
₈ 広報　いたばし 令和 ３年（２０２1年）２月２7日（土）

※費用の明示がないものは無料

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

　世界約100か国・２万8000冊
の絵本を所蔵する「いたばしボ
ローニャ子ども絵本館」の特色
などを紹介します。
▷とき＝３月４日㈭〜12日㈮の
平日、９時〜17時▷ところ＝イ
ベントスクエア（区役所１階）▷

ひよこ・たぬきアトリエ
▷とき＝３月13日㈯、10時〜12
時・14時〜16時、各１回制▷内
容＝紙の組み織り▷講師＝クリ
エイターデュオ　MiyaUni▷対
象＝３歳〜小学生のお子さんと
その保護者▷定員＝各回６組
（申込順）▷費用＝１組1000円▷
持物＝好きな色の包装紙・色紙
など▷ところ・申込・問＝２月
27日㈯朝９時から、電話で、区
立美術館☎3979 ‐ 3251〈月曜休
館〉

クラシック音楽
オーディション

▷とき＝６月25日㈮▷ところ＝
区立文化会館大ホール▷部門＝
声楽・ピアノ（連弾不可）・弦楽
器（ハープ・ギター可）・木管楽
器・金管楽器・打楽器（和太鼓
不可）・編曲▷対象＝区内在住
・在勤・在学で、令和３年４月
１日時点で、18歳以上の方▷費
用＝１万円▷審査員＝板橋区演
奏家協会会長　佐藤俊ほか※合
格者は９月23日㈷のコンサート
に出演▷申込＝５月13日㈭まで、
（公財）板橋区文化・国際交流財
団ホームページ▷問＝同財団
（区立文化会館内）☎3579 ‐ 3130

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＝３月２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＝春※工作あり▷問＝男
女社会参画課男女平等推進係☎
3579 ‐ 2486

ゼロ・ウェイストを
身近に楽しく考える

▷とき＝２月27日㈯〜３月12日
㈮▷内容＝講演「ごみを減らす
取組」※動画配信▷講師＝（一
社）ゼロ・ウェイスト・ジャパ
ン代表理事　坂野晶▷申込＝２
月27日㈯〜３月11日㈭に、リサ
イクルプラザホ
ームページ※リ
サイクル推進員
の方は、備考欄
にその旨を入
力。▷問＝リサ
イクルプラザ☎
3558 ‐ 5374

空き家利活用セミナー・
相談会

▷とき＝３月14日㈰
▷時間・内容・講師
Ⓐ13時〜15時20分（12時30分開
場）…講義「成年後見制度と空
き家問題など」東京都行政書
士会板橋支部　齊藤志郎ほか

Ⓑ13時〜16時30分（受付は12時
45分〜16時）…相談会※相談
時間は１組30分

▷ところ＝グリーンホールⒶ１
階ホールⒷ101会議室▷定員＝
Ⓐ80人Ⓑ20組（いずれも先着順）

※当日、直接会場へ。▷問＝東
京都行政書士会☎3477 ‐ 2881、
板橋区建築指導課老朽建築物グ
ループ☎3579 ‐ 2574

高齢者の
暮らしを拡げる

「₁₀の筋トレ」体験講座
▷とき＝３月28日㈰
▷時間・内容・講師
Ⓐ14時〜15時…講義「オンライ
ン会議システムZoomの設定
・参加方法」受験専門無料塾
ミンゼミ代表　遠藤聡一
Ⓑ15時〜16時…介護予防に効果
がある筋力トレーニングの説
明・体験（竹川病院理学療法
士　堀口正嵩）※オンライン
参加可

▷ところ＝いたばし総合ボラン
ティアセンター▷対象＝区内在
住の方▷定員＝15人※Ⓑオンラ
イン20人（いずれも申込順）▷持
物＝パソコンまたはスマートフ
ォン・タブレット▷申込・問＝
３月１日㈪朝９時から、Ｅメー
ルで、おとしより保健福祉セン
ター介護普及係☎5970 ‐ 1120
ki-oto-kaigo@city.itabashi.
tokyo.jp※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

《オープニングイベント》
と　き 内　容

3 月２8日㈰、11時〜1２時・14時〜15時、各 1
回制

板橋区観光大使・杉浦太陽による親子読み聞
かせ

4 月11日㈰14時〜15時30分 しかけ絵本のワークショップ
4 月17日㈯15時〜15時30分 みんなの広場でおはなし会
4 月18日㈰13時30分〜15時 大東文化大学教授・山口謠司による音読講座
4 月２5日㈰14時〜15時30分 翻訳家・福本友美子による講演会
4 月２９日㈷、10時〜10時45分・11時15分〜1２
時、各 1 回制 0 歳とも絵本を100倍楽しむ読み聞かせ
5 月 ２ 日㈰10時30分〜11時15分 おはなし会・かざぐるま作り
5 月 5 日㈷、10時〜11時30分・14時〜15時30
分、各 1 回制 ㈱タニタ職員による健康セミナー・測定会

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

◉�おかあさんといっしょ
▷とき＝ 3 月21日㈰、13時30分・17
時▷ところ＝区立文化会館大ホール
▷料金＝2750円（全席指定）※ 1 歳以
上の方は座席必要
◉�子どものためのコンサート
▷とき＝ 3 月27日㈯15時▷ところ＝
区立文化会館小ホール▷出演＝松原
勝也（バイオリン）ほか▷料金＝一般

好評発売中 2000円・ 4 歳〜小学生500円（全席自
由）※宝くじの助成金で実施

◉�ロビーコンサート
▷とき＝ 3 月11日㈭12時20分〜12時
50分▷ところ＝グリーンホール 1 階
ホール▷出演＝髙橋美咲
（ソプラノ）ほか▷定員＝
100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…電話または区立文化会館
チケット販売窓口（☎3579‐5666､ 9 時～20
時）。

●公演内容のお問い合わせ…電話で、（公財）板橋
区文化・国際交流財団（☎3579‐3130､平日 9
時～17時）。

3 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

生き抜く　南三陸町　人々の一年
（ 12 ）…２0日㈷10時、タンタンの冒
険旅行　ななつの水晶球と太陽の
神殿（子・ア ）…２0日㈷14時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根
集会所

氷川
☎3９61 ‐ ９９81

殺し（ 62・字 ）…13日㈯14時、にじ
いろのさかな　ぼうけん編（子・
ア ）…２7日㈯14時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎357９ ‐ ２666

地球が静止する日（ 51 ）…２0日㈷14
時

小茂根
☎3554 ‐ 8801

くまのがっこう（子・ア ）…13日㈯
14時、ぼくのおばあちゃん（ 08 ）…
２7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。
※いずれも第 3 月曜・月末日休館。ただし ２ 月２8日㈰は開館し 3 月 1 日㈪休館。

中央図書館オープニングイベント
いたばし子どもe

え ほ ん

hon展

中央図書館事務室☎6281 - 0291〈土曜・日曜・祝日休み〉問　合

内容＝小・中学生が製作した手
作り絵本、いたばし国際絵本翻
訳大賞中学生部
門の入賞作品、
いたばしボロー
ニャ子ども絵本
館の紹介など

（ 2月 1日現在）

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 315,704 （－168）

人口 569,797 （－416） 27,303
男 279,440 （－239） 12,927
女 290,357 （－177） 14,376

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 61,396 10.8%
15〜64歳 376,049 66.0%
65歳以上 132,352 23.2%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

坂野晶

　３月28日㈰から、板橋区平和公園内にオープンす
る新しい中央図書館のオープニングイベントを行い
ます。ぜひ、ご参加ください（下表参照）。※定員な
ど詳しくは、区ホームページをご覧ください。

いたばしボローニャ子ども絵本館事務室
☎6281 - 0560〈土曜・日曜休み〉問　合


