Ⓕ12月16日㈬・来年 1月20日㈬ おとしより保健福祉センター ひだまり
Ⓖ12月17日㈭・来年 1月21日㈭ きたのホール やすらぎ
※13時30分～15時30分(Ⓒは14時～16時)

成人の日のつどい

《介護予防スペースはすのみ教室》
コース と　き 定員 費用

Ⓐ 体操・介護予防指導 来年1月4日～
3月29日( 1月
11日を除く)の
毎週月曜

20人

各
3840円

Ⓑ
柔道整復師
による腰痛
・膝痛・転
倒予防指導

10人

Ⓒ ヨガ
来年1月5日～
3月30日( 2月
23日を除く)の
毎週火曜

20人

※ⒶⒸ10時～12時、Ⓑ13時～14時。※抽選

育児相談
▷ところ・とき＝下表参照▷内
容＝育児相談・身体計測▷対象
＝区内在住の乳幼児とその保護
者※定員あり(申込順)▷申込・
問＝電話で、
希望する健康
福祉センター
※複数のセン
ターへの申込
不可

《育児相談》
ところ と　き

板橋
12月15日㈫(幼児)・22日㈫(乳
児)、 9 時30分～10時・10時～10
時30分、各 1回制

上板橋 12月22日㈫ 9時～10時
赤塚 12月 9日㈬・10日㈭、 9時30分か

ら・10時15分から、各 1回制
志村 12月 9日㈬・23日㈬、 9時15分か

ら・ 9時40分から、各 1回制
高島平 12月 2 日㈬・16日㈬、各 1日制、

9時15分～10時15分

医師によるもの忘れ相談
▷とき・ところなど＝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
《医師によるもの忘れ相談》
と　き ところ・申込電話

12月 4 日㈮ 大谷口おとしより相談センター☎5964 - 5620

12月 7 日㈪ 高島平おとしより相談センター☎5922 - 5661

12月10日㈭
区役所( 2 階⑮窓口)

※申込は板橋おとしより
相談センター☎5248 - 2892

12月18日㈮ 中台おとしより相談センター
☎3933 - 8875

※13時20分から・14時から、各 1回制。

が
11月24日㈫朝 9時から受け付けます。

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例



※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）11月21日（土）

　降雪・台風などの荒天時でも、ごみ・資源の収集は原則行います
が、天候・交通事情により、収集時間が大幅に前後する場合があり
ます。また、安全上の観点から、収集を中止・変更する場合があり
ます。なお、降雪・台風などが事前に予測される場合や、収集を中
止・変更する場合は、区ホームページなどでお知らせします。

お願い
　荒天時は、次の点にご協力をお願いします。
●台風の接近時などは、強風に備え、ごみ・資源の飛散防止のほ
か、防鳥用ネット・資源回収用コンテナなどの管理に配慮をお願
いします

●暴風雨などの危険がある場合は、次回の収集日に出すことをご検
討ください

●事前申込制の粗大ごみは、収集日・持込日を変更していただく場
合がありますので、ご了承ください

資源循環推進課清掃事業係☎3579 - 2218問　合 資源循環推進課資源循環協働係☎3579 - 2258問　合

　年末年始は、大掃除などにより家庭ごみの量が増え、ごみ処理施設が混み合います。
　また、通常時と収集日が異なる場合があるため、計画的なごみ出しにご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、粗大ごみの申込が
増加し、収集・持込に日数を要
しています。

　新型コロナウイルスなどの感
染症の拡大を防ぐため、使用済
みマスク・ティッシュなどを捨
てる場合は次の点に注意し、可
燃ごみとして排出をお願いしま
す。

　
区分・品目 収集日・申込

粗大ごみ(家具・寝具・
自転車などの大型ごみ)

粗大ごみ受付センター☎5296 - 7000(月曜～土曜 8時～19時、12月29
日㈫～来年 1月 2日㈯を除く)※粗大ごみ収集・区指定場所への持込
は、年末は12月30日㈬まで、年始は 1月 4日㈪からです。

家電 6品目(エアコン・
テレビ・冷蔵庫・冷凍
庫・洗濯機・衣類乾燥
機)

家電リサイクル受付センター☎5296 - 7200(月曜～土曜 8時～17時、
12月29日㈫～来年 1月 2日㈯を除く)※商品を購入した販売店または
買い換えをする販売店で引き取りができない場合に、お申し込みくだ
さい。

パソコン
各メーカーに直接お申し込みください。※回収を行うメーカーがない
場合は、(一社)パソコン 3Ｒ推進協会☎5282 - 7685にお問い合わせく
ださい。

※大型コンテナ方式・貯留式の大規模集合住宅は、別途ちらしなどでお知らせします。
※集積所の看板にお知らせを貼り出しますので、ご確認ください。
※ごみ・資源の収集日は、区ホームページからもご覧になれます。

●資源循環推進課清掃事業係☎3579 - 2218
●板橋東清掃事務所☎3969 - 3721
●板橋西清掃事務所☎3936 - 7441

問
　
合

マスクなどの捨て方

　また、電話がつながりにくい
状況が続いているため、24時間
受付のインターネット申込にご
協力をお願いしま
す。※詳しくは、
区ホームページを
ご覧ください。

●ごみに直接触れない
●ごみ袋の破裂を防ぐため、容
量に余裕を持たせて入れる

●ごみ袋は二重にし、しっかり
しばって封をする

●ごみ捨て後は手を洗う

年末年始のごみ・資源の
収集日を確認しましょう！

地　域
12月の収集最終日

1
月
1
日
㈷
〜
3
日
㈰
の
収
集
は
お
休
み
し
ま
す

1 月の収集開始日

可燃 不燃 資源 可燃 不燃 資源
小豆沢、稲荷台、清水町、蓮沼町、本
町、中台、西台一・二丁目、若木三丁目 31日㈭ 23日㈬ 28日㈪ 5日㈫ 13日㈬ 4日㈪

西台三・四丁目、若木一・二丁目 31日㈭ 18日㈮ 28日㈪ 5日㈫ 15日㈮ 4日㈪

前野町 31日㈭ 25日㈮ 28日㈪ 5日㈫ 8日㈮ 4日㈪

大谷口、大谷口上町、大谷口北町、大山
西町、向原 30日㈬ 17日㈭ 29日㈫ 4日㈪ 7日㈭ 5日㈫

赤塚三丁目、成増二・三丁目 30日㈬ 24日㈭ 29日㈫ 4日㈪ 14日㈭ 5日㈫

赤塚四・五・八丁目、成増四・五丁目 30日㈬ 19日㈯ 29日㈫ 4日㈪ 16日㈯ 5日㈫

小茂根、桜川、東山町 30日㈬ 26日㈯ 29日㈫ 4日㈪ 9日㈯ 5日㈫

坂下、蓮根、東坂下、舟渡、徳丸五～八
丁目 31日㈭ 18日㈮ 30日㈬ 5日㈫ 15日㈮ 6日㈬

相生町、志村、徳丸一～四丁目 31日㈭ 25日㈮ 30日㈬ 5日㈫ 8日㈮ 6日㈬

泉町、大原町、上板橋三丁目、常盤台、
富士見町、南常盤台、宮本町、大門、三
園一丁目、四葉

30日㈬ 19日㈯ 24日㈭ 4日㈪ 16日㈯ 7日㈭

上板橋一・二丁目、東新町、新河岸、高
島平六～九丁目、三園二丁目 30日㈬ 26日㈯ 24日㈭ 4日㈪ 9日㈯ 7日㈭

板橋、中板橋、氷川町、双葉町、大和町、
高島平二～五丁目 31日㈭ 16日㈬ 25日㈮ 5日㈫ 6日㈬ 8日㈮

加賀、仲宿、高島平一丁目 31日㈭ 23日㈬ 25日㈮ 5日㈫ 13日㈬ 8日㈮

仲町、弥生町、赤塚一・二・六・七丁目、
赤塚新町 30日㈬ 17日㈭ 26日㈯ 4日㈪ 7日㈭ 9日㈯

大山町、大山金井町、大山東町、熊野町、
幸町、栄町、中丸町、南町、成増一丁目 30日㈬ 24日㈭ 26日㈯ 4日㈪ 14日㈭ 9日㈯

年末年始のごみ・資源の収集日 粗大ごみ収集、家電 6品目・パソコン回収

正しい分別に
ご協力ください！

　区内の食品ロスを減らすた
め、一部の飲食店・小売店など
で、食べきりの呼びかけやハー
フサイズのメニュー設定などを
行います。この機会に、食生活
を見直し、食品ロスを減らす取
組に挑戦してみませんか。※実
施店舗など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。

食品ロスを減らす取組
●買い物では、使いきれる分・
食べきれる量を購入する

●外食時は、適量注文・食べき
る意識で食べ残しを減らす

●家庭で使いきれない食品など
はフードドライブを利用する

フードドライブ
　家庭で余っている食品などを
持ち寄り、福祉団体・施設など
に提供する活動です。ぜひ、ご
利用ください。
▷とき＝平日、９時～17時▷と
ころ＝各地域センター▷対象＝
未開封・未破損で、賞味期限
(持込日の３か月以上先)が明記
された食品など※食品・食材に
条件あり。詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。

粗大ごみの申込

12月～
来年１月

いたばしみんなの食べきり
チャレンジ運動を行います

荒天時のごみ・資源の
収集にご協力ください

引き続き新型コロナウイルス感染症にご注意ください
　感染拡大防止のため、手洗い・マスク着用・身体的距離の確保などの新しい生活様式を徹
底しましょう。また、会食・飲み会の際は、少人数・短時間での利用などを心がけましょう。


