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※費用の明示がないものは無料

令和 ３年（2021年）８月2８日（土）

板橋エコみらい塾
▶とき＝９月18日㈯〜12月19日
㈰のうち６日間※日程・内容な
ど詳しくは、エコポリスセンタ
ーホームページをご覧くださ
い。▶対象＝区内在住・在勤・
在学で、18歳以上の方▶定員＝
15人（抽選）▶申込＝９月５日㈰
まで、同センターホームページ
▶問＝同センター☎5970 ‐ 5001

〈第３月曜休館。ただし９月20
日㈷は開館し21日㈫休館〉

高次脳機能障がい�
セミナー

▶とき＝９月29日㈬18時30分〜
20時30分▶ところ＝グリーンホ
ール601会議室▶内容＝講義▶
講師＝東京慈恵会医科大学附属
第三病院教授　渡邉修▶対象＝
区内在住・在勤の方▶定員＝50
人（申込順）▶申込・問＝８月30
日㈪朝９時から、電話・FAX
で、障がい者福祉センター☎

3550 ‐ 3401 3550 ‐ 3410〈日曜
休み〉※申込記入例参照

高島秋帆と高島平講座
▶とき＝９月19日㈰14時から▶
内容＝講義▶対象＝中学生以上
▶定員＝20人（申込順）▶ところ
・申込・問＝８月29日㈰朝９時
から、直接または電話で、小茂
根図書館☎3554 ‐ 8801〈第３月
曜・月末日休館〉

外国人のための�
初級日本語教室

▶コース・とき
● �月・木コース…10月14日〜来

年３月17日の毎週月曜・木曜、
10時〜12時

● �火・金コース…10月８日〜来
年３月18日の毎週火曜・金曜、
18時30分〜20時30分

▶定員＝各コース25人▶費用＝
5400円※テキスト代が別途必要
◉水曜会話サロン
　会話サポーターと会話を楽し
みながら学ぶクラスです。
▶とき＝10月13日〜来年３月16
日の毎週水曜、10時〜11時30分
または18時30分〜20時▶定員＝
20人▶費用＝2700円※初級日本
語教室と同時申込の場合は1000
円
《いずれも》
※申込順▶ところ＝グリーンホ
ール会議室など▶対象＝区内在
住・在勤・在学の15歳以上で、
外国籍の方▶申込・問＝９月１
日㈬朝９時から、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
入例の項目と性別、国籍、Ｅメ

ールアドレスを明記。水曜会話
サロンは希望時間（午前・午後）
を明記。※同財団ホームページ
からも申込可

リサイクルプラザの催し
◉��パネル展「板橋区のSDGs活動」
▶とき＝９月１日㈬〜30日㈭、
９時〜17時
◉�つくりかえ名人養成講座
▶とき＝９月18日㈯〜20日㈷、
３日制、10時20分〜15時▶内容
＝陶磁器の伝統的修復技法「金
継ぎ」の習得▶講師＝書道家 　
狐塚仁宏▶対象＝区内在住・在
勤・在学の方▶定員＝５人（抽
選）▶費用＝１万円▶持物＝３
つ程度に割れた食器・欠けた食
器各１個、エプロン、昼食▶申
込＝９月７日（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）
※申込記入例参照※同プラザホ
ームページからも申込可
◉おもちゃ交換ウイーク
▶とき＝９月21日㈫〜27日㈪、
10時〜16時※対象など詳しく
は、リサイクルプラザホームペ
ージをご覧ください。
《いずれも》
▶ところ・問＝リサイクルプラ
ザ☎3558 ‐ 5374 

（８月１日現在）

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 317,611 (－171)

人口 569,129 (－352) 25,983
男 278,707 (－226) 12,239
女 290,422 (－126) 13,744

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 60,608 10.7%
15〜64歳 376,305 66.1%
65歳以上 132,216 23.2%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

◉�社会福祉協議会への寄付
�（６月３日〜７月11日）

▶板橋区中学校PTA連合会令和元年
度教育対策委員会3472円▶伊藤康治
10万円▶里彩くるカエル倶楽部3000
円▶榎本紀子２万円▶金井町友の会
3294円▶宮島邦夫10万円▶蓮根坂下
三 丁 目 芳 寿 会594円▶大 工 原 辰 実
１万円▶NPO法人ゆずり葉1200円
▶問＝（福）板橋区社会福祉協議会☎
3964 ‐ 0235
◉�ぬくもりサービス協力会員
募集説明会

　地域住民による支えあいのサービ
ス（１時間あたり700円からの謝礼あ
り）で、家事・外出の付き添いなど
を行う協力会員を募集します。
▶とき＝９月14日㈫14時〜15時30分
▶ところ＝蓮根地域センター※当日
に会員登録をする場合は、必要な持
ち物があります。詳しくは、お問い
合わせください。▶申込・問＝８月
30日㈪朝９時から、電話で、ぬくも
りサービス☎3964 ‐ 1185

女子プロサッカーリーグの
試合に無料招待します

時から、日テレ・東京ヴェルデ
ィベレーザホームページ▶問＝
東京ヴェルディ㈱☎3512 ‐ 1969、
板橋区スポーツ振興
課スポーツプロモー
ション第一係☎3579
‐ 2667

▶とき＝９月12日㈰13時30分試
合開始▶ところ＝味の素フィー
ルド西が丘（北区西が丘３ ‐ 15
‐ １）▶対象＝区内在住・在学
の小学生以下※保護者同伴（保
護者は一般料金）▶定員＝50人
（申込順）▶申込＝８月31日㈫12

　区と連携協定を締結している日テレ・東京ヴェルディベレーザの
公式戦（対三菱重工浦和レッズレディース）に無料招待します。
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◉検察審査会をご存じですか
　選挙権を有する20歳以上の国民の
中から「くじ」で選ばれた11人の検察
審査員が、検察官の不起訴処分の当
否を審査する機関です。検察審査員
に選ばれた際は、ご協力をお願いし
ます。
▶問＝東京第一検察審査会事務局☎
3581 ‐ 2877
◉詐欺被害を防ぎましょう
　全国で還付金詐欺などが発生し、
電話でATM操作を指示する手口が
多発しています。被害を防ぐため、
ATM周辺での通話はやめましょう。
▶問＝板橋警察署☎3964 ‐ 0110、志
村警察署☎3966 ‐ 0110、高島平警察
署☎3979 ‐ 0110

と　き ところ 内　容 定　員 申込締切

🅐９月26日㈰ 板五米店(仲宿40 ‐
１）・公文書館 建物見学 24人 ９月12日 

🅑 10月17日㈰

板五米店

江戸時代の板橋宿

各回12人

10月３日

🅒 11月７日㈰ 板橋宿の近代 10月24日

🅓 11月28日㈰ 板橋宿と板橋火薬製造所 11月14日

🅔 12月11日㈯ 公文書館 老舗商店主が語る板橋宿 40人 11月27日

《板橋學校》

※🅐14時～16時🅑～🅓10時から・14時から、各１回制🅔14時～15時30分※🅑～🅔講義※抽選

板五米店

▶とき・ところなど＝下表参照▶費用
＝各講座一般540円・65歳以上の方270
円※🅐は50円増▶申込・問＝各締切日
（必着）まで、往復はがき（１枚１講座）
で、公文書館（〒173 ‐ 0001本町24 ‐
１）☎3579 ‐ 2291〈日曜・月曜休館〉※
申込記入例参照。🅑〜🅓は希望の回
（午前・午後）を明記。

板橋學校を開校します
板橋の歴史・文化を学ぶ

金継ぎに挑戦しませんか

※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


