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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。

区 制 施 行
90周年記念
ロゴマーク

第51回板橋区民まつりを開催します
▶とき＝10月15日㈯11時～18時・16日㈰９時～16時▶ところ＝グリーンホール前道路および周辺

▶とき＝12月20日㈫18時から▶ところ＝区立文
化会館大ホール▶曲目＝白い仏塔・モンゴルの
草原・故郷よ馬よ　など▶対象＝小学生以上▶
定員＝1238人(申込順)▶費用＝無料(全席自由)
▶申込＝10月17日㈪朝９時から、直接同館チケ
ット販売窓口、または電話で(公財)板橋区文化
・国際交流財団(同館内)☎3579－3130※同財団
ホームページからも申込可

モンゴル国立馬頭琴
交響楽団コンサート

区制施行90周年　日本・モンゴル外交関係樹立50周年記念

文化・国際交流課文化・国際交流係☎3579－2018問　合

▶対象＝区内の飲食店・小売店・宿泊施設など
▶取組項目(次のうち１つ以上)
●食べきりの呼びかけポスターなどの掲示
● 小盛・ハーフサイズ・レディースサイズなど
のメニューの設定

●利用者の要望に応じたご飯・麺などの量の調節
●ばら売り・量り売りの実施
●閉店間際、消費・賞味期限間近の値引き販売
● その他フードシェアリングへの参加など店舗
独自の活動

▶申込書の配布場所＝資源循環推進課(区役所
７階⑪窓口)・区ホームページ▶申込・問＝11
月18日(必着)まで、申込書を直接または郵送・
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

いたばしみんなの食べきり
チャレンジ運動参加店舗募集
区内の食品ロスを減らすため、12月～来年１月に食べきりチャレンジ

運動を行います。ぜひ、ご参加ください。

板橋区臨時特別給付金コールセンター
☎6834－7594(平日、９時～17時)問　合

▶対象＝次の全ての要件を満たす世帯※住民税課税者の扶養親族など
のみで構成される世帯・住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急
変世帯給付金を含む)を受給した、または受給資格がある世帯・令和
３年１月２日以降に転入者がいる世帯を除く。
●３年度の住民税(板橋区)が課税である
● ４年度の世帯全員の住民税所得割(板橋区)が非課税であり、世帯員
の１人以上の均等割が課税である

●４年６月１日現在、区の住民基本台帳に記録されている
▶支給額＝１世帯につき10万円
※申請必要※10月中旬に、世帯主へお知らせをお送りします。申請方
法など詳しくは、お知らせ・区ホームページをご覧ください。

いたばし生活支援
臨時給付金を支給します

開催案内

　1992年７月９日に設立され、馬頭琴・角笛などの民族音楽楽
器、ピアノ・パーカッションなどの西洋音楽楽器で編成されて
います。2005年に、モンゴル国
大統領賞、世界文化オープンフ
ェステイバルグランプリなどを
受賞しました。2018年には、音
楽を通じた日本との文化交流の
功績が評価され、日本国外務大
臣表彰を受賞しました。

　国の住民税非課税世帯等の給付金(５万円)の対象など詳しく
は、 今後発行の「広報いたばし」・区ホームページでお知らせします。

感染防止に
ご協力を
お願いします

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
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)

板橋区とモンゴル国との交流

　1992年に、紙不足で困っていたモンゴル国へノート・鉛筆な
どを贈ったことをきっかけに、交流が始まりました。
　1996年に、モンゴル国文部
省(現：文化省、教育科学省)
と文化・教育交流協定を締結
し、馬頭琴コンサート・ブフ
大会(モンゴル相撲大会)・公
式相互訪問などで、交流を続
けています。 ゲル(モンゴル遊牧民の移動式住居)
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※費用の明示がないものは無料

募　集
高齢者等配食サービス事業の
登録事業者
▶期間＝来年４月から※対象・必要書類など詳
しくは、募集要項をご覧ください。▶募集要項
の配布場所＝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＝11月30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

地域密着型サービス施設などの
整備・運営を行う事業者
▶選定＝プロポーザル方式※期間など詳しく
は、公募要項をご覧ください。▶公募要項の配
布場所＝区ホームページ▶申込・問＝来年１月
25日㈬～31日㈫に、必要書類を直接、介護保険
課施設整備・事業者指定係(区役所２階⑭窓口)
☎3579－2253

中央図書館の窓口業務などを行う
事業者
▶期間＝来年４月から１年間▶選定＝プロポー
ザル方式※申込方法など詳しくは、募集要項を
ご覧ください。▶募集要項の配布場所＝区ホー
ムページ▶問＝中央図書館☎6281－0291〈第２
月曜・月末日休館〉※申込予定の事業者は、 説明
会(10月31日㈪10時から)にご参加ください。 申
込方法など詳しくは、 募集要項をご覧ください。

福　祉
介護者こころの相談
▶とき＝11月８日㈫、14時から・15時から、各
１回制▶内容＝臨床心理士による介護の悩み相
談▶対象＝区内在住で、65歳以上の家族を介護
している方▶定員＝各回１人(申込順)▶ところ
・申込・問＝10月17日㈪朝９時から、電話で、
おとしより保健福祉センター特別援護係☎5970
－1115

いたばし社会福祉大会
▶とき＝11月18日㈮13時～16時▶ところ＝区立
文化会館大ホール▶内容＝式典、板橋区民生・
児童委員協議会合唱団による合唱、事例報告な
ど※手話通訳あり▶対象＝区内在住・在勤・在
学の方▶定員＝200人(抽選)▶申込＝10月31日
(必着)まで、往復はがき(１申込４人まで)で、
㈱福板橋区社会福祉協議会(〒173－0004板橋２－
65－６)※申込記入例(４面)の項目と参加人数を
明記。車いす利用や障がいがあるなど座席に配
慮が必要な場合はその旨を明記。▶問＝同協議

会☎3964－0235、板橋区生活支援課庶務係☎
3579－2352

若年性認知症講演会
▶とき＝11月12日㈯14時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール１階ホール▶講師＝(地独)東京都健
康長寿医療センター医師　古田光ほか▶対象＝
区内在住・在勤の方▶定員＝50人(申込順)▶申
込・問＝10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

傍　聴
老朽建築物等対策協議会
▶とき＝11月２日㈬※傍聴時間など詳しくは、
お問い合わせください。▶ところ＝第一委員会
室(区役所11階)▶内容＝区の取組状況の報告な
ど▶定員＝５人(申込順)▶申込・問＝10月17日
㈪朝９時から、 直接または電話・FAX・Ｅメール
で、 建築安全課老朽建築物対策係(区役所５階⑪
窓口)☎3579－2574 3579－5437 t-rouken@
city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例(４面)参照

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＝10月21日㈮～23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
きたのホール
▶とき＝10月25日㈫※施設点検のため▶問＝地
域振興課庶務係☎3579－2161
男女平等推進センター
▶とき＝10月31日㈪※施設点検のため▶問＝男
女平等推進センター☎3579－2790
志村図書館
▶とき＝11月14日㈪～19日㈯※設備点検などの
ため▶問＝志村図書館☎5994－3021〈第３月曜
・月末日休館〉

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

※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

▶意見の件数＝１件(１人)▶意見の概要と区の考え方＝ 表1 参照▶閲覧場所＝区政資料室(区役所１
階⑦窓口)・各地域センター・区立各図書館・区ホームページ▶問＝区政情報課個人情報保護係☎
3579－2020

意見の概要 区の考え方
現在の個人情報保護条例が法施行条例に移行す
ることで、区が維持してきた個人情報保護の水
準はどう変化するのか。

来年４月以降、個人情報保護法が区に直接適用されることになりますが、
個人情報保護の水準に変化はありません。法令・条例の条項に基づき、こ
れまで同様に個人情報を適正に管理・保護していきます。

※意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

表1  意見の概要と区の考え方

個人情報保護条例及び個人情報の取扱について定める関係条例
の改正(案)に対する意見の概要と区の考え方をお知らせします

ハイライフいたばしに入会しませんか
　ハイライフいたばしは、区内の中小企業な
どで働く勤労者・個人事業主のための福利共
済制度です。
事業内容
● 福利厚生事業…レジャー施設・宿泊施設・
各種チケットなど、一般料金より格安で利
用できます

●  給付事業…会員とその家族に、お祝い・ご
不幸があった場合、祝金・見舞金・弔慰金
(5000円～10万円)を支給します
紹介特典
　紹介による新規入会で、入会者・紹介者に
商品券をプレゼント。※新規入会会員１人に
つき1000円分(上限5000円)

ミレニアム会員制度
　退職後も、引き続き同様のサービスが受け
られます。※要件など詳しくは、お問い合わ
せください。
入会方法など
▶対象＝区内中小企業などで働く従業員・事
業主(個人事業主を含む)▶費用＝入会金１人
200円・月会費１人500円▶申込＝電話で申込
書を請求し、必要事項を記入のうえ、直接ま
たは郵送で、(公財)板橋区産業振興公社(〒173
－0004板橋１－55－16)※入会者に
は、利用ガイド(２年に１回発行)
・共済ニュース(年６回発行)など
で、事業内容をお知らせします。

(公財)板橋区産業振興公社☎5375－8102問　合

※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

みなさんの大切な命を守るために
●救急車の適正利用にご協力ください
　急な病気・けがで、救急車が必要か迷う場合
は、24時間体制で医師・看護師などが対応する
東京消防庁救急相談センター(＃7119または☎
3212－2323)にお問い合わせください。
▶問＝●健康推進課健康づくり係☎3579－2727
東京版救急受診ガイド
　東京消防庁ホームページでも、病気・けがの
緊急性などを確認できます。
▶問＝板橋消防署☎3964－0119、志村消防署☎
5398－0119●
AEDを設置しています
　区施設248か所に、AED(自動体外式除細動
器)を設置しています。また、交番・消防署・
駅などにも設置されており、一部を除いて休日
・夜間でも使用できます。※設置場所など詳し
くは、区ホームページをご覧ください。
▶問＝健康推進課保健政策係☎3579－2302

薬と健康の週間（10月17日～23日）
関連イベント
▶とき＝10月15日㈯11時30分～16時・16日㈰10
時～16時▶ところ＝板橋区民まつり会場(グリ
ーンホール２階ホール)▶内容＝医薬品・サプ
リメントの相談、薬の飲み
方・健康診断結果の解説▶
持物＝お薬手帳(お持ちの
方)▶問＝(一社)板橋区薬
剤師会☎5915－2077、板橋
区生活衛生課医務・薬事係
☎3579－2124

離乳食から幼児食へのすすめ方
▶とき＝11月22日㈫、10時～10時45分・14時～
14時45分、各１回制▶内容＝講義・料理展示▶
対象＝区内在住で、開催日時点で生後９か月～
１歳６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＝各回８人(申込順)▶と
ころ・申込・問＝電話で、上板橋健康福祉セン
ター☎3937－1041

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、もの忘れで医療機関にかかっ
ていない方※家族(区外在住も含む)も相談可▶
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

と　き ところ・申込電話

11月４日㈮ ウェルネススペース板橋(板橋３－26－４)※申込は板橋おとしより相談センター☎5248－2892
11月７日㈪ 下赤塚おとしより相談センター☎3930－1821

11月11日㈮ 志村坂上地域センター※申込は志村坂上おとしより相談センター☎3967－2131
11月18日㈮ 桜川おとしより相談センター☎3959－7485

11月24日㈭ 仲町地域センター※申込は仲町おとしより相談センター☎5917－5201
※13時20分から・14時から、各１回制。

表2  医師によるもの忘れ相談
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※費用の明示がないものは無料

ウオークラリー大会

リサイクルプラザ
●無印良品が考えるサステナブルな取組
▶とき＝11月３日㈷10時20分～12時20分▶内容
＝講義「企業が行う持続可能な取組」▶講師＝㈱
良品計画　成松宏晃▶定員＝50人(申込順)▶申
込＝10月15日㈯朝９時から、電話で、リサイク
ルプラザ
金継ぎ講座
▶とき＝11月６日㈰10時20分～12時20分▶講師
＝書道家　孤塚仁宏▶定員＝10人(抽選)▶費用
＝1000円▶持物＝３つ程度に割れた食器・欠け
た食器各１個、エプロン▶申込＝10月26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(４面)
参照

[いずれも]
▶対象＝区内在住・在勤・在学の方▶ところ・
問＝同プラザ☎3558－5374※同プラザホームペ
ージからも申込可

教育科学館
●A特別投影「皆既月食」
▶とき＝11月８日㈫15時30分～16時20分
●●B ヒーリングプラネタリウム
「熟睡プラ寝たリウム」
▶とき＝11月23日㈷、ⓐ15時30分～16時20分ⓑ
18時～18時50分▶内容＝ⓐ星座でおやすみコー
スⓑ星とアロマで熟睡コース

[ABいずれも]
▶対象＝小学５年生以上(●B小学生は保護者同
伴)▶定員＝各回78人(申込順)▶費用＝一般350
円・高校生以下120円※65歳以上の方(持物…年
齢がわかるもの)・障がいがある方(持物…各種
手帳)は割引あり▶申込＝10月15日㈯朝９時か
ら、電話で、教育科学館
●●C星を見る会
▶とき＝10月29日㈯・11月８日㈫、各１日制、
18時から▶内容＝星空解説(プラネタリウム)・
観望会(板橋区平和公園、晴天時のみ)▶対象＝
小学生以上(小学生は保護者
同伴)▶定員＝各日47人(抽
選)▶申込＝10月18日(必着)
まで、往復はがきで、教育科
学館(〒174－0071常盤台４－
14－１)※申込記入例(４面)の
項目と希望日を明記

[A～Cいずれも]
※１申込５人まで※同館ホームページからも申
込可▶ところ・問＝同館☎3559－6561〈月曜休
館〉

※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

施設のイベント
赤塚植物園
手漉

す

き和紙の原料の楮
こうぞ

を知ろう
▶とき＝11月６日㈰～12日㈯▶内容＝パネル展
示・映像上映など
楮のミニクリスマスツリーを作ろう
▶とき＝11月５日㈯13時30分～15時▶講師＝
NPO法人PIARAS代表　木南裕美子▶対象＝区
内在住・在勤・在学の小学生以上▶定員＝12人
(抽選)▶費用＝3500円▶申込＝
10月26日(必着)まで、往復はが
き・電子申請(区ホームページ
参照)で、赤塚植物園(〒175－
0092赤塚５－17－14)※申込記
入例(４面)参照

[いずれも]
▶ところ・問＝赤塚植物園☎3975－9127〈月
曜、第１・３・５火曜事務室休み〉

エコポリスセンター
●A壁紙のアップサイクル(創造的再利用)
▶とき＝11月９日㈬10時30分～12時▶内容＝余
った廃材(壁紙)でインテリアパネル作り▶定員
＝８人▶費用＝2700円
●●Bリサイクルワークショプ
▶とき＝11月13日㈰12時30分～15時30分▶内容
＝はぎれで花のハワイアンキルトポーチ作り▶
定員＝10人▶費用＝1500円▶持物＝裁縫道具

[ABいずれも]
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選▶と
ころ・申込＝10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(４面)参照※同センター
ホームページからも申込可
●●C身近な環境に関する標語・ポスター展
▶とき＝10月18日㈫～31日㈪、９時～17時▶と
ころ＝エコポリスセンター▶内容＝区内小・中
学生の入賞作品
●●DWeb版環境なんでも見本市出展者募集
▶募集内容＝環境・SDGs(持続可能な開発目
標)に関する取組の展示・ワークショップ▶対
象＝環境問題に取り組んでいる区民団体・学校
・企業など※申込方法など詳しくは、エコポリ
スセンターホームページをご覧ください。

[A～Dいずれも]
▶問＝同センター☎5970－5001〈第３月曜休館〉

体験・観賞
天然石の万華鏡作り
▶とき＝10月29日㈯、13時～14時・14時30分～
15時30分、各１回制▶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人(申込順)▶費用＝950円▶ところ・
申込・問＝10月15日㈯10時から、電話で、郷土
芸能伝承館☎5398－4711〈第３月曜休館〉

水彩画教室
▶とき＝11月２日～３月のうち10日間、各水
曜、13時30分～15時30分▶講師＝水彩画家　圡
山久利▶対象＝区内在住・在勤で、50歳以上の
初心者▶定員＝20人(申込順)▶費用＝5000円▶
ところ・申込・問＝10月15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

歯と口の健康ポスター展
▶とき＝11月７日㈪～10日㈭、９時～17時(初
日は10時30分から、最終日は15時まで)▶とこ
ろ＝イベントスクエア(区役所
１階)▶内容＝区内小・中学生
の入選作品▶問＝学務課学校運
営保健係☎3579－2616

緑のガイドツアー
▶とき＝11月１日㈫※９時30分に赤塚支所集合
・12時に赤塚植物園解散予定※雨天時は２日㈬
に順延▶内容＝城

じょう

址
し

・社寺の緑の観察▶定員＝
15人(抽選)▶費用＝100円▶申
込・問＝10月27日㈭まで、電話
・電子申請(区ホームページ参
照)で、みどりと公園課みどり
推進係☎3579－2533

板橋区・北区合同散策ツアー
▶とき＝11月16日㈬※９時20分に区役所集合・
12時30分に北とぴあ(北区王子１－11－１)解散
予定※荒天中止▶内容＝観光ボランティアの案
内による史跡・観光スポットの散策▶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＝20人(抽選)▶費用＝50円▶申込
・問＝10月31日(必着)まで、往復はがき・電子
申請(区ホームページ参照)(いずれも１申込２
人まで)で、くらしと観光課観光振興係(〒173
－0004板橋２－65－６)☎3579－2251※申込記
入例(４面)参照。複数で申し込む場合は全員分
明記。

親子でアウトドアクッキング
▶とき＝11月27日㈰10時～16時▶ところ＝黒川
青少年野外活動センター(神奈川県川崎市麻生
区黒川313－９)▶対象＝小学～高校生とその保
護者▶定員＝６組(抽選)▶費用＝一般１万1000
円・高校生以下9000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。

シニア就活支援セミナー
▶とき＝10月31日㈪14時～15時30分▶ところ＝ハ
イライフプラザ▶内容＝はつらつシニアいたばし
利用者の就職体験談・相談員による解説など▶対
象＝50歳以上の方▶定員＝30人（申込順）▶持物＝
雇用保険受給資格者証（受給中の方）▶申込・問＝
10月18日㈫朝９時から、直接または電話で、はつ
らつシニアいたばし☎5943－1300

ご案内社会福祉協議会

▶とき＝12月11日㈰※朝８時30分に板橋七小集合▶内容＝地図を持ち、
コース上のゲームなどに挑戦▶対象＝区内在住・在勤・在学の２～６人
の団体(中学生以下の団体は保護者同伴)▶定員＝80組(申込順)▶費用＝
小学生以上１人500円▶申込＝10月24日㈪朝９時から、直接または往復
はがき・電子申請(区ホームページ参照)で、スポーツ振興課事業推進係
(区役所８階⑭窓口)※申込記入例(４面)参照

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)

スポーツ振興課事業推進係☎3579－2652問　合

▶とき＝11月４日㈮13時30分～15時30分▶ところ＝イオン板橋ショッピングセ
ンター(徳丸２－６－１)▶内容＝講演「出会いこそ、生きる力」など▶講師＝俳
優　サヘル・ローズほか▶定員＝200人(申込順)▶申込＝10月17日㈪朝８時30
分から、電話・Ｅメールで、子ども家庭総合支援センター支援課管理・サービ
ス調整係 kk-kosodate@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例(４面)参照。複
数で申し込む場合は全員分明記。

サヘル・ローズ

地域の子育て支援セミナー・養育家庭体験発表会

子ども家庭総合支援センター支援課
管理・サービス調整係☎5944－2371問　合
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※費用の明示がないものは無料

▶とき＝11月30日㈬まで、９時〜16時30分▶ところ＝徳水亭（水車公園内）
※子ども用和傘の無料貸出あり▶問＝北部土木サービスセンター地域連携
係☎5398−1259

日本庭園で七五三の記念撮影をしませんか

講 　 座
シニアのスマートフォン体験会
▶とき・ところ
● 11月１日㈫…高島平地域センター
● 11月22日㈫…志村坂上地域センター
※10時〜13時・14時〜17時、各１回制。
▶内容＝講義「スマートフォンの使い方」※スマ
ートフォンの無料貸出あり▶対象＝都内在住
で、60歳以上の方▶定員＝各回30人（抽選）▶申
込＝各実施日の７日前まで、電話で、スマート
フォン普及啓発事業事務局☎6845−7883（平日、 
９時〜17時）▶問＝IT推進課DX戦略係☎3579−
2043

親子読み聞かせ講座
▶とき＝11月４日㈮10時30分〜11時30分▶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
＝20組（申込順）▶申込＝
10月15日㈯朝９時から、
電子申請（区ホームペー
ジ参照）▶ところ・問＝
中央図書館☎6281−0291

〈第２月曜・月末日休館〉

食品ロス削減のための 
買い物・保存の方法
▶とき＝11月２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▶
講師＝料理研究家　行長万里▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝40人（申込順）▶申込
・問＝10月17日㈪朝９時から、電話で、資源循
環推進課資源循環協働係☎3579−2258

アリのお話
▶とき＝11月６日㈰13時30分〜14時30分▶内容
＝講演「アリの生態・種類、観察のポイント」▶
講師＝アリ探求家　島田拓▶定員＝30人（抽選）
▶費用＝入館料▶ところ・申込・問＝10月25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）☎
5920−1131 5920−1132 nettaikan@seibu-
la.co.jp〈月曜休館〉※申込記入例参照

かなざわ講座
▶とき＝11月14日㈪14時〜15時30分▶ところ＝
グリーンホール１階ホール▶内容＝講義「加賀
藩下屋敷板橋邸」※パソコン文字通訳あり▶講
師＝地域文化総合研究所代表　長谷川孝德▶対
象＝区内在住・在勤・在学の方▶定員＝100人
（抽選）※生後４か月〜未就学児の保育あり（定
員４人）▶申込・問＝11月１日（必着）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
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。聴覚障がいが
ある方はその旨を明記。

戦争孤児を知っていますか
▶とき＝11月６日㈰13時30分〜16時▶内容＝講
義▶講師＝ノンフィクション作家　竹内早希子
▶定員＝30人（申込順）▶ところ・申込・問＝10
月15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〉

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

行　事 と　き 内　容 対　象 定　員 ところ・申込・問
区制施行90周年記念展示

「わたしの好きな本」 10月30日㈰まで 区民から募集した好きな本・区制施行90
周年関連パネルの展示など ｜ ｜ 中央図書館☎6281−0291

みんなでつくろう
てづくりえほん 10月15日㈯～11月９日㈬ 参加者が描いた絵で絵本作り 小学生以下 20人

（申込順）
10月15日㈯10時から、直接、成増図書館☎
3977−6078

区制施行90周年記念
「全館合同スタンプラリー・クイ
ズラリー」 10月27日㈭～11月９日㈬

区制施行90周年関連スタンプラリー・ク
イズラリー※達成者にプレゼントあり※
用紙は各図書館で配布 ｜

｜

区立各図書館

清水・蓮根・西台・志村４館合同
「図書館員の選ぶ100冊」

2022年読書週間標語をテーマに選んだ本
のリストの配布・展示

清水図書館☎3965−9701、蓮根図書館☎
3965−7351、西台図書館☎5399−1191、志
村図書館☎5994−3021

よんでしりとり 10月27日㈭～11月29日㈫ 本を借りてしりとりに挑戦※参加者にプ
レゼントあり 小学生以下

氷川図書館☎3961−9981
あかちゃんえほんアート撮影会 10月30日㈰11時～12時 童話をモチーフにした赤ちゃんアートの

撮影※持物：カメラまたはスマートフォン
３歳以下のお子さんと 

その保護者
30組

（先着順）

ハロウィンおはなし会 10月30日㈰14時から 絵本などの読み聞かせ※仮装でお越しく
ださい。 小学生以下 12人

（申込順）
10月16日㈰朝９時から、直接または電話で、 
赤塚図書館☎3939−5281

秋の工作会 11月３日㈷14時～15時 キャンドルフォルダー作り・絵本などの
読み聞かせ

小学生以下
（未就学児は保護者同伴）

８組
（申込順）

10月22日㈯朝９時から、直接または電話で、 
高島平図書館☎3939−6565

えいごでおはなし会 11月６日㈰14時から 英語紙芝居・大型絵本の読み聞かせ 小学生以下 15組
（申込順）

10月16日㈰朝９時から、直接または電話で、 
小茂根図書館☎3554−8801

講座「北斎と鬼」 11月20日㈰14時～16時 すみだ北斎美術館主任学芸員・奥田敦子
による講義 中学生以上

20人
（申込順）

11月５日㈯朝９時から、直接または電話で、 
東板橋図書館☎3579−2666

幸せをよぶ整理収納基本講座 11月27日㈰14時～15時30分 講義 12人
（申込順）

11月12日㈯朝９時から、直接または電話で、 
西台図書館☎5399−1191

※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、そのほかの図書館は第３月曜・月末日休館。
※東板橋図書館は10月31日㈪まで休館

秋の読書週間

板橋グリーンカレッジ　 
オープンキャンパス開講記念講演

▶とき＝11月12日㈯14時〜15時30分▶ところ＝グリーンカレッジホール▶内容＝講演「のんびりと
『ピーターラビットのおはなし』の世界へ」▶講師＝大東文化大学教授　河野芳英▶対象＝区内在住
・在勤・在学の方▶定員＝100人（抽選）▶申込＝10月27日（必着）まで、往復はがき・電子申請（区ホ
ームページ参照）で、生涯学習課社会教育推進係※申込記入例参照

シニア世代に限らず、より多くの世代へ学びの機会を提供するため、
オープンキャンパスを開講します。

いたこうフェスタ
▶とき＝11月５日㈯10時〜15時（受付は14時30分ま
で）▶内容＝工場見学・体験コーナー・苗木無料配
付など▶ところ・問＝板橋清掃工場☎5945−5341
駐車監視員資格者講習
▶とき＝⃝🅐12月12日㈪・13日㈫・24日㈯⃝🅑12月15
日㈭・16日㈮・24日㈯⃝🅒来年１月16日㈪・17日㈫・
23日㈪、３日制▶ところ＝🅐🅑放置駐車対策セン
ター（江東区有明３−７−26）⃝🅒東京ビッグサイト

（江東区有明３−11−１）▶定員＝🅐〜🅒計440人
（申込順）▶費用＝２万円※申込方法など詳しく
は、警視庁ホームページをご覧ください。▶問＝
警視庁放置駐車対策センター☎3581−4321

公共機関だより

板橋朝市
▶とき＝10月16日㈰朝６時30分から▶ところ＝板
橋宿不動通り商店街（都営三田線「板橋区役所前」
下車）▶催し＝餅つき

朝 市〈産業振興課〉

※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

生涯学習課社会教育推進係☎3579−2633問　合


