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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、12月30日㈮～１月３日㈫を除く)

概　要
▶開園(予定)農園名・所在地など＝ 表 参照▶利
用期間＝令和５年３月４日㈯～６年１月31日㈬▶
対象＝板橋区に住民登録があり、利用期間を通し
て耕作できる世帯▶利用料＝年額5500円※各農園
にスコップ・くわ・バケツあり。このほかの道具
は各自で用意。▶１区画の面積＝約15㎡※農芸指
導員の巡回指導あり。日程は各農園に掲示。

申　込
　次のいずれかの会場で、申込用紙に必要事項を
記入のうえ、お申し込みください。※申込は、利
用を希望するご本人で、１世帯１通のみ。１農園
のみ申込可。※電子申請(区ホームページ参照)で
も申込可※現在利用中の区画の継続不可(赤塚一
丁目第２農園を除く)。詳しくは、お問い合わせ
ください。
▶とき・ところ
● １月11日㈬・12日㈭…赤塚支所
●  １月13日㈮…きたのホール
●  １月14日㈯・15日㈰…高島平区民館
●  １月16日㈪…グリーンホール
●  １月17日㈫…常盤台地域センター
※10時～15時(11日㈬は20時まで)※車での来場は
ご遠慮ください。※前半の日程は混雑が予想され
るため、分散来場にご協力ください。
▶持物＝利用を希望する本人の住所・氏名が確認
できるもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバ
ーカードなどの原本。公共料金の領収書は不可)

抽　選
▶とき＝２月３日㈮15時～17時▶ところ＝赤塚支
所※来場不要。来場者には当落のみお知らせ。▶
当落・利用区画の決定＝２月16日㈭頃に、抽選結
果通知を発送※２月20日㈪までに届かない場合
は、お問い合わせください。※当選区画の変更不
可

当選者の受付
▶とき・ところ
● ２月24日㈮・25日㈯…赤塚支所
●  ２月26日㈰・27日㈪…高島平区民館
※10時～15時(27日㈪は20時まで)※詳しくは、抽
選結果通知をご覧ください。

利用者の追加募集
　申込が募集区画数に満たない農園は、追加募集
を行います(３月上旬予定)。追加募集を行う場合
は、今後発行の「広報いたばし」などでお知らせし
ます。

ご注意ください
　次のいずれかの場合は、農園の申込・利用を取
り消します。
● 不正な申込・利用行為(他人名義での申込、複
数区画の申込など)

●  ほかの利用者・近隣住民に迷惑な行為(路上駐
車・飲酒など)※農園に駐車場はありません。

● そのほか、不適当な行為・法令に違反する行為

▶農園名・区画数
● 赤塚一丁目第１農園(赤塚１－15)…５区画
●  徳丸六丁目第３農園(徳丸６－25)…８区画
●  徳丸六丁目第４農園(徳丸６－46)…３区画
※一区画約30㎡※抽選で当落・利用区画を決定
▶利用期間＝令和５年３月４日㈯～６年１月
31日㈬▶対象＝区内の団体・施設(児童福祉
施設・障がい者支援施設・老人クラブなど)
▶利用料＝年額5500円※免除の場合あり▶申
込＝１月20日㈮まで、団体名・代表者氏名・
住所・電話番号・担当者氏名を明記のうえ、
FAXで、赤塚支所都市農業係 3939－9962※
事前に電話連絡が必要

　１月31日㈫で利用期間が終了します。次の
利用者のため、農園内の除草・清掃を行い、
資材・雑草・野菜くずなどは、必ずお持ち帰
りください。

表  開園（予定）農園

※赤塚一丁目第１農園・徳丸六丁目第４農園は縮小予定
※赤塚六丁目第２農園・西台三丁目第３農園は拡大予定
※募集農園・区画数は変更になる場合あり

番号 農園名 所在地 区画数 令和３年度倍率
１ 三園第６ 三園１－41 43 2.10 
２ 成増四丁目第１ 成増４－16 29 1.10 
３ 成増四丁目第３ 成増４－17 53 1.17 
４ 赤塚一丁目第１ 赤塚１－６ 36 1.61 
５ 赤塚一丁目第２ 赤塚１－33 70 0.70 
６ 赤塚二丁目第１ 赤塚２－30 63 1.02 
７ 赤塚三丁目第２ 赤塚３－34 54 1.61 
８ 赤塚四丁目第１ 赤塚４－９ 61 0.93 
９ 赤塚五丁目第１ 赤塚５－７ 37 1.14 
10 赤塚五丁目第３ 赤塚５－31 49 0.92 
11 赤塚五丁目第４ 赤塚５－26 69 0.91 
12 赤塚六丁目第２ 赤塚６－35 73 1.32 
13 赤塚七丁目第２ 赤塚７－９ 32 1.44 
14 赤塚八丁目 赤塚８－２ 32 1.25 
15 徳丸四丁目第１ 徳丸４－28 55 1.45 
16 徳丸五丁目第３ 徳丸５－37 23 1.35 
17 徳丸五丁目第４ 徳丸５－30 54 1.11 

番号 農園名 所在地 区画数 令和３年度倍率
18 徳丸五丁目第５ 徳丸５－38 51 1.41 
19 徳丸六丁目第１ 徳丸６－14・18・19・25 241 1.29 
20 徳丸六丁目第４ 徳丸６－47 64 1.83 
21 徳丸六丁目第５ 徳丸６－４ 53 1.98 
22 徳丸七丁目第２ 徳丸７－13 43 1.72 
23 徳丸七丁目第３ 徳丸７－15 43 1.72 
24 四葉一丁目第１ 四葉１－26・29 45 1.15 
25 四葉一丁目第２ 四葉１－22 27 1.30 
26 四葉二丁目第２ 四葉２－８ 62 1.59 
27 高島平四丁目 高島平４－20 31 2.35 
28 高島平五丁目 高島平５－44 27 1.59 
29 西台三丁目第３ 西台３－12・22 165 2.59 
30 前野五丁目第２ 前野町５－９ 39 6.79 

　地主のみなさんの協力を得て、区民
農園を開園します。野菜作りの楽しさ
を味わってみませんか。

新鮮でおいしい！
こだわりの野菜を育てよう

収穫する喜びを体験しよう

問　合
赤塚支所都市農業係☎3938－5114

区民農園利用者募集

※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。

団体向け農園の利用者を
募集します

現在、農園を
利用している方へ
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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
衆議院議員選挙小選挙区の区割りが
変更されました

　公職選挙法の一部改正により、衆議院議員選
挙小選挙区の区割りが変更されました。次の衆
議院議員総選挙から、新しい選挙区になります。 
▶小選挙区・対象区域
●東京都第11区…「東京都第12区」以外の区内全域
● �東京都第12区…坂下一丁目27・29〜41、坂下

二・三丁目、東坂下二丁目、蓮根、相生町、
高島平、新河岸、舟渡

▶問＝選挙管理委員会事務局☎3579−2681

経営安定化特別融資の 
申請期限を延長します
▶申請期限＝３月31日㈮※詳しくは、お問い合
わせください。▶問＝産業振興課経済対策係☎
3579−2172

医療従事者届をご提出ください
　医療従事者は、２年ごとに医師法などの規定
事項の届出が必要です。12月31日時点の状況を
記入し、１月16日㈪までにご提出ください。
▶対象・提出先
🅐�医師・歯科医師・薬剤師…住所地または就業

地の保健所※医療機関などに勤務する場合
は、電子申請でも届出可。詳しくは、厚生労
働省ホームページをご覧ください。
🅑�業務に従事している保健師・助産師・看護師
・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士…就業
地の保健所

▶届出票の配布場所＝生活衛生課（板橋区保健
所７階）または🅐厚生労働省ホームページ🅑�東
京都福祉保健局ホームページ※区外の各保健所
でも配布▶問＝生活衛生課医務・薬事係☎3579
−2124

環境影響評価準備書の 
縦覧・意見書の提出
▶対象＝（仮称）和光北インター東部地区土地区
画整理事業▶縦覧場所＝１月10日㈫〜２月10日
㈮に、埼玉県環境政策課（埼玉県さいたま市浦
和区高砂３−15−１）・和光市都市整備課・板
橋区環境政策課（区役所７階⑫窓口）▶意見書の
提出先＝２月24日（必着）まで、直接または郵送

・Ｅメールで、和光市都市整備課（〒351−0192）
e0100@city.wako.lg.jp
説明会
▶とき＝１月16日㈪19時から▶ところ＝成増ア
クトホール▶定員＝30人（先着順）※当日、直接
会場へ。

[いずれも]
▶問
●�縦覧について…埼玉県環境政策課☎048−830

−3041、和光市都市整備課☎048−424−
9158、板橋区環境政策課生活環境保全係☎
3579−2594

● �意見書の提出・説明会について…和光市都市
整備課☎048−424−9158

傍 　 聴
自殺対策地域協議会
▶とき＝１月13日㈮15時から▶ところ＝第一委
員会室（区役所11階）▶内容＝いのちを支える地
域づくり計画2025（原案）の審議など▶定員＝５
人（申込順）▶申込・問＝12月19日㈪朝９時か
ら、直接または電話・FAXで、健康推進課いの
ち支える地域づくり推進係（区役所３階㉑窓口）
☎3579−2311 3962−7834※申込記入例（４面）
参照

高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会
▶とき＝１月６日㈮18時〜20時▶ところ＝教育
支援センター（区役所６階）▶内容＝介護保険事
業計画の策定に向けた検討など▶定員＝20人
（申込順）▶申込・問＝12月19日㈪朝９時から、
電話で、介護保険課管理相談係☎3579−2357
地域ケア運営協議会
▶とき＝１月12日㈭14時から▶内容＝おとしよ
り相談センターの運営報告など▶定員＝５人
（申込順）▶ところ・申込・問＝12月19日㈪朝９
時から、電話で、おとしより保健福祉センター
管理係☎5970−1119

会計年度任用職員を募集します

区施設の年末年始の休業日をお知らせします
区役所の休みは12月29日㈭〜１月３日㈫です

　主な区施設の年末年始の休業日は、 表
をご覧ください（問い合わせは各施設へ）。
　年末は、申請・届出などで、窓口が大変
混雑します。また、証明書などの交付に日
数がかかる場合がありますので、早めの手
続きをお願いします。

各種証明書
交付サービスの休止

▶とき＝12月29日㈭〜１月３日㈫▶施設＝
コンビニエンスストア、板橋富士見・板橋
徳丸・板橋向原の各郵便局▶問＝戸籍住民
課証明係☎3579−2210

コミュニティバス
「りんりん号」の運休

▶とき＝12月29日㈭〜１月３日㈫▶問＝国
際興業㈱志村営業所☎3966−2247、板橋区
都市計画課交通企画都市基盤係☎3579−
2548

施設名 休業期間
区役所（※１）、赤塚支所、区民事務所、地域センター、福祉事務所、区
民相談室（※２）、板橋区保健所、健康福祉センター、女性健康支援セン
ター、おとしより保健福祉センター、おとしより相談センター、障がい
者福祉センター、発達障がい者支援センター、子ども家庭総合支援セン
ター、子ども発達支援センター、児童館、教育支援センター、 まなぽー
と、教育科学館、郷土資料館、 郷土芸能伝承館、エコポリスセンター、
リサイクルプラザ、赤塚植物園、板橋こども動物園、こども動物園高島
平分園、消費者センター、グリーンカレッジホール、ふれあい館、美術
館、文化会館、グリーンホール、いたばし観光センター、自転車保管所

12月29日㈭～１月３日㈫

熱帯環境植物館 12月28日㈬～１月２日㉁
男女平等推進センター（※３） 12月28日㈬～１月13日㈮
体育館（植村記念加賀スポーツセンターを除く）、高島平温水プール、図書
館、いたばしボローニャ絵本館 12月29日㈭～１月４日㈬
植村記念加賀スポーツセンター、植村冒険館 12月29日㈭～１月５日㈭
ハイライフプラザ 12月30日㈮～１月４日㈬
板橋区指定斎場舟渡斎場 12月31日㈯18時～１月３日㈫14時
清掃事務所 １月１日㈷～１月３日㈫
※１：	休業期間中でも、出生届・死亡届・婚姻届などは、夜間受付でお預かりします。
※２：	相談は、年末は12月27日㈫まで、年始は１月５日㈭から。電話予約は、１月４日㈬朝９時から受け付け
	 ます（☎3579−2288）。
※３：	施設移転による休館を含む。
※各施設で行っている事業の受付・予約・抽選開始日などは、事前にご確認ください。

表  主な区施設の年末年始の休業日

●🅐特別支援アドバイザー
●🅑�学校生活支援員

▶募集人数＝🅐６人程度🅑�100人程度▶選考＝書
類・面接▶募集要項の配布場所＝指導室（区役所
６階⑰窓口）・区ホームページ▶申込・問＝🅐１
月６日🅑�13日（いずれも必着）まで、必要書類を直
接または郵送で、指導室特別支援教育係（〒173−
8501）☎3579−2612

●🅒スクール・サポート・スタッフ
●🅓学校業務員（調理）
●🅔学校運営員

▶募集人数＝若干名▶選考＝🅒🅓書類・面接🅔書
類・論文・面接▶募集要項などの配布場所＝教育

総務課（区役所６階⑪窓口）・区ホームページ▶申
込・問＝１月18日（必着）まで、必要書類を直接ま
たは郵送で、教育総務課学校職員係（〒173−
8501）☎3579−2606

●🅕いたばし観光センター職員
▶募集人数＝１人▶選考＝書類・面接▶募集要項
の配布場所＝くらしと観光課（情報処理センター
６階）・区ホームページ▶申込・問＝１月12日（必
着）まで、必要書類を直接または郵送で、くらし
と観光課観光振興係（〒173−0004板橋２−65−
６）☎3579−2251

●🅐〜●🅕いずれも
▶勤務期間＝４月から１年間

※勤務時間・賃金などの明示がない項目は、各募集要項をご覧ください。

シニアのためのエアロビクス
▶とき＝２月９日〜３月23日（２月16日・23日を
除く）の毎週木曜、５日制、10時〜11時▶ところ
＝グリーンホール601会議室▶対象＝区内在住で、 
60歳以上の方▶定員＝45人（抽選）▶費用＝1000円
▶申込・問＝１月11日（消印有効）まで、往復はが
きで、（公社）板橋区シルバー人材センター（〒173
−0004板橋２−65−６）☎3964−0871※申込記入
例（４面）の項目と過去の参加回数を明記

シルバー人材センター ご 案 内
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※費用の明示がないものは無料
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福 　 祉
今日から始めるフレイル予防
▶とき＝１月17日㈫10時〜11時30分▶ところ＝
グリーンホール２階ホール▶内容＝講義「リハ
ビリの視点から高齢者の外出をすすめる理由」
▶講師＝東京都立大学教授　浅川康吉▶対象＝
区内在住・在勤の方▶
定員＝50人（申込順）▶
申込・問＝12月19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

フレイルチェック測定会
▶とき＝１月25日㈬13時30分〜16時▶ところ＝
富士見地域センター▶内容＝講義「フレイル予
防」・フレイルチェック・体力測定▶対象＝区
内在住の50歳以上で、要介護認定を受けておら
ず、半年後に行う同測定会に参加できる方※過
去に参加した方を除く。▶定員＝20人（抽選）▶
申込・問＝１月６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）の項目と
生年月日を明記

認知症サポーター養成講座
▶とき＝１月31日㈫14時〜15時30分▶ところ＝
成増アクトホール▶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
カードをプレゼント。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＝50人（申込順）▶申
込・問＝12月19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
家族のための講座
▶とき＝２月６日㈪14時〜16時▶内容＝講義

「介護の楽しさ」・交流会▶講師＝若年性認知症
家族会彩星の会代表　森義弘▶対象＝区内在住
・在勤で、認知症の方を介護している家族また
は介護に関わる方▶定員＝20人（申込順）▶とこ
ろ・申込・問＝12月19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

※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

こころサポーター養成研修
▶とき＝１月20日㈮14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンホール１階ホール▶内容＝講義「サポータ
ーの役割、こころの病気・回復など」▶講師＝
慶應義塾大学准教授　藤澤大介▶対象＝区内在
住・在勤・在学の方▶定員＝30人（申込順）▶申
込・問＝電話・電子申請（区ホームページ参照）
で、予防対策課管理・精神難病係☎3579−2329

医師によるもの忘れ相談
▶とき・ところなど＝ 表１ 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（区外在住を含む）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
表１  医師によるもの忘れ相談

と　き ところ・申込電話

１月12日㈭ 熊野地域センター※申込は熊野おとしより相談
センター☎5926−6566

１月13日㈮ 前野地域センター※申込は前野おとしより相談
センター☎5915−2636

１月20日㈮ 蓮根おとしより相談センター☎5970−9106

１月23日㈪ 成増アクトホール※申込は成増おとしより相談
センター☎3939−0678

１月27日㈮ 常盤台おとしより相談センター☎5398−8651

※13時20分から・14時から、各１回制。

胃・肺がん検診
▶とき・ところ＝ 表２ 参照▶検診受付時間＝受
診券で指定した時間
▶内容
●�胃がん検診…胃部Ｘ線（バリウム）検査※妊娠

中の方・胃の手術経験がある方などは受診不
可※誤

ご

嚥
え ん

の可能性がある方などは、問診の結
果、受診できない場合あり。

● �肺がん検診…胸部Ｘ線検査※要件に該当する
方は、かくたん検査あり。※妊娠中の方は受
診不可

▶対象＝区内在住で、昭和58年３月31日以前に
生まれた方▶定員＝各日50人（申込順）
▶申込
●�はがき・電子申請（区ホームページ参照）…12

月17日㈯から、健康推進課成人健診係※申込
記入例（４面）の項目と希望検診名、生年月日、 
性別、希望日・会場を明記。受診希望日の15
日前までにご投

と う

函
か ん

ください。
● �直接・電話…12月19日㈪朝８時30分から、健

康推進課健（検）診申込窓口（区役所３階㉑窓
口）☎3579−2319

※手話通訳あり。希望する場合は、手話通訳希
望と明記し、受診希望日の21日前までにお申し
込みください。
▶問＝健康推進課成人健診係☎3579−2312
表２  胃・肺がん検診

と　き ところ
２月２日㈭・20日㈪ グリーンホール１階ホール
２月７日㈫・10日㈮・14日㈫・
21日㈫・28日㈫ 板橋区医師会病院

２月15日㈬ 志村健康福祉センター
※２月10日㈮の板橋区医師会病院は肺がん検診のみ。

※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。
※第３月曜・月末日休館
※赤塚図書館は１月23日㈪〜28日㈯休館

１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

図書館名 内容・とき

赤塚
☎3939−5281

アニメ古典文学館⑥（子・ア ）…８日㈰14時、天
心の譜（ 12 ）…22日㈰14時

蓮根
☎3965−7351

雨に唄えば（ 52・字 ）…14日㈯10時、トムとジェ
リー⑧（子・ア ）…14日㈯14時
※会場は蓮根図書館となりの蓮根集会所

氷川
☎3961−9981

革命前夜（ 64・字 ）…14日㈯14時、世界の名作童
話③（子・ア ）…28日㈯14時

高島平
☎3939−6565

特選世界の名作童話①ジャックと豆の木ほか
３話（子・ア ）…７日㈯14時、板橋区の郷土芸能
シリーズ　里神楽・獅子舞（ 95 ）…21日㈯14時

図書館名 内容・とき

東板橋
☎3579−2666

ふるさと再生日本の昔ばなし　一寸法師ほか
２話（子・ア ）…７日㈯14時、嵐が丘（ 39・字 ）…
21日㈯14時

小茂根
☎3554−8801

なかよしおばけ　おばけ遊園地に行く（子・ア ）
…14日㈯11時、陽気な幽霊（ 45・字 ）…28日㈯14
時

西台
☎5399−1191

🅐レオ・レオニ　５つの名作集（子・ア ）…14日
㈯14時🅑カサブランカ（ 42・字 ）…28日㈯14時
※🅑定員あり（申込順）：１月21日㈯朝９時から、 
直接または電話で、西台図書館

成増
☎3977−6078

にじいろのさかな　ぼうけん編（子・ア ）…７日
㈯11時、オーケストラの少女（ 37・字 ）…21日㈯
14時

鑑 賞 無 料
ロビーコンサート
▶とき＝２月14日㈫12時20分〜12時50分▶ところ
＝イベントスクエア（区役所１階）▶出演＝大竹英
二（ハーモニカ）ほか▶曲目＝愛の讃歌など▶定員
＝150人（先着順）※当日、直接会場へ。▶問＝（公
財）板橋区文化・国際交流財団（区立文化会館内）
☎3579−3130
ふれあいコンサート
▶とき＝２月25日㈯14時30分▶ところ＝区立文化
会館大ホール▶出演＝陸上自衛隊第１音楽隊▶定
員＝1200人（抽選）▶申込＝１月31日㈫まで、陸上
自衛隊第１師団ホームページ▶問＝同師団☎3933
−1161

芸術をあなたに

ご案内社会福祉協議会
社会福祉協議会への寄付（10月６日〜11月２日）
▶NPO法人環境と美化を考える会2000円▶小豆
沢グリーンクラブ1594円▶伊藤康治５万円▶板橋
法人会13支部チャリティーゴルフ大会１万3260円
▶手づくりの会しあわせ3000円▶板橋区鍼灸師会
28万106円▶志村銀座商店街女性部２万5415円▶
藤ホーム地所㈱10万円▶大工原辰実１万円▶NPO
法人ゆずり葉2000円▶問＝㈱福 板橋区社会福祉協議
会☎3964−0235

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、
12月29日㈭～１月３日㈫を除く）

東京都発熱相談センター
☎5320−4551・☎5320−4411
☎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

☎5320−4327・☎5320−5971
☎5320−7030（いずれも24時間）

発熱・呼吸器症状などがある場合
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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
リサイクルプラザの催し
リサイクルおもちゃクリスマスプレゼント
▶とき＝12月23日㈮～25日
㈰、10時～16時※当日、直接
会場へ。▶内容＝手作りオー
ナメント・リサイクルおもち
ゃの配布
廃油せっけん作り
▶とき＝１月14日㈯10時20分～12時▶講師＝
NPO法人アドボケイト会職員▶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＝16人(申込順)▶申込＝
12月17日㈯朝９時から、電話
で、リサイクルプラザ※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

パネル展
「行ってみよう　見てみよういたばし」
▶とき＝12月23日㈮～１月６日㈮の平日、９時
30分～16時30分(初日は13時から、最終日は12
時まで)▶ところ＝イベントスクエア(区役所１
階)▶内容＝観光ボランティアガイドがおすす
めする区内の穴場▶問＝くらしと観光課観光振
興係☎3579－2251

プラネタリウム和楽器コンサート
▶とき＝１月14日㈯、14時～15時30分・18時～
19時30分、各１回制▶出演＝和楽器アンサンブ
ル真秀▶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＝12
月17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１月
９日㈷は開館し10日㈫休
館〉※同館ホームページ
からも申込可

親子で体験あんぜん教室
▶とき＝２月18日㈯・19日㈰、10時～11時30分
・13時～14時30分、各１回制▶ところ＝仲町地
域センター▶内容＝きっぱり断る・大声を出す
練習、防犯ブザーの使用方法など※参加者に防
犯絵本「かいけつゾロリ板橋防犯大さくせん」を
プレゼント▶対象＝区内在住で、４月から小学
校に入学するお子さんとその保護者▶定員＝各
回20組(抽選)▶申込
・問＝１月20日(必着)
まで、電話・はがき
・Ｅメールで、防災
危機管理課防犯促進
係☎3579－2153
o y a k o @ c i t y .
itabashi.tokyo.jp※
申込記入例の項目と
希望の回(複数希望
の場合は希望順位)
を明記

説 経 浄 瑠 璃 鑑 賞 会

▶とき＝１月28日㈯▶ところ＝グリーンホール▶
内容・講師など＝ 表 参照

エシカル消費生活展（同時開催）
　環境・社会などに配慮した消費をテーマに、パ
ネル展示・講演・ワークショップなどを行います。
●   講演「終活の始め方」・相談会…▶時間＝10時～
12時▶講師＝(一社)日本エンディングサポート
協会理事長　佐々木悦子▶定員＝100人(申込
順)▶申込＝12月19日㈪朝９時から、電話で、
消費者センター

●   手芸体験コーナー…▶時間＝10時30分～15時※
当日、直接会場へ。※費用は、作品ごとに異な
ります。

内容・講師 時　間 定員(申込順)

A基調講演「わたしの学ぶ・働く・暮らすを阻むものは何？」東京大学名誉教授　上野千鶴子 14時～16時30分 100人

B講座「成果を高める働き方改革」パートナーコンサルタント　工藤真由美 10時～11時30分 50人

C 育児カードゲーム「カジークジー」体験会・ミニ講演パパママ子育て応援部Hiタッチ!!　中西信介 10時～11時45分 10組

Dおもちゃの広場 10時～12時・13時～15時
―

E はぎれ革でSDGs(持続可能な開発目標)キーホルダー作り 12時30分～15時30分
※A～C生後４か月～未就学児の保育あり(定員A10人BC計10人、申込順)※Aは手話通訳・オンライン配信あり。詳しく
は、区ホームページをご覧ください。

表 いたばし男女平等フォーラム

詳しくは、こちらから▶
問　合

● いたばし男女平等フォーラムについて
 …男女社会参画課男女平等推進係☎3579－2486

●エシカル消費生活展について…消費者センター☎3579－2266

いた ばし男 女 平 等フォーラム

ご案内いたばし総合
ボランティアセンター
いたばしボランティア・市民活動見本市
▶とき＝１月24日㈫～27日㈮、10時～15時▶とこ
ろ＝イベントスクエア（区役所１階）▶内容＝区内
で活動するボランティア団体・NPO法人のパネ
ル展示、手作り作品の販売など▶問＝いたばし総
合ボランティアセンター☎5944－4601〈月曜・日
曜事務所休み〉

朝 市〈産業振興課〉
板橋朝市
▶とき＝12月18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
蓮根朝市
▶とき＝12月18日㈰朝６時30分から▶ところ＝蓮
根中央商店会（都営三田線「蓮根」下車）

▶とき＝12月22日㈭▶ところ＝区内各浴場※詳しくは、板橋区浴場組合
ホームペ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

ゆず湯を行います

※費用の明示がないものは無料

☎3977－6061展示案内成増 アートギャラリー
大東文化大学書道学科ゼミ制作展
▶とき＝１月13日㈮～15日㈰、10時～18時（初日
は13時から、最終日は15時まで）▶内容＝書作品
56点
ラフスタジオ絵画教室作品展
▶とき＝１月21日㈯・22日㈰、11時～17時▶内容
＝絵画20点
親子×アート＝なにつくる？
▶とき＝１月25日㈬～30日㈪、10時～18時（最終
日は15時まで）▶内容＝絵画・立体作品80点

※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

▶とき＝１月21日㈯13時30分～16時▶ところ＝成増アクトホール
▶演目・出演
●  葛の葉…三代目若松若太夫(都指定無形文化財「芸能」保持者)
●   卅三間堂棟由来…竹本綾之助・鶴澤津賀花(いずれも女流義太夫)
▶定員＝450人(抽選)▶申込・問＝１月12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 三代目若松若太夫


