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※費用の明示がないものは無料

女性再就職支援セミナー
・個別相談会

▷とき＝１月18日㈪
▷時間・内容
Ⓐ10時～12時…講義「これから
の私の育て方」
Ⓑ12時15分～13時45分…個別相
談会(希望者のみ)※相談時間
は１人30分
▷ところ＝グリーンホール601
会議室▷講師＝キャリアコンサ
ルタント　錦戸かおり▷対象＝
これから働きたいと考えている
女性▷定員＝Ⓐ25人Ⓑ12人(い
ずれも申込順)※Ⓐ１歳～未就
学児の保育あり(定員10人、申
込順)Ⓑお子さんの同伴可▷申
込＝12月14日㈪朝９時から、電
話で、東京しごとセンター☎
5211 - 2855※同センターホーム
ページからも申込可▷問＝男女
社会参画課男女平等推進係☎
3579 - 2486

相続・遺言の基礎と
信託の仕組み

▷とき＝１月21日㈭10時～12時
▷内容＝講義▷講師＝(一社)信
託協会参事　竹石誠▷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＝12月14日㈪朝９時から、電
話で、消費者センター☎3579 -
2266

切り替えが難しい
お子さんの対応

▷とき＝１月28日㈭10時～11時
30分▷内容＝講義▷講師＝公認
心理師▷対象＝区内在住で、お
子さんの切り替えに困っている
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＝12月14日㈪９時30分から、
電話で、子ども発達支援センタ
ー☎5917 - 0905

手話講習会（入門コース）
▷とき＝令和３年４月６日～４
年２月15日(５月４日・８月17
日・11月23日・12月28日・１月
４日を除く)の毎週火曜・４月
３日㈯・８月21日㈯・２月19日
㈯、44日制、９時45分～11時45
分▷ところ＝ハイライフプラザ
など▷対象＝区内在住・在勤・
在学の高校生以上(今年度に中
学校卒業見込の方を含む)で、
通訳養成コース修了後に区登録
手話通訳者の選考試験を受験で
きる方▷定員＝14人(抽選)※テ
キスト代が必要▷申込・問＝１
月12日(必着)まで、往復はがき
で、障がいサービス課福祉係☎
3579 - 2362※申込記入例の項目
と生年月日を明記

大山駅周辺地区
まちづくりパネル展

▷とき＝12月24日㈭・25日㈮、
９時～17時▷ところ＝イベント
スクエア(区役所１階)▷問＝拠
点整備課大山まちづくり第一グ
ループ☎3579 - 2449

冬鳥観察会
▷とき＝１月10日㈰10時～12時
※雨天時は17日㈰に延期▷とこ
ろ＝都立光が丘公園▷講師＝認

定NPO法人生態工房　増永望
美ほか▷対象＝18歳以上の方▷
定員＝30人(区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選)▷持物
＝双眼鏡(お持ちの方)▷申込＝
12月26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
◉ 一般向け投影「はやぶさ２」
▷とき＝１月４日㈪～31日㈰
(16日㈯・19日㈫を除く)、15時
30分～16時20分▷対象＝小学５
年生以上の方
◉ 特別投影「ふらり星空散歩」
▷とき＝１月16日㈯15時30分～
16時10分▷対象＝小学生以上の
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＝12月12日
㈯朝９時から、電話で、教育科
学館☎3559 - 6561〈月曜休館。
ただし12月28日㈪・１月４日㈪
は開館し１月５日㈫休館〉

　本展では、日本人のエベレス
ト登頂50周年を記念して、女性
初登頂や無酸素登頂、超過密登
山、最近の環境問題などをカラ
ー写真(約40点)で紹介します。
▷とき＝12月12日㈯～１月11日
㈷、10時～18時

写真で振り返る日本人のエベレスト
エベレスト登頂50周年記念展

▷申込期間＝12月16日㈬～20日㈰※
区立文化会館大ホールは令和 4 年 1
月分、それ以外は 3 年 7 月分。※申
込方法など詳しくは、区ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
問合 区立文化会館☎3579 - 2222

区立文化会館・
グリーンホールの利用受付

施設名 利用できない日
区立文化会館

大ホール 1／ 1～ 3・15・16・27・29…
全日

小ホール 7／29…全日

大会議室 7／10…午後・夜間、 7／20・
21・29…全日

グリーンホール

1階ホール 7／ 1・15…午後、 7／26…全
日

2階ホール 7／26…全日

601会議室 7／17…午後・夜間、 7／26…
全日

▷予約の条件＝501会議室と502会議
室を同時利用し、501会議室を保育
室として利用すること▷抽選＝12月
21日㈪朝 9 時から、男女社会参画課
(板橋区保健所 5 階)※抽選後、空き
がある場合は12月23日㈬まで受付。
▷問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579 - 2486

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約( 8月分)

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

植村冒険館☎3969 - 7421
〈月曜休館。ただし１月11日㈷は開館し12日㈫休館〉

ところ・問合

▷とき＝１月23日㈯13時30分か
ら▷ところ＝成増アクトホール
▷演目・出演
●小栗判官一代記…三代目若松
若太夫(都指定無形文化財「芸
能」保持者)

●葛の葉…三代目若松若太夫・
坂東冨起子(日本舞踊)ほか
▷定員＝200人(抽選)▷申込・
問＝12月25日(消印有効)まで、
往復はがき・電子申請(区ホー

ムページ参照)で、生涯学習課
文化財係☎3579 - 2636※申込記
入例参照

説経浄瑠璃鑑賞会

◉ 東京都最低賃金のお知らせ
　同賃金は、時間額1013円で、都内
で働く全ての労働者に適用されま
す。
▷問＝東京労働局賃金課☎3512 -
1614、東京働き方改革推進支援セン
ター☎0120 - 232 - 865(フリーダイ
ヤル)
◉ 千代田区立神田一橋中学校通信教
育課程の生徒募集

▷対象＝都内在住・在勤で、昭和21
年 3 月31日以前に尋常小学校または
国民学校初等科を修了しており、新
制中学校を卒業していない方▷選考
日＝ 2 月 7 日㈰▷申込・問＝12月14
日～ 1 月29日(消印有効)に、願書を
直接または郵送で、千代田区立神田
一橋中学校(〒101 - 0003千代田区一
ツ橋 2 - 6 - 14)☎3265 - 5961
◉ 東京二十三区清掃一部事務組合議
会定例会の傍聴者募集

▷とき＝12月24日㈭15時から▷とこ
ろ＝東京区政会館202・203会議室
(千代田区飯田橋 3 - 5 - 1 )▷内容
＝清掃工場の整備工事請負契約の締
結など▷定員＝15人(先着順)※当
日、14時から会場で受付。▷問＝東
京二十三区清掃一部事務組合議会事
務局☎5210 - 9729

◉ シニアのためのエアロビクス
▷とき＝ 2 月 4 日～ 3 月11日( 2 月
11日を除く)の毎週木曜、 5 日制、
10時～11時▷ところ＝グリーンホー
ル601会議室▷対象＝区内在住で、
60歳以上の方▷定員＝35人(抽選)▷
費用＝1000円▷申込・問＝12月23日
(消印有効)まで、往復はがきで、(公
社)板橋区シルバー人
材センター(〒173 -
0004板橋 2 - 65 - 6 )
☎3964 - 0871※申込記
入例の項目と過去の参
加回数を明記

三代目若松若太夫 坂東冨起子

語りもの芸能を鑑賞しませんか

世界最高峰「エベレスト」
（撮影者：大森弘一郎）

モズ ノスリ


