
₅広報　いたばし令和 ３年（２０２1年）３月２7日（土）

※費用の明示がないものは無料

宅地建物取引士講座
▷とき＝５月12日〜９月29日
（８月11日を除く）の毎週水曜、
20日制、19時〜21時30分▷とこ
ろ＝ハイライフプラザ▷内容＝
講義「権利・法律関係」・模擬試
験など▷講師＝㈱東京リーガル
マインド専任講師▷対象＝区内
在住・在勤・在学の方▷定員＝
30人（抽選）▷費用＝４万5000円
※ハイライフいたばし会員４万
1000円▷申込・問＝４月22日
（必着）まで、はがき・FAX・Ｅ
メールで、（公財）板橋区産業振
興公社（〒173 ‐ 0004板橋１ ‐ 55
‐ 16）☎5375 ‐ 8102 5375 ‐
8104 highlife@itabashi-kohs
ha.com※申込記入例（４面）の
項目とハイライフいたばし会員
の方は会員番号を明記

子育て支援員養成講座
（土曜中心コース）
▷とき＝５月15日〜７月17日
（６月12日・７月３日を除く）の
毎週土曜、９時30分〜16時※こ
のほか、平日に２日、区立保育
園で実習あり。▷ところ＝区役
所など※内容・講師など詳しく
は、区ホームページをご覧くだ
さい。▷対象＝保育・子育て支
援に理解があり、講座修了後、
区内の子育て支援施設で活動で
きる方（ボランティアを含む）※
胸部Ｘ線・腸内細菌検査結果を
提出できる方▷定員＝30人（区
内在住の方を優先し抽選）▷費
用＝7000円▷申込・問＝４月12
日（消印有効）まで、往復はがき

で、子ども家庭支援センター
（〒173 ‐ 0015栄町36 ‐ １）☎
3579 ‐ 2656※申込記入例（４面）
の項目と生年月日、受講動機、
子育て支援関係の資格の有無
（有の場合はその名称）、子ども
関連施設での勤務経験の有無を
明記。※本講座の修了が、ファ
ミリーサポート援助会員・育児
支援ヘルパーなどの有償活動の
従事要件となります。

オーラルフレイル
予防講演会

▷とき＝６月30日㈬まで▷内容
＝講演「お口のケアで感染予防」
※区公式YouTubeチャンネル
「健康推進課チャンネル」で配信
▷講師＝（公社）板橋区歯科医師
会副会長　小林顕
▷問＝健康推進課
健康づくり係☎
3579 ‐ 2302

成増サークル公開教室
◉�初心者向け大正琴
▷とき＝４月５日㈪・５月３日
㈷・６月７日㈪、３日制、９時
30分〜11時30分
◉�中国語で会話しよう
▷とき＝４月17日㈯・24日㈯、
２日制、10時〜11時30分
《いずれも》
▷定員＝10人（申込順）▷ところ
・申込・問＝３月27日㈯朝９時
から、電話・Ｅメールで、まな
ぽーと成増☎3975 ‐ 9706 nsya
kyo@city.itabashi.tokyo.jp〈第３
月曜休館〉※申込記入例（４面）
参照

はじめての
野鳥観察・体験楽習

▷とき＝４月25日㈰※10時20分
にリサイクルプラザ集合・12時
10分解散▷内容＝ネイチャーゲ
ームなど▷対象＝小学３年生以
上の方（小学３年生は保護者同
伴）▷定員＝10人（申込順）▷持
物＝双眼鏡・野鳥図鑑（いずれ
もお持ちの方）▷申込・問＝３
月27日㈯朝９時から、電話で、
同プラザ☎3558 ‐ 5374※同プラ
ザホームページからも申込可

こどもわくわくフェスタ
₂₀₂₁参加者募集

▷とき＝５月30日㈰10時〜14時
※雨天中止▷ところ＝板橋区平

　板橋区を本拠地とする東京エクセレンスのB3リーグ公式戦に無
料招待します。
▷とき＝４月９日㈮19時から・
10日㈯15時30分から、各１日制
▷ところ＝小豆沢体育館▷対象
＝区内在住の方▷定員＝各日
200人（申込順）※招待席は１・
２階自由席▷申込＝３月27日㈯
18時から、B.LEAGUEホーム
ページ※事前登録が必要※１申
込につき２枚まで。

開催案内
▷とき＝３月27日㈯〜５月23日
㈰、９時30分〜17時（入館は16
時30分まで）▷観覧料＝一般650
円、高校・大学生450円、小・
中学生200円※土曜は小学〜高
校生無料※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

　本展では、戦時下に前衛画家が描いた作品などを紹介します。

期間中の催し
◉�対談「前衛画家たちの中に息
づくルネサンス」

▷とき＝４月17日㈯14時〜15時
30分▷講師＝作家　杉全美帆子
ほか
◉�対談「転換期の京都の前衛画
家たち」

▷とき＝５月８日㈯14時〜15時
30分▷講師＝京都文化博物館学
芸員ほか
《いずれも》
▷定員＝50人（先着順）※当日、
直接会場へ。

プロバスケットボールチーム　
東京エクセレンス

区立美術館☎3979︲3251〈月曜休館。
ただし 5月 3日㈷は開館し 6日㈭休館〉

ところ
・問合

東京エクセレンス運営事務局☎6454 ‐ 5323(平日、10
時～19時)、板橋区スポーツ振興課スポーツプロモー
ション第一グループ☎3579 ‐ 2667

問合

松本竣介「市内風景」1941年
迫力ある試合を観戦しよう

東京・京都　
戦時下の前衛画家たち

「ありがとう小豆沢DAY」を
開催します

▷とき・ところ（各１日制）＝右
下表参照▷内容＝元気力（生活
機能）チェック、身体・体力・
口
こう

腔
くう

機能測定、個別相談など▷
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▷定員＝各日25人（初め
ての方を優先し抽選）▷申込・
問＝４月９日（消印有効）まで、
はがきで、おとしより保健福祉
センター介護予防係（〒174 ‐

0063前野町４ ‐ 16 ‐ １）☎5970
‐ 1117※申込記入例（４面）の項
目と希望日（第２希望まで）を明
記
《６₅歳からの元気力測定会》
と　き ところ

5 月１4日㈮ 高島平温水プール
5 月１9日㈬ 小豆沢体育館
5 月２0日㈭ 成増アクトホール
5 月２5日㈫ 常盤台地域センター
5 月２6日㈬ 仲町地域センター

※ 9 時〜１２時

65歳からの元気力測定会
介護予防につなげよう！

◉�水泳教室
▷教室名・ところなど（ 8 日制）＝下
表参照▷申込＝ 4 月15日（必着）ま
で、往復はがきで、（一財）板橋区水
泳連盟（〒174 ‐ 0051小豆沢 3 ‐ 3 ‐
7 ガーデンヒル106）▷問＝同連盟・
小堀☎080 ‐ 3931 ‐ 1316※申込記入
例（ 4 面）の項目と希望教室名、性
別、生年月日を明記。幼児教室は保
護者氏名、小学生教室は学年・保護
者氏名を明記。

《水泳教室》
教室名 一般教室（午前） 幼児教室 小学生教室 一般教室（午後）

ところ・とき

● 高島平温水プール… 5 月２6日〜 7 月
１4日の毎週水曜

● 上板橋体育館… 5 月２8日〜 7 月１6日
の毎週金曜

● 上板橋体育館… 5 月２6日〜 7 月１4日
の毎週水曜

● 高島平温水プール… 5 月２8日〜 7 月
１6日の毎週金曜

１0時〜１２時 １5時〜１6時３0分 １6時３0分
〜１8時３0分 １9時〜２0時３0分

対　象 １8歳以上の方 4 歳以上の方 小学生 中学生以上の方
費　用 各7700円 各5500円 各6050円 各7700円

和公園・中央図書館・常盤台地
域センター※募集期間・申込方
法など詳しくは、区ホームペー
ジをご覧ください。▷問＝子ど
も政策課育成係☎3579 ‐ 2475

区立美術館
企画展

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

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例


