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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。

アクティブシニア就業支援センター
　仕事探しの相談や紹介状の発行などを行う職
業紹介所です。
▶開館日＝平日(年末年始を除く)、９時～17時
▶対象＝おおむね55歳以上の方▶問＝アクティ
ブシニア就業支援センター☎5943－1300

敬老入浴券を発行します
　区内浴場などの入浴券(25回分)を発行してい
ます。※１回100円の自己負担が必要
▶利用期間＝４月～来年３月▶対象＝区内在住
で、70歳以上の方▶申請書の配布場所＝長寿社
会推進課(区役所２階⑯窓口)・各地域センター
・各区民事務所・各健康福祉センター・おとし
より保健福祉センター・各福祉事務所・区内各
浴場・露天風呂ゆの花(北区浮間４－６－10)▶
申込・問＝申請書を、郵送の場合は来年３月17
日(必着)・直接の場合は31
日㈮まで、長寿社会推進課
シニア活動支援係(〒173－
8501)☎3579－2376※申込
は期間内１回のみ。

９月19日は敬老の日

新たな生きがいを
見つけてみませんか

区 制 施 行
90周年記念
ロゴマーク

新型コロナワクチンの接種をお勧めします
予約方法など詳しくは、接種券に同封しているお知らせをご覧ください。

▶問＝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)

生きがいを見つけて豊かな生活を送ることは、健康な暮らしにつながります。
区の支援事業・催しなどを紹介しますので、ぜひご活用ください。

令和４年第３回区議会定例会の開会予定
区議会事務局議事係☎3579－2702

見つけてみませんか見つけてみませんか
新たな生きがいを新たな生きがいを

感染防止にご協力を
お願いします

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
☎6258－5780・☎5320－4592(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・☎6636－8900・☎6732－8864
(いずれも24時間)

発熱・呼吸器症状などがある場合

会議日程
●９月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
13日㈫　告示、議会運営委員会
22日㈭・26日㈪　本会議(一般質問)
27日㈫　 企画総務・区民環境・健康

福祉委員会
28日㈬　都市建設・文教児童委員会
30日㈮　議会運営委員会
● 10月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
３日㈪　 自治体DX調査特別委員会、 

地域・経済活性化調査特別
委員会

４日㈫　 災害対策調査特別委員会、
インクルージョン推進調査
特別委員会

７日㈮　議会運営委員会
11日㈫　 本会議、決算調査特別委員会
17日㈪　 決算調査特別委員会
　　　　 (企画総務・区民環境・健

康福祉分科会)

18日㈫　 決算調査特別委員会
(都市建設・文教児童分科会)

24日㈪～ 26日㈬
決算調査特別委員会
(総括質問)

27日㈭　議会運営委員会
28日㈮　本会議
※10時から(議会運営委員会は13時
から)。※本定例会中に審査を希望
する請願・陳情の提出は、９月12日
㈪15時まで受付。
インターネット中継を行います
　本会議・総括質問のインターネッ
ト中継(生中継・録画配信)を区ホー
ムページでご覧になれます。

充実した生活を支援します
老人クラブ
　教養・健康増進・社会奉仕などの活動を行っ
ています。入会を希望する場合は、お問い合わ
せください。
▶対象＝区内在住で、おおむね60歳以上の方▶
問＝板橋区老人クラブ連合会☎3963－5334

働く意欲を応援します
WORK'S高島平(高島平ふれあい館内)
　仕事探しを支援する相談窓口です。
▶開館日＝火曜・金曜(祝日・年末年始を除く)、
10時～17時▶対象＝区内在住で、おおむね55歳
以上の方▶問＝WORK'S高島平☎3935－1811
(公社)板橋区シルバー人材センター
　民間企業・一般家庭・官公庁などから依頼さ
れた仕事を行う登録会員を募集しています。詳
しくは、お問い合わせください。
▶対象＝区内在住で、おおむね60歳以上の方▶
問＝(公社)板橋区シルバー人材センター☎3964
－0871

敬老祝品をお届けします
　民生委員が敬老祝品をお届けします。
▶対象＝令和４年９月15日時点、区内在住で、
４月２日～来年４月１日に88歳、95歳、101歳
以上になる方▶問＝長寿社会推進課シニア活動
支援係☎3579－2376

ふれあい館の催し
仲町寄席
▶とき＝９月13日㈫13時30分～15
時30分▶定員＝30人(申込順)▶と
ころ・申込・問＝９月３日㈯朝９
時から、直接または電話で、仲町
ふれあい館☎3958－0163
すだち湯
▶とき＝９月17日㈯・18日㈰、10時～16時(受
付は15時30分まで)▶ところ・問＝中台ふれあ
い館☎3934－2940

[いずれも]
※月曜休館▶対象＝区内在住で、60歳以上の方
▶費用＝無料▶持物＝ふれあい館の利用証

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止には、みなさんの
対策が不可欠です。引き続き感染対策を徹底しましょう。
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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 号広　告

お 知らせ
障がい者福祉に関する調査に
ご協力ください

　本調査は、区の障がい者福祉施策の充実を図
るために行います。９月上旬に、対象者へ調査
票をお送りしますので、ご協力をお願いします。
▶対象＝無作為に抽出した区民6000人▶問＝障
がい政策課管理係☎3579−2361 3579−4159

乳幼児・子ども医療証を
お送りします

　同医療証をお持ちの方へ、９月下旬に新しい
医療証をお送りします。10月以降は、新しい医
療証をご提示ください。なお、お子さんが加入
している健康保険などに変更がある場合は、届
出が必要です。詳し
くは、お問い合わせ
ください。
▶問＝子育て支援課
子どもの手当医療係
☎3579−2374

マイナンバーカードの出張申請受付
を行います
▶とき・ところ＝ 表 参照▶対象＝板橋区に住
民登録があり、初めて申請する方※区内共通商
品券（2000円分）をプレゼント。詳しくは、区ホ
ームページをご覧ください。▶問＝板橋区マイ
ナンバーコールセンター☎6905−7031（平日・
第２日曜・第４土曜、９時〜17時）
表  出張申請受付

と　き ところ

🅐９月13日㈫～18日㈰ イオンスタイル板橋前野町
（前野町４−21−22）

🅑10月15日㈯ 板橋区民まつり会場
（グリーンホール）🅒10月16日㈰

🅓10月18日㈫・19日㈬・ 
　11月１日㈫・２日㈬ 青色申告会館（本町38−５）

🅔10月29日㈯ かめやキッチン（大山町40−５）

🅕11月７日㈪～13日㈰ イオン板橋ショッピングセンター
（徳丸２−６−１）

🅖11月15日㈫～20日㈰ 高島平壱番街商店街
（高島平２−33−１）

※🅐🅔～🅖10時～16時🅑11時～18時🅒９時～16時🅓10時～15
時

特別相談「多重債務110番」
▶とき＝９月５日㈪・６日㈫▶内容＝借金の返
済・取立など▶相談専用電話＝東京都消費生活
総合センター☎3235−1155（９時〜17時）※板橋
区消費者センターでも、電話（☎3962−3511、
９時〜16時30分）で、相談を受け付けます。▶
問＝消費者センター☎3579−2266

土地建物の調査・測量・境界などの
相談会

　10月１日は「法の日」です。これに合わせ、土
地建物の調査・測量・境界問題、不動産の表示
登記の相談に応じます。
▶とき＝９月29日㈭10時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議室※当日、直接会場へ。▶
問＝東京土地家屋調査士会板橋支部・吉田☎
5399−4386（月曜〜土曜、９時〜19時）、板橋区
区民相談室☎3579−2288

講 　 座
高次脳機能障がいセミナー

▶とき＝10月３日㈪〜31日㈪※㈱福 東京援護協会
YouTubeチャンネルで動画配信▶講師＝東京
慈恵会医科大学附属第三病院教授　渡邉修▶申
込＝９月５日㈪９時〜10月24日㈪17時に、同協
会ホームページ▶問＝障がい者福祉センター☎
3550−3401 3550−3410〈日曜休み〉

ノーバディズ・パーフェクト講座
▶とき＝11月４日〜12月９日の毎週金曜、６日
制、10時〜12時▶内容＝グループワーク・交流
会「自分に合った子育ての方法」▶講師＝公認心
理師ほか▶対象＝区内在住で、発達に気がかり
がある１〜４歳のお子さんの保護者▶定員＝６
人（初めての方を優先し抽選）※生後５か月〜未
就学児の保育あり（定員
４人）▶ところ・申込・
問＝９月30日㈮まで、電
話で、子ども発達支援セ
ンター☎5917−0905〈第
１・３・５土曜、日曜・
祝日休み〉

傍 　 聴
ユニバーサルデザイン推進協議会
▶とき＝９月30日㈮14時から▶ところ＝グリー
ンホール１階ホール▶内容＝ユニバーサルデザ
インガイドラインの更新の審議など▶定員＝６
人（申込順）※生後４か月〜未就学児の保育あり
（定員１人、申込順）▶申込・問＝９月５日㈪朝
９時から、直接または電話・FAX・Ｅメール
で、障がい政策課ユニバーサルデザイン推進係
（区役所３階㉔窓口）☎3579−2252 3579−4159 

f-udesign@city.itabashi.tokyo.jp※申込記
入例（３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、９月16日㈮までにお申し込みください。

休 みます
舟渡ホール
▶とき＝９月14日㈬※施設清掃のため▶問＝地
域振興課庶務係☎3579−2161

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

９月は高齢者悪質商法被害防止月間です。
区では、都と連携して、消費生活に関する相談に応じています。

高齢者を悪質商法から
守りましょう

高齢者被害特別相談 
▶とき＝９月12日㈪〜14日㈬▶対象＝60歳以上の契約当事者▶相談
専用電話＝東京都消費生活総合センター高齢者被害110番☎3235−
3366（９時〜17時）※板橋区消費者センターでも、電話で、相談を受
け付けます。

後期高齢者医療の 
負担割合が変わります

一定以上所得がある方の自己負担の割合が変わります
　医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合が１割の方のうち、
次の対象者は、10月から、負担割合が２割に変わります。
▶対象＝次の両方の要件を満たす方
● 住民税課税標準額が28万円以上
●  年金収入とその他の合計所得額が200万円以上（被保険者が２人以上の世

帯は合計320万円以上）
２割負担になる方への配慮措置
　急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加分の上限額
を１か月3000円とし、上限額を超えた分は高額療養費として支給します。
▶期間＝10月から３年間※高額療養費の口座登録がない方には、９月中旬
頃に、東京都後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給事前申請書をお
送りします。

被保険者証をお送りします
　後期高齢者医療制度に加入している方へ、10月から有効の被保険者証
を、９月中旬から順次、簡易書留でお送りします。現在の被保険者証は、
10月以降に破棄してください。

消費者センター☎3962−3511
（相談専用、平日９時〜16時30分）問　合後期高齢医療制度課資格給付係

☎3579−2373問　合

相談事例
　買取事業者から、電話で、

「不要な衣類を買い取る」と言わ
れ、訪問を承諾した。訪問時に、 

「貴金属を見せてほしい」と言わ
れ、売るつもりのなかった宝石
を安く買い取られてしまった。

対処法
　売るつもりがない場合は、物
品を見せず、きっぱり断りまし
ょう。また、必ず契約書を受け
取り、物品の種類、価格、業者
名・連絡先などを確認しましょ
う。

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

貴金属の買取訪問トラブルにご注意ください

ご案内いたばし総合
ボランティアセンター
防災・災害ボランティア啓発イベント
▶とき＝９月19日㈷14時〜16時▶ところ＝中央図
書館※当日、直接会場へ。▶内容＝体験コーナ
ー・防災クイズ・パネル展示▶問＝いたばし総合
ボランティアセンター☎5944−4601〈月曜・日曜
事務局休み〉

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合いのサービス（１時間あ
たり700円からの謝礼あり）で、家事や外出の付き
添いなどを行う協力会員を募集します。
▶とき＝９月29日㈭14時〜15時30分▶ところ＝高
島平区民館※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＝９月５日㈪朝９時から、電話
で、ぬくもりサービス☎3964−1185

ご案内社会福祉協議会
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ジャズコンサート
▶とき＝９月11日㈰14時〜15時30分▶出演＝ジ
ャズバイオリントリオ▶曲目＝All Of Me・赤
とんぼ・Bluesなど▶対象＝区内在住・在勤の
方▶定員＝100人（申込順）▶費用＝500円▶とこ
ろ・申込・問＝９月３日㈯朝９時から、直接ま
たは電話で、グリーンカレッジホール☎3960−
7701

プラネタリウムコンサート
「ジャズナイト」
▶とき＝10月２日㈰、14時30分〜16時・18時〜
19時30分、各１回制▶出演＝トランペット奏者　
類家心平ほか▶対象＝小学生以上（小学生は保
護者同伴）▶定員＝各回102人（申込順）▶費用＝
2000円▶ところ・申込・問＝９月３日㈯朝９時
から、電話（１申込５人まで）で、教育科学館☎
3559−6561〈月曜休館。ただし９月19日㈷は開
館し20日㈫休館〉※同館ホームページからも申
込可

大原サークル公開教室
ウクライナ危機と私たち
▶とき＝10月１日㈯・15日㈯・29日㈯・11月12
日㈯、４日制、13時30分〜16時30分▶内容＝講
話・ディスカッションなど▶定員＝20人
大正琴
▶とき＝10月５日㈬10時〜11時30分▶定員＝７人

[いずれも]
※申込順▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶
ところ・申込・問＝９月５日㈪朝９時から、直
接または電話で、まなぽーと大原☎3969−0401

〈第３月曜休館〉

板橋健康福祉センター............☎3579－2333
上板橋健康福祉センター.........☎3937－1041
赤塚健康福祉センター............☎3979－0511
志村健康福祉センター............☎3969－3836
高島平健康福祉センター.........☎3938－8621
女性健康支援センター............☎3579－2306

※申込開始日の明示がないものは月曜朝９時から受付

　健康ガイド

子宮がんセミナー
▶とき＝９月27日㈫14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議室▶内容＝講義▶講師＝日
本大学准教授　佐藤美紀子▶対象＝区内在住・
在勤・在学の女性▶定員＝30人（申込順）▶申込
・問＝電話で、女性健康支援センター

体 験 ・ 観 賞
リサイクルプラザの催し
パネル展「東京友禅の技術とリメイク作品」
▶とき＝９月30日㈮まで、９時〜17時
リサイクル子ども服交換会
▶とき＝９月25日㈰、10時30分〜11時30分・12
時50分〜13時50分、各１回制▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝各回30人（抽選）▶持
物＝リサイクル可能な子ども服（サイズ80〜
160）▶申込＝９月15日
（必着）まで、往復はがき
で、リサイクルプラザ（〒
174−0041舟渡４−16−
６）※申込記入例参照※
同プラザホームページか
らも申込可

[いずれも]
▶ところ・問＝リサイクルプラザ☎3558−5374

秋の板橋クリーン作戦
　歩道のごみ拾いなど、自分たちでできる美化
活動を期間中の都合の良い日に行っていただき
ます。個人・団体・事業所など、どなたでも参
加できます。
▶とき＝11月１日㈫〜30日㈬▶実行計画書の配
布場所＝資源循環推進課（区役所７階⑪窓口）・
各地域センター・区ホームページ▶申込・問＝
９月22日（必着）まで、必要書類を直接または郵
送・FAX・Ｅメールで、資源循環推進課資源循
環協働係（〒173−8501）☎3579−2258 3579−
2249 s-recycle@city.itabashi.tokyo.jp

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

子宮がん体験者
いたばしひまわりの会
▶とき＝10月７日㈮14時〜16時▶ところ＝板橋
区保健所▶内容＝体験・療養上の悩みなどの語
り合い▶対象＝区内在住・在勤で、子宮がんを
体験した、またはこれから治療を始める女性▶
定員＝10人（申込順）▶申込・問＝電話で、女性
健康支援センター

区民結核健診
▶とき＝10月３日㈪９時30分〜10時30分▶とこ
ろ＝板橋区保健所▶内容＝胸部Ｘ線検査※診断
書の発行不可▶対象＝区内在住の16歳以上で、
同検査を受ける機会がない方▶定員＝20人（申
込順）▶申込・問＝電話で、感染症対策課感染
症相談指導係☎3579−2321

お母さんの休み時間
▶ところ・とき（各１日制）＝ 表１ 参照▶内容＝
子育ての不安・悩みの語り合い▶対象＝区内在
住で、子育て中の母親※定員あり。生後４か月
〜未就学児の保育あり（いずれも申込順）。▶申
込・問＝電話で、希望する健康福祉センター※
複数のセンターへの申込不可

ところ と　き
板橋 10月28日㈮・11月25日㈮
上板橋 10月20日㈭・11月10日㈭
赤塚 10月18日㈫・11月22日㈫
志村 10月20日㈭・11月17日㈭
高島平 10月24日㈪・11月28日㈪
※10時〜11時

表１  お母さんの休み時間

母親学級
▶ところ・とき（各２日制）＝ 表２ 参照▶内容＝
赤ちゃんのお世話の仕方・妊産婦のための栄養
・母と子のお口の健康など▶対象＝各開催日時
点で、おおむね妊娠20週以降の初産の方※定員
あり（申込順）※持ち物など
詳しくは、お問い合わせく
ださい。▶申込・問＝電話
で、希望する健康福祉セン
ター※複数のセンターへの
申込不可

ところ と　き
⃝🅐板橋 10月５日㈬・12日㈬
⃝🅑上板橋 11月４日㈮・18日㈮
🅒赤塚 10月17日㈪・24日㈪

🅓志村 10月11日㈫・18日㈫
11月15日㈫・22日㈫

🅔高島平 11月７日㈪・14日㈪
※🅐🅒🅔13時〜14時30分または15時〜16時30分🅑13時〜14時
30分または14時45分〜16時15分🅓14時〜15時40分。両日とも
同時間での参加が必要。

表２  母親学級

行　事 と　き 内　容 対　象 定　員 ところ・申込・問

ミニ・ボローニャ・ブックフェア ９月６日㈫～13日㈫、
９時～17時

ボローニャ児童図書展出展の外国語絵
本・しかけ絵本の展示 ｜ ｜ 氷川図書館☎3961−9981

ぬいぐるみときくお月見おはなし会 ９月23日㈷14時～14時45分 絵本の読み聞かせ
※持物：ぬいぐるみ 小学生以下 12人 ９月９日㈮朝９時から、直接または電話で、

赤塚図書館☎3939−5281

認知症講座 ９月24日㈯14時～15時30分 講義「認知症の気付き・理解」 中学生以上 35人 ９月５日㈪朝９時から、直接または電話で、
高島平図書館☎3939−6565

防災展示 10月１日㈯～10日㈷、
９時～20時 防災用品などの展示 ｜ ｜ 西台図書館☎5399−1191

区制施行90周年イベント
「板橋・上板橋宿と旧川越街道」 10月２日㈰14時～15時30分 郷土史家・葛城明彦による講義 中学生以上 30人 ９月３日㈯朝９時から、直接または電話で、

氷川図書館☎3961−9981
インターネットで
百科事典を使いこなそう 10月６日㈭14時30分～16時 百科事典データベースの使い方 中学生以上で、パソコン

を利用できる方 10人 ９月４日㈰朝９時から、直接または電話で、
志村図書館☎5994−3021

秋のおはなし会 10月９日㈰10時30分～11時15分 絵本などの読み聞かせ・工作 小学生以下のお子さんと
その保護者 15組 中央図書館☎6281−0291

バリアフリー映画会 10月９日㈰14時 「母べえ」の上映※音声ガイド・字幕あり
｜

30人
９月９日㈮朝９時から、直接または電話・
FAXで、氷川図書館☎3961−9981 3961−
1488※申込記入例参照

イタリア語でおはなし会 10月23日㈰14時～14時30分 いたばし国際絵本翻訳大賞イタリア語部
門受賞作品の読み聞かせ 20人 10月１日㈯10時から、直接または電話で、成

増図書館☎3977−6078

ハロウィンおはなし会 10月30日㈰15時～15時30分 紙芝居・大型絵本・パネルシアターなど 小学生以下のお子さんとその保護者 15組 10月９日㈰朝９時から、直接または電話で、
小茂根図書館☎3554−8801

秋 の 図 書 館 行 事 ※申込方法の明示がないものは、当日、直接会場へ。
※中央図書館は第２月曜・月末日休館。そのほかの図書館は第３
月曜・月末日休館（ただし９月19日㈷は開館し20日㈫休館）。
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※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

▶視聴方法＝チャンネルいたば
し (区ホームページ参照 )、
J:COMチャンネル(毎日12時・
20時)※区政資料室(☎3579－
2020)でDVDの貸出を行ってい
ます。▶問＝ブランド戦略担当
課☎3579－2025

９月のテーマ
「ようこそ絵本のまち板橋へ」

いたばしのヒトビトいたばしのヒトビト
　FIRST®LEGO®League Challengeの世界
大会への出場は夢のようで、大会に出場でき
て、さらに初めて賞をいただいて、とても嬉し
いです。
　大会出場を通して、情報共有の大切さや、意
見をまとめて目標達成することの楽しさに気づ
くことができました。この経験を、これからの
学校生活・部活動・TEAM NARIOKA RYKSの
活動に活

い

かしていきたいです。

連携協力協定締結10周年記念イベント
問　合 くらしと観光課観光振興係☎3579－2251　区と連携協力協定を締結している岩手県大船渡市および交流

自治体などの物産品を販売します。ぜひ、お越しください。

開催案内
▶とき＝９月５日㈪～９日㈮、10時～16時▶ところ＝イベントス
クエア(区役所１階)・区役所(正面玄関前)

物産販売
▶とき・出展自治体
●９月５日㈪～９日㈮…大船渡市
●９月５日㈪～７日㈬…北海道十勝清水町
●９月５日㈪・６日㈫…埼玉県毛呂山町
●９月８日㈭・９日㈮…埼玉県ときがわ町・深谷市
※売り切れ次第終了※テイクアウトのみ。会場での飲食はできま
せん。

期間中の催し
木工細工体験
▶とき・内容・定員・費用
●９月８日㈭…葉っぱ型のヒノキを磨いてキーホルダー、30人、800円
●９月９日㈮…手のひらサイズのヒノキ玉、20人、500円
※11時～15時※先着順。当日、直接会場へ。
防災啓発コーナー
▶とき＝９月５日㈪～７日㈬、10時～16時▶内容＝パネル展示・体験コーナー
レストラン・イベント限定メニュー販売
▶とき＝９月５日㈪～９日㈮、11時から※各日とも売り切
れ次第終了▶ところ＝カフェダイニングNAKAJUKU(区
役所１階)▶内容＝さんまの干物定食▶費用＝770円

農産物
(ときがわ町)

煮ぼうとう・渋沢グッズ
(深谷市)

　モスバーガーのキッチンカー「MOS 
50」(９月５日㈪～９日㈮、11時～15時)
・ときがわ町のとうふ工房わたなべ(９
月８日㈭・９日㈮、10時～16時)も出店
します！※テイク
アウトのみ。会場
での飲食はできま
せん。

※ばばば…大船渡市の方言で、驚いたときに使う言葉。

▶とき＝12月３日㈯14時～15時50分▶ところ
＝区立文化会館大ホール▶出演＝ズーラシア
ンブラスほか▶曲目＝ジングルベル・剣士の
入場・Trinity Girandole▶費用＝1500円(全
席指定)※２歳以下で保護者の膝上鑑賞は無
料※収益金の一部を災害復興支援の義援金と
して寄付▶申込＝９月13日㈫から、直接また
は電話で、区立文化会館☎3579－5666(９時
～20時)※初日は電話のみ受付(15時まで)※
大野屋文具店(大谷口北町72－５)・チケット
ぴあ(Ｐコード218－813)・同館ホームページ
でも購入可。詳しくは、お問い合わせくださ
い。▶問＝(公社)板橋法人会☎3964－1413、
板橋区子育て支援課子育てサービス係☎3579
－2475

後列左から髙山龍汰さん、薛龍成さん、大野郁
香さん、前列左から増田航大さん、今西啓太さん、
武田紬希さん、吉田唯香さん

区内在住

TEAM NARIOKA RYKS
のみなさん

　９～16歳を対象とした世界最大規模の国
際ロボット競技会。レゴ®ブロックで作っ
たロボットをプログラミングで動かすロボ
ット競技・プレゼンテーションの総合点で
競います。成増ヶ丘小の児童で結成された
TEAM NARIOKA RYKSは、２月の全国大
会で総合５位になり、６月の世界大会に出
場して、ブレイクスルー・アワードを受賞
しました。

FIRST®LEGO®League Challenge

チャリティーコンサート
音楽の絵本トイボックス

のむヨーグルト
(十勝清水町)

ぬか漬けさんま
(大船渡市)

冷凍あわび
(大船渡市)


