4

広報

いたばし

令和４年(２０22年)１月15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

※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
た

「歩いて貯めよう！いたばし健康ポイント」対象事業

健康づくりセミナー
▶とき＝２月８日㈫13時30分〜15時30分▶ところ＝グリーンホール２階
ホール▶内容＝講義
「時間栄養学に学ぶ賢い食べ方」
▶講師＝早稲田大学
教授 柴田重信▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝50人（申込
順）▶申込・問＝１月17日㈪朝９時から、電話で、健康推進課健康づく
り係☎3579−2302

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）

施 設 の イ ベ ント
教育科学館
科学教室
「小さな生き物ハンティング」
▶とき＝１月30日㈰10時〜12時▶内容＝顕微鏡
で微小生物の観察、土壌生物の液浸標本・簡易
ツルグレン装置（採集装置）作り▶対象＝小学生
以上（小学３年生以下は保護者同伴）▶定員＝12
人（区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選）▶
費用＝800円▶申込＝１月20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） itakk@itbs-sem.jp
※申込記入例参照。保護者同伴の場
合は保護者氏名を明記。
プラネタリウムコンサート
「ユーフォニアム・マリンバの温かい響き」
▶とき＝３月20日㈰18時〜19時30分▶出演＝外
囿祥一郎＆西久保友広duo▶対象＝小学生以上
（小学生は保護者同伴）▶定員＝102人（申込順）▶
費用＝1500円▶申込＝電話予約は１月15日㈯朝
９時から、窓口販売は16日㈰朝９時から、教育
科学館
[いずれも]
▶ところ・問＝同館☎3559−6561
〈月曜休館〉

エコポリスセンター
親子アロマ講座
▶とき＝２月12日㈯、10時〜11時・13時〜14
時、各１回制▶内容＝ラベンダー・ローズなど
でバスボム（入浴剤）作り▶講師＝アロマテラピ
ーインストラクター 枝光弘味▶対象＝４歳〜
未就学児とその保護者▶定員＝各回５組（区内
在住・在勤の方を優先し抽
選）▶費用＝１組1000円▶
持物＝エプロン・ハンドタ
オル・持ち帰り用袋▶申込
＝１月31日㈪まで、エコポ
リスセンターホームページ
リサイクルワークショップ
▶とき＝２月13日㈰・20日㈰、２日制、12時30
分〜15時30分▶内容＝伊予絣でグラニーバッグ
・小物入れ作り▶定員＝10人（区内在住・在勤
・在学の方を優先し抽選）▶費用＝2500円▶持
物＝裁縫道具▶申込＝１月24日（必着）まで、往
復はがきで、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＝同センター☎5970−5001〈第３
月曜休館〉
い

よ がすり

参加者に
30ポイント付与

体験・観賞
区立小・中学校作品展
▶とき・内容
●１
 月18日㈫〜30日㈰…中学校美術展・書き初
め展
●２
 月３日㈭〜20日㈰…小学校児童作品展
※月曜を除く、９時30分〜17時（入館は16時30
分まで）。
▶ところ＝区立美術館▶問＝指導室学習支援係
☎3579−2615

オーバーナイトウオーキング
▶とき＝２月12日㈯・13日㈰※⃝
🅐小学生…19時
30分に成増アクトホール集合⃝
🅑中学・高校生…
17時30分に東武東上線
「高坂」
集合。いずれも13
日㈰15時に植村記念加賀スポーツセンター解散
予定。▶対象＝団体行動ができる小学４年〜高
校生▶定員＝⃝
🅐36人⃝
🅑24人（いずれも抽選）▶費
用＝１万円※申込方法など詳しくは、植村冒険
館ホームページをご覧ください。▶問＝同館☎
6912−4703
〈月曜休館〉
※本事業は、民間旅行会
社への委託事業です。

ポニー教室
▶とき＝３月５日㈯・12日㈯・13日㈰・26日㈯
・27日㈰、５日制、13時〜15時30分▶ところ＝
板橋こども動物園▶内容＝手綱を使った乗馬・
馬房掃除・馬の世話▶対象＝区内在住の小学生
で、乗馬初心者▶定員＝25人（抽選）▶費用＝
2890円▶申込・問＝２月４日（必着）まで、往復
はがき・電子申請（区ホームページ参照）で、み
どりと公園課みどり計画係☎
3579−2525※申込記入例の項
目と学年、過去の参加歴、乗
馬経験の有無を明記。

２月の映画会
図書館名

内容・とき

中央
はたらく細胞②（ 子 ・ ア ）…５日㈯14時
☎6281−0291
赤塚
はらぺこあおむし（ 子 ・ ア ）…13日㈰14時、世界
☎3939−5281 遺産 スイス編（ 06 ）…27日㈰14時
宇宙戦争（ 53 ・ 字 ）…12日㈯10時、NHKこども
蓮根
にんぎょう劇場③（ 子 ）…12日㈯14時
☎3965−7351
※会場は蓮根図書館となりの蓮根集会所
氷川
恋多き女（ 56 ・ 字 ）…12日㈯14時、NHKこども
☎3961−9981 にんぎょう劇場②（ 子 ）…26日㈯14時
高島平
日本の名作童話②（ 子 ・ ア ）…５日㈯14時、ファ
☎3939−6565 ンタジア（ 40 ）…19日㈯14時

▲ポイント事業について
詳しくはこちらから

ものづくり体験教室
▶とき＝２月13日㈰、10時〜12時・14時〜16
時、各１回制▶ところ＝中央図書館▶内容＝ノ
ート作り※１組１冊▶講師＝手製本工房まるみ
ず組 キナーゼ▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方（小学２年生以下は保護者同伴）▶定員＝各
回10組（抽選）▶費用＝１組1000円▶持物＝エプ
ロン・はさみ・ウェットティッシュ▶申込・問
＝１月28日㈮まで、電話・Ｅメールで、産業振
興課工業振興係☎3579−2193 sg-senryaku@
city.itabashi.tokyo.jp
※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。

芸術をあなたに
◯チケットのお求め…電話または区立文化会館チケット販
売窓口（☎3579−5666､ ９時～20時）
◯公演内容のお問い合わせ…電話で、（公財）板橋区文化・
国際交流財団（☎3579−3130､ 平日９時～17時）

好評発売中
板橋演劇センター特別企画vol.４
「宮沢賢治の短編童話集」
▶とき＝１月25日㈫・26日㈬、15時・19時▶ところ
＝区立文化会館小ホール▶出演＝岡本進之助ほか
▶料金＝2000円
（全席自由）
※区内在住の65歳以上
の方・高校生以下無料※小学生以下は保護者同伴

鑑賞無料

ロビーコンサート
▶とき＝２月16日㈬12時20分〜12時50分▶ところ
＝成増アクトホール▶出演＝早川純（バンドネオ
ン）
ほか▶曲目＝リベルタンゴなど▶定員＝200人
（先着順）
※当日、直接会場へ。

□の数字は映画製作年（西暦）の下２桁
子 …子ども向け
図書館名

ア …アニメ
字 …字幕

内容・とき

東板橋
にじいろのさかな ぼうけん編（ 子 ・ ア ）…５日
☎3579−2666 ㈯14時、マルタの鷹（ 41 ・ 字 ）…19日㈯14時
小茂根
☎3554−8801

なかよしおばけ おばけのキャンプ旅行（ 子 ・
ア ）…12日㈯14時、居酒屋（ 56 ・ 字 ）…26日㈯14
時

🅐まめうしくん（ 子 ・ ア ）…12日㈯14時🅑宇宙戦
西台
争（ 53 ・ 字 ）…26日㈯14時
☎5399−1191 ※🅑定員あり（申込順）：２月19日㈯朝９時から、
直接または電話で、西台図書館
世界の名作童話③マッチうりの少女ほか１話
成増
（ 子 ・ ア ）…５日㈯11時、日本の森シリーズ③
☎3977−6078 11
（ ）…19日㈯14時

※定員あり（先着順）。当日、直接会場へ。
※上映内容が変更になる場合あり。詳しくは、各図書館にお問い合わせください。
※中央図書館は第２月曜・月末日、そのほかの図書館は第３月曜・月末日休館。
※氷川図書館は２月14日㈪〜19日㈯休館

ハーブ湯を行います

▶とき＝１月16日㈰▶ところ＝区内各浴場※詳しくは、板橋区浴場組合
ホームぺージをご覧ください。▶費用＝入浴料▶問＝産業振興課商業振
興係☎3579−2171

