
8 広報 いたばし 令和4年(2022年)３月26日(土)

※費用の明示がないものは無料

孫や子に贈る兜
かぶと

作り教室
▶とき＝４月24日㈰・29日㈷・５月１日㈰・３
日㈷、４日制、10時～15時▶講師＝いたばし武
者行列保存会会員▶対象＝区内在住・在勤で、
18歳以上の方▶定員＝５人(抽選)▶費用＝3500
円▶ところ・申込・問＝４月12日(必着)まで、
往復はがきで、郷土資料館
(〒175－0092赤塚５－35－
25)☎5998－0081〈月曜休館〉
※申込記入例参照

講　座
やさしい日帰り登山講座
▶とき＝５月14日㈯※朝８時に小田急小田原線
「秦野」集合・16時に解散予定▶内容＝大山(阿
夫利神社)登山・山めし体験※歩行時間は約４
時間▶講師＝登山家　山口章ほか▶対象＝小学
生以上(中学生以下は保護者同伴)▶定員＝20人
(申込順)※申込者が６人以下の場合は中止▶費
用＝一般5000円・高校生以下3000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〉

宅地建物取引士講座
▶とき＝５月18日～９月28日の毎週水曜、20日
制、19時～21時15分▶ところ＝ハイライフプラ
ザ▶内容＝講義「権利・法律関係」・模擬試験な
ど▶講師＝㈱東京リーガルマインド専任講師▶
対象＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝30人
(抽選)▶費用＝４万5000円※ハイライフいたば
し会員４万1000円▶申込・問＝４月28日(必着)
まで、はがき・FAX・Ｅメールで、(公財)板橋
区産業振興公社(〒173－0004板橋１－55－16)
☎5375－8102 5375－8104
highlife@itabashi-kohsha.
com※申込記入例参照。ハ
イライフいたばし会員の方は
会員番号を明記。

(３月１日現在)

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 315,927(－283)

人口 566,094(－560) 25,501
男 277,015(－346) 11,989
女 289,079(－214) 13,512

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 60,233 10.7%
15～64歳 373,823 66.0%
65歳以上 132,038 23.3%

※割合を表す数値の単位未満は、
四捨五入しています。

樹木医のお仕事を知ろう
▶とき＝３月27日㈰、11時～12時30分・13時30
分～15時、各１回制▶内容＝講義・木の健康チ
ェックの見学▶対象＝小学３年
～中学生▶定員＝各回10人(先
着順)※当日、直接会場へ。▶
ところ・問＝熱帯環境植物館☎
5920－1131〈月曜休館〉

成増サークル公開教室
フラダンス
▶とき＝４月４日㈪10時～11時30分▶対象＝女
性▶定員＝15人(申込順)▶費
用＝40円▶ところ・申込・問
＝３月26日㈯13時から、電話
で、まなぽーと成増☎3975－
9706〈第３月曜休館〉

習い事はじめ「和太鼓講習会」
　６歳の６月６日から始めるとよいとされる
「習い事」。和太鼓に挑戦してみませんか。
▶とき＝６月５日～19日の毎週日曜、３日制、
●A10時～12時B14時～16時▶ところ＝高島平区
民館▶対象＝区内在住で、４月２日～来年４月
１日に６歳になるお子さん▶定員＝●AB各20人
(抽選)▶費用＝3000円▶申込・問＝４月15日(消
印有効)まで、はがきで、(公財)板橋区文化・
国際交流財団(〒173－0014大山東町51－１)☎
3579－3130※申込記入例の項目と希望時間(●A
またはB、どちらでもよい場合は優先順位)、
生年月日、性別、保護
者氏名、Ｅメールアド
レスを明記。※同財団
ホームページからも申
込可

体験・観賞
剣道開放事業
　青少年の健全育成・スポーツ振興を目的に、
区立小・中学校の体育館で剣道を行っています。
▶ところ・ときなど＝ 表 参照▶対象＝区内在
住・在勤・在学の小学生以上※未就学児は、各
団体にご相談ください。
▶問
●参加・見学について…各団体
●  その他について…板橋区スポーツ振興課スポ
ーツプロモーション第二係☎3579－2652

ところ と　き 団体名 問
板橋二中 月曜 大山青少年

剣友会
佐藤
☎090－3096－2343板橋六小 木曜・日曜

常盤台小 日曜 常盤台剣友会 津坂
☎3939－9039(夜間)富士見台小 木曜

金沢小 木曜・日曜 金沢剣道会 関川
☎090－7711－1780

高島二中 木曜・土曜 高島平青少年
剣道クラブ

櫻井
☎3975－0168(夜間)高島一小 日曜

志村三小 水曜・土曜
・日曜 東京錬武会 中村

☎090－7719－6020

中根橋小 火曜・木曜
・日曜 中板橋剣道会 小宮

☎3956－2066

向原小 木曜・土曜
・日曜 向原剣友会 児玉

☎090－1658－1642
緑小 火曜 志村少年

剣友会
笠嶋
☎3967－4332(夜間)志村小 木曜・日曜

成増ヶ丘小 火曜・木曜・日曜
成丘少年
剣友会

杉浦
☎080－5064－4981

上板橋二小 木曜・日曜 小茂根剣友会 小宮
☎3956－4979

成増小 火曜・金曜
・日曜 養心会 小田島

☎090－2662－6412
高島二小 月曜・水曜 高島平剣仁会 村奈嘉

☎090－4828－5221高島三小 土曜
※日曜は午前、そのほかの曜日は夜間。

表  剣道開放事業

※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(いずれも４月30日㈯は開館し５月２日㈪休館)。

図書館名 内容・とき
中央

☎6281－0291 そして誰もいなくなった( 45・字 )…10日㈰14時

赤塚
☎3939－5281

くまのがっこう(子・ア )…10日㈰14時、初恋の
きた道( 99 )…24日㈰14時

蓮根
☎3965－7351

女ともだち( 56・字 )…９日㈯10時、トムとジェ
リー②(子・ア )…９日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根集会所

氷川
☎3961－9981

道( 54・字 )…９日㈯14時、たまごにいちゃん(子
・ア )…30日㈯14時

高島平
☎3939－6565

楽しいムーミン一家①②(子・ア )…２日㈯14
時、私を野球につれてって( 49・字 )…16日㈯14
時

図書館名 内容・とき
東板橋

☎3579－2666
ねこざかな(子・ア )…２日㈯14時、汚名( 46・
字 )…16日㈯14時

小茂根
☎3554－8801

ふるさと再生日本の昔ばなし　三つの斧ほか
２話(子・ア )…９日㈯11時、嵐が丘( 39・字 )…
23日㈯14時

西台
☎5399－1191

Aなかよしおばけ　おばけパーティ(子・ア )…
９日㈯14時Bオズの魔法使い( 39・字 )…23日㈯
14時
※B定員あり(申込順)：４月16日㈯朝９時から、 
直接または電話で、西台図書館

成増
☎3977－6078

まめうしくん(子・ア )…２日㈯11時、東松島市
からのメッセージ( 14 )…16日㈯14時

４月の映画会 □の数字は映画製作年(西暦)の下２桁
子…子ども向け

ア…アニメ
字…字幕

鑑賞無料
ロビーコンサート
▶とき＝４月12日㈫12時20分～12時50分▶ところ
＝成増アクトホール▶出演＝板橋区演奏家協会会
員▶曲目＝四季より「春」など▶定員＝200人（先着
順）※当日、直接会場へ。

芸術をあなたに
● 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)

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、感染防止の３つの基本(身体的距離の確保・マスク着用・手洗い)を徹底しましょう。

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・☎6258－5780(いずれも24時間)

東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル
☎6630－3710(24時間)・☎6626－3473(９時～18時)

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)
新型コロナウイルスワクチン相談窓口

※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

申込記入例

往復はがきの場合は
返信用の宛名面にも
郵便番号・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

〒173－8501　 板橋区役所(住所記入不要)
〇〇〇課〇〇〇係

申込先に住所がない場合の宛先

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


