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広報

いたばし

令和３年(2021年)11月13日(土)

※費用の明示がないものは無料

サークルだより

※活動日時・場所などは変更にな
る場合あり。詳しくは、各サーク
ルにお問い合わせください。

掲載のお問い合わせは
広聴広報課広報係へ
☎3579−2022

俳句
「桟雲の会」 初心者・初級者歓迎 第２土曜
13時〜16時30分 仲宿地域センター １回1500円
☎北田5375−6320(午前)
薩摩琵琶の会 初心者歓迎 第３日曜 14時〜16
時 下赤塚駅前集会所(赤塚１−７−２) １回
1000円 ☎関090−8685−1447
オカリナ
「アンダンテ」 初心者・初級者歓迎 第
１・３月曜 10時〜12時 グリーンカレッジホー
ル(志村３−32−６) １回1000円 ☎狩谷6913−
0442
仏像観て歩き パソコン利用者対象 月１回土曜
または日曜 13時〜17時 志村坂上地域センター
入会金500円・１回500円 ☎新井3936−5800
ハイキング「サロンゆる歩き」 月１・２回 関東
近郊の公園 年額3000円 ☎鈴木090−2538−6408
熊野カラオケ 初心者歓迎 第２・４木曜 18時
〜20時 熊野地域センター 月額2500円 ☎清田
3974−1105
徳丸太極拳サークル 無料体験あり 毎週月曜
９時30分〜11時30分・13時〜15時 きたのホール
月額3000円 ☎菅藤090−7270−3696
ノルディックウオーキング
「いたばしＮＷ塾」 初
心者歓迎 第２・４土曜 10時〜12時 都立城北
中央公園 月額500円 ☎谷口090−1760−7321
フラダンス
「カハラオ・プナ」 初心者の女性対象
第１〜３金曜 14時〜15時30分 ハロープラザ
(大山町49−１) 入会金1000円・月額4000円 ☎
林090−2146−6583
書道同好会 第１・３日曜 ９時〜12時 上板橋
健康福祉センター 入会金1000円・月額3000円
☎阿部090−8512−5595
やさしいらくらくヨガ 50歳以上の初心者・初級
者歓迎 月４回月曜 10時〜11時20分 高島平一
丁目集会所(高島平１−７−１) 入会金1000円・
月額2800円 ☎池上3958−6280
野草友の会 第３金曜 13時〜16時 グリーンホ
ール 年額2000円 ☎村中080−3464−8979
板橋スポーツ吹矢クラブ 無料体験あり 10歳以
上の初心者対象 第１・３土曜 13時〜15時 下
赤塚駅前集会所(赤塚１−７−２) １回500円
☎鈴木090−3597−3775
絵画
「金曜会」 見学可・無料体験あり 初心者歓
迎 月４回金曜 ９時30分〜15時 区立美術館
入会金3000円・月額5000円 ☎小林3975−4637
鴎座俳句会 初心者歓迎 第１水曜、第３月曜・
土曜 13時〜16時 区立文化会館 １回1000円
☎松田3968−0153
軟式野球「オールド・ジャパン」 50〜70歳対象
毎週土曜、月２・３回日曜 ９時〜17時のうち２
時間 区内野球場 年額２万円※年度途中の入会
は月額2000円 ☎加藤090−2312−8805
書道愛好会 初心者歓迎 第１・３木曜 ９時〜
12時 区立文化会館 入会金500円・月額3000円
☎長沼3938−0775
自分史
「つめくさ会」 Ｅメールを利用できる方対
象 第４土曜 10時〜12時 まなぽーと成増 月
額750円 ☎堀田3933−9144

広告コーナー

※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
社交ダンス
「ランダンスクラブ」 30歳以上の初級
・中級者歓迎 月３回金曜 14時〜15時30分 仲
町地域センター 入会金2000円・月額4000円 ☎
高田090−3912−9853
実用毛筆会 初心者歓迎 第１・３木曜 14時〜
16時 まなぽーと大原 入会金1000円・月額2500
円 ☎若月3966−8580
楽々ヨーガ 初心者歓迎 毎週水曜 10時30分〜
11時30分 仲宿いこいの家 １回500円 ☎西田
090−3046−2799
10の筋トレ
「あずきの会」 月４回水曜 10時〜11
時30分 志村坂上地域センター 月額400円 ☎
上野080−6674−2332
徳丸太極拳同好会 見学可・無料体験あり 60歳
以上の初心者対象 月４回土曜 10時〜11時30分
徳丸ふれあい館 入会金1000円・月額3000円 ☎
正司3932−6021
軟式野球
「ジョーカーズ」 50歳以上の初級・中級
者対象 毎週日曜 ７時〜11時 都立城北中央公
園野球場 年額8000円 ☎池田090−4936−0657
健康体操
「スマイル３Ｂ体操」 40歳以上の初心者
・初級者歓迎 月３回火曜 10時〜11時 高島平
九丁目集会所(高島平９−３−１) 入会金1000円
・月額2500円 ☎白戸080−3253−4836
楽しくフラダンス 初心者〜中級者の女性歓迎
第１・２・４月曜 10時〜11時30分 まなぽーと
成増 月額4000円 ☎唐仁原090−8745−6334
社交ダンス
「オアシス」 20歳以上の初級者・中級
者歓迎 月３回火曜 10時〜12時 常盤台地域セ
ンター 入会金1000円・月額2000円 ☎山口090
−9431−3783
文学と歴史の会 初心者・初級者対象 第３水曜
(平家物語コース)・第２木曜(信長公記コース)
10時〜12時 グリーンカレッジホール(志村３−
32−６) 月額1000円 ☎織茂090−1855−3891
還暦野球軍団水曜倶楽部 60歳以上の初級・中級
者の男性歓迎 毎週水曜 ９時〜13時 徳丸ヶ原
野球場 入会金3000円・１回200円 ☎滝本090−
1995−8435
板橋グラウンド・ゴルフクラブ 60歳以上の初心
者歓迎 月４回木曜 ９時30分〜12時 赤塚体育
館少年運動場 年額3000円 ☎石原3935−5037
将棋同好会
「歩」 毎週土曜・日曜 13時〜16時30
分 土曜(まなぽーと成増)・日曜(まなぽーと大
原) 入会金1000円・月額1200円※小・中学生
1000円(初月無料) ☎太宰090−2676−8173
大原川柳会 第１水曜 13時〜16時 まなぽーと
大原 １回1000円 ☎浅賀3579−9755

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年７月分）
▶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＝11月22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11月25日
㈭まで受付。▶問＝男女社会参画課男女平等推進
係☎3579−2486

社会福祉協議会

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＝11月24日㈬10時〜11時30分▶ところ＝ま
もりん坊ハウス(上板橋１−26−８)※当日に会員
登録をする場合は、必要な持ち物あり。詳しくは、
お問い合わせください。▶申込・問＝11月15日㈪
朝９時から、電話で、ぬくもりサービス☎3964−
1185

公 共 機 関だより
特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者の募集
▶勤務場所＝区立幼稚園(大田区・足立区を除く)
※対象・選考方法など詳しくは、募集案内をご覧
ください。▶募集案内の配布場所＝板橋区指導室
(区役所６階⑰窓口)・特別区人事委員会ホームペ
ージなど▶申込・問＝11月18日〜12月７日(消印
有効)に、必要書類を郵送で、特別区人事・厚生
事務組合人事企画課(〒102−0072千代田区飯田橋
３−５−１東京区政会館17階)☎5210−9857

郵送などによる
手続きをご活用ください

に広告を掲載しませんか
問

合

ご案内

広聴広報課広報係☎3579−2022

「広報いたばし」
は、第１〜４土
曜に約15万6000部発行していま
す。ぜひ、ご活用ください。※募
集号・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。

広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報係☎3579−2022
サービス付き
高齢者向け住宅

ゆいま～る高島平

広めの居室で自由に自分らしく！
全室バリアフリー、42.34㎡～43.51㎡の居室
板橋区高島平ӼӷӼԀӷӼ号棟内

～感染防止を徹底し、随時見学受付中～

フロント：0800-800-6779
板橋区高島平ӼӷӼԀӷӽӨ桜通り商店街ӻӺӽӨ

◆都営三田線「高島平」駅より徒歩約ӻӻ分
◆国際興業バス「高島平二丁目」バス停すぐ

区ホームページにバナー広告を掲載しませんか
区ホームページのトップページなどに掲載する
バナー広告は、１か月単位で申込できます。※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＝広聴広報課広聴係☎3579−2024

広 告

創業から事業用不動産一筋にもうすぐ半世紀『かゆい所に手が届く』をモットーに営業活動展開中 ! 株式会社 豊 徳 / 東京都知事（13）第 29605 号

