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●2050年までに二酸化炭素排出量
実質ゼロをめざす「ゼロカーボ
ンいたばし2050」を表明

●中央図書館で「工都光学産業展」
を開催

●国が区をSDGs未来都市に選定
●板橋区スポーツ大使にオリンピ
アンを委嘱

●㈱良品計画と地域社会の発展の
ための包括連携協定を締結

●板橋こども動物園がキッズデザ
イン賞奨励賞を受賞

●岩手県大船渡市連携協力協定締
結10周年記念イベントを開催

●熱帯環境植物館で白線画家・猫
沢八郎個展を開催

●「防災レシピブック２」を発行

●警視庁・区内各警察署と児童虐
待対応連携強化のための協定・
覚書を締結

●インスタグラム投稿キャンペーン
「未来につなぎたい板橋」を実施

●デジタル地域通貨「いたばしPay」
事業を開始

●中央図書館がグッドデザイン賞
を受賞

●区制施行90周年記念式典を開催

●楽しく正しく認知症を学べる
「いたばし認地笑かるた」を発行
●中央図書館とイタリア・ボロー
ニャ市立サラボルサ児童図書館
が姉妹図書館提携を締結

●子ども家庭総合支援センターで
児童相談所業務を開始

●「いたばし子育て応援アプリ」を
リニューアル

●区役所戸籍住民課窓口にキャッ
シュレス決済システム・対面式
セミセルフレジを導入

●会場・オンラインで「いたばし
防災＋(プラス)フェア」を開催

●「板橋のいっぴん」リニューアル
で新たに64商品を認定

●ウクライナから避難した方を支
援するワンストップ窓口を設置

●板橋区スポーツ大使に初のパラ
リンピアンを委嘱

●子ども家庭総合支援センターを
開設

●グリーンカレッジホールで「夏
休み子ども塾」を開催

●ライオン㈱・タカプラリサイク
ル㈱と歯ブラシリサイクルの連
携協定を締結

●電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金事業を開始

●区立文化会館でモンゴル国立馬
頭琴交響楽団コンサートを開催

産学官連携で作製した史跡公園予定地模型

区制施行90周年を記念してインスタグラム
で写真を募集

区制施行90周年と日本・モンゴル外交関係
樹立50周年を記念し開催

備蓄食材で手軽に作れるレシピを紹介

子育て情報・予防接種・オンライン相談な
どの検索・予約・管理機能を搭載

子育て機能の総合支援拠点

プラスチック資源の効率的な回収・再利用
のために締結区の魅力発信とスポーツ振興のために活動

交流自治体などの物産品を販売 区政功績者・来賓など約850人が出席

中央図書館併設のいたばしボローニャ絵本
館では世界約70言語・３万冊の絵本を所蔵

「板橋のいっぴん」ロゴマーク

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
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)

新型コロナウイルスワクチン相談窓口

１月の「広報いたばし」は
１月１日㈷・14日㈯・21日㈯・28日㈯に発行します

区 制 施 行
90周年記念
ロゴマーク

　今年も残すところあと少しとな
りました。区の１年のできごと・
取組などを振り返ります。板橋区のできごと令和４年



2 広報　いたばし 令和４年(２０２２年)1２月２4日（土）

※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

※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

尿もれ予防体操教室
▶とき＝１月19日㈭10時〜11時30分▶ところ＝
板橋区保健所▶内容＝講義・実技▶講師＝保健
師▶対象＝区内在住・在勤の女性▶定員＝20人
（申込順）▶持物＝ハンドタオル▶申込・問＝電
話で、女性健康支援センター☎3579−2306

食育ひろば
▶とき＝２月３日㈮、14時から・14時30分から
・15時から、各１回制▶内容＝食品サンプルの
展示▶対象＝区内在住で、生後４か月〜おおむ
ね３歳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10人（申込順）▶ところ
・申込・問＝電話で、赤塚健康福祉センター☎
3979−0511

両親学級
▶とき・ところ＝ 表 参照▶内容＝妊娠中の過
ごし方・沐

も く

浴
よ く

指導など▶対象＝各開催日時点で、 
妊娠24〜36週の初産の方とそのパートナー▶定
員＝🅐50組🅑🅒各回12組（いずれも妊娠週数が
多い方を優先し抽選）※申込方法など詳しくは、 
区ホームページをご覧くださ
い。▶問＝㈱ポピンズプロフ
ェッショナル☎3447−5826
（平日、９時〜17時）、板橋健
康福祉センター☎3579−2333

と　き ところ
⃝🅐２月11日㈷ オンライン
🅑２月18日㈯ 板橋健康福祉センター
⃝🅒２月26日㈰ 赤塚健康福祉センター
※🅐13時30分～15時🅑🅒10時～11時30分・13時30分～15時、
各１回制。

表  両親学級

相 　 談
外国人のための法律相談

▶とき＝１月19日㈭・２月16日㈭、各１日制、
13時30分〜16時30分※相談時間は１人30分▶内
容＝電話・オンライン会議システム「Zoom」に
よるビザ・労働・離婚などの相談▶対象＝外国
籍の方▶申込＝各実施日の７日前まで、（公財）
板橋区文化・国際交流財団ホームページ▶問＝
同財団（区役所内）☎3579−2015

福 　 祉
介護予防活動団体に 
活動場所を提供します

▶期間＝４月３日㈪〜９月29日㈮の平日（水曜
を除く）、９時〜12時30分・13時30分〜17時▶
ところ＝介護予防スペースはすのみ教室（高島
六小内）
▶対象＝次の全ての要件を満たす団体
● 介護予防・健康づくりを目的に活動している
●  構成員が区内在住の65歳以上かつ５人以上で

ある
● 期間中に月１回以上継続して活動できる
▶申請書の配布場所＝長寿社会推進課（区役所
２階⑯窓口）・各ふれあい館・介護予防スペー
スはすのみ教室・区ホームページ▶申込・問＝
１月13日（必着）まで、申請書を直接または郵送
で、長寿社会推進課シニア活動支援係（〒173−
8501）☎3579−2376

フレイルチェック測定会
▶とき＝２月６日㈪13時30分〜16時▶ところ＝
グリーンホール２階ホール▶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18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

傍 　 聴
公共交通会議
▶とき＝１月10日㈫15時から▶ところ＝第一委
員会室（区役所11階）▶内容＝公共交通の利便性
向上の検討▶定員＝５人（先着順）※当日、14時
15分〜14時45分に都市計画課（区役所５階⑮窓
口）で受付。▶問＝都市計画課交通企画都市基
盤係☎3579−2548

都市計画審議会
▶とき＝１月11日㈬14時から▶ところ＝第一委
員会室（区役所11階）▶内容＝用途地域等の一括
変更の審議▶定員＝５人（先着順）※当日、13時
〜13時45分に都市計画課（区役所５階⑮窓口）で
受付。▶問＝都市計画課調整・都市基盤DX係
☎3579−2566
景観審議会
▶とき＝１月16日㈪10時から▶ところ＝災害対
策室（区役所４階）▶内容＝景観ガイドラインの
変更など▶定員＝５人（先着順）※当日、９時〜
９時45分に都市計画課（区役所５階⑮窓口）で受
付。▶問＝都市計画課都市景観係☎3579−2549
板橋グリーンカレッジ運営協議会
▶とき＝１月18日㈬14時〜16時▶ところ＝グリ
ーンカレッジホール▶内容＝板橋グリーンカレ
ッジの運営報告▶定員＝５人（申込順）▶申込・
問＝12月26日㈪朝９時から、電話で、生涯学習
課社会教育推進係☎3579−2633
AIP推進協議会
▶とき＝１月19日㈭10時〜12時▶ところ＝災害
対策室（区役所４階）▶内容＝板橋区版AIPの構
築に向けた検討など▶定員＝５人（申込順）▶申
込・問＝12月26日㈪朝９時から、電話・FAX・
Ｅメールで、おとしより保健福祉センター地域
ケア推進係☎5970−1114 5392−2060 ki-oto- 
care@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例（４
面）参照

休 みます
常盤台地域センター
▶とき＝１月16日㈪９時〜12時※設備工事のた
め▶問＝地域振興課庶務係☎3579−2161
赤塚図書館
▶とき＝１月23日㈪〜28日㈯※資料点検・整備
のため▶問＝赤塚図書館☎3939−5281〈第３月
曜・月末日休館〉

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

「工都」印刷産業史跡公園(仮称)整備準備展覧会シリーズVol.２

開催案内
▶とき＝１月16日㈪〜30日㈪、９時〜17時▶
ところ＝中央図書館▶内容＝印刷業集積地の
特色に関するパネル展示・史跡の模型展示・
産学官の共同研究映像上映

期間中の催し
🅐座談会「BIM×史跡公園」
▶とき＝１月21日㈯▶ところ＝中央図書館▶
内容＝ビルディングインフォメーションモデ
ルの文化財分野への活用▶講師＝日本大学教

授　中澤公伯ほか▶定員＝30人
🅑シンポジウム 

「陸軍板橋火薬製造所跡の保存と活用」
▶とき＝１月22日㈰▶ところ＝教育科学館▶講
師＝東京大学教授　鈴木淳ほか▶定員＝50人
🅒講演会「印刷都市東京と近代日本」
▶とき＝１月29日㈰▶ところ＝教育科学館▶
講師＝印刷博物館学芸員　川井昌太郎▶定員
＝50人

[🅐〜🅒いずれも]
※10時〜12時▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方

🅓印刷ワークショップ
▶とき＝１月28日㈯、11時〜11時45分・14時
〜14時45分、各１回制▶ところ＝中央図書館
▶内容＝はがきの印刷体験▶講師＝印刷博物
館印刷工房インストラクター▶対象＝区内在
住の小学生とその保護者（２人１組）▶定員＝
各回10組

[🅐〜🅓いずれも]
※抽選▶申込＝１月9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、 
生涯学習課近代化遺産利活用担当係※申込記
入例（４面）参照

　源泉徴収票などの法定調書とその合計表は税務署へ、給与支払報告書は区市町村へ、いずれも
１月31日㈫までにご提出ください。

税務署へ
▶主な提出書類
● 給与所得の源泉徴収票
● 退職所得の源泉徴収票
● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
● 不動産の使用料等の支払調書
● 不動産等の譲受けの対価の支払調書
●  不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数

料の支払調書
● 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

▶提出方法＝e-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）、書類を郵送または持参▶提出先・
問＝板橋税務署（〒173−8530大山東町35−1）
☎3962−4151

区市町村へ
▶提出書類＝給与支払報告書（総括表・個人
別明細書）▶提出方法＝eLTAX（地方税ポータ
ルシステム）、書類を郵送または持参▶提出
先・問＝課税課課税第一〜四係（〒173−
8501、区役所３階⑫窓口）☎3579−2101

令和４年分法定調書などの提出はお早めに

生涯学習課近代化遺産利活用担当係☎3579－2664問　合



3広報 いたばし令和４年(2022年)12月24日(土)

※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

広 告

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

精神保健福祉相談
(各１日制)

11日・25日
14時～16時15分

30日
13時30分～15時30分

19日14時～16時
24日９時30分～11時30分

10日
13時30分～15時45分

27日
14時30分～16時

４歳児・５歳児健康診査
(各１回制)

５日・17日
12時45分～13時
13時５分～13時20分
13時25分～13時45分

24日
12時50分～13時30分

12日・26日
12時45分～14時

11日・25日
12時45分～14時10分

19日
12時45分～13時30分

２か月児・３か月児の
母と子の会

23日
10時30分～11時30分

18日10時～11時
上板橋児童館

16日
10時～11時 ー 16日

10時～11時

離乳食講習会
(各１回制)

24日
10時～11時15分
14時～15時15分

ー
20日

10時～11時15分
14時～15時15分

12日
10時～11時15分
14時～15時15分

31日
10時～11時15分
14時～15時15分

育児相談
(各１回制)

17日(幼児)・31日(乳児)
９時30分～10時
10時～10時30分

24日・31日
９時～10時

11日・18日
９時30分から
10時15分から

18日・27日
９時15分から
９時40分から

11日・25日
９時15分～10時15分

出張育児相談 ー 12日９時30分～10時15分
小茂根一丁目集会所

25日９時40分～10時
紅梅児童館

13日９時30分～10時15分
さかうえ児童館 ー

女性歯科健診 18日９時30分～11時 25日９時30分～11時 13日９時30分～11時 26日９時30分～11時 ー
乳幼児歯科健診 18日13時30分～14時30分 25日13時30分～14時30分 13日13時30分～14時30分 26日13時30分～14時30分 24日10時～11時
婦人科専門相談 18日９時～11時30分※相談時間は１人30分▶ところ・申込＝女性健康支援センター☎3579－2306
ひきこもり家族教室 16日10時～11時45分▶ところ＝志村健康福祉センター▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター
ひきこもり相談 17日、13時40分から・14時40分から、各１回制※相談時間は１人50分▶ところ＝志村健康福祉センター

▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター
お酒の悩み相談会 19日13時30分～15時(上板橋健康福祉センター)・26日10時～11時30分(板橋区保健所)、各１日制

▶申込＝担当地域(区ホームページ参照)の健康福祉センター
※定員あり(申込順)。月曜朝９時から受付。
※４歳児・５歳児健康診査は歯科健診を含む。幼稚園児・保育園児を除く。
※２か月児・３か月児の母と子の会は、令和４年10月・11月生まれのお子さんとその母親が対象(持物…母子健康手帳・バスタオル)。
※女性歯科健診は、妊娠中の方・出産後１年以内の方が対象。

１月
健康相談・健診などのご案内

診療時間　９時～20時(受付は19時30分まで)
※医療機関は変更になる場合あり。事前に医療機関へ電話
連絡のうえ、受診してください。
※発熱で受診する場合は、事前に医療機関へ電話相談のう
え、指示を仰いでください。
※受診時は、健康保険証・各種医療証をお持ちください。

●徳山内科外科…坂下３－12－10(☎3966－8737)
●木村整形外科…三園１－47－７(☎3977－1351)
８日
●堀井医院…双葉町40－13(☎3961－2610)
●  そう内科クリニック
…小茂根１－21－４(☎3973－0711)

●篠遠医院…蓮沼町20－14(☎3966－4901)
●  高島平診療所堀口内科小児科
…高島平４－30－６(☎3975－4114)

●多比良医院…成増４－13－２(☎3975－8139)
９日
●  大山東方クリニック
…大山東町60－９(☎3964－1830)

●よりふじ医院…大谷口北町27－４(☎3956－1255)
●共助会医院…小豆沢２－26－８(☎3966－2577)
●  渡辺産婦人科医院
…高島平２－３－14(☎5399－3008)

●田島クリニック…成増５－18－４(☎5383－6622)
15日
●萩原医院…中板橋21－２(☎3961－8380)
●渡邉医院…常盤台１－29－11(☎3960－7885)
●  えがおこどもクリニック
…前野町３－31－３(☎5994－7250)

●佐藤クリニック…高島平６－１－１(☎5997－9828)
●杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)
22日
●弘瀬医院…板橋２－５－１(☎3961－8407)
●  ときわ台はしもと小児科アレルギー科
…常盤台１－２－３－３Ｆ(☎6454－5415)

●藤田医院…泉町23－８(☎3960－2822)
●郡医院…高島平３－８－６(☎3975－3438)
●  赤塚新町クリニック
…赤塚新町２－５－16－１Ｆ(☎6915－6617)
29日
●北角診療所…常盤台３－３－１(☎3960－3617)

全休日
●  板橋区医師会病院
…高島平３－12－６(☎3975－8151)
１日
●藤田医院…泉町23－８(☎3960－2822)
●佐藤クリニック…高島平６－１－１(☎5997－9828)
●水野医院…赤塚新町１－17－１(☎3559－2111)
●杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)
●田島クリニック…成増５－18－４(☎5383－6622)
２日
●堀井医院…双葉町40－13(☎3961－2610)
●香川内科小児科医院…氷川町25－１(☎3961－9050)
●  はちすクリニック
…上板橋１－26－13(☎5922－5055)

●郡医院…高島平３－８－６(☎3975－3438)
●  よこた内科・消化器科
…成増３－48－23－１Ｆ(☎3977－3391)
３日
●岩田医院…板橋４－57－４(☎3961－1092)
●板橋幸町クリニック…幸町21－13(☎5966－5801)
●  はちすクリニック
…上板橋１－26－13(☎5922－5055)

１月の
休日医科診療
（主に内科・小児科）

▶開局時間＝９時～20時※開局する薬局など
詳しくは、(一社)板橋区薬剤師会ホームペー
ジをご覧になるか、各医療機関にお問い合わ
せください(区委託分は１休日につき３薬局)。

休日調剤薬局のご案内

◉24時間電話医療機関案内「ひまわり」☎5272－0303
　※外国語による相談窓口☎5285－8181（９時～20時）
◉ 東京消防庁救急相談センター☎＃7119または☎3212
－2323
◉  板橋区平日夜間応急こどもクリニック（小児科）
　 日本大学医学部附属板橋病院内（☎3972‒8111※診
療日の診療時間内※こどもクリニック受診希望の旨
をお伝えください）…平日（年末年始を除く）、19時
～22時（受付は21時45分まで）
◉ 歯科衛生センター…常盤台３－３－３（☎3966－
9393）
● 休日歯科応急診療（急に歯が痛くなった方の診療）…
日曜・祝日・休日・年末年始、9時～17時（電話予
約９時～16時）
● 心身障がい児（者）歯科診療…土曜、13時～17時（予
約制）
● 歯科衛生相談…月曜～土曜（祝日・休日・年末年始
を除く）、13時～17時（電話または、事前連絡のうえ
来所）
● 通院困難な方への訪問歯科診療…土曜、13時～17時
(予約制）

●  木村内科クリニック
…板橋４－６－１(☎3964－1955)

●平山医院…中台１－46－３(☎090－5823－6275)
●清水クリニック…坂下２－28－７(☎3966－5314)
●  宮下内科医院
…徳丸６－45－６－103(☎5922－3350)

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

オンラインによる
手続きを

ご活用ください
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※費用の明示がないものは無料

熱帯環境植物館企画展

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

ケヤキの苗木で苔
こけ

玉作り
▶とき＝１月22日㈰10時～12時▶講師＝園芸研
究家　玉木恭介▶対象＝区内在住・在勤・在学
の方▶定員＝15人(抽選)▶費用＝一般1990円、
65歳以上の方・障がいがある方・高校生以下
1420円▶持物＝直径10cm程度の皿・持ち帰り
用袋▶ところ・申込・問＝１月11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)☎3975－9127〈月曜、第１・３・５火曜事務
室休み〉※申込記入例参照

ラグビー体験会
▶とき＝●A１月29日㈰B２月12日㈰C３月12日
㈰、各１日制、９時30分～11時30分▶ところ＝
上板橋小▶講師＝板橋区ラグビーフットボール
協会会員▶対象＝区内在住・在学の小学生(保
護者同伴)▶定員＝●A～C各60人(抽選)▶費用
＝500円▶申込・問＝●A１月20日B２月３日C
３月３日(いずれも必着)まで、Ｅメールで、ス
ポーツ振興課事業推進係☎3579－2652 ky－
taiiku@city.itabashi.tokyo.jp※申込記入例の
項目と希望日(●A～C)、学年、ラグビー経験の
有無、保護者氏名を明記。

講　座
子育て講座
▶とき＝２月14日～28日の毎週火曜、３日制、
10時～11時45分▶内容＝講義「子どものかんし
ゃく・こだわりへの対応」など▶講師＝スター
・ペアレンティングファシリテーター　山中多
民子▶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)▶ところ・申込・問＝12
月26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(本町24－
17)☎5944－2373

Ｉ（あい）サロン
▶とき＝１月10日㈫14時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール２階ホール※当日、直接会場へ。▶
内容＝新聞ちぎり絵作り▶問＝男女社会参画課
男女平等推進係☎3579－2486

裂き織りぞうり講座
▶とき＝１月28日㈯10時10分～14時▶対象＝区
内在住・在勤・在学の方▶定員＝10人(申込順)
▶費用＝200円▶持物＝木綿または綿混紡の布
(薄い布は幅８cm・厚い布
は幅５cm、長さ1.5m)20枚
・昼食▶ところ・申込・問
＝12月24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

体験・観賞
図書館de民謡コンサート
▶とき＝１月15日㈰14時～15時▶出演＝民謡ユ
ニット　こでらんに～▶定員＝25人(申込順)▶
ところ・申込・問＝12月25日㈰朝９時から、直
接または電話で、小茂根図書館☎3554－8801
〈第３月曜・月末日休館〉

東京ヴェルディバレーボールチーム
の公式戦に招待します
▶とき＝１月21日㈯13時から・22日㈰12時か
ら、各１日制▶ところ＝小豆沢体育館▶対象＝
区内在住・在勤・在学の方(２人１組)※小学生
以下は保護者同伴▶定員＝各日30組(抽選)▶申
込＝12月26日㈪～１月10日㈫に、Ｅメールで、
東京ヴェルディバレーボールチーム事務局
volleyball@verdy-club.or.jp※申込記入例の
項目と希望日、Ｅメールアドレスを明記。▶問
＝(一社)東京ヴェルディクラブ☎5577－6235、
板橋区スポーツ振興課事業推進係☎3579－2652

立体地図を作って地形を知ろう
▶とき＝１月21日㈯13時30分～16時▶内容＝上
板橋～ときわ台・大山～板橋地域の立体地図作
り▶対象＝中学生以上▶定員＝10人(申込順)▶
持物＝持ち帰り用袋(長さ40cm)▶ところ・申
込・問＝12月24日㈯朝９時から、直接または電
話で、まなぽーと成増☎3975－9706〈第３月曜
休館〉

開催案内
▶とき＝１月３日㈫～15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

内　容
●ラン・シダなど
●ギアナ高地の写真
●愛好家が育てたラン
●ランの販売コーナー
●フォトスポット

期間中の催し
●Aパクパク恐竜作り
▶とき＝１月７日㈯14時～16時
※材料がなくなり次第終了▶内
容＝紙コップ・温室の落ち葉な
どで恐竜のおもちゃ作り
●●Bチョコっとガイド
▶とき＝１月11日㈬～13日㈮、各１日制、11
時～11時15分▶内容＝ランの解説▶定員＝各
日10人(先着順)

[ABいずれも]
※当日、直接会場へ。

ところ・問合

熱帯環境植物館☎5920－1131
〈月曜休館。ただし１月９日㈷は開館し10日㈫休館〉

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＝１月27日㈮14時～15時30分▶ところ＝清
水地域センター※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＝12月26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

羽田空港見学会
　国は、羽田空港機能強化のため、新飛行経路を
運用しています。これに伴い、情報提供の一環と
して、見学会を行います。※詳しくは、国土交通
省東京航空局ホームページをご覧ください。
▶問＝同局環境・地域振興課☎5757－3032

公共機関だより

らんとシダ展2023

(12月１日現在)

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 320,806 (－269)

人口 568,664 (－410) 28,302
男 278,245 (－216) 13,593
女 290,419 (－194) 14,709

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 59,379 10.4%
15～64歳 377,564 66.4%
65歳以上 131,721 23.2%

※割合を表す数値の単位未満は、四
捨五入しています。

※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

Cねったいかんアレンジメント作り
▶とき＝１月６日㈮、14時から・14時30分か
ら、各１回制▶内容＝ラン・観葉植物でミニ
アレンジメント作り▶定員＝各回15人(先着
順)※当日、13時45分から整理券を配付。

[A～Cいずれも]
※未就学児は保護者同伴▶費用＝入館料

▶とき＝１月７日㈯11時から▶ところ＝城北野球場※当日、直接会場へ。
▶内容＝七草がゆの配付(先着1000人)、羽根つき・こままわしコーナー、
区内産農産物・園芸品の販売など▶問＝赤塚支所都市農業係☎3938－5114

新 春 七 草 が ゆ の 集 い

セロジネ オンシジューム


