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区立・私立保育園、小規模保育所、家庭福祉員などの入園（転園）・利用申込
　世帯状況によって必要書類が異なりますので、早めにお申し込みください。 
▶申込期間＝ 表１ 参照▶申込書の配布場所＝10月12日㈬から、保育サービス
課、赤塚・志村の各福祉事務所、各区立・私立保育園、各区民事務所、区立各
図書館、イオン板橋ショッピングセンター(徳丸２－６－１)、イオンスタイル
板橋前野町(前野町４－21－22)、区ホームページ※就労証明書は、９月20日㈫
から区ホームページに掲載。※認定こども園向原幼稚園(保育園枠)の利用申込
は、園(☎3958－2266)にお問い合わせください。※必要書類など詳しくは、申
込書と一緒に配布する案内をご覧ください。▶入園選考＝提出書類により、保
育を必要とする状況を指数化し、指数の高い順に内定。内定園が複数の場合
は、希望順▶保育料＝各世帯の特別区民税を基礎に決定※１次入所結果通知
は、来年２月３日㈮に送付予定。▶問＝保育サービス課入園相談係☎3579－
2452

表１  申込期間・場所
申　込 と　き ところ

郵送
11月１日～22日(必着)

※書留などの追跡可能な方法
に限る。

保育サービス課

電子申請 11月１日㈫～22日㈫ オンラインサービス「マイナポータル」
(区ホームページ参照)

窓口 11月１日㈫～22日㈫の平日、
８時30分～17時

保育サービス課(区役所３階㉓窓口)、
赤塚・志村の各福祉事務所(11月４日㈮を除く)

夜間 11月１日～22日の毎週火曜、
17時～19時

保育サービス課
土曜・日曜 11月12日㈯・13日㈰、

９時～17時

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)

来年４月からの
保育園・幼稚園などの
入園申込を受け付けます

※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。

区役所代表  ☎ 3964-1111
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区立幼稚園
▶園名・所在地＝高島幼稚園(高島平２－18－１)
▶募集人数・入園資格
●３歳児(30人)…平成31年４月２日～令和２年４月１日に生まれた方
●４歳児(28人)…平成30年４月２日～31年４月１日に生まれた方
●５歳児(23人)…平成29年４月２日～30年４月１日に生まれた方
※区内在住
▶申込書の配布場所＝10月17日㈪～31日㈪の平日９時～17時に、高島幼稚
園・学務課(区役所６階⑭窓口)▶申込＝11月１日㈫10時～15時に、直接、
高島幼稚園※入園は、書類選考・面接・健康診断のうえ決定。募集人数を
超えた場合は抽選。

区立・私立幼稚園の入園申込
公開保育・入園説明会
▶とき＝９月22日㈭10時～11時20分▶ところ＝高島幼稚園※当日、直接会
場へ。▶持物＝上履き

[いずれも]
▶問＝高島幼稚園☎3934－5848、学務課幼稚園係☎3579－2613
私立幼稚園
▶園名・所在地・募集人数など＝ 表２参照▶願書の配布＝10月15日㈯から
▶願書の受付＝11月１日㈫から※配布・受付時期は各園で異なります。ま
た、時間外保育(早朝・夕方)を利用できる幼稚園があります。詳しくは、
各幼稚園にお問い合わせください。 ▶問＝各私立幼稚園( 表２参照)※詳しく
は、板橋区私立幼稚園協会ホームページ・区ホームページをご覧ください。 

No. 区分 幼稚園名 所在地 電話番号
募集人数

３歳児 ４歳児 ５歳児
1

学校
法人

板橋明星 板橋３－25－24 3964－3478 40 10 5
2 落合 板橋２－20－１ 3963－0407 52 若干 －
3 かごめ 大谷口北町39－１ 3972－4920 105 10 －
4 大東文化大学附属青桐 高島平３－６－１ 5399－7700 60 若干 －
5 帝京 加賀２－10－１ 3964－4042 60 若干 若干
6 まきば 徳丸２－９－７ 3933－7337 50 10 若干
7 武蔵野音楽大学第二 小茂根４－13－２ 3956－5955 60 若干 若干
8 こうま 高島平８－21－13 3935－0176 50 10 －
9 淑徳 前野町５－32－８ 5392－8877 35 若干 －
10 徳丸 徳丸１－22－14 3933－2853 100 10 若干
11 きよみ 高島平７－37－６ 3939－5438 72 若干 10
12 まるやま 四葉２－27－25 3930－5213 50 15 若干
13 城山みどり 坂下２－22－10 3966－4646 若干 若干 若干
14 サンシティ聖母 中台３－27－３ 3937－8386 50 若干 若干
15 ときわ 常盤台４－12－４ 3936－8734 40 10 －
16 緑ヶ丘 東新町２－16－13 3957－4992 70 17 18
17 板橋富士見 宮本町29－１ 3965－7001 56 若干 －
18 前野 前野町４－20－８ 3960－3948 50 20 10

No. 区分 幼稚園名 所在地 電話番号
募集人数

３歳児 ４歳児 ５歳児
19

学校
法人

稚竹 蓮根２－９－23 3966－3340 65 10 －
20 城山 志村２－16－２ 3966－5262 25 若干 若干
21 常盤台めぐみ 常盤台２－３－３ 3967－9424 30 － 若干

22 東京家政大学附属
みどりヶ丘★ 加賀１－18－１ 3961－9997 40 19 12

23 成増すみれ★ 成増１－35－１ 3930－0204 30 － －
24 (一財) 帝都★ 常盤台１－６－２ 3960－1370 20 若干 －
25 (宗) 松月院★ 赤塚８－４－９ 3930－9500 50 若干 若干
26

個人

赤塚★ 赤塚２－３－12 3930－0990 40 若干 若干
27 板橋向原★ 向原２－31－３ 3958－2266 120 若干 若干
28 なでしこ★ 双葉町17－19 3961－5656 20 若干 若干
29 成増★ 成増４－30－14 3930－0831 81 10 10
30 ふたば★ 上板橋２－40－３ 3933－2332 25 10 若干
31 みその★ 三園１－30－１ 3930－6610 65 5 10
※一部は満３歳児の募集あり(表中No.１は10人、No.６は10人、No.８は20人、No.13は70人、
No.14は15人、No.20は54人、No.29は27人、No.31は40人)
※表中のNo.24の(一財)は一般財団法人の略、No.25の(宗)は宗教法人の略。
※★は、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園。
※みやこ幼稚園は令和５年度の募集なし

表２  令和５年度私立幼稚園募集一覧
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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

お 知らせ
生産緑地地区の都市計画変更案の 
縦覧・意見書の提出
▶対象区域＝赤塚四丁目・五丁目の各地内▶縦
覧・意見書の提出期間＝９月12日㈪〜26日㈪▶
縦覧場所＝都市計画課（区役所５階⑮窓口）・赤
塚支所▶意見書の提出先・問＝直接または郵送
で、都市計画課都市計画係（〒173−8501）☎
3579−2552

生活状況に関する調査に 
ご協力ください
　本調査は、区のひきこもり支援施策の基礎資
料を得るために行います。９月13日㈫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＝住民基本台帳から無作為に抽
出した満15〜64歳の区民5000人※中学
生を除く。▶問＝生活支援課ひきこも
り対策担当係☎3579−2387

ことばを育てるかかわり方の教室
▶とき＝10月21日㈮10時〜11時30分▶内容＝講
義▶講師＝言語聴覚士▶対象＝区内在住で、言
葉の発達に気がかりがある２歳〜未就学児の保
護者▶定員＝15人（申込順）※生後５か月〜未就
学児の保育あり（定員４人、申込順）▶ところ・
申込・問＝９月12日㈪９時30分から、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〉

子育て講座
▶とき＝11月８日〜22日の毎週火曜、３日制、
10時〜11時30分▶ところ＝区立文化会館第２会
議室▶内容＝講義「家族のためのより良いコミ
ュニケーション」▶講師＝Be-Happy！アサー
ティブネスの会　堤暢子▶対象＝区内在住・在
勤で、子育て中の方▶定員＝20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＝９月12日㈪朝９時から、電
話で、子ども家庭総合支援センター支援課相談
支援係☎5944−2373

50・60代のための 
地域活動入門講座
▶とき・内容（７日制）＝ 表 参照▶ところ＝大
会議室Ｂ（区役所９階）など▶講師＝立教大学教
授　藤井敦史ほか▶対象＝区内在住・在勤で、
50歳以上の方▶定員＝50人（抽選）▶費用＝1700
円※ボランティア保険未加入者は350円が別途
必要▶申込・問＝９月30日（必着）まで、はがき
・FAX・Ｅメールで、長
寿社会推進課シニア活動
支援係☎3579−2376
3579−2309 ki-senior@
city.itabashi.tokyo.jp
※申込記入例（４面）参照
表  地域活動入門講座
と　き 内　容
10月22日㈯ ボランティア活動の基本・原理
10月29日㈯ 誰でもできるオンライン体験
12月10日㈯ 認知症にならない・なりづらい生活習慣
12月17日㈯ 輝いて行き抜く生き方作り
※13時30分～16時30分※講義※このほか、ボランティア活動
体験（10月30日㈰～12月９日㈮のうち３日）あり。

講 　 座
郷土芸能講座
▶とき＝９月24日㈯14時〜15時▶内容＝講義
「田遊びの唱え言葉からひも解く米作り」▶対象
＝区内在住・在勤・在学の方または郷土芸能伝
承館登録団体の方▶定員＝18人（申込順）▶費用
＝100円※テキスト代290円が別途必要▶ところ
・申込・問＝９月10日㈯10時から、電話で、同
館☎5398−4711〈第３月曜休館。ただし９月19
日㈷は開館し20日㈫は休館〉

文化財講座
▶とき＝10月８日㈯10時〜12時▶内容＝板橋火
薬製造所跡などの見学▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方（小学生以下は保護者同伴）▶定員＝
45人（抽選）▶費用＝50円▶申込・問＝９月23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。保護者同
伴の場合は保護者氏名を明記。

９月21日〜30日は
秋の全国交通安全運動
ひと　くるま　マナーまもって　まちづくり

一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故のない社会にしましょう。

飲酒運転・妨害運転などの危険行為を目撃した場合は110番通報をお願いします

問　合
●板橋警察署☎3964−0110
●志村警察署☎3966−0110
●高島平警察署☎3979−0110
●�板橋区土木計画・交通安全課交通安全係☎3579−2517

運動の重点
● �子ども・高齢者をはじめと
する歩行者の安全確保

●�夕暮れ時・夜間の歩行者事
故などの防止、飲酒運転の
根絶

●�自転車の交通ルール遵守の
徹底

●二輪車の交通事故防止
●�電動キックボードなどの交
通ルール遵守の徹底

交通事故防止のポイント
● �飛び出し・路上遊びは大変危険です。歩き慣れた道でも、信号
無視・横断禁止場所の横断など、ルール違反はやめましょう

●�歩きスマホは、自分・周囲への危険性が高いことを認識しまし
ょう

●�夕暮れ時・夜間は、反射材用品を身に付けるなど、明るく目立
つ服装を着用しましょう

●�飲酒運転は、運転者以外の酒類の提供者や車両の同乗者・提供
者も罰せられます。自転車の飲酒運転も禁止です

●�自転車利用時は、傘差し・スマートフォン操作などの「ながら
運転」をやめましょう

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

感染防止にご協力を
お願いします区立美術館所蔵品の修復への

寄付を募集しています

ふるさと納税型クラウドファンディング

問
　
合

●区立美術館所蔵品の修復について
…区立美術館☎3979−3251〈月曜休館〉

●寄付の申込・支払いについて
…経営改革推進課評価係☎3579−2060

　区では、貴重な美術品を次世代
に引き継ぐため、区立美術館で収
集・所蔵しています。いただいた
寄付は、経年劣化が進む所蔵品の
修復などに活用します。※この寄
付は、ふるさと納税の対象となり
ます。返礼品はありませんが、ご
協力をお願いします。

▶申込方法
● �ふるさと納税サイト「ふるさと
チョイス」

●�経営改革推
進課（区役
所４階⑬窓
口）

グリーンホール会議室兼用
保育室の優先予約（来年５月分）

▶予約条件＝501・502会議室を同時利用し、501
会議室を保育室として利用すること▶抽選＝９月
20日㈫朝９時から、男女社会参画課（区役所６階）
※抽選後、空きがある場合は９月22日㈭まで受付。�
▶問＝男女社会参画課男女平等推進係☎3579−
2486



3広報 いたばし令和４年(2022年)９月10日(土)

※費用の明示がないものは無料

広告コーナー 広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。掲載のお問い合わせは広聴広報課広報係☎3579－2022

※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

離乳食から幼児食へのすすめ方
▶とき＝10月14日㈮、A10
時～10時45分B14時～14時
45分▶内容＝講義・料理展
示▶対象＝区内在住で、開
催日時点で、A１歳～１歳
６か月B生後９～11か月の
お子さんの保護者※対象月
齢のお子さんの同伴可▶定
員＝AB各６人(申込順)▶
ところ・申込・問＝電話
で、高島平健康福祉センタ
ー☎3938－8621

募　集
臨時的任用教員
▶募集人数＝若干名▶勤務場所＝区立小・中学
校、区立幼稚園▶勤務期間＝任用日～来年３月
▶選考＝書類・面接※対象・勤務時間など詳し
くは、区ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。▶申込・問＝履歴書(写真
貼付)・教員免許状(写し)を郵送で、指導室教
職員係(〒173－8501)☎3579－2641

富士見地域センターまつり
フリーマーケット出店者
▶とき＝10月23日㈰10時30分～13時▶ところ＝
板橋フレンドセンター▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方※プロの方を除く。飲食物の販売不
可。▶募集数＝20店舗(本町・大和町・双葉町
・富士見町在住の方を優先し抽選)▶出店スペ
ース＝２ｍ×２ｍ※駐車場はありません。▶費
用＝1000円▶申込・問＝９月30日(必着)まで、
往復はがき・FAX・Ｅメールで、富士見地域セ
ンター(〒174－0062富士見町３－１)☎3962－
9281 5248－7095 fujimis@city.itabashi.
tokyo.jp※申込記入例(４面)の項目とＥメール
アドレス、出店内容を明記。

区民参加ミュージカル
「オズの魔法使いと夢の国」参加者
▶とき
●説明会…12月11日㈰10時から
●  ワークショップ…12月11日㈰・18日㈰・来年
１月７日㈯・８日㈰・14日㈯・22日㈰・29日

㈰・２月４日㈯・５日㈰・11日㈯・19日㈰・
26日㈰・３月４日㈯・５日㈰・10日㈮、15日
制、12時～16時(３月10日㈮は18時から)

●リハーサル…来年３月11日㈯朝９時から
●公演…来年３月12日㈰朝９時から
▶ところ＝区立文化会館小ホールほか▶内容＝
歌・ダンス・簡単な演技など▶講師＝劇団フジ
団員▶対象＝区内在住・在学の小学～高校生▶
定員＝40人(抽選)▶費用＝8000円※参加後にキ
ャンセルした場合の払い戻し不可▶持物＝室内
用運動靴▶申込・問＝10月31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区立文化会館内)☎
3579－3130※申込記入例
(４面)の項目と学年、性
別、保護者氏名を明記。※
同財団ホームページからも
申込可

休みます
コンビニエンスストアでの
各種証明書交付サービス
▶とき＝９月15日㈭※設備点検のため※休止す
る証明書の種類など詳しくは、区ホームページ
をご覧ください。▶問＝戸籍住民課証明係☎
3579－2210
区立文化会館・グリーンホール受付窓口
▶施設・とき
●区立文化会館…９月29日㈭
●グリーンホール…９月26日㈪
※17時～20時※施設点検のため
▶問＝区立文化会館☎3579－2222

小倉百人一首大会
▶競技方法＝クラス別トーナメント戦▶対象＝
区内在住・在勤・在学の方
▶クラス
● 初級…下の句の途中または読み終わってから
札が取れる方※練習会(９月11日㈰…区立文
化会館第３・４和室、10月９日㈰…大山東集
会所(大山東町８－７)、13時～17時)あり

●  中級…(一社)全日本かるた協会主催大会Ｅ級
入賞程度の方

●上級…同大会Ｄ級入賞程度の方
▶定員＝50人(抽選)▶費用＝一般600円・小学
～高校生300円▶申込＝10月14日(必着)まで、
往復はがきで、(公財)板橋区文化・国際交流財
団※申込記入例(４面)の項目と希望クラス、会
に所属している場合はその名称、高校生以下は
学年を明記。

開催日
▶とき＝10月30日㈰９時～９時30分(受付)▶と
ころ＝区立文化会館第１・２和室

区民囲碁大会
▶競技方法＝出場者の段・級の自己申告に基づ
き、８人で１クラスを編成し、各クラス内での
ハンデ戦(１級差１目、２敗失格)※持ち時間は
１人25分(対局時計使用、時間切れ負け)※日本
棋院・中小野田九段による指導碁あり▶定員＝
56人(申込順)▶費用＝1000円※参加賞あり▶申
込＝９月12日㈪から、はがきで、(公財)板橋区
文化・国際交流財団※申込記入例(４面)の項目
と段・級を明記
開催日
▶とき＝11月20日㈰12時30分
～13時(受付)▶ところ＝グリ
ーンホール１階ホール

演劇のつどい舞台講習会
▶とき＝10月10日㈷17時40分～19時40分▶とこ
ろ＝区立文化会館小ホール▶内容＝舞台設備の
見学・メイク講習会▶対象＝区
内在住・在勤・在学の小学生以
上▶定員＝15人(申込順)▶持物
＝室内用運動靴▶申込＝９月12
日㈪朝９時から、電話・FAX・
はがきで、(公財)板橋区文化・
国際交流財団 3579－2276※申
込記入例(４面)参照

問　合

（公財）板橋区文化・国際交流財団
（〒173－0014大山東町51－１
区立文化会館内）☎3579－3130

区民文化祭参加者募集
10月・11月に開催する区民文化祭は、区民のみなさんが日頃の練習の成果を発表する場です。ぜひ、ご参加ください。

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

公共機関だより
消費税のインボイス説明会
▶対象・とき（各１日制）
●課税事業者…９月16日㈮・10月14日㈮、14時～
15時

●免税事業者…９月16日㈮15時～15時30分・30日
㈮10時～10時30分・10月14日㈮15時～15時30
分・25日㈫10時～10時30分

※11月以降も開催あり。詳しくは、お問い合わせ
ください。
▶定員＝各日20人（申込順）▶ところ・申込・問＝
電話で、板橋税務署（大山東町35－１）☎3962－
4151
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※費用の明示がないものは無料

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

体験・観賞
暮らしの明かり親子教室
▶とき＝10月２日㈰10時10分～12時30分▶内容
＝講義「省エネ・LEDランプの特長」・ランプシ
ェード作り▶講師＝パナソニック㈱社員▶対象
＝小学３～６年生とその保護者▶定員＝10組
(申込順)▶費用＝１組800円
▶ところ・申込・問＝９月10
日㈯朝９時から、電話で、リ
サイクルプラザ☎3558－5374
※同プラザホームページから
も申込可

史跡散歩（エンガ堀）
▶とき＝10月８日㈯９時45分～12時※荒天中止
▶内容＝エンガ堀・製本センター・整肢療護園
などの散策▶対象＝区内在住・在勤・在学の方
▶定員＝40人(抽選)▶費用＝50円▶申込＝９月
20日(消印有効)まで、往復はがきで、板橋史談
会(〒173－0015栄町24－12－203井上方)※申込
記入例参照▶問＝同会☎090－9326－4586(９時
～18時)、板橋区生涯学習課文化財係☎3579－
2636

植物観察会
▶とき＝９月17日㈯10時30分～11時30分※雨天
中止▶定員＝10人(申込順)▶ところ・申込・問
＝９月11日㈰朝９時から、電話(１申込２人ま
で)で、赤塚植物園☎3975－9127〈月曜、第１・
３・５火曜事務室休み〉

話そう・つくろう・みんなの公園
▶とき＝10月２日㈰14時～16時▶内容＝講演
「これからの公園のあり方」・グループワーク▶
講師＝駒澤大学教授　萩原建次郎▶定員＝30人
(申込順)▶ところ・申込・問＝９月12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〉

ジュニアジャズ交流ライブ
▶とき＝10月９日㈰13時30分から▶ところ＝旧
高島七小(高島平３－13－３)※当日、直接会場
へ。▶出演＝金沢ジュニア・ジャズ・オーケス
トラJazz-21ほか▶問＝(公財)板橋区文化・国
際交流財団(区立文化会館内)☎3579－3130

木を削ってスプーンを作ろう
▶とき＝10月23日㈰※朝８時にJR「池袋」集合
・18時に解散予定▶対象＝小学４年～高校生▶
定員＝24人(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。
ただし９月19日㈷・10月10日㈷は開館し９月20
日㈫・10月11日㈫休館〉※本事業は、民間旅行
会社への委託事業です。

古民家年中行事お月見
　旧暦８月15日の夜を十五夜と言い、全国的に
ススキ・団子・畑の収穫物を供えて月見をする
習わしがありました。郷土資料館の古民家で
は、今年の十五夜(９月10日)に合わせ、赤塚地
域で行われていたお月見飾りを再現します。
▶とき＝９月10日㈯～
18日㈰、９時30分～17
時(入館は16時30分ま
で)▶ところ・問＝同
館☎5998－0081〈月曜
休館〉

秋の自然体験DAY
▶とき＝10月30日㈰※荒天時は11月３日㈷に延
期▶ところ＝赤塚植物園
●  生き物観察会…▶時間＝10時～11時・13時～
14時、各１回制▶内容＝水中生物などの観察
▶定員＝各回５組

●  クラフト体験…▶時間＝11時30分～12時30分
・14時30分～15時30分、各１回制▶内容＝自
然の材料を使った工作▶定員＝各回７組▶費
用＝１人200円

●  ちょこっと収穫体験…▶時間＝14時～15時▶
内容＝落花生などの収穫▶定員＝10組▶費用
＝１人200円

※抽選▶対象＝小学生以下のお子さんとその保
護者(２人１組)または小学生以下(２人１組)※
保護者同伴▶申込＝９月21日㈬まで、電子申請
(区ホームページ参照)▶問＝みどりと公園課み
どり推進係☎3579－2533

　区役所の一部窓口を、毎月第２日曜９時～17時、毎週火曜（祝日・閉庁
日を除く）19時まで開庁しています。また、郵送などでできる手続きもあ
ります。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

休日・夜間開庁をご利用ください

身近な食材植物展熱帯環境植物館
企画展

ところ・問合 熱帯環境植物館☎5920－1131〈月曜休館。ただし９月19日㈷は開館し20日㈫休館〉

開催案内
▶とき＝９月13日㈫～10月２日㈰、10時～18時(入館は17時30分まで)▶入
館料＝一般260円、小・中学生および65歳以上の方130円※土曜・日曜は小
・中学生無料※９月23日㈷・10月１日㈯・２日㈰は無料

展示内容
調味料
　サトウキビ・オリーブ
など調味料の原材料にな
る植物、その活用方法な
どを紹介します。

香辛料
　香辛料の歴史・
カレー粉ができる
までの工程を紹介
します。

飲み物
　チャノキ・コーヒー
ノキなど飲み物の原材
料になる植物を紹介し
ます。

関連イベント
Aフラワーアレンジメント教室
▶とき＝10月10日㈷14時～16時▶講師＝フラワーデザイナー　小倉真美▶
定員＝30人▶費用＝3000円
B押し花アート教室
▶とき＝10月12日㈬13時30分～16時▶講師＝ふしぎな花倶楽部　忌部和子
▶定員＝20人▶費用＝2500円

[ABいずれも]
※抽選※入館料が別途必要▶対象＝高校生以上▶申込＝９月26日(必着)ま
で、はがき・FAX・Ｅメールで、熱帯環境植物館(〒175－0082高島平８－
29－２) 5920－1132 nettaikan@seibu-la.co.jp※申込記入例参照
Cねったいかんフェスティバル
▶とき＝９月23日㈷10時～18時(入館は17
時30分まで)▶内容＝縁日コーナー・ペン
ギンのお出迎え・記念ピンバッジの配布
(先着1000人)など

問 合 スポーツ振興課管理係☎3579－2651

区民体育大会 　申込方法など詳しくは、区・区体育協会ホームページにある
競技要項をご覧ください。

種　目 とき・ところ 定員・費用 申込期間・問

ローラースポーツ
●スピード…小学１～３年生・小学４～６年
生

●フィギュア…中学生、高校生・一般(39歳以
下)、エクセレント(40歳以上)、ジュニアス
ピード選手権、区長杯(男子)、会長杯(女子)

●  10月２日㈰※雨天時は
９日㈰に延期

●  成増北第一公園内ロー
ラースケート場(成増５
－19－１)

● 計80人(申込順)
●  小・中学生250円、
高校生以上500円

●  ９月12日㈪～10月１日㈯
　※当日、会場でも受付。
●連盟・日比野☎3969－5969

クレー射撃
AトラップBスキート

● 10月16日㈰
●  百穴射撃場(埼玉県比企
郡)

●A30人B20人(い
ずれも先着順)

● 1000円
●当日、直接会場へ。
●連盟・金子☎090－3227－3204

※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

本展では、調味料・香辛料・飲み物などの原材料になる植物を紹介します。

オリーブ セイロンニッケイ コーヒーノキ


