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郷土資料館特別展

江戸と金沢を結ぶ
「板橋」
と き

１月22日㈯〜３月21日㈷、９時30分〜17時(入館は16時30分まで)

本展では、参勤交代で板橋宿を訪れた加賀藩・高田藩・
松代藩の大名たちと、大名たちを迎えた板橋宿の人々の姿
を紹介します。

ところ
郷土資料館☎5998−0081
・問合 〈月曜休館。ただし３月21日㈷は開館し22日㈫休館〉

展示内容
参勤交代
大名行列の道具・行列図・道中日記などを紹介します。
板橋宿
大名が宿泊・休憩施設として使用した本陣・脇本陣に関する資料などを
紹介します。
友禅染
現代に受け継がれる江戸・金沢の伝統工芸
「友禅染」
の着物・帯を紹介し
ます。

槍鞘 山鳥毛・十文字
(真田宝物館所蔵)

期間中の催し
関札
「榊原遠江守宿」
(個人所蔵)

江戸手描友禅体験
▶とき＝２月５日㈯・19日㈯・３月６日㈰、各１日制、13時〜16時▶講師
＝区登録無形文化財手描友禅技術保持者 寺澤森秋▶対象＝区内在住・在
勤・在学の小学３年生以上▶定員＝各日10人(抽選)▶費用＝2700円▶申込
＝１月26日(必着)まで、往復はがきで、郷土資料館(〒175−0092赤塚５−
35−25)※申込記入例(４面)の項目と希望日(第３希望まで)を明記

道中陣笠
(石川県立歴史博物館所蔵)

このほかの催しは、同館ホームページで随時お知らせします。

江戸名所図会

大名行列絵巻(金沢市立玉川図書館近世史料館所蔵)

史跡公園(仮称)整備準備展覧会シリーズVol.１

「工都 」光 学 産 業

開催案内

期間中の催し

▶とき＝１月24日㈪〜30日㈰、９時〜17時▶
ところ＝中央図書館▶内容＝光学企業集積地
の特色に関するパネル展示、史跡の模型展示・
３次元測量データ映像上映▶問＝生涯学習課
近代化遺産利活用担当係☎3579−2664

測量ワークショップ
▶とき＝１月30日㈰９時30分〜12時▶ところ
＝教育科学館▶内容＝測量機器の操作体験▶
対象＝区内在学の小学生とその保護者▶定員
＝10組
講義
「板橋の近代化遺産と光学産業」
▶とき＝１月30日㈰14時〜15時30分▶ところ
＝中央図書館▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方▶定員＝20人

光学ワークショップ
▶とき＝１月29日㈯10時〜12時▶ところ＝中
央図書館▶内容＝簡易カメラ作り▶講師＝チ
ームオプト㈱代表取締役社長 槌田博文▶対
象＝区内在学の小学３〜６年生とその保護者
▶定員＝８組
[いずれも]
※抽選▶申込・問＝１月21日(消印有効)ま
で、往復はがき(１枚１講座)・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

※費用の明示がないものは無料

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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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

お 知らせ
板橋区中小企業等事業継続支援金の
申請はお済みですか
申請がお済みでない方は、期限までに申請を
お願いします。
申請方法など詳しくは、
区ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。
▶申請期限＝１月31日（消印有効）▶問＝板橋区
中小企業等事業継続支援金給付事業コールセン
ター☎0120−765−970（平日、９時〜17時）

道路の凍結にご注意ください
雪が降った後や寒い日は、道路が凍結して滑
りやすくなります。歩き慣れた道路でも、足元
にご注意ください。また、道路上での水まき・
洗車などは、凍結の原因となり危険ですので、
おやめください。
▶問＝南部土木サービスセンター工事調整係☎
3579−2508、北部土木サービスセンター工事調
整係☎5398−7333

文化財消防演習を行います
１月26日の
「文化財防火デー」
に合わせ、区内
の文化財を対象とした消防演習を行います。
▶とき＝１月25日㈫、🅐10時〜10時30分⃝
🅑10時
30分〜11時▶ところ＝🅐松月院（赤塚８−４−
９）⃝
🅑 安養院（東新町２−30−23）※当日、直接
会場へ。▶問＝板橋区生涯学習課文化財係☎
3579−2636、板橋消防署☎3964−0119、志村消
防署☎5398−0119

募

集

新生児訪問指導などを行う助産師
▶募集人数＝若干名▶期間＝４月から１年間▶
対象＝70歳以下で、助産師免許を有する方※申
込方法など詳しくは、区ホームページをご覧く
ださい。▶問＝健康推進課母子保健係☎3579−
2313

高齢者理美容師派遣事業に登録する
理容室
（師）
・美容室（師）
要介護認定３以上で理美容室に行くことがで
きない65歳以上の方を対象に、理美容師を派遣
する事業です。
▶期間＝４月から１年間
▶対象＝次の全ての要件を満たす理美容室（師）
●区
 内で営業している、または店舗を持たず出
張理美容を行っている
●利
 用者の自宅（区内）に出張して調髪できる
● 賠償責任保険に加入している
●東
 京都生活衛生同業組合（板橋区各支部）に加
入していない
▶申込書の配布場所＝１月17日㈪から、長寿社
会推進課（区役所２階⑮窓口）・区ホームページ
▶申込・問＝１月28日㈮まで、必要書類を直
接、長寿社会推進課高齢者相談係
☎3579−2464※申込者は、説明会
（２月７日㈪15時から、201会議室
（区役所２階））にご参加ください。

凡例

…
「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」

会計年度任用職員を募集します
※勤務時間・賃金などの明示がない項目は、各募集要項などをご覧ください。

区立保育園保育充実職員登録者

区立学校栄養士

▶職種＝保育補助・調理補助・用務補助▶登
録案内の配布場所＝保育サービス課（区役所
３階㉓窓口）・区ホームページ▶申込・問＝
必要書類を直接または
郵送で、保育サービス
課保育管理係（〒173−
8501）☎3579−2480

▶募集人数＝若干名▶勤務期間＝採用日（４
月以降）〜来年３月▶選考＝作文・面接▶募
集要項などの配布場所＝学務課（区役所６階
⑭窓口）・区ホームページ▶申込・問＝２月
１日（必着）まで、必要書類を直接または郵送
で、学務課学校給食係（〒173−8501）☎3579
−2617

区立美術館の駐車場を運営する
事業者
▶期間＝４月から３年間▶選定＝一般競争入札
▶募集案内の配布場所＝区立美術館・区ホーム
ページ▶申込・問＝１月26日㈬まで、必要書類
を直接、同館☎3979−3251
〈月曜休館〉

知的障がいがある方と青年たちの
交流の場「広場あすなろ」メンバー
▶活動日＝４月〜来年３月のうち12日間▶内容
＝交流会・バス旅行・クラブ活動など※交通費
・教材費などが必要
▶対象＝次のいずれかの要件を満たす方
🅐区内在住・在勤の15〜29歳で、軽度の知的障
がいがあり、
特別支援学校などに通っていない
🅑
⃝🅐の方と一緒に活動し、事業の企画・運営に
関われる
▶募集人数＝🅐12人（福祉園などで公的サービ
スを受けていない方を優先）⃝
🅑10人▶選考＝面
接▶申込・問＝２月１日㈫〜28日㈪に、直接ま
たは電話で、まなぽーと大原☎3969−0401〈第
３月曜休館〉

国民年金
保険料の前納制度をご利用ください
「前納」
とは、保険料をまとめて前払いすると
割引になる制度です。支払方法は、納付書・ク
レジットカード払いと、割引額が高い口座振替
があります。なお、クレジットカード払い・口
座振替の６か月前納（４月〜９月分）・１年前納
・２年前納の申込期限は２月28日㈪で、５月２
日㈪に口座から引き落とされます。※申込方法
など詳しくは、お問い合わせください。
▶問＝板橋年金事務所☎3962−1481、板橋区国
保年金課国民年金係☎3579−2431

講

座

地域猫セミナー
▶とき＝２月５日㈯から▶内容＝講義「飼い主
のいない猫問題の改善活動」
※区公式YouTube
チャンネル
「チャンネルいたばし」
で配信▶講師
＝NPO法人ねこだすけ代表理事 工藤久美子
▶問＝生活衛生課管理係☎3579−2332

親子読み聞かせ講座
▶とき・ところ（各１日制）
🅐
⃝２月４日㈮11時〜12時…中央図書館
🅑
⃝２月６日㈰14時〜15時…小茂根図書館
▶内容＝絵本の読み聞かせ・童歌▶講師＝（公
財）東京子ども図書館 鈴木晴子▶対象＝区内
在住・在勤・在学で、３歳以下のお子さんとそ
の保護者またはこれから親になる方▶定員＝⃝
🅐
⃝
🅑各15組（申込順）▶申込・問＝⃝
🅐１月17日㈪朝
９時から、電話で、中央図書館☎6281−0291
〈第２月曜・月末日休館〉⃝
🅑１
月16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〉

男女平等参画区民協働企画講座
▶とき＝２月11日㈷14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール２階ホール▶内容＝講演「教育とジ
ェンダー平等」▶講師＝現代教育行政研究会代
表 前川喜平▶定員＝100人（申込順）※生後４
か月〜未就学児の保育あり（定員８人、申込順）
▶申込・問＝１月17日㈪朝９時から、電話・Ｅ
メール・電子申請（区ホームページ参照）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、
２月１日㈫までにお申し込みください。

ビジネス英会話教室
▶とき・コース（６日制）＝ 表 参照▶ところ＝
ロジエビルNo.３（板橋１−48−11）※オンライ
ン参加可▶対象＝区内在住・在勤で、英検３級
程度の方▶定員＝🅐〜🅓各４人（抽選）▶費用＝
6000円※申込方法など詳しくは、（一社）板橋産
業連合会ホームページをご覧ください。▶問＝
同連合会☎3962−0131、板橋区産業振興課工業
振興係☎3579−2193
表 ビジネス英会話教室
と き
 月４日～３月18日（２月11日を除く）の毎週
２
🅐
金曜、18時40分～19時40分
２月４日～３月18日（２月11日を除く）の毎週
🅑
金曜、19時50分～20時50分
２月８日～３月15日の毎週火曜、18時40分～
🅒
19時40分
２月８日～３月15日の毎週火曜、19時50分～
🅓
20時50分

コース
基礎
中級
基礎
中級

感染防止にご協力をお願いします

感染者数が急増しています。引き続き、感染防止の３つの基本
（手洗い・マスク着用・身体的距離の確保）を徹底しましょう。

新型コロナウイルスワクチン相談窓口
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）

発熱・呼吸器症状などがある場合
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）

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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福

障がい者福祉センターの講座

祉
ひろ

高齢者の暮らしを拡げる
「10の筋トレ」
体験講座
▶とき＝２月２日㈬10時〜11時30分▶ところ＝
常盤台地域センター▶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＝上
板橋病院理学療法士 作本奈々子▶対象＝区内
在住で、地域の方と筋力トレーニングを始めて
みたい個人・グループ▶定員＝40人(申込順)▶
申込・問＝１月17日㈪朝９時から、電話で、お
としより保健福祉センター介護普及係☎5970−
1120

認知症サポーター養成講座
▶とき＝２月15日㈫14時〜15時30分▶ところ＝
高島平図書館▶内容＝講義「認知症の症状・支
援方法」※受講者には、認知症サポーターカー
ドを差し上げます。希望する事業者(介護保険
事業者を除く)には、「高齢者あんしん協力店」
ステッカーを配付し、区ホームページに事業者
名を掲載します。▶対象＝区内在住・在勤・在
学の方、区内事業者▶定員＝30人(申込順)▶申
込・問＝１月17日㈪朝９時から、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

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1 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
表1 認知症の方を介護する家族のための交流会
と き

ところ

会名称

２月２日㈬・
成増アクトホール
３月２日㈬

きずな

２月３日㈭・ グリーンホール
３月３日㈭
503会議室

板橋地区

２月８日㈫・
志村坂上地域センター 志村地区
３月８日㈫
２月９日㈬・
３月９日㈬
おとしより保健福祉
２月16日㈬・ センター
３月16日㈬

男性家族交流会
ひだまり

２月17日㈭・
きたのホール
３月17日㈭

やすらぎ

２月18日㈮・
高島平地域センター
３月11日㈮

桜の会

※13時30分〜15時30分( は14時〜16時)

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」

凡例

広報

医療的ケアに関する研修
▶とき＝２月９日㈬13時〜15時▶内容＝講義▶
講師＝重症心身障害児療育相談センター管理者
等々力寿純ほか▶対象＝医療的ケア児・者を支
援している、または支援を検討している方など
▶定員＝50人
事業者向け障がい者虐待防止研修
▶とき＝２月16日㈬13時30分〜16時▶内容＝講
義▶講師＝(一社)アクティブケアアンドサポー
ト 丸山みどり▶対象＝区内の障がい福祉サー
ビス事業者▶定員＝80人
[
いずれも]
※オンライン会議システム
「Zoom」
を使用※申
福 東京援
込順▶申込＝１月17日㈪朝９時から、㈱
護協会ホームページ
健康ヨガで心と体のリフレッシュ
▶とき＝１月29日㈯・２月12日㈯、各１日制、
14時〜16時▶講師＝ヨガインストラクター 石
田友美▶対象＝区内在住・在勤の方(未就学児
は保護者同伴)▶定員＝各日15人(申込順)▶費
用＝30円▶ところ・申込＝１月17日㈪朝９時か
ら、電話・FAXで、障がい者福祉センター※申
込記入例(４面)の項目と希望日、保護者同伴の
場合は保護者氏名を明記。

休 みます
前野ホール
▶とき＝１月25日㈫９時〜12時※施設清掃のた
め▶問＝地域振興課庶務係☎3579−2161
徳丸ふれあい館
▶とき＝２月２日㈬※設備点検のため▶問＝徳
丸ふれあい館☎3934−8627
〈火曜休館〉

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

386 医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 表2 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2 医師によるもの忘れ相談
と き

ところ・申込電話

２月３日㈭

区役所(２階⑮窓口)※申込は仲宿おとしより
相談センター☎5944−4611

２月７日㈪

高島平地域センター※申込は三園おとしより
相談センター☎3939−1101

２月14日㈪ 徳丸おとしより相談センター☎5921−1060
２月18日㈮ 清水おとしより相談センター☎3558−6500

発達障がいセミナー
▶とき＝２月１日㈫〜３月22日㈫▶内容＝講義
「障がい者の生きづらさを考える」
※動画配信▶
講師＝立教大学教授 結城俊哉▶対象＝区内在
住・在勤・在学の方▶申込＝１月17日㈪〜２月
福 東京援護協会ホームページ
28日㈪に、㈱
[ 〜 いずれも]
▶問＝障がい者福祉センター☎3550−3401
3550−3410
〈日曜休み〉
237
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地域自立支援協議会
▶とき＝１月31日㈪10時から▶ところ＝大会議
室Ｂ(区役所９階)▶内容＝地域生活支援拠点等
の検討など▶定員＝５人(申込順)▶申込・問＝
１月17日㈪朝９時から、直接または電話・FAX
・Ｅメールで、障がい政策課自立支援係(区役
所３階㉔窓口)☎3579−2089 3579−4159
f-jiritsu@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例
(４面)参照
国民健康保険運営協議会
▶とき＝２月25日㈮15時〜17時▶ところ＝大会
議室Ｂ(区役所９階)▶内容＝国民健康保険条例
の一部改正など▶定員＝５人(申込順)▶申込・
問＝１月17日㈪朝９時から、電話で、国保年金
課管理係☎3579−2401

２月25日㈮ 桜川おとしより相談センター☎3959−7485
※13時20分から・14時から、各１回制。

尿もれ予防体操教室
▶とき＝２月16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＝20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

社会福祉協議会
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いた ば し 区 民 文 芸
月・ 月 分

4

ご案内

社会福祉協議会への寄付(11月３日〜23日)
▶里彩くるカエル倶楽部2000円▶蓮根仲町会１万
円▶蓮根東寿会３万4503円▶伊藤康治５万円▶福
福 板橋区社会福
祉の森サロン１団体5000円▶問＝㈱
祉協議会☎3964−0235
講演会
「任意後見制度と法定後見制度」
▶とき＝２月15日㈫14時15分〜16時▶ところ＝グ
リーンホール２階ホール▶講師＝東京弁護士会
土肥尚子※手話通訳あり▶対象＝区内在住・在勤
の方▶定員＝70人(申込順)▶申込・問＝１月17日
㈪朝９時から、電話で、権利擁護いたばしサポー
トセンター☎5943−7070※聴覚障がいがある方の
みFAX(3964−0245)で申込可。申込記入例(４面)
の項目と参加人数を明記。

歌壇 宇田川寛之 選
▼天 三升の米ごしごしと研いだ日々思い出し炊
く一合の米
和田ふみ緒
▼地 ジャガ芋を包む新聞故郷︵ふるさと︶
の皺を
伸ばせばふるさとの声
伊藤恭一郎
▼人 出たいとき出︵い︶でくる夢のかあさんは冗
談ばっかり言って﹁バイバイ﹂
久保親二
▼評 天賞︑大家族の多忙だった遠い記憶を懐か
しみつつ︑今では一合で充分になってしまったさ
びしさを詠む︒地賞︑故郷の新聞に包まれている
のだ︒その皺を伸ばすと声が聞こえてくる︒人賞︑
会いたいと思っても会えない亡き母だが︑夢の中
で思いがけず会えた喜び︒
俳壇 中村和弘 選
▼天 被災地や枯野に漁船深すわり
金井順子
▼地 むささびや五重塔に爪の跡
鰐石忍
▼人 廃校の尊徳像へ稲雀
和田幸久
▼評 天賞︑東日本大震災の恐ろしい光景を思い
おこす︒漁船を陸地深く押し上げた津波の威力︒
地賞︑鼯鼠は夜行性で樹から樹へ滑空︒五重塔に
その爪跡︒その意外性︒人賞︑廃校の二宮尊徳の
銅像に︑その徳を慕うかのように稲雀︒
川柳 尾藤川柳 選
▼天 平穏な日々にはためく古暖簾 野村みどり
▼地 心まで青に染まって窓を見る
坂井傑
▼人 目に見えぬコロナが潜むカレンダー
多田統一
▼評 天賞︑続くコロナ禍によって平凡な日常の
大切さに気付かされた︒﹁古暖簾﹂は︑その象徴︒
地賞︑﹁青に染まる﹂という気分は読み手によって
変わるかもしれないが︑現実の空と心の空が重な
る心理が﹁窓﹂に象徴される︒人賞︑ 月︑日本の
新規コロナ感染者数は落ち着きを見せているが︑
見えぬ敵への警戒︒非掲載作品の水準も高くなっ
た︒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＝２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４面参
照︶を明記のうえ︑︵公財︶板橋区文化・国際交流
001 大山東町
１︶☎3579
財団
︵〒
3130※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
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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

