
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)

※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。※費用の明示がないものは無料
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令和５年第１回区議会定例会の開会予定(地独)東京都健康長寿医療センター(地独)東京都健康長寿医療センター
病院、研究所開設50年・病院、研究所開設50年・
養育院創立150年記念行事養育院創立150年記念行事

区議会事務局議事係☎3579－2702

SNS・アプリなどがトラブルのきっかけに！SNS・アプリなどがトラブルのきっかけに！

若者若者をを狙狙ったった悪質商法悪質商法にに
ごご注意注意くださいください

事例１事例１
　SNSで知り合った人から、「スキルアッ
プになる」「将来成功できる」などとオンラ
インサロンの入会を勧められ、高額な契約
をしてしまった。

対処法対処法
　契約する前に、契約内
容・解約条件などをしっ
かり確認し、慎重に判断
しましょう。

相談受付
●  消費者センター☎3962－3511(相談専用、平日９時～16時30分)
●  消費者ホットライン「188(いやや)」☎188(月曜～土曜９時～17時、日曜・祝日10時～16時)

事例２事例２
　先輩から「簡単に儲

もう

かる」と投資アプリの
購入を勧められた。友人を誘えば紹介料が
入ると言われ、消費者金融でお金を借りて
契約したが、全く儲からず借金が残った。

対処法対処法
　簡単に稼げるうまい話はありませんので、 
信用しないようにしましょう。また、友人
・知人からの誘いでも、はっきり断りまし
ょう。

　SNS・アプリなどを悪用した手口が増加しています。区では、都と連携して、若
者への注意喚起・リーフレットの配布・消費生活に関する相談を行っています。
　困ったときは、一人で悩まずにご相談ください。 問　合 消費者センター☎3579－2266

専門の相談員が問題解決をサポートします専門の相談員が問題解決をサポートします

クーリング・オフ制度を知っていますか？
クーリング・オフとは
　訪問販売・電話勧誘など特定の取引の場合、一定期間内
であれば無条件で契約を解除できる制度です。契約後、冷
静になって考えたら不要だった場合などに利用できます。
手続きの流れ
❶ 申込書または契約書のいずれかを先に受け取った日から
８日以内(マルチ商法・内職商法などは20日以内)に行う
❷ 対象の契約を特定するために必要な情報(契約年月日・
契約者名・購入商品名など)とクーリング・オフを通知
する日を記載する
❸ 事業者に、はがき・FAX・Ｅメールなどで通知する
❹ クーリング・オフの証拠を残すため、通知内容・記録を
保管する

※クレジットカード払いの場合は、クレジット会社にも通
知する。

▶とき＝２月９日㈭13時～15時▶ところ＝区
立文化会館大ホール▶内容＝講演「祖父・渋
沢栄一の思い出」など※オンライン配信あり
▶講師＝エッセイスト　鮫島純子ほか▶定員
＝600人(先着順)※当日、参加
票(区ホームページ参照)を持参
し、直接会場へ。

旧養育院長渋沢栄一銅像詳しくはこちらから ▼

こんな相談事例があります！

会議日程
●２月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
７日㈫　告示、議会運営委員会
14日㈫　 本会議(一般質問)

予算審査特別委員会
15日㈬　 企画総務・区民環境・健康

福祉委員会、同分科会
16日㈭　 都市建設・文教児童委員会、 

同分科会
20日㈪　議会運営委員会
21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

22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

27日㈪　 予算審査特別委員会
（総括質問）

28日㈫　 議会運営委員会
●３月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
１日㈬　本会議

６日㈪　本会議(代表質問)
８日㈬　 予算審査特別委員会（企画

総務・区民環境・健康福祉
分科会）

９日㈭　 予算審査特別委員会（都市
建設・文教児童分科会）

15日㈬・16日㈭・20日㈪
予算審査特別委員会
（総括質問）

22日㈬　議会運営委員会
23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、２月６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。

問　合
(地独)東京都健康長寿医療センター
☎3964－1141（平日、９時～17時）、
板橋区くらしと観光課観光振興係

☎3579－2251
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広 告

お知らせ
粗大ごみ受付センターの
電話番号を変更します
▶変更日＝３月13日㈪▶変更後の電話番号＝☎
6747－9353(月曜～土曜、８時～19時)▶問＝資
源循環推進課管理係☎3579－2217

生活環境影響説明書（変更届出書）の
縦覧・意見書の提出
　区内在住・在勤・在学の方と区内事業者は、
意見書を提出できます。
▶対象施設＝高島平団地２－33－１号棟(高島
平２－33－１)▶縦覧期間＝３月６日㈪まで▶
縦覧場所・意見書の提出先・問＝４月６日(必
着)まで、直接または郵送で、産業振興課商業
振興係(情報処理センター５階、〒173－0004板
橋２－65－６)☎3579－2171

リサイクル自転車販売
▶受渡日＝３月10日㈮10時～11時▶受渡場所＝
Aリサイクル自転車作業所(志村３－17－14)B
グリーンホール１階ホール▶対象＝区内在住・
在勤・在学の方▶販売台数＝30台(抽選)▶販売
価格＝5000円・8000円・１万円▶申込＝２月10
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)※申込記入例(４面)の項目と希望する受
渡場所(AまたはB)を明記
▶問＝同センター☎3964－
0871、板橋区土木計画・交
通安全課交通安全係☎3579
－2513

福　祉
桜川おとしより相談センターを
移転します
▶移転日＝２月13日㈪▶
移転後の住所＝東新町２
－36－５※電話番号(☎
3959－7485)の変更はあ
りません。▶問＝おとし
より保健福祉センター管
理係☎5970－1119

「障がい者福祉のしおり（改訂版）」を
発行しました
　障がいがある方を対象としたサービス・相談
窓口などを掲載しています。
▶配布場所＝障がいサー
ビス課福祉係(区役所２
階⑫窓口)・各福祉事務
所・各健康福祉センター
・各区民事務所・区ホー
ムページ※点字版・録音
版を希望する方は、お問
い合わせください。▶問
＝障がいサービス課福祉
係☎3579－2362 3579－
2364

認知症の方を介護する
家族のための講座
▶とき＝２月28日㈫14時～16時▶ところ＝志村
坂上地域センター▶内容＝講義「認知症家族へ
の対応と心得」▶講師＝小豆沢病院附属本蓮沼
診療所所長　石川徹▶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)▶申込・問＝１月
30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

仕事・企業
合同就職面接会
▶とき＝２月９日㈭12時～16時▶ところ＝ハイ
ライフプラザ▶対象＝区内企業に就職を希望す
る方▶定員＝80人(申込順)※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＝
パーソルテンプスタッフ㈱☎6746－4849(平日、 
９時30分～17時30分)、板橋区産業振興課産業
支援係☎3579－2172

みんなで就職面接会
▶とき＝２月21日㈫、10時～12時30分・13時～
15時30分、各１回制▶ところ＝ハイライフプラ
ザ▶対象＝育児・介護・家庭などと両立しなが
ら、就職・転職をめざす女性▶定員＝各回20人
(申込順)※１歳～未就学児の保育あり(定員７
人、申込順)※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＝東京しごとセ
ンター☎6272－8503(平日、９時～17時)、板橋
区産業振興課産業支援係☎3579－2172

傍　聴
いたばし魅力ある学校づくり審議会
▶とき＝２月８日㈬15時から▶ところ＝災害対
策室(区役所４階)▶内容＝今後の方向性・基本
的な考え方の審議など▶定員＝20人(先着順)※
当日、14時30分から直接会場へ。▶問＝新しい
学校づくり課学校配置計画担当係☎3579－2416

休みます
リサイクルプラザ
▶とき＝２月５日㈰※設備点検のため▶問＝リ
サイクルプラザ☎3558－5374

　健康ガイド
両親学級
▶とき＝３月11日㈯、10時～11時30分・13時30
分～15時、各１回制▶ところ＝志村健康福祉セ
ンター▶内容＝妊娠中の過ごし方・沐

もく

浴
よく

指導な
ど▶対象＝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＝各回12組(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

※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

公共機関だより
消費生活調査員募集
▶区分＝食品表示調査、表示・広告調査、計量調
査▶募集人数＝各区分100人▶任期＝委嘱日～来
年３月▶対象＝都内在住の18歳以上で、オンライ
ンで調査回答ができる方※１回3000円の謝礼あり。 
申込方法など詳しくは、「東京くらしWEB」ホー
ムページをご覧ください。▶問＝東京都生活文化
スポーツ局企画調整課☎5388－3076
水道・下水道料金の支払猶予の
受付期間を延長します
▶受付期間＝３月31日㈮まで※対象など詳しくは、 
お問い合わせください。▶問＝水道局お客さまセ
ンター☎5326－1101（祝日を除く月曜～土曜、８
時30分～20時）

広報いたばし
　「広報いたばし」は、第１～４土曜に約15万部
発行しています。※募集号・申込
方法など詳しくは、区ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせ
ください。

区ホームページ
　区ホームページのトップページなどに掲載す
るバナー広告は、１か月単位で申
込できます。※申込方法など詳し
くは、区ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。

広告を掲載しませんか

問　合

広聴広報課広報係☎3579－2022

問　合

広聴広報課広聴係☎3579－2024

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
☎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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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

月～金曜日／9:00～19:00
受付時間

ご相談・お問い合わせは

ご入学前の
まとまった費用の
準備が可能！

固定金利
長期返済
なので安心！

40年以上の
取扱実績！

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（12/31～1/3）はご利用いただけません。

※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

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)

８日
14時～16時15分

17日
13時30分～15時30分

２日
14時～16時

７日・27日
13時30分～15時45分

28日
14時30分～16時

４歳児・５歳児健康診査
(各１回制)

２日・14日
12時45分～13時
13時５分～13時20分
13時25分～13時45分

14日・21日
12時50分～13時30分

９日・16日
12時45分～14時

１日・15日
12時45分～14時10分

９日
12時45分～13時30分

２か月児・３か月児の
母と子の会 ー 14日10時～11時

東新児童館 ー １日
10時～11時 ー

離乳食講習会
(各１回制)

21日
10時～11時15分
14時～15時15分

７日
10時～11時15分
14時～15時15分

８日
10時～11時15分
14時～15時15分

９日
10時～11時15分
14時～15時15分

ー

育児相談
(各１回制)

14日(幼児)・28日(乳児)
９時30分～10時
10時～10時30分

14日・21日
９時～10時

１日・15日
９時30分から
10時15分から

８日・22日
９時15分から
９時40分から

１日・15日
９時15分～10時15分

出張育児相談 ７日９時30分～10時15分
大谷口北町集会所

９日９時30分～10時15分
小茂根一丁目集会所

22日９時40分～10時
しらさぎ児童館

17日９時30分～10時15分
舟渡ホール ー

女性歯科健診 15日９時30分～11時 ー 14日９時30分～11時 20日９時30分～11時 21日９時30分～11時
乳幼児歯科健診
(各１日制)

15日
13時30分～14時30分

22日
10時～11時

３日・14日
13時30分～14時30分

20日
13時30分～14時30分

21日
13時30分～14時30分

婦人科専門相談 ８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 ６日・20日、各１日制、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 21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＝板橋区保健所

▶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11月・12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。

２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。

12日
●  岩田医院…板橋４－57－４(☎3961－1092)
●  渡邉医院…常盤台１－29－11(☎3960－7885)
●  平山医院
…中台１－46－３(☎090－5823－6275)

●  佐藤クリニック
…高島平６－１－１(☎5997－9828)

●  多比良医院…成増４－13－２(☎3975－8139)
19日
●  萩原医院…中板橋21－２(☎3961－8380)
●  そう内科クリニック
…小茂根１－21－４(☎3973－0711)

●  えがおこどもクリニック
…前野町３－31－３(☎5994－7250)

●  高島平診療所堀口内科小児科
…高島平４－30－６(☎3975－4114)

●  赤塚新町クリニック
…赤塚新町２－５－16－１Ｆ(☎6915－6617)
23日
●  堀井医院…双葉町40－13(☎3961－2610)
●  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)

●  ねづクリニック
…東坂下２－３－６－101(☎5914－0236)

●  蓮根メディカルクリニック
…蓮根２－10－１(☎3966－0341)

●  田島クリニック
…成増５－18－４(☎5383－6622)
26日
●  木村内科クリニック
…板橋４－６－１(☎3964－1955)

●  北角診療所…常盤台３－３－１(☎3960－3617)
●  篠遠医院…蓮沼町20－14(☎3966－4901)

全休日
●  板橋区医師会病院
…高島平３－12－６(☎3975－8151)
５日
●  岩渕診療所…本町17－１(☎3961－2413)
●  よりふじ医院
…大谷口北町27－４(☎3956－1255)

●  浅倉内科クリニック
…小豆沢３－10－７(☎5970－1155)

●  赤星医院…蓮根１－23－８(☎3966－6082)
●  杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)
11日
●  大山東方クリニック
…大山東町60－９(☎3964－1830)

●  はちすクリニック
…上板橋１－26－13(☎5922－5055)

●  天木診療所…清水町47－７(☎3961－3913)
●  渡辺産婦人科医院
…高島平２－３－14(☎5399－3008)

●  ゆう徳丸内科皮膚科
…徳丸４－10－６(☎6909－7570)

（主に内科・小児科）

●  はなまるキッズクリニック
…蓮根２－20－22－１Ｆ(☎3558－8870)

●  杉内医院…成増３－17－16(☎3930－2331)

▶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）

２月の
休日医科診療療

広 告
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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

講　座
Ｉ（あい）サロン
　参加者のみなさんで気軽におしゃべりします。 
仲間づくりの場としてもご利用ください。
▶とき＝２月７日㈫14時～16時▶ところ＝グリ
ーンホール504会議
室※当日、直接会場
へ。▶テーマ＝指ヨ
ガ▶問＝男女社会参
画課男女平等推進係
☎3579－2486

ボランティア・市民活動フォーラム
▶とき＝２月18日㈯14時～16時30分▶ところ＝
板橋地域センター▶内容＝高次脳機能障がい者
支援パネルトークなど▶講師＝目白大学教授　
會田玉美▶定員＝50人(申込順)▶申込・問＝１
月28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〉

食育関連指導者育成・支援講座
▶とき＝２月25日㈯10時～12時▶内容＝講義
「子どもの食と栄養への支援」※オンライン会議
システム「Zoom」を使用▶講師＝管理栄養士　
太田百合子▶対象＝区内在住・在勤・在学の方
※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＝健康推進課栄養推進係☎
3579－2308

施設のイベント
まなぽーと成増
A平和をめざす君に
▶とき＝２月５日㈰13時～17時30分▶内容＝平
和に関する意見交換▶対象＝中学生以上▶定員
＝30人
B心理学講座
▶とき＝２月18日㈯14時～16時▶内容＝ワーク
ショップ「自分の夢を発見しよう」▶講師＝コミ
ュニケーションラボ代表　杉野珠理▶対象＝中
学生～39歳の方▶定員＝20人

[ABいずれも]
※申込順▶ところ・申込・問＝１月28日㈯朝９
時から、直接またはA電話・EメールB電話で、 
まなぽーと成増☎3975－9706 nsyakyo@city.
itabashi.tokyo.jp〈第３月曜休館〉※Aは申込
記入例参照

リサイクルプラザ
ロスフラワー(廃棄予定の花)で
ミニブーケをつくろう
▶とき＝２月18日㈯▶講師＝
ATELIER f.　藤川佳代▶定員＝
15人(申込順)▶持物＝エプロ
ン、花ばさみ(お持ちの方)▶申
込＝１月28日㈯朝９時から、電
話で、リサイクルプラザ
金継ぎ講座
▶とき＝２月19日㈰▶講師＝書道家　孤塚仁宏
▶定員＝10人(抽選)▶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＝２
月９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

[いずれも]
※10時20分～12時20分▶対象＝区内在住・在勤
・在学の方▶費用＝1000円▶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「ふらり星空散歩」
▶とき＝２月３日㈮18時～18時40分▶対象＝小
学生以上
Bヒーリングプラネタリウム「星と音楽の時間」
▶とき＝２月10日㈮18時～18時50分▶対象＝小
学５年生以上

[ABいずれも]
※当日、朝９時からチケット販売。※小学生は
保護者同伴
C一般向け投影「宇宙からのおとしもの」
▶とき＝２月１日㈬～３月31日㈮(２月６日㈪
・13日㈪・14日㈫・15日㈬・20日㈪・27日㈪・
３月６日㈪・13日㈪・20日㈪を除く)、15時30
分～16時20分▶対象＝小学５年生以上

[A～Cいずれも]
▶定員＝120人(先着順)※当日、直接会場へ。
▶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▶ところ・問
＝教育科学館☎3559－6561〈月曜休館〉

体験・観賞
富士五湖キャラバンキャンプ
▶とき＝３月27日㈪～29日㈬(２泊３日)※朝８
時にJR「新宿」集合・29日㈬18時30分に解散予
定▶宿泊＝河口湖ニューブリッヂキャンプ場

(山梨県南都留郡富士河口湖町)など▶対象＝小
学４年～高校生▶定員＝24人(抽選)▶費用＝
２万8000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。

友好都市・中国北京市石景山区
写真展
▶とき＝２月６日㈪～17日㈮(11日㈷を除く)、
９時～17時▶ところ
＝プロモーションコ
ーナー(区役所１階)
▶内容＝石景山区の
町並み・風景▶問＝
(公財)板橋区文化・
国際交流財団(区役
所内)☎3579－2015

旧粕谷家住宅築300年記念イベント
▶とき＝２月３日㈮・４日㈯、９時30分～15時
30分▶ところ＝旧粕谷家住宅(徳丸７－11－１)
※当日、直接会場へ。▶内容＝現地解説会、囲
炉裏・かまどの火入れ※２月４日㈯13時～14時
に、相模流萩原由郎社中による里神楽の上演あ
り(雨天時は郷土芸能伝承館で実施)。▶問＝生
涯学習課文化財係☎3579－2636

石景山区

※費用の明示がないものは無料

一人ひとり一人ひとりののページページがが本本になるになるワークショップワークショップ

問　合 広聴広報課プロモーション係☎3579－2515

(１月１日現在)

世帯数・人口（前月比） うち
外国人世帯 320,619 (－187)

人口 568,241 (－423) 28,372
男 278,023 (－222) 13,604
女 290,218 (－201) 14,768

年
齢
別
人
口

年齢・人口 構成比
14歳以下 59,292 10.4%
15～64歳 377,247 66.4%
65歳以上 131,702 23.2%

※割合を表す数値の単位未満は、四
捨五入しています。

区区 制制 施施 行行 9090 周周 年年 記記 念念

…「オンラインのみ」または「オンラインを含むもの」凡例

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

朝 市〈産業振興課〉
蓮根朝市
▶とき＝１月29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）

☎3977－6061展示案内成増 アートギャラリー
心かよう世代交流ひこばえ絵画展
▶とき＝２月４日㈯11時～18時・５日㈰９時～16
時▶内容＝絵画556点
創形美術学校卒業・修了選抜展2022
▶とき＝２月22日㈬～27日㈪、10時～19時（最終
日は16時まで）▶内容＝絵画・版画・イラスト50点

▶とき＝２月26日㈰、10時30分～12時・13時30分～15時、各１回制▶ところ＝無印良品板橋南町22(南
町22－14)▶内容＝ワークショップ「色紙の切り貼りで絵を制作」
※作品は３月下旬に本にまとめ、区役所で展示。
▶講師＝ONE STROKE　駒形あい▶対象＝区内
在住・在勤・在学で、６歳以上の方▶定員＝各回
16人(抽選)▶申込＝２月10日(必着)まで、往復は
がき・電子申請(区ホームページ参照)で、広聴広
報課プロモーション係※申込記入例の項目と希望
時間を明記

▼詳しくは
こちらから

旧粕谷家住宅




