
₃広報　いたばし令和 2年（2０2０年）11月28日（土）

※費用の明示がないものは無料

感染のリスクを減らすため、定期的に換気しましょう

リサイクルプラザの催し
Ⓐ リサイクル子ども服交換会
▷とき＝12月13日㈰、10時30分
～11時30分・12時50分～13時50
分、各１回制▷定員＝各回50人
※リサイクル可能な80～160cm
程度の子ども服
がありました
ら、お持ちくだ
さい。
Ⓑ金継ぎ講座
▷とき＝12月20日㈰10時20分～
12時10分▷定員＝10人▷費用＝
1000円▷持物＝割れ・欠けがあ
る陶器２個、エプロン

《ⒶⒷいずれも》
※抽選▷対象＝区内在住・在勤
・在学の方▷ところ・申込・問
＝Ⓐ12月２日Ⓑ９日（いずれも
必着）まで、往復はがきで、リ
サイクルプラザ（〒174 ‐ 0041舟
渡４ ‐ 16 ‐ ６）☎3558 ‐ 5374※
申込記入例の項目とⒶは希望の
回（午前・午後）を明記※同プラ
ザホームページからも申込可

壊れた陶器を美しく修復しませんか

エコライフ展
▷とき＝12月１日㈫～７日㈪、
９時～17時▷内容＝環境宣言・
緑のカーテンコンテスト作品の
パネル展示▷ところ・問＝エコ
ポリスセンター☎5970 ‐ 5001
〈第３月曜休館〉

緑のガイドツアー
▷とき＝12月８日㈫※10時に上
板橋体育館集合・12時30分に緑
ヶ丘第二公園（桜川２ ‐ 18）解散
予定※雨天時は９日㈬に順延▷
内容＝小茂根周辺の緑・紅葉の
観察▷定員＝15人（抽選）▷費用
＝100円▷申込・問＝12月２日
㈬まで、電話で、みどりと公園
課緑化推進グループ☎3579 ‐
2533

はじめての
キャッシュレス

▷とき＝12月17日㈭10時～11時
30分▷内容＝講義「キャッシュ
レス・ローン・クレジットの基
本知識」▷講師＝SMBCコンシ
ューマーファイナンス㈱社員ほ
か▷対象＝区内在住・在勤・在
学の方▷定員＝20人（申込順）※
１人で遊べる未就学児の保育あ
り（定員２人、申込順）▷ところ
・申込・問＝11月30日㈪朝９時
から、電話で、消費者センター
☎3579 ‐ 2266

マンション居住者
交流会・個別相談会

▷とき＝12月20日㈰▷ところ＝
グリーンホール503・504会議室
▷時間・内容
Ⓐ14時〜16時…大規模修繕・理
事会の運営・マンションの危
機管理などの情報交換会
Ⓑ16時30分〜18時30分…個別相
談会※相談時間は１組１時間
程度

▷対象＝区内分譲マンションの
区分所有者・管理組合役員など

▷定員＝Ⓐ15人Ⓑ６組（いずれ
も申込順）▷申込・問＝11月30
日㈪朝９時から、電話で、住宅
政策課マンショングループ☎
3579 ‐ 2730

【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＝12月２日㈬・15日㈫※
設備点検のため※休止日を変更
する場合あり。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

【地域センター】
▷施設・とき
●中台センター…12月５日㈯
●蓮根センター…12月12日㈯
●熊野センター…12月12日㈯９
時～12時※雨天時は19日㈯に
延期

Ⓐ日本語スピーチ大会
▷とき＝来年２月27日㈯13時～
16時▷ところ＝グリーンホール
２階ホール▷内容＝１人３分の
発表（テーマは自由）
※日本語のレベルは
問いません。※スピ
ーチはオンライン配
信▷定員＝30人

Ⓑ日本舞踊講座
▷とき＝来年２月５日・19日・
26日、各金曜、３日制、14時30
分～16時30分（最終日は14時か
ら）▷ところ＝区立文化会館第
１・２和室など▷内容＝日本舞
踊の練習・動画撮影※動画はⒶ
で上映し、後日YouTubeでも配
信。▷定員＝15人

ⒶⒷいずれも
※抽選▷対象＝外国籍の方（Ⓐは区内在住・在勤・在学の方）▷
申込・問＝12月11日（必着）まで、はがき・FAX・Ｅメールで、（公
財）板橋区文化・国際交流財団（区役所内）☎3579 ‐ 2015 3579 ‐
2046 kkouryu@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例の項目と参
加内容（ⒶまたはⒷ）、性別、国籍、Ｅメールアドレス、Ⓐは日
本語学習年数、Ⓑは学校名（学生の方）を明記。※同財団ホーム
ページからも申込可

12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

白雪姫（ ₃₇・ 字 ）…1２日㈯10
時、たろうのおでかけ　ほか
２ 話（子・ア ）…1２日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの
蓮根集会所

氷川
☎３９61 ‐ ９９81

素晴らしき哉、人生！（ ₄₆・
字 ）…1２日㈯14時、クリスマ
スの鐘ほか 1 話（子・ア ）…２6
日㈯14時

高島平
☎３９３９ ‐ 6565

スノーマン（子・ア・字 ）… 5
日㈯14時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎３5７９ ‐ ２666

アルジャーノンに花束を（ ₀₆
・字 ）…1９日㈯14時
※申込：1２月 1 日㈫朝 ９ 時
から、直接または電話で、
東板橋図書館

小茂根
☎３554 ‐ 8801

ドナルドダック⑤（子・ア ）…　
1２日㈯14時、若草物語（ ₃₃・
字 ）…２6日㈯14時

西台
☎5３９９ ‐ 11９1

クリスマスの鐘ほか 1 話（子
・ア ）…1２日㈯14時、カサブ
ランカ（ ₄₂・字 ）…２6日㈯14時

※申込方法の明示がないものは、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。

◉ 板橋区吹奏楽団「第₃₄回ポピュラ
ーコンサート」( ₁₂月₁₄日㈪前売
開始)

▷とき＝来年 3 月 7 日㈰15時30分▷
ところ＝区立文化会館大ホール▷出
演＝大橋晃一（指揮）ほか▷料金＝ 1
階席1500円・ 2 階席2500円（全席自
由）※ 3 歳以上の方は座席必要

◉ ファミリー音楽会
▷とき＝来年 1 月17日㈰15時▷とこ
ろ＝区立文化会館大ホール▷出演＝

前売開始

好評発売中

板橋区演奏家協会会員▷曲目＝運命
など▷料金＝一般1000円（当日2000
円）・ 3 歳～未就学児500円（当日800
円）※100歳以上の方は当日100円

◉ ロビーコンサート
▷とき＝12月 9 日㈬12時20分～12時
50分▷ところ＝成増アクトホール▷
出演＝ペルル＆モコ▷
曲目＝コンドルは飛ん
でいくなど▷ 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… 　マークのある催しの
チケットの前売開始日は、 9 時～15時に電話で
のみ受付。その他の公演チケットは、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）。

日本語スピーチ大会・
日本舞踊講座に
参加しませんか

※設備点検などのため
▷問＝地域振興課庶務係☎3579
‐ 2161

【小茂根図書館】
▷とき＝12月14日㈪～22日㈫※
設備工事などのため▷問＝中央
図書館☎3967 ‐ 5261〈第３月曜
・月末日休館〉

◉ボランティア応援講座
▷とき＝12月20日㈰14時～15時30分
▷内容＝講義「自分に合う活動の探
し方・継続の秘

ひ

訣
け つ

など」▷講師＝ボ
ランティア活動者　塩尻輝雄▷対象
＝区内在住・在勤・在学の方▷定員
＝15人※オンライン15人（いずれも
申込順）▷ところ・申込・問＝11月
28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

オンライン
開催


