
4 広報 いたばし 令和 3年（2021年）4月10日（土）

※費用の明示がないものは無料

行　事 と　き 内　容 対　象 定員(申込順) ところ・申込・問

春のスタンプラリー 4 月17日㈯～ 5月16日㈰
貸出時に配付するシールのクイズに解
答※5 問正解した方に景品を差し上げ
ます。

小学生以下

－

清水図書館☎3965 - 9701、蓮根図書館
☎3965 - 7351、西台図書館☎5399 -
1191、志村図書館☎5994 - 3021

ほんのごちそう　
いっとうしょう 4 月20日㈫～ 5月 9日㈰ 本に出てくる好きなごちそうの投票など － 赤塚図書館☎3939 - 5281

よんでよんでビンゴ 4 月20日㈫～ 5月11日㈫
カードに書かれた請求記号の本を借り
るビンゴ※完成した方に景品を差し上
げます。 小学生以下

成増図書館☎3977 - 6078

工作会「ぐりとぐらの
ホットケーキ」

4 月24日㈯
11時～12時 おはなし会・絵本に関する工作

各15人

4月10日㈯朝 9時から、直接または電話
で、氷川図書館☎3961 - 9981

紙芝居講座 4 月25日㈰
14時～15時30分

絵本専門士・廣瀬恵子による講義※
持物：紙芝居 中学生以上の方 4月10日㈯朝 9時から、直接または電話

で、東板橋図書館☎3579 - 2666
春のおはなし会 5 月 4日㈷

14時～15時 絵本の読み聞かせ
小学生以下

4月17日㈯朝 9時から、直接または電話
で、高島平図書館☎3939 - 6565

こどもの日おはなし会
5 月 5日㈷、
14時から・15時から、
各 1回制

紙芝居・大型絵本・パネルシアターなど 各回20人 4月20日㈫朝 9時から、直接または電話
で、小茂根図書館☎3554 - 8801

スペシャルおはなし会 5 月 8日㈯
11時～11時40分 絵本・大型絵本の読み聞かせ、手遊び 小学 2年生以下の 

お子さんとその保護者 8組 4月10日㈯朝 9時から、直接または電話
で、東板橋図書館☎3579 - 2666

※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※いずれも第3月曜・月末日休館

◉荒川の植物写真展
▶とき＝４月15日㈭～６月１日
㈫、９時～17時
◉リサイクルワークショップ
▶コース・とき
●レースのスヌード・マスク…５
月23日㈰

●  刺し子のマスク・傘地のマスク
入れ…５月30日㈰

※12時30分～15時30分
▶定員＝10人(区内在住・在勤・
在学の方を優先し抽選)▶費用＝
1500円▶持物＝裁縫道具▶申込＝
４月17日(必着)まで、往復はがき
(１枚１コース)で、エコポリスセ
ンター(〒174 - 0063前野町４ - ６
- １)※申込記入例参照※同セン
ターホームページからも申込可
《いずれも》
▶ところ・問＝エコポリスセンタ
ー☎5970 - 5001〈第３月曜休館〉

Aウクレレ教室
▶とき＝４月20日～８月のうち12

エコポリスセンター

グリーンカレッジホール

定員＝20人▶費用＝6000円▶持物
＝ウクレレ※貸出あり(10本、申
込順)
B水墨画教室
▶とき＝４月26日～来年３月のう
ち12日間、各月曜、９時30分～11
時▶講師＝板橋区美術家連盟　藤
咲億桜▶定員＝15人▶費用＝4800
円▶持物＝筆・硯

すずり

・水入れ・水差
し・下敷き
Cおとなが楽しむダンス教室
▶とき＝４月30日～７月のうち８
日間、各金曜
▶コース・時間
●ディスコ…14時～15時10分
●スイング…15時30分～16時40分
▶講師＝ダンス講師　石川ミノル
▶定員＝各コース15人▶費用＝各
コース4000円
《A～Cいずれも》
※申込順▶対象＝区内在住・在勤
で、50歳以上の方※ACグリーン
カレッジホールのサークル加入者
を除く。▶ところ・申込・問＝４
月10日㈯朝９時から、直接または
電話で、グリーンカレッジホール
(志村３ - 32 - ６)☎3960 - 7701

Aマスクスプレー作り
▶とき＝５月１日㈯・２日㈰、14
時から・14時30分から・15時か
ら、各１回制※各回20分
Bせっけん作り
▶とき＝５月３日㈷、14時から・
14時45分から・15時30分から、各
１回制※各回30分
Cエコバッグ作り
▶とき＝５月４日㈷、14時から・
14時45分から・15時30分から、各
１回制※各回30分
Dカブトムシの幼虫掘り
▶とき＝５月５日㈷14時～16時※
１人15分(時間指定)※２匹まで持
ち帰り可
《A～Dいずれも》
▶対象＝A～C小学生以上の方D
小学生以下(未就学児は保護者同
伴)▶定員＝AB各回15人C各回
10人D50人(いずれも抽選)▶費用

熱帯環境植物館

＝300円※A～C高校生以上の方
は入館料が別途必要▶ところ・申
込・問＝４月20日(必着)まで、は
がき・FAX・Ｅメールで、熱帯環
境植物館(〒175 - 0082高島平８ -
29 - ２)☎5920 - 1131 5920 -
1132 nettaikan@seibu-la.co.jp
〈月曜休館。ただし５月３日㈷は
開館し６日㈭休館〉※申込記入例
参照。A～Cは希望日時を明記。

春季植木市
▶とき＝４月16日㈮～18日㈰・５
月７日㈮～９日㈰、９時～17時※
雨天中止の場合あり▶ところ＝高
島平緑地噴水広場(高島平２ - 34)
▶内容＝春の草花・観葉植物・盆
栽などの販売▶問＝赤塚支所都市
農業係☎3938 - 5114

植物観察会
▶とき＝４月17日㈯10時30分～11
時30分※雨天中止▶講師＝緑化教
育指導員▶定員＝10人(申込順)▶
ところ・申込・問＝４月11日㈰朝
９時から、電話(１申込２人まで)
で、赤塚植物園☎3975 - 9127〈月
曜、第１・３・５火曜事務室休み〉

まゆ玉で
ミニこいのぼり作り

▶とき＝４月24日㈯、13時～14時
・15時～16時、各１回制▶定員＝
各回18人(申込順)▶費用＝500円
▶ところ・申込・問＝４月10日㈯
10時から、電話で、郷土芸能伝承
館☎5398 - 4711〈第３月曜休館〉

コミュニティコンポストで
生ごみたい肥をつくろう

▶とき＝４月29日㈷10時20分～12
時10分▶講師＝生ごみリサイクル
ネットワーク板橋代表　蓮沼浩子
▶対象＝区内在住・在勤・在学の
方▶定員＝10人(申込順)▶持物＝
一握り分の生ごみ・持ち帰り用袋
▶ところ・申込・問＝４月10日㈯

朝９時から、電話で、リサイクル
プラザ☎3558 - 5374※同プラザホ
ームページからも申込可

科学教室「チリメン
モンスターを探せ」

▶とき＝４月29日㈷、10時30分～
12時・14時30分～16時、各１回制
▶内容＝ちりめんじゃこに隠れる
不思議な生き物探し・キーホルダ
ー作り▶対象＝小学生以上の方
(小学３年生以下は保護者同伴)▶
定員＝各回12人(区内在住・在勤
・在学の方を優先し抽選)▶費用
＝900円▶ところ・申込・問＝４
月15日(必着)まで、往復はがき・
Ｅメールで、教育科学館(〒174 -
0071常盤台４ - 14 - １)☎3559 -
6561 itakk@itbs-sem.jp〈月曜休
館〉※申込記入例の項目と希望の
回(午前・午後)、保護者同伴の場
合は保護者氏名を明記。

春の板橋クリーン作戦
　歩道の清掃など、自分たちでで
きる美化活動を期間中の都合の良
い日に行っていただきます。個人
・団体・事業所など、どなたでも
参加できます。
▶とき＝５月22日㈯～６月６日㈰
▶実行計画書の配布場所＝資源循
環推進課(区役所７階⑪窓口)・各
地域センター・区ホームページ▶
申込・問＝４月20日(必着)まで、
必要書類を直接または郵送・FAX
・Ｅメールで、資源循環推進課資
源循環協働係(〒173 - 8501)☎ 3579
- 2258 3579 - 2249 s-recycle
@city.itabashi.tokyo.jp

子ども読書週間

▶視聴方法＝チャンネルいたば
し (区ホームページ参照 )、
J:COMチャンネル(毎日12時・
20時)※区政資料室(☎3579 -
2020)でDVDの貸出を行ってい
ます。▶問＝ブランド戦略担当
課☎3579 - 2025

４月のテーマ
「第６回板橋にぎわい店舗大賞
 受賞店舗」

▶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＝ 4 月
20日㈫朝 9 時から、男女社会参画課
(区役所 6 階)※抽選後、空きがあ
る場合は 4 月22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(12月分)

※新型コロナウイルス感染症の影響で、記事の内容が中止・変更になる場合があります

日間、各火曜、９時30
分～11時30分▶講師＝
日本ウクレレスクール
公認指導員　遠藤健▶


