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年末年始の資源・ごみの
収集日を確認しましょう！
年末年始は、大掃除などにより家庭ごみの量が増え、ごみ処理施設が混み合います。
計画的なごみ出しにご協力をお願いします。

年末年始の資源・ごみの収集日

粗大ごみ収集、家電６品目・パソコン回収

12月の収集最終日

地 域

可燃

不燃

来年１月の収集開始日

資源

可燃

不燃

資源

４日㈫ 12日㈬ 10日㈷

西台三・四丁目、若木一・二丁目

30日㈭ 17日㈮ 27日㈪

４日㈫ ７日㈮ 10日㈷

前野町

30日㈭ 24日㈮ 27日㈪

４日㈫ 14日㈮ 10日㈷

大谷口、大谷口上町、大谷口北町、
31日㈮ 16日㈭ 28日㈫
大山西町、向原

５日㈬ ６日㈭ ４日㈫

来年１月１日㈷〜３日㈪の収集はお休みします

小豆沢、稲荷台、清水町、蓮沼町、
本町、中台、西台一・二丁目、
30日㈭ 22日㈬ 27日㈪
若木三丁目

赤塚三丁目、成増二・三丁目

31日㈮ 23日㈭ 28日㈫

赤塚四・五・八丁目、
成増四・五丁目

31日㈮ 18日㈯ 28日㈫

小茂根、桜川、東山町

31日㈮ 25日㈯ 28日㈫

坂下、蓮根、東坂下、舟渡、
徳丸五〜八丁目

30日㈭ 17日㈮ 29日㈬

相生町、志村、徳丸一〜四丁目

30日㈭ 24日㈮ 29日㈬

泉町、大原町、上板橋三丁目、
常盤台、富士見町、南常盤台、
宮本町、大門、三園一丁目、四葉

31日㈮ 18日㈯ 30日㈭

上板橋一・二丁目、東新町、
新河岸、高島平六〜九丁目、
三園二丁目

31日㈮ 25日㈯ 30日㈭

板橋、中板橋、氷川町、双葉町、
大和町、高島平二〜五丁目

30日㈭ 15日㈬ 24日㈮

４日㈫ ５日㈬ ７日㈮

加賀、仲宿、高島平一丁目

30日㈭ 22日㈬ 24日㈮

４日㈫ 12日㈬ ７日㈮

仲町、弥生町、赤塚一・二・六・
七丁目、赤塚新町

31日㈮ 16日㈭ 25日㈯

５日㈬ ６日㈭ ８日㈯

大山町、大山金井町、大山東町、
熊野町、幸町、栄町、中丸町、
南町、成増一丁目

31日㈮ 23日㈭ 25日㈯

５日㈬ 13日㈭ ８日㈯

５日㈬ 13日㈭ ４日㈫

５日㈬ ８日㈯ ４日㈫
４日㈫ ７日㈮ ５日㈬

粗大ごみ(家具・
寝具・自転車な
どの大型ごみ)

29日㈬〜来年１月３日㈪を除く)

● 粗大ごみ受付業務臨時センター☎0570 ‑ 03 ‑ 7000(月曜〜金曜８時

〜19時、12月29日㈬〜来年１月３日㈪を除く)
※粗大ごみ収集・区指定場所への持込は、年末は12月30日㈭まで、
年始は来年１月４日㈫からです。

家 電 ６ 品 目(エ
アコン・テレビ
・冷蔵庫・冷凍
庫・洗濯機・衣
類乾燥機)

家電リサイクル受付センター☎5296 ‑ 7200(月曜〜土曜８時〜17時、
12月29日㈬〜来年１月３日㈪を除く)※商品を購入した販売店または
買い替えをする販売店で引き取りができない場合に、お申し込みく
ださい。

パソコン

宅配便による無料回収または各メーカーへの申込※対象機器など詳
しくは、区ホームページをご覧ください。※法人・個人事業者など
の事業系パソコンは、(一社)パソコン３Ｒ推進協会☎5282 ‑ 7685に
お問い合わせください。

４日㈫ 14日㈮ ５日㈬
５日㈬ 15日㈯ ６日㈭

５日㈬ ８日㈯ ６日㈭

● 資源循環推進課清掃事業係☎3579 ‑ 2218

合

収集日・申込
● 粗大ごみ受付センター☎5296 ‑ 7000(月曜〜土曜８時〜19時、12月

５日㈬ 15日㈯ ４日㈫

※大型コンテナ方式・貯留式の大規模集合住宅は、別途ちらしなどでお知らせします。
※集積所の看板にお知らせを貼り出しますので、ご確認ください。
※資源・ごみの収集日は、区ホームページからもご覧になれます。

問

区分・品目

● 板橋東清掃事務所☎3969 ‑ 3721
● 板橋西清掃事務所☎3936 ‑ 7441

粗大ごみの申込
年末年始は粗大ごみの申込が増加し、電話がつなが
りにくい状況が予想されるため、24時間受付のインタ
ーネット申込にご協力をお願いします。※詳しくは、
区ホームページをご覧ください。

マスクなどの捨て方
感染拡大防止のため、使用済みマスク・ティッシュなどを捨てる
場合は次の点に注意し、可燃ごみとして出してください。
● ごみ袋の破裂を防ぐため、容量に余裕を
持たせて入れる
● ごみ袋は二重にし、しっかりしばって封
をする
● ごみ捨て後は手を洗う

荒天時の資源・ごみの収集にご協力ください
降雪・台風などの荒天時でも、資源・ご
みの収集は原則行いますが、収集時間が大
幅に前後する場合や収集を中止・変更する
場合があります。なお、降雪・台風などが
事前に予測される場合や、収集を中止・変
更する場合は、区ホームページなどでお知
らせします。

問

合

資源循環推進課清掃事業係☎3579 ‑ 2218

お願い
● 台風の接近時などは、強風に備え、資源・ごみの飛散防止のほか、防鳥

用ネット・資源回収用コンテナなどの管理にご
配慮ください
● 暴風雨などの危険がある場合は、次回の収集日
に出すことをご検討ください
● 事前申込制の粗大ごみは、収集日・持込日が変
更になる場合がありますので、ご了承ください

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください
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※費用の明示がないものは無料

お 知らせ
現代のいかけやさんを終了します
来年３月をもって、壊れた日用品を修理・再
生する現代のいかけやさんを終了します。利用
を希望する場合は、期限までに受付・受取をお
願いします。
▶受付期限＝来年２月28日㈪15時▶受取期限＝
来年３月28日㈪16時▶ところ・問＝エコポリス
センター☎5970 ‑ 5001〈第３月曜休館。ただし
来年３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉

講

座

スポーツセミナー
▶とき＝12月10日㈮18時30分〜20時30分▶とこ
ろ＝区立文化会館小ホール▶内容＝講義「マラ
ソンから広がる世界」▶講師＝NPO法人ランフ
ィールドジャパン 小幡佳代子▶定員＝120人
(先着順)※当日、直接会場へ。▶問＝スポーツ
振興課管理係☎3579 ‑ 2651

講演会
「使い捨てライフスタイル
からの脱却」
▶とき＝12月12日㈰10時20分〜12時10分※別日
にオンライン配信あり。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。▶講師＝
水Do！ネットワーク事務局長 瀬口亮子▶対
象＝小学４年生以上▶定員＝30人(区内在住・
在勤・在学の方を優先し抽選)▶ところ・申込
・問＝12月１日(必着)まで、往復はがきで、同
プラザ(〒174 ‑ 0041舟渡４ ‑ 16 ‑ ６)☎3558 ‑
5374※申込記入例(４面)参照。リサイクル推進
員の場合はその旨を明記。※同プラザホームペ
ージからも申込可

絵馬めぐり
▶とき＝12月18日㈯13時〜15時▶内容＝若木稲
荷神社・西熊野神社などの絵馬見学▶対象＝区

凡例

地域保健福祉計画
実施計画2025(素案)に
ご意見をお寄せください
現行計画の取組の検証や社会情勢の変化に
よる課題を踏まえ、地域共生社会の実現をめ
ざすため、本計画を策定します。
▶全文の閲覧場所＝生活支援課(区役所８階
⑮窓口)・区政資料室(区役所１階⑦窓口)・
各地域センター・区立各図書館・区ホームペ
ージ▶対象＝区内在住・在勤・在学の方、区
内事業者、区内で活動する団体など▶閲覧期
間・意見書の提出・問＝12月12日(必着)ま

内在住・在勤・在学の方(小学生以下は保護者同
伴)▶定員＝30人(抽選)▶費用＝50円▶申込・
問＝12月３日(消印有効)まで、往復はがき・電
子申請(区ホームページ参照)で、生涯学習課文
化財係☎3579 ‑ 2636※申込記入例(４面)参照

生涯生活設計を考えよう
▶とき＝12月19日㈰13時30分〜15時30分▶とこ
ろ＝グリーンホール504会議室▶内容＝講義・
キャッシュフロー作成など▶講師＝ライフデザ
イン・社会保障研究会代表 徳田五十六▶定員
＝30人(申込順)※生後４か月〜未就学児の保育
あり(定員４人、申込順)▶申込・問＝11月22日
㈪朝９時から、電話・Ｅメールで、男女社会参
画課男女平等推進係☎3579 ‑2486 j-danjo@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例(４面)参
照。保育を希望する場合は、お子さんの氏名(ふ
りがな)・何歳何か月を明記のうえ、
12月９日㈭
までにお申し込みください。

成 人 の 日の つど い
▶とき＝来年１月10日㈷▶地区名・開始時間など＝ 表 参照※12月22日
㈬まで会場変更可。災害などにより、板橋区に避難している方も出席
可。希望する場合は、お問い合わせください。▶対象＝平成13年４月２
日〜14年４月１日に生まれた方※対象者には、12月１日㈬にお知らせを
お送りします。※手話通訳を希望する場合は、12月24日㈮までに、地域
振興課地域振興係( 3579 ‑ 2046 kb-shinko@city.itabashi.tokyo.jp)
へご連絡ください。▶問＝各地域センター(区ホームページ参照)、地域
振興課地域振興係☎3579 ‑ 2163
表

成人の日のつどい会場一覧

地区名
板橋
熊野
仲宿
仲町
富士見
大谷口
常盤台
清水
志村坂上
中台
蓮根
舟渡
前野
桜川
下赤塚
成増
徳丸
高島平

開始時間
11時
11時・13時
11時
11時
11時
11時
11時
11時
11時
11時・13時
11時・12時30分
11時
11時
11時
11時
11時
10時30分・12時
11時・14時

…
「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」

ところ
植村記念加賀スポーツセンター
区立文化会館大会議室
グリーンホール１階ホール
仲町地域センター
富士見地域センター
上板橋二中
上板橋四小
志村一小
志村四中
若木小
志村六小
舟渡ホール
前野小
桜川地域センター
下赤塚地域センター
成増アクトホール
きたのホール
高島平区民館

※
は２部制。該当時間は、お知らせ・区ホームページをご覧ください。
※小・中学校は体育館で実施

で、素案に対する意見と申込記入例(４面)の
項目、法人・各種団体の場合は名称・所在地
・代表者氏名、区内で活動する団体などの場
合は活動内容を明記のうえ、直接または郵送
・FAX・Ｅメール・区ホームページで、生活
支援課庶務係☎3579 ‑ 2352 3579 ‑ 2046
f-shomu@city.itabashi.tokyo.jp※提出さ
れた意見に個別の回答は行いません。意見に
対する区の考え方を後日公表します。

傍

聴

地域ケア運営協議会
▶とき＝12月２日㈭14時から▶内容＝おとしよ
り保健福祉センター・おとしより相談センター
の運営報告など▶定員＝５人(申込順)▶ところ
・申込・問＝11月22日㈪朝９時から、
電話で、
お
としより保健福祉センター管理係☎5970 ‑ 1119

休 みます
男女平等推進センター
▶とき＝11月29日㈪※施設点検のため▶問＝男
女平等推進センター☎3579 ‑ 2790
志村図書館
▶とき＝12月６日㈪〜11日㈯※資料点検・整備
のため▶問＝志村図書館☎5994 ‑ 3021〈第３月
曜・月末日休館〉

屋根修理の
高額請求トラブルが
急 増 して い ま す
消費者センターでは、
専門の相談員が消費生活に関する相談に応じています。

相談事例
訪問事業者から、「屋根が壊
れているのが見えた」
「火災保険
を使えば無料で修理できる」と
言われ契約したが、不審に思い
解約すると高額な違約金を請求
された。

対処法
その場で契約せず、契約内容
・解約条件をしっかりと確認の
うえ、慎重に検討しましょう。
また、火災保険で災害と関係が
ない屋根修理はできませんので、
注意しましょう。

問

合

消費者センター☎3962 ‑ 3511
(相談専用、平日９時〜16時30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。詳しくは、区ホームページをご覧ください
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凡例

祉

区立小学校で実施している放課後対策事業
「あいキッズ」
の利用登録・申請を受け付けます。
▶対象＝区内在住・在学で、来年４月１日㈮か
らあいキッズの利用を希望する児童▶利用区分
など＝ 表1 参照▶申請書の配布場所＝地域教育
力推進課(区役所６階⑯窓口)・各あいキッズ・
各保育園・各幼稚園・区ホームページ▶申込＝
区 分
対 象
利用時間・
利用料
出欠・帰宅
時間の管理

さんさんタイム一般
新小学１〜６年生

さんさんタイムオレンジ
きらきらタイム
新小学１・２年生
新小学１〜６年生
● 17時〜18時…月額2700円
● 放課後〜17時…無料
● 17時〜19時…月額3900円
● 学校休業日の８時30分〜17時…無料
● 学校休業日の８時〜８時30分…無料
● 10月〜２月の16時30分〜17時…無料
※10月〜２月は16時30分まで
● 土曜８時〜18 時(19時まで延長可)…日額700円
なし※１年生(１学期)は帰
あり
宅時間の管理あり

※
「きらきらタイム」
の利用登録をした場合は、
「さんさんタイム一般」
の利用申請不要。

認知症の方を介護する
家族のための交流会
▶とき・ところなど(各１日制)＝ 表2 参照▶内容
＝交流・情報交換▶対象＝認知症の方を介護し

ている家族※定員など詳しくは、お問い合わせ
ください。▶申込・問＝電話で、おとしより保
健福祉センター認知症施策推進係☎5970‑1121
ひろ

高齢者の暮らしを拡げる
「10の筋トレ」
体験講座
▶とき＝12月14日㈫10時〜11時30分▶ところ＝
成増アクトホール▶内容＝介護予防に効果があ
る筋力トレーニングの説明・体験▶講師＝竹川
病院理学療法士 堀口正嵩▶対象＝区内在住の
方▶定員＝40人※オンライン15人(いずれも申
込順)▶申込・問＝11月22日㈪朝９時から、電
話(オンラインの場合は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(４面)参照

表2 認知症の方を介護する家族のための交流会
と き
12月２日㈭・来年１月13日㈭
12月８日㈬・来年１月12日㈬
12月８日㈬・来年１月12日㈬
12月10日㈮・来年１月14日㈮
12月14日㈫・来年１月11日㈫
12月16日㈭・来年１月20日㈭
来年１月19日㈬

ところ
グリーンホール503会議室
おとしより保健福祉センター
成増アクトホール
高島平区民館
志村坂上地域センター
きたのホール
おとしより保健福祉センター

会名称

板橋地区
男性家族交流会
きずな
桜の会
志村地区
やすらぎ
ひだまり

※13時30分〜15時30分( は14時〜16時)

お互いに支え合う社会をめざして
区では、障がいがある方・ない方がお互いに尊重
し合い、ともに支えながら暮らすことができる地域
共生社会の実現に取り組んでいます。この機会に、
ともに支え合う社会を考えてみませんか。

問

合

障がいサービス課福祉係☎3579 ‑ 2362

手話の普及

スマイルマーケット

手話は、手・指の動き、顔の表情などを使っ
て表現する言語です。区では、手話や手話を使
う方への理解を深めるため、手話言語条例に基
づき、関係団体と研修・展示会などを実施し、
手話の普及に努めています。

障がいがある方の就労訓練・社会参加を促進
するため、区内の障がい者施設利用者が作った
お菓子・雑貨・野菜などを日替わりで販売して
います。
▶ところ＝プロモーションコ
ーナー(区役所１階)・赤塚支
所・中央図書館・高島平駅ナ
カ(高島平８ ‑ ２ ‑ １)※出店
団体など詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。

障がいがある方が地域に出向き、福祉体験学
習・区民交流などを実施し、相互理解を深めて
います。

健 康 ガ イド
※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

尿もれ予防体操教室
▶とき＝12月17日㈮10時〜11時30分▶ところ＝
板橋区保健所▶内容＝講義・実技▶講師＝セン
ター保健師▶対象＝区内在住・在勤の女性▶定
員＝10人(申込順)▶持物＝ハンドタオル▶申込
・問＝電話で、女性健康支援センター☎3579 ‑
2306

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 表3 参照▶対象＝区内在
住の65歳以上で、もの忘れが気になる方・その
家族※もの忘れで医療機関にかかっていない方
▶定員＝各回１人(申込順)▶申込・問＝電話で、
希望会場を担当するおとしより相談センター
表3 医師によるもの忘れ相談
と き
ところ・申込電話
12月３日㈮ 大谷口おとしより相談センター☎5964 ‑ 5620
区役所(２階⑮窓口)※申込は板橋おとしより
12月９日㈭
相談センター☎5248 ‑ 2892
12月13日㈪ 高島平おとしより相談センター☎5922 ‑ 5661
12月17日㈮ 中台おとしより相談センター☎3933 ‑ 8875
※13時20分から・14時から、各１回制。

12月３日〜９日は障がい者週間

障がい者理解促進事業

12月６日㈪〜来年１月14日㈮(日曜・祝日・年
末年始を除く)の９時30分〜18時に、必要書類
を保護者が直接、在籍校(就学予定校)のあいキ
ッズ※郵送・代理人不可▶問＝各
あいキッズ(区ホームページ参
照)、地域教育力推進課あいキッ
ズ係☎3579 ‑ 2637

表1 あいキッズ利用区分など

介護予防スペースはすのみ教室
▶とき＝来年１月12日〜３月23日(２月23日を
除く)の毎週水曜、10日制
▶コース・時間・定員
● 体操・介護予防指導…10時〜12時、20人
● 柔道整復師による腰痛・膝痛・転倒予防指導
…13時〜14時、10人
● ヨガ…14時〜16時、20人
※抽選
▶ところ＝介護予防スペースはすのみ教室(高
島六小内)▶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▶費用＝各
コース2400円▶持物＝室内用運動靴▶申込・問
＝11月26日(消印有効)まで、はがき(１人１コ
ース)で、長寿社会推進課シニア事業係☎3579
‑ 2372※申込記入例(４面)参照

3

来年４月１日からのあいキッズの
利用登録・申請を受け付けます

いたばし福祉のしごと相談・面接会
▶とき＝12月11日㈯、13時〜14時30分・15時〜
16時30分・17時〜18時30分、各１回制▶ところ
＝ハイライフプラザ▶内容＝区内を中心とした
福祉施設・保育園の求人情報の提供、就職相談
・面接会※求人概要は、11月27日㈯から、(福)
板橋区社会福祉協議会ホームページでご覧にな
れます。※面接を希望する場合は、履歴書(写
真貼付、面接希望数分)・雇用保険受給資格者
証(受給中の方)をお持ちください。▶定員＝各
回30人(申込順)▶申込＝11月22日㈪朝９時か
ら、電話で、同協議会▶問＝同協議会☎5943 ‑
1300、板橋区長寿社会推進課シニア活動支援係
☎3579 ‑ 2376

いたばし

※費用の明示がないものは無料

…
「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」

福

広報

障がい者スポーツの普及
障がいの有無に関わらず、スポーツを楽しみ
ながら交流を図り、相互理解を深めるため、障
がい者スポーツ大会、障がい
者レクリエーション・スポー
ツ教室、障がい児・者水泳教
室などを実施しています。

障がい者福祉センター
障がいがある方・介護者を対象とした訓練・
相談、地域の方を対象としたセミナー・交流会
などを行っています。
▶問＝障がい者福祉センター☎3550 ‑ 3401
3550 ‑ 3410
〈日曜休み〉

障がい者虐待防止センター
障がいがある方の権利・尊厳を守るため、虐
待の通報・相談などを受け付け、虐待の解消・
防止に努めています。
▶問＝障がい者虐待防止センター☎・ 3550 ‑
3406
〈日曜休み〉

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。詳しくは、区ホームページをご覧ください
広 告
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広報

いたばし

令和３年(2021年)11月20日(土)

※費用の明示がないものは無料

申込記入例
❶ 催し名・コース
❷ 郵便番号・住所
❸ 氏名(ふりがな)
❹ 年齢
❺ 電話・FAX番号

往復はがきの場合は
返信用にも
住所・氏名を記入

※原則❶〜❺を全て記入
※区内在勤・在学の場合は❻勤務先(所在地)・
学校名を記入
※記事内に指定がある場合は❼その他記載事項
を記入
※原則１人１枚

申込先に所在地がない場合の宛先
〒173−8501 板橋区役所(住所記入不要)
〇〇〇課〇〇〇係(催しの担当)

体験・観賞
大山駅周辺地区まちづくりパネル展
▶とき＝11月25日㈭〜30日㈫の平日、９時〜17
時▶ところ＝イベントスクエア(区役所１階)▶
問＝まちづくり調整課大山まちづくり第一係☎
3579 ‑ 2449

緑のガイドツアー
▶とき＝11月30日㈫※９時30分に上板橋体育館
集合・12時に緑ヶ丘第二公園(桜川２ ‑ 18 ‑ ６)
解散予定※雨天時は12月１日㈬に順延▶内容＝
小茂根地域の緑・紅葉の観察▶定員＝20人(抽
選)▶費用＝100円▶申込・問＝11月25日㈭ま
で、電話で、みどりと公園課みどり推進係☎
3579 ‑ 2533

教育科学館の催し
一般向け投影
「オーロラ」
▶とき＝12月１日㈬〜28日㈫(25日㈯を除く)、
15時30分〜16時20分▶対象＝小学５年生以上
プラネタリウムdeおはなし会
「モモンガの
はいたつやさんとクリスマスのおとしもの」
▶とき＝12月25日㈯、10時〜10時40分・13時30
分〜14時10分、各１回制▶対象＝２歳以上の方
(未就学児は保護者同伴)
ヒーリングプラネタリウム
「星と香りのヒーリングタイム」
▶とき＝12月25日㈯18時〜18時50分▶対象＝小
学５年生以上(小学生は保護者同伴)

感染防止にご協力をお願いします
新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、みなさんの徹底した対策が不可欠です。
引き続き感染対策を徹底しましょう。

発熱・呼吸器症状などがある場合

手洗い・
マスク着用の
徹底

板橋区新型コロナ健康相談窓口
☎4216−3852(平日、９時〜17時)
東京都発熱相談センター
☎5320−4592(24時間)

身体的距離の
確保

新型コロナウイルスワクチン相談窓口

３密(密閉・
密集・密接)の
回避

板橋区新型コロナワクチンコールセンター
☎0120−985−252(９時〜18時)

特別投影
「クリスマスの星空」
▶とき＝12月25日㈯、11時30分〜12時10分・15
時30分〜16時10分、
各１回制▶対象＝小学生以上
[いずれも]
▶定員＝各回78人(申込順)▶費用＝一般350円
・高校生以下120円※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▶ところ・申込・問＝11月20日
㈯朝９時から、電話(１申込５人まで)で、教育
科学館☎3559 ‑ 6561
〈月曜・12月21日㈫休館〉
※
同館ホームページからも申込可

まなぽーと大原の催し
保護者のためのChromebook講座
▶とき＝12月４日㈯・11日㈯、２日制、10時〜
12時▶内容＝区立小・中学校の児童・生徒に配
付したノートパソコンの基本ソフトの解説・体
験▶講師＝東京家政大学教授 新関隆▶対象＝
区内在住で、区立小・中学校に通学するお子さ
んの保護者▶定員＝10人(申込順)▶申込＝11月
20日㈯朝９時から、直接または電話で、まなぽ
ーと大原
清水地域活動見本市
▶とき＝12月５日㈰11時〜16時▶内容＝SDGs
(持続可能な開発目
標)に関する地域活
動紹介パネル展示・
体験コーナーなど
[いずれも]
▶ところ・問＝まなぽーと大原☎3969 ‑ 0401
〈第３月曜休館〉

成増

アートギャラリー

展示案内

☎3977−6061

パステル画友の会合同展
▶とき＝12月３日㈮〜５日㈰、10時〜17時(初日
は13時から、最終日は16時まで)▶内容＝パステ
ル画80点

社会福祉協議会

ご案内

社会福祉協議会への寄付(８月31日〜10月５日)
▶大工原辰実２万円▶打井健次3000円▶中板橋友
愛クラブ1325円▶伊藤康治５万円▶里彩くるカエ
ル倶楽部6000円▶NPO法人環境と美化を考える
会2000円▶金井町友の会1450円▶蓮根仲町会１万
円▶NPO法人ゆずり葉1600円▶福祉の森サロン
１団体3981円▶問＝(福)板橋区社会福祉協議会☎
3964 ‑ 0235

いたばし総合
ボランティアセンター

ご案内

いたばし結まつり
▶とき＝11月28日㈰13時30分〜16時30分▶ところ
＝グリーンホール▶内容＝ボランティア・市民活
動団体の活動紹介、
楽器演奏・チアダンスの発表、
パネル・チラシ展示など※オンライン配信あり。
詳しくは、いたばし総合ボランティアセンター
ホームページをご覧ください。▶問＝同センター
〈月曜事務局休み〉
☎5944 ‑ 4601

12
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いた ば し 区 民 文 芸
９ 月・ 月 分

歌壇 宇田川寛之 選
▼天 初産のわれを気遣う義父よりの葉書出でき
ぬ米寿の秋に
和田ふみ緒
▼地 曼殊沙華揺らすかすかな秋風に逝きにし友
をしのぶ夕暮れ
久保親二
▼人 生まれくる予定日あれどこの世去る予定日
加藤蓉子
知らず八十路を生きる
▼評 天賞︑思いがけず見つかった義父の葉書︒
遠い過去の記憶を引き寄せ懐かしむ八十八歳の姿
が浮かんでくる︒地賞︑端正な一首︒かすかな秋
風 を き っ か け と し て 亡 き 友 を 静 か に 偲 ぶ︒ 人 賞︑
生と死の対比︒この先の予定日をまだ知らず︑八
十代を生きてゆく作者である︒
俳壇 中村和弘 選
▼天 大輪の向日葵熱を独り占め
新田習作
▼地 実石榴の無骨に落ちし古き家
島崎賀代
▼人 電柱の影で人待つ炎暑かな
三井清一
▼評 天賞︑夏の強い日差しの下︑その熱を独占
するかのようにして佇つ向日葵︒向日葵の生命力︒
地賞︑古い家の庭︑石榴の実が落ちても拾う人も
なし︒古屋の荒れた庭の哀れさ︒人賞︑ほかに日
陰がないのだろう︒炎暑の中電柱の影に寄り人を
待つ︒
川柳 尾藤川柳 選
▼天 恋をしてマカロンふたつ並べてる 坂井傑
▼地 コロナには見劣りがする消費税 神谷一幸
▼人 ワクチンを打たぬ骨もつ蟇
朝田明己
▼評 天賞︑恋をすることとマカロンとは直接に
は無関係だが︑恋心は︑マカロンの姿にも投影さ
れる︒地賞︑コロナ対策費用問題の時事にも見え
るが︑目先の懐事情より大きくなったコロナ禍へ
の思い︒人賞︑ワクチンを打つか打たぬかも思案
どころ︒打たぬ⁝というのも覚悟︒蟇は︑作者自
身の自嘲︒やはり︑コロナ絡みの句がまだまだ続
くよう︒
いずれも
▼申込・問＝ 月１日︵必着︶まで︑はがきに部門
︵短歌・俳句・川柳の別︶︑作品︵１人１部門１作
品で未発表のもの︶と必要事項︵申込記入例参照︶
を明記のうえ︑︵公財︶板橋区文化・国際交流財団
００１４大山東町
１︶☎3579 3
︵〒
130※文字は楷書で丁寧に︒漢字にはふりがな
も明記︒※入選作品の他誌への投稿はご遠慮くだ
さい︒
173
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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。詳しくは、区ホームページをご覧ください

アプリで
「広報いたばし」
を配信しています

スマートフォンなどから利用できる行政情報アプリ「マチイロ」・多言語対応
アプリ「カタログポケット」・電子チラシサービス「Shufoo！(シュフー)」で、「広
報いたばし」を配信しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください。
▶問＝広聴広報課広報係☎3579 ‑ 2022

