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在宅医療って何
ですか？

在宅医療とは
、通院が困難な
方が、自宅で
訪 問 診 療や訪
問歯科診療、
訪 問 看 護 、訪
問
薬剤管理指導
などを受 ける
ことです 。在 宅
医 療 は 個 々の
状 態 や 取り巻
く環 境により
異
なります。ひと
り暮らしの方
や高 齢 者 世 帯
で
も、在宅で医療
などのサービ
スを受けなが
ら
暮らすことを望
む方も増えて
きました。

という
新しい選択があります。
病院から、家に帰りたい。
家族と楽しく、共に生きたい！

住み慣れた場所で、
好きなものにかこまれて暮らしたい！

さあ退院！
だけど不安も…。
相談員
（医療ソーシャルワーカー）

はこんな人

在宅医療相談窓口のご案内
区は、昨年10月から豊島区医師会に委託し、｢豊島区在宅医療相談窓口｣を開設しています。区民の方が
安心して在宅医療を受けられるように、医療ソーシャルワーカー(医療と介護の知識を持つ相談員)が、在宅
での療養を希望する方やご家族からの相談を受けます。
【対象】在宅医療を希望する区民の方※ご家族、関係機関などからの相談にも応じます。

【こんな場合など、
ご相談ください】

患 者さん やご 家 族に寄り添 い 、
いっしょに問題の解決を図る手助け
をします。長く病院で医療福祉相談
の仕事をしてきましたので、退院の準
備や、通院患者さんの家庭での生活
問題などについてはたくさんの経験
があります。何かお困りのことがあり
ましたら、
まずはお電話をください。

自宅での療養に不安がありましたら、お気軽にご相談ください。
● 介護に疲れた！助けがほしい！一時入院先ってありますか？
● 在宅酸素や人工呼吸器を使っての在宅医療。不安でいっぱい！
● 点滴や管での排尿、たくさんの薬、傷の手当…
管理が大変そうだけど家で大丈夫なの？
● 家で看取りたい。

相談は無料です

● 入院できる病院を教えてほしい！
● 往診してくれる医師を紹介してほしい。
● 認知症かも！
？どこに受診すればいいの？

訪問する場合でも費用はかかりま
せん。退 院の準 備のために病 院に
伺って相談を受けることもあります。

秘密は厳守します
【相談方法】まずは電話でご相談ください。

☎5956−8586

月〜金曜日※祝日、年末年始を除く 午前9時〜午後5時

豊島区医師会館６階(西池袋3−22−１6)

西池袋
郵便局
豊島区医師会館
東京芸術
池袋警察署 劇場

問 地域保健課
■

☎3987−4243

池袋
駅

豊島区在宅医療相談窓口

池袋西口公園

有楽町線

相談者の意思を尊重しながら、相
談支援を進めます。相談の内容を他
者に話すことはありません。

要介護者の在宅生活を支える
介護保険サービスもあります。
詳しくは３面参照▶

申
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５月１日〜７日は 憲
｢法週間 ｣

日本国憲法は︑恒久平和︑民主主義︑基本的人権の尊重
を基本理念として︑昭和 年５月３日に施行されました︒
昨年セーフコミュニティ国際認証を取得した本区は︑安
全・安心創造都市の実現を目指して︑各種の施策に取り
組んでいます︒憲法週間を迎え︑改めて﹁平和﹂
﹁民主主
義﹂﹁基本的人権﹂﹁憲法﹂について考えてみましょう︒

憲法週間パネル展開催

22

４月 日㈪〜５月 日㈫ 区役所本庁舎ロビー︑東西区民
事務所◇平和に関するパネル ポ
･ スターの展示◇当日直接
会場へ︒
問 総務係☎３９８１・４４５１

7

日本国憲法前文︵抜粋︶
日本国民は︑恒久の平和を念願し︑人間相互の関係を支
配する崇高な理想を深く自覚するのであつて︑平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して︑われらの安全と生存を
保持しようと決意した︒われらは︑平和を維持し︑専制と
隷従︑圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐ
る国際社会において︑名誉ある地位を占めたいと思ふ︒わ
れらは︑全世界の国民が︑ひとしく恐怖と欠乏から免か
れ︑平和のうちに生存する権利を有することを確認する︒

22

ファミリー・サポート・
センター
援助会員養成講座事前
説明会を開催します

15

31

５月９日に軽自動車税
の納税通知書を
発送します
納期限は５月 日です

30

平成25年秋にJR大塚南口ビル内に私立保育園が開園します。
入園申込み方法と募集数は次のとおりです。
平成 年度軽自動車税の納税
通知書を︑平成 年４月１日現
在豊島区に登録のある方に発送
します︒お近くの銀行などの金
融機関︵郵便局含む︶︑コンビ
ニエンスストア︑区役所本庁
舎︑東西区民事務所などで納め
てください︒
◇障害者手帳などをお持ちの方
などが使用する原付 軽
･ 自動車
は⁝一定の要件を満たす場合︑
軽自動車税の減免を受けること
ができます︒詳しくは︑
問い合わせてください︒
問 税務係
☎３９８１ ･
０５２７

ファミリー・サポート・セン
ターは子育てのお手伝いが必要
な方︵利用会員︶と手助けがで
きる方︵援助会員︶が会員にな
り︑子育ての支援をしています
︵有償ボランティア︶︒
援助会員養成講座
︵６月︶
開催
にあたり受講希望者に︑事前に
事業の説明会を行ないます︒お
気軽にご参加ください︒
※援助会員は区内在住の 歳以
上でおおむね 歳までの心身と
もに健康な方です︒
◇５月 日㈬ 午前 時〜 時
分 区役所本庁舎地下第４会
議室
電話で５月 日までに︑当セ
ンター事務局☎３９８１・２１
４６へ︒
65

14

フレッシュネスバーガー
三井住友銀行

新規保育園が開園します
25

ドトール

三菱東京
UFJ銀行

◇保育園名…大塚りとるぱんぷきんず
◇住所…南大塚３−33−１
◇開園日…9月1日（予定）※建物の竣工が延びる場合は、開園が10
月以降に延期されることがあります。
◇保育年齢…生後８週〜就学前まで
◇基本保育時間…午前７時15分〜午後６時15分
◇延長保育時間…午後６時15分〜８時15分
◇休園日…日曜日･祝日･年末年始（12月29日〜１月３日）
◇募集数…０歳クラス６名、１歳クラス９名、２歳クラス10名、３
歳クラス11名、４歳クラス12名、５歳クラス12名
◇募集期間…9月1日入園の１次選考の申込みは5月1日から7月16日
まで。２次選考の申込みは7月17日から8月15日まで。2次選考は1
次選考の欠員がある場合に選考します。10月1日入園からは他の認可
保育所の申込み締切と同じです。
申 子育て支援課入園係へ必要書類をすべてそろえて申し込んでくださ
■
い※必要書類などは区内各認可保育所、区役所本庁舎２階子育て支援
課、東西子ども家庭支援センター、東西区民事務所で配布している
「平成25年度豊島区保育園入園のしおり｣をご覧ください。区ホーム
ページ（アドレス3面上部参照）にも掲載しています。
入園申込みについて…子育て支援課入園係☎3981−2140
保育園の内容について…保育園課私立保育園グループ☎3981−
1823
申

B区画
（自転車）

護国寺方面→

グリーン大通り
←池袋駅

E区画（自転車）
C区画（原付）
A区画
（自転車）

午前9時〜
午後5時
A・B・Ｃ区画
池袋駅東自転車駐車場
5月5〜15日
東池袋1−50−23
D・E区画
☎5951−5751
5月10〜20日
（A区画）
（B区画）
東池袋1〜南池袋2先
（C区画）
区画は下図のとおり
（D区画）
（E区画）

受付時間
受付期間
受付場所
所在地

巣鴨信用金庫
ファミリーマート

タカセ
東京信用金庫

D区画（自転車）

C区画
（原付）
B区画（自転車）
A区画
（自転車）

26

単位：円

(注)
※利用料金は10か月間（円）です。一度納入された料金は返還できませんのでご注意ください。
※（仮）南池袋公園内自転車置場が平成26年4月に開設予定のため、利用は26年3月末までとなります。
※年度途中での区画変更はできません。
※原動機付自転車は50cc以下です。申し込みの後でも規格外の場合は、利用登録を取り消します。

2

No.1568

平成25年（2013年）4月21日号

グリーン大通り登録制自転車置場の
利用者を募集します
グリーン大通り登録制自転車
置場は︑路上に区画を区切って
設けられた暫定の施設です︒区
画によって利用料金が異なりま
す︒年度途中での変更はできま
せんので︑確認のうえ︑申し込
んでください︒
◇対象⁝６月から利用希望の方
︵自転車・原動機付自転車
以下︶
※団体・法人は利用できませ
ん︒現在利用の方の利用期限は
平成 年５月末です︒自動継続
にはなりませんので︑新たに申
し込んでください︒
◇利用期間⁝平成 年６月１
日〜平成 年３月 日︵ か月
間︶
◇利用料金︵ か月間︶⁝下表
のとおりです︒一度納入された
料金は返還できませんのでご注
意ください︒
※生活保護・児童扶養手当を受
けている方︑身体障害者手帳・
愛の手帳・精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方は︑利用料金
が減免されます︒申し出てくだ
さい︒
Ａ・Ｂ・Ｃ区画／５月５〜
日︑Ｄ・Ｅ区画／ 月 〜 日
午前９時〜午後５時の間に︑直
接池袋駅東自転車駐車場︵東池
袋１の の ︶へ※自転車の防
犯番号︵原動機付自転車は登録
ナンバー︶が必要です︒先着順
ではありません︒期間内に申し
込んでください︒
︵仮︶南池
◇平成 年４月から︑
袋公園内自転車置場︵南池袋
の ︶を開設予定です︒それに
伴いグリーン大通り登録制自転
車置場は平成 年 月末で閉鎖
予定です︒
問 自転車対策グループ
☎３９８１・４８４７
1

利用料金（10か月）
自転車
原付
10,000
‑
7,500
‑
‑
12,500
5,000
‑
2,500
‑
名称

50
cc
15

20

10

10

25

31

5

3

利用車種
自転車
原付
○
‑
○
‑
‑
○
‑
○
○
‑
グリーン大通り
登録制自転車置場

50

26

10

23

26

25

21

豊島区役所

〒 170 − 8422

豊島区東池袋 1 − 18 − 1

ホームページ

http://www.city.toshima.lg.jp/
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空間（大気）放射線量測定結果について

住み慣れた地域で、
24時間365日の安心を

宮城県女川町の災害廃棄物について、豊島清掃工場で3月12〜28日までの間に約78トンを受入れました。
定点施設および工場周辺の測定結果とあわせてお知らせします。
測定結果は、いずれも区の目標値である0.23マイクロシーベルト／時間未満の値です。
※詳しくは区ホームページ（アドレス上部欄外参照）をご覧ください。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護をご利用ください

■定点施設の測定結果
訪問介護と訪問看護が連携しながら、日
中・夜間を通じて、１日複数回の定期訪問や
随時の対応で、重度者をはじめとして要介護
者の在宅生活を支える、介護保険の新しいサ
ービスです。
施設でのケアと同様、心身の状況に応じ
て、提供時間の長さや訪問頻度を柔軟に変更
しながら、必要なサービスが受けられます。
現在、３事業所が区内でサービスを提供して
います。

測定日

仰高小学校
朋有小学校
要町保育園
（駒込 5 丁目）（東池袋 4 丁目）（要町 3 丁目）

3月7日

0.06

0.07

0.06

3月14日

0.05

0.08

0.06

3月21日

0.06

0.09

0.06

3月28日

0.06

0.08

0.06

※測定結果は校庭等の地上1mのもの。それ以外の結果は
区ホームページをご覧ください。
※単位はマイクロシーベルト／時間。

■女川町廃棄物の受入れに伴う豊島清掃工場周辺施設の測定結果
豊島清掃事務所 長崎健康相談所 旧高田小学校
区民ひろば清和第二
（池袋本町1 丁目）（長崎 3 丁目） （雑司が谷 2 丁目）
（巣鴨 3 丁目）

測定日

《サービスの４つの特徴》
①1日複数回の定期訪問
②24時間のオペレーター対応
③必要に応じた随時の訪問対応
④看護ニーズにも対応
◇利用できる方…要介護認定を受け、
要介護１以上の方。
◇利用の方法…担当のケアマネ
ジャーや高齢者総合相談セン
ター（地域包括支援センター）
にご相談ください。

3月6日（受入れ前）

0.06

0.05

0.05

0.04

3月13日（受入れ2日目）

0.05

0.06

0.05

0.05

3月26日（受入れ15日目）

0.05

0.05

0.05

0.04

女川町の災害廃棄物受入れ終了について
平成24年3月から、23区内の清掃工場で災害廃棄物の受入れ
を行ないましたが、25年3月末で終了しました。23区全体の受
入れ量は、約25,412トンでした。
みなさまのご理解・ご協力ありがとうございました。

介護保険課相談グループ
☎3981−1318

■豊島清掃工場での受入れ量
受入量（トン）

問

問

測定について…環境保全係 ☎3981‑2405
受入れについて…清掃計画係 ☎3981‑1320

世帯の保険料は､総所得金額等･加入者の人数･年齢によって計算されます。

所得割額

所得割額

所得割額

加入者全員の算定
基礎額※の合計額
×
6.02%

加入者全員の算定
基礎額※の合計額
×
2.34%

40〜64歳の加入者の
算定基礎額※の合計額
×
1.69%

+

+

+

+

均等割額

均等割額

30,600円
×
加入者数

10,800円
×
加入者数

15,000円
×
40〜64歳の加入者数

最高限度額51万円

最高限度額14万円

最高限度額12万円

※算定基礎額＝前年の総所得金額等−基礎控除額(33万円)
保険料の計算にあたっては､収入ではなく所得が算出の基礎となります。
平成25年度(25年4月〜26年3月まで)の保険料は､24年中の所得に基づいて計算されます。
なお､25年度は住民税が非課税の方について､保険料の所得割額の減額を行ないます。

FAX ファクス

フリーダイヤル

保 保育あり

14

14

申

12

30

※費用の記載がない事業は無料です

憲
｢法記念日 無
｣ 料法
律相談を開催します

EM E メール

603.90

豊島法曹会の弁護士および区
内の公証人が無料法律相談︑公
正証書に関する相談を行ないま
す︒
◇５月 日㈰ 午前９時 分〜
午後５時 区民センター４階第
２会議室
電話で区民相談グループ☎
３９８１・４１６４へ※要予約︒

HP ホームページ

国民生活基礎調査に
ご協力ください

申 申込み先

４月下旬〜７月に 国
｢ 民生活
基礎調査 を
｣ 実施します︒区で
は厚生労働省と東京都から委託
を受けて︑調査員が戸別訪問
し︑調査票の配付 回
･ 収を行な
います︒
※この調査は統計法に基づき行
なわれるものです︒伺う調査員
は︑調査員証を必ず携帯してい
ます︒
●国民生活基礎調査とは
国民の保健︑医療︑福祉︑年
金︑所得などの状況を総合的に
把握し︑今後の施策立案のため
の基礎資料を得るための調査で
す︒
◇調査期日⁝６月６日︵世帯票
介
･ 護票など︶︑７月 日︵所
得票など︶
◇調査地区︵各地区の一部エ
リアが対象︶⁝北大塚２ ３
･丁
目︑池袋１丁目︑池袋本町１丁
目︑西池袋５丁目
問地 域 保 健 課 管 理 グ ル ー プ
☎３９８７ ４･２０３

問 問い合わせ先

住宅 不
･ 動産相談
休止のお知らせ

毎週水曜日 午後１〜４時
区民センター２階で相談を受け
付けておりますが︑５月１日は
休止します︒
問 住宅課住宅相談グループ
☎３９８１ ２
･６８３
3

11

95.60

康保険証を使って診療を受けた
場合︑国民健康保険で負担した
医療費は返還していただきま
す︒
●国民健康保険に加入するとき
⁝職場などの健康保険の資格喪
失証明書︵または離職票︑退職
証明書など︶︒
※加入の手続きが遅れた場合︑
保険料は︑国民健康保険に加入
する理由の生じた月にさかのぼ
って︵最大２年間分︶支払って
いただきます︒また︑その間の
診療は全額自己負担になりま
す︒
問 資格 保険料グループ
･
☎３９８１ １
･９２９

均等割額

146.16

･

+

2月
３月

国民健康保険をやめる︑加入
するといった理由が生じた日か
ら 日以内に︑国民健康保険課
または区民事務所で手続きをし
てください︒

後期高齢者支援金分

介護分

︽手続きに必要なもの︾

基礎（医療）分

41.89

合計

●国民健康保険をやめるとき⁝
国民健康保険証︑新たに加入し
た健康保険の保険証︑印鑑
※やめる手続きが遅れ︑国民健

あなたの世帯の年間国民健康保険料

320.25

25 年 1 月

国民健康保険の手続き︵加入する
やめる︶は︑ 日以内に忘れずに
行ないましょう

保険料は6月に総所得金額等が決定した後に計算し、保険料決定通知書と納付書は6月中旬
から郵送予定です。
問 資格・保険料グループ ☎3981−1929
■

24 年 8 月

現在︑国民健康保険に加入し
ている方が︑ほかの健康保険
︵職場の健康保険など︶に加入
したときには︑国民健康保険を
やめる手続きが必要です︒
また︑職場の健康保険などを
やめた方は︑国民健康保険への
加入手続きが必要です︵職場の
健康保険を任意継続する方︑別
の健康保険に加入できる方は手
続きの必要はありません︶︒

平成25年度国民健康保険料の
計算方法をお知らせします
保険料の計算

※測定結果は各施設の
屋上から高さ1ｍのも
の。
※単位はマイクロシー
ベルト／時間。

子育てを支援します 児童手当などのご案内
問 子育て支援課児童給付係
■

｢児童手当｣…☎3981−1417

｢児童育成手当・児童扶養手当｣…☎3981−3417

児童に関する手当を受給するためには、申請が必要です。また、支給対象月は原則とし
て、申請した月の翌月分からとなります。各手当の支給月額や所得制限額は、下表を参照
してください。手当などの申請に必要な書類については事前に問い合わせてください。

＜表１＞ 手当別月額・対象年齢など
区

分

手当月額

＜表３＞ 控除額表

児童手当
●０歳から３歳未満
１５，
０００円
●３歳以上小学校修了前
１０，
０００円(第１子・第２子)
１５，
０００円
（第３子以降）
●中学生
１０，
０００円

児童育成手当
（育成） 児童育成手当
（障害）

１３，
５００円

１５，
５００円

●所得制限額以上の方
（特例給付）
児童１人につき５，
０００円(一律)
対象年齢

あり
（表２参照）
６・１０・２月

特別児童扶養手当

●全額支給 ４１，
４３０円
●一部支給 ９，
７８０円〜４１，
４２０円
●児童２人の場合 ５，
０００円加算
●児童３人目から １人 ３，
０００円加算

１級
２級

５０，
４００円
３３，
５７０円

※年度途中に手当額の改定が行なわれる場合があります。

18歳の年度末まで
（児童に中程度以上
20歳未満
の障害がある場合は20歳未満まで）
（各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせください）
あり
（表２参照）
あり
４・８・１２月
４・８・１２月
６・１０・２月
銀行口座振込
（申請者名義）
※現在、ネット銀行の取り扱いはできません。

中学校修了前
（15歳の年度末まで） １８歳の年度末まで

所得制限
支 給 月
支給方法

児童扶養手当

２０歳未満

＜表２＞ 児童手当・児童育成手当
（育成・障害）
所得制限額表(単位：円）
扶養人数
0人
1人
2人
3人
4人
5人以上

児童育成手当
3,684,000
4,064,000
4,444,000
4,824,000
5,204,000

児童手当
6,300,000
6,680,000
7,060,000
7,440,000
7,820,000

※受給者の前年中の所得が基準
となります。
※左記所得制限額表には、社会保
険料控除一律80,000円を加算し
ています。

控除項目
雑損・医療費・
小規模共済等控除
配偶者特別控除
老人扶養
特定扶養
（16歳以上23歳未満）
本人が寡婦
（夫）
・
勤労学生
本人が特別寡婦
普通障害
（本人・扶養）
特別障害
（本人・扶養）

（単位：円）
児童育成手当

控除相当額

控除相当額

なし
60,000

控除相当額
100,000

受けることができます。国では、5年前か

なし

250,000

ら、この定期健診を特定健康診査
（特定

お子さんが生まれた方、転入された方は新たに申請する必要があります。また、これまで受給
されていた方が海外転出された場合は、配偶者の方などが申請をする必要があります。

40歳以上の方は毎年1回定期健診を

健診）
という名称で案内し、加入してい
270,000

270,000

る健康保険の保険者が責任を持って、

350,000
270,000
400,000

350,000
270,000
400,000

40歳〜74歳までの被保険者に特定健

○控除後の金額が表２の制限額未満であれば手当を受給できます。
ただし、児童手当の場合、制限額以上の方は特例給付として児童１人あたり
月額5,000円が支給されます。控除後の金額は下記の計算によります。
【控除後の金額】
＝
【所得金額】
−
【控除額表(表３)に該当する控除額の合計】

特別児童扶養手当
●対象…次の①・②のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方
①身体障害者手帳1〜3級程度
（下肢障害4級程度の一部も該当）

●対象にならない場合

児童手当・特例給付

今年も健康診断を受けて、
体の調子を整えよう！

児童手当

②愛の手帳1〜3度程度
※長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける
児童も該当する場合があります。

以降一人増すごとに、380,000円加算

40歳以上の方へ

（ア）
児童が児童福祉施設などに入所している
（イ）
国内に住所がない

診を実施することを義務付けています。
問 地域保健課保健事業グル−プ
■
☎3987−4660

豊島区国民健康保険に加入の方
対象者には誕生月ごとに3つの期間に分けて、5月末〜７月末の間に、無料受診券
（黄色い大封
筒）
を送ります。今年度より受診できる月数が延長され、さらに受けやすくなりました。豊島区国保
に加入の方で、会社などの健診を受けられた場合には、特定健診未受診を確認した後に専用の報
告用紙を送りますのでご返信ください。

社会保険や健康保険組合等に加入の方
職場健診が特定健診を兼ねている場合があります。会社の福利厚生部門や加入している保険
者にご確認ください。
ご家族の方の健診は、それぞれの保険者によって実施方法が
ご家族の方も健康診断！
違いますので、早めに加入している保険者に確認しましょう。

（ウ）
児童がその障害を理由とする公的年金を受給している

生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者・
東日本大震災により豊島区内に避難している方

●対象…中学校3年生
（平成10年4月2日以降生まれ）
までの児童
●対象にならない場合
（ア）
児童が児童福祉施設などに入所している （イ）
国内に住所がない
（留学を除く）
※保護者の所得が所得制限額以上の方に対しては、特例給付として児童一人につき、一律月額
5,000円が支給されます
（表2参照）
。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、職場で申請してください。

児童扶養手当
●対象…次の①〜⑧のいずれかの状態にある18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童
（中程度以上の障害がある場合は20歳未満）
を養育している父または母もしくは養育者。
る
①父母が離婚 ②父または母が死亡 ③父または母に重度の障害がある
④父または母の生死が不明

⑤父または母に1年以上遺棄されている

医療費助成制度のご案内
区内に居住し、健康保険に加入している子どもに、入院と通院にかかる医療費を助成しています（乳幼児
は、入院時の食事療養標準負担額も助成されます）。対象となる子どもの保護者で、まだ｢子どもの医療証｣の
交付を受けていない方は、至急交付申請をしてください。
また、ひとり親家庭の方が、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の全部または一部を助
成します（表4参照）。
問 子育て支援課児童給付係 ｢子どもの医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成｣…☎3981−1437
■

＜区の健診では、このような内容を検査しています＞

●対象にならない場合
（ア）
事実上婚姻関係と同様の状態にある
（父母の障害を理由とする場合を除く）
（イ）
児童が児童福祉施設などに入所している （ウ）
国内に住所がない
（エ）
公的年金を受給している

●対象にならない場合

（オ）
平成10年4月1日以前に支給要件が発生している
※父母の障害を事由とする場合、手当額が障害年金の子の加算額を上回る場合には支給されます。

ひとり親家庭等医療費助成

●対象…児童扶養手当に準ずる。公的年金を受給している方も対象。
●対象にならない場合
（ア）
事実上婚姻関係と同様の状態にある
（父母の障害を理由とする場合を除く）

●対象…児童育成手当
（育成手当）
に準じ、健康保険に加入の方。なお、所得制限額は児童扶養手当に準じます。
＜表４＞ ひとり親家庭等医療費助成受給者負担額

（イ）
児童が児童福祉施設などに入所している
（
イ）
児童が児
児童
が児童福
童福祉施
祉施設な
設などに
どに入所
入所して
している
いる

申請者および扶養義務者等の住民税

児童育成手当
（障害手当）

課税されている方がいる場合

●対象
対象…次
…次の①
の①〜③
〜③のい
のいずれ
ずれかの
かの状態
状態にあ
にある2
る20歳
0歳未満
未満の児
の児童を
童を養育
養育して
している
いる方
方。
●対象…次の①〜③のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①｢身体障害者手帳｣1〜2級程度 ②｢愛の手帳｣1〜3度程度 ③脳性まひ、または進行性筋萎縮症
●対象にならない場合
児童が児童福祉施設などに入所している
HP ホームページ

EM E

メール

FAX ファクス

フリーダイヤル

全員が非課税の場合

入
院
外
来
１割負担
１割負担（個人上限額)44,400円/月
（個人上限額）
および 食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
12,000円/月
食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
自己負担なし

※上記、上限額を超えた場合のほか、入院・外来を含めた世帯合算額が(44,400円/月)を超えた場合も高額医療費と
して助成します。
※平成25年1月1日から12月31日の助成期間は、平成24年度住民税が基準となります。
保 保育あり ※費用の記載がない事業は無料です

察

肝機能検査

血液一般検査

脂質代謝

腎・尿路検査

循環器検査

糖代謝

痛

風

その他(胸部X線など)

※ 保険組合などにより健診項目が異なります。詳しくは加入している保険の保険者にご確認ください。

(ア)生活保護を受けている世帯(医療券を使う場合)
(イ)児童福祉施設に措置により入所している子ども
(ウ)外国籍の方で、在留資格が短期滞在や興行または在留資格等がない方および子ども
(エ)小規模住居型児童養育事業を行なう者に委託されている子ども
(オ)里親に委託されている子ども

児童育成手当
（育成手当）

申 申込み先

診

●対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子どもで、次の①・②の要件を満たす方。
①保護者と子どもが、ともに豊島区に居住している
②子どもが国民健康保険または社会保険などの健康保険に加入している

⑧婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない

問 問い合わせ先

40歳を過ぎたら、体の見えない変化に注意しなければ
なりません。毎年健診を受けることで、血液検査の数値
の変動により、体の変調を早期に発見できます。早いう
ちから生活習慣を見直していきましょう。

子どもの医療費助成

⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている

5

対象者には7月下旬にご案内します。

＜豊島区国保健診受診者の要医療者の推移＞
（％）
60.5
60.0

毎年健診している人の判

毎年健診を受診している人で
医療を必要とする人の割合
（％）

定では医療が必要な人の
割合は毎年減っています。

59.5
59.0
58.5

定期的に
健診を受けて、
心身ともに
健康な毎日を
過ごしましょう！

58.0
57.5
57.0
56.5
56.0
55.5
平成20年度

平成21年度 平成22年度 平成23年度

平成25年（2013年）4月21日号

No.1568
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豊島区役所
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豊島区吹奏楽団
スプリングコンサート2013

イベント
としま池袋東口商人まつり
①4月28日㈰・29日㈷
午前10時〜午後6時※29日は5時まで
中池袋公園、サンシャイン通り
◇ 区 内 商 店 の 物 品 販 売・模 擬 店コー
ナー、交流地方都市の物産展
②4月29日㈷ 正午〜午後4時
● 豊 島 公 会 堂…｢春 の 演 舞 のつどい｣
（区民ひろば演舞発表）
●サンシャイン通り歌碑モニュメント広
場…「江戸芸かっぽれ」練り歩きパレード、
「和太鼓ライブ」などのアトラクション
◇主催／豊島区商店街連合会
①②とも◇当日直接会場へ。
問 商店街連合会☎3981−5445、 区
商店街振興係☎5992−7017

「こどもが主役！
こどもの日わくわくデー」
5月5日㈷ 午後1時30分〜3時30分
赤鳥庵（目白庭園内）
◇マジックショー、
東 京音 大 生の演奏
（予定）、カラフル
こい の ぼ り作りな
ど◇小 学 生 以下の
子どもと保護 者◇80名◇ 親子ペアで
1,000円（１名追加ごとに＋300円）
申 往復はがきかファクス（6面記入例参
照）で5月2日（必着）までに「〒171−
0031 目白3−20−18 目白庭園」、
FAX 5996−4886へ。当園管理事務所で
直接申込みも可。電話申込み不可※先
着順。
問 目白庭園管理事務所☎5996−4810

4月29日㈷ 午後2時開演（午後1時15
分開場） 学習院創立百周年記念会館
正堂（目白1−5−1 学習院大学内）
◇シンフォニア・ヴォーチ（D.ホルジン
ガー）、2013年度吹奏楽コンクール課
題曲全曲、台所用品による変奏曲（D.ギ
リス）、大序曲1812年（P.I.チャイコフス
キー）ほか
◇全席自由一般1,000円、中学生以下
700円◇主催／豊島区吹奏楽団
申 当楽団公式ホームページ HP http://
toshimawo.exblog.jp/から申込み。
問 当楽団 村川☎090−5508−7444
（月〜金曜日 午前10時〜午後6時）、
区文化デザイン課☎3981−1476

JR池袋･大塚･巣鴨駅開業110周年

｢ 豊 島に眠る伝 説 の 秘 宝を
探せ ! ｣〜ようこそ!としまへ
関連イベント
5月6日㈷まで
◇駅ナカ・街ナカでヒントを集めて、街
に隠された「宝箱」を探す※詳しくはJR
池袋・大塚・巣鴨駅にあるパンフレット
ラックのイベント冊子をご覧ください。
問 当キャンペーン事務局☎3863−1315、
区観光振興グループ☎5992−7018

｢大震災に備えて、
人と動物の関係を考える｣
5月1日㈬ 午後6時30分から
勤労福祉会館大会議室
◇1部…ドキュメンタリー映画『犬と猫と
人間と２〜動物たちの大震災』ダイジェ
スト上映 ＆ 宍戸大裕監督 被災地の動
物たちを語る

O X
◇2部…パネルディスカッション｢その時、
あなたとペットたちは…｣
◇コーディネーター…成城大学法学部
教 授 ／打越 綾 子氏 ◇13 0 名◇ 50 0 円
（当日受付で支払い）
申 ファクスかEメール（6面記入例参照）
で「3.11からのユニバーサルデザインの
まちづくりを考える会 FAX 5961−3903、
EM ud311sc@yahoo.co.jp（メール件名
「5月1日問合せ」）」へ。
問 当会、区総務課☎3981−4451

第36回
｢わんぱく相撲豊島区大会｣
5月19日㈰ ①小学校1･2年生…午前
10時〜正午②小学校3〜6年生…午後1
〜4時30分 南池袋小学校
◇区内在住、在学の小学生の男女
◇1・2年生はぶつかり稽 古 方式。3〜6
年生は個人戦トーナメント方式※4年生
以上の男女上位1名は都大会出場資格
付与◇見学自由
申 区内小学校配布の申込書を担任の先
生へ提出か、電話で「当実行委員会 白
田正敏☎090−6929−3374」へ。
問 子ども課地域支援係☎3981−2187
げい こ

リサイクルフリーマーケット
出店者募集
５月19日㈰ 午前11時〜午後2時
中池袋公園（東池袋１−16−1）
※雨天中止、駐車場なし
◇区内在住、在勤、在学の個人またはグ
ループ※営業目的は不可
◇募集数…40店舗（1店舗面積1.8m×
1.8m）◇出店費用…1,000円
◇主催／ハローフリーマーケット
申 往復はがき（６面記入例参照）で５月
８日（必着）までに「〒171−0043 要

ギャラリートーク
アトリエ村の今・昔−豊島区美術家協会−
5月22日㈬〜27日㈪ 午後2〜3時 池袋画廊
（池袋2−2
−1 ウィックスビル地下1階）
◇講師…
（22日）
彫刻家／三
申 当日直接会
坂 制氏､
（23〜27日）
豊島区美術家協会会員■
場へ。
旧江戸川乱歩邸の特別公開&ギャラリートーク
5月18日㈯・19日㈰ 午後1時〜1時30分 立教大学江
戸川乱歩記念大衆文化研究センター（西池袋3−34−1）
◇講師…立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター
申 当日直接会場へ。
学術調査員／落合教幸氏■
※特別公開日…5月17日㈮〜20日㈪・22日㈬・24日㈮〜
27日㈪・29日㈬ 計10日間 各午前10時30分〜午後5時

7

彦氏◇20名
申 ①か②を選び､往復はがきかEメール
■
（6面記入例参照。
Eメールは件名欄に①か②を明記）
で､5月16日
（必着）
ま
でに
「〒171−0021 西池袋2−37−4 勤労福祉会館
7階 文化デザイン課ミュージアム開設準備グループ」、
EM A0014400@city.toshima.lg.jpへ※応募者多数
■
問 当グループ☎3980−3177
の場合は抽選。■
街劇団えんがわカンパニー｢わたしに残された1枚の絵｣
5月16日㈭ 午後7時から、18日㈯ 午後1時から、19日㈰
午後1時から・5時から、25日㈯ 午後1時から・5時から
＠B-galley〜千年画廊◇演劇で街や絵画の記憶を巡り、舞
台を歩いて移動する体感型の新しい作品◇12名★◇500
申 事前にEメールで当カンパニー■
EM engawa̲kaiyou
円■
2013@yahoo.co.jpへ※詳しくは
「えんがわカンパニー
HP http://engawa.ackk.org/」
ホームページ■
参照。

ワークショップ

｢二人の芸術家と池袋モンパルナス｣
5月18日㈯ 午後2〜4時 立教大学太刀川記念館3階多
目的ホール◇画家・エッセイスト、文化功労者／野見山 暁治
氏と造形作家・東京藝術大学名誉教授／高山 登氏との対
申
談◇司会…立教大学文学部教授／千石英世氏◇100名■
問 池袋モンパルナスの会☎3971−6965
当日先着順受付。■
｢池袋モンパルナス−歯ぎしりのユートピア展｣関連企画
①映画上映『水俣の図・物語』
（1981年制作･111分）…6
月1日㈯ 午後1時〜4時30分 東京芸術劇場5階シン
フォニースペース◇上映後のトーク｢池袋モンパルナスの
記憶｣◇ゲスト…造形作家・東京藝術大学名誉教授／高山
登氏、原爆の図丸木美術館学芸員／岡村幸宣氏◇６0名
②アトリエ村さんぽ道｢無くなったアトリエ村を歩く｣…5月
25日㈯ 午後2〜4時◇空襲などで無くなってしまったア
トリエ村の痕跡を辿る◇講師…アトリエ村資料室／本田晴

ものづくり体験｢すいすい動物を作ろう｣
5月19日㈰ 午後1時30分〜4時 勤労福祉会館◇手の
部分がくるくる回る動物を作る◇講師…㈱アレグロスタッ
申 電話で
「勤労福祉会館☎3980−
フ◇小学生◇20名★■
3131」
へ。
フ ク ロ ー バ ー
福 Loverのお守りキーホルダー作り
5月19日㈰ 午後4時30分〜5時30分、5月26日㈰ 午
後2〜5時 千年画廊
（西池袋4−8−20）
◇講師…優亞氏、
武田守弘氏◇幼児〜おとな◇20名★◇1,000円
（材料代
申 当日直接会場へ。■
問 当ギャラリー■
EM info@millei込み）■
art.com
トスカーナ絵画とワインの夕べ
5月25日㈯ 午後3〜5時 ガッタイオーラ・ドルチ
（目白5
申 事前
−15−12）◇20歳以上の方◇20名★◇1,500円■
に電話で
「ガッタイオーラ・ドルチ☎6915−3271」
へ。

たど

問 問い合わせ先

申 申込み先

HP ホームページ

EM Eメール

ゆう あ

FAX ファクス

子どもモノづくり学校第2弾

「春のこどもまつり！校庭で
思いっきり遊びまわろう！」
5月12日㈰ 午後1〜4時
みらい館大明
◇紙で作ったかぶとや剣で、チャンバラ大
会や鬼ごっこ◇小・中学生◇100名
◇当日直接会場へ。
問 当館（池袋3−30−8）☎3986−7186

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会
5月24日㈮ 午前10〜11時
ボランティアセンター活動室
◇自身の介護予防と、支え合う地域社
会を目指すこの事業では、指定された
介護保険施設で、お茶だしなどの一定
の活動を行ないます。貯めたスタンプを
換金することもできます◇60歳以上の
健康な区民の方◇20名※先着順
◇健康保険証・運転免許証など住所と
年齢が確認できるものを持参。
申 電話で当センター☎3984−9375へ。

エポック10フェスタ2013開催
●フェスタ…6月13日㈭、14日㈮、15日
㈯、16日㈰ 男女平等推進センター
●展示…５月16日㈭〜22日㈬ 区役所
本庁舎1階ロビー、6月4日㈫〜20日㈭
勤労福祉会館1階談話室
●男女共同参画週間…６月23〜29日
◇女性も男性も、一人ひとりがその人ら
しく暮らしていくことができる社会の実
現を目指し、講演会、講座、実演、展示

第8回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館が開催されます。下記の
会場では、ワークショップやトークショーを行ないます。ぜひご参加ください。
問 (公財)としま未来文化財団まちの魅力づくりセクション☎3981−4732
■

トークショー・講演会ほか

こん せき

町3−3−8 笈川」へ※一人（１グルー
プ）１通のみ。応募者多数の場合は抽選。
問 当会 笈川☎3973−5824、区資源
循環課リサイクル推進係☎3981−1142

5月16日㈭〜29日㈬

新池袋モンパルナス
西口まちかど回 遊美術館
第8回

★このマークがあるものはいずれも先着順。

★はがきの記入方法

フリーダイヤル

絵手紙
5月17日㈮ 午前10時〜11時30分 ギャラリー上り屋
敷
（西池袋2−32−6）
◇60歳以上の方◇6名★◇1,000円
申 事前に電話で
■
「当ギャラリー☎080−4459−5500｣へ。
東京芸術劇場アトリエイースト
（西池袋1−8−1）
①陶画白い皿絵付け…5月26日㈰ 午後4時から
②｢チョークアート｣10mの巨大黒紙にチョークで池袋を描
こう!…5月29日㈬ 午後4〜6時◇①4歳〜おとな､②4歳
申 事前に電話
〜小学生◇①②とも各10名★◇各1,000円■
で
「造形スタジオ・バル☎3989−8608」
へ。
子どもトールペイント教室
5月19日㈰ 午後1〜4時 Ｇａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙＫ
（西池袋3−19−11）
申 事前に電話
◇小学4年生〜中学生◇8名★◇1,000円■
で
「当ギャラリー☎090−6566−2520」
へ。
たてる
5月26日㈰ 午後4〜8時 ギャラリール・バトー
（西池袋4
−24−10）
◇講師…グラフィックデザイナー／黒柳 潤氏◇
グラフィックデザインに関心を持つ高校生以上の方◇11
申 事前に電話で
「当ギャラリー☎3955−
名★◇600円■
5808」
へ。
切り絵
5月22日㈬・25日㈯ いずれも午後1〜3時 ギャラリー
ZO
（西池袋1−18−8 西池510ビル地下1階）◇各回20
申 事前に電話で
名★◇3,000円
（材料､下絵､道具代込み)■
「オフィスケイグループ☎3947−3016｣へ。
似顔絵描き･ぬり絵
5月18日㈯・19日㈰・25日㈯・26日㈰ 午後1〜4時
池袋東武ホープセンター中央通路（池袋駅西口地下）
◇似顔絵
（1枚500円）
、ぬり絵
（5枚100円）
※似顔絵
は被写体1名増につき＋100円◇協力／立教大学漫
画研究会◇当日直接会場へ。

保 保育あり ※費用の記載がない事業は無料です

など様々なイベントを開催します。
※詳しくは｢広報としま｣５月11日号や、
区ホームページ（アドレス１面上部参照）
でお知らせします。
問 男 女 平 等 推 進 センター ☎ 5 9 5 2−
9501

講演・講習
区民ひろば椎名町

｢セキュリティの基礎講座〜
パソコンを安心して使うため
に〜
（全２回）
｣
５月13・20日 月曜日 午前10時〜正午
◇パソコンの仕組み、データの保存、イ
ンターネット上で気をつけたいことなど
◇講師…パソコンインストラクター／菊
地敦子氏◇20名※2回とも受講できる
方。先着順◇200円（テキスト代）
申 4月22日から電話で当ひろば☎3950
−3042か直接当ひろば窓口へ。

音楽と子ども

｢スウェーデンの
ブンネメソッドから｣
（全８回）
５月14日〜９月10日 原則毎月第２・４
火曜日 午前10時30分〜11時15分
区民ひろば南池袋
◇スウェーデンの音楽療法士ステン・ブ
ンネ氏が開発した音楽を活用したケア
「ブンネ法」を実施◇4月2日現在、1歳
半〜3歳未満の幼児とその保護者◇12組
申 4月22日午前9時から電話で当ひろば
☎3984−5896か直接当ひろば窓口へ
※応募者多数の場合は抽選。

淑徳大学公開講座
①「世界遺産を訪ねて」…5月10日㈮
午後6時30分〜8時 当大学池袋サテライ
ト・キャンパス（南池袋1−26−9 MYT
第2ビル7階）◇世界遺産と観光の共生
について考える◇講師…当校経営学部
観光学科講師／田中 五十一氏◇50名
②「池袋物語Ⅷスペシャル」〜マハヤナ学
園の創設と活動…5月18日㈯ 午前10
時30分〜正午 淑徳巣鴨中・高等学校
視聴覚教室（西巣鴨2−22−16）◇西
巣鴨の地に生まれた「マハヤナ学園」に
ついて取り上げる◇講師…大乗淑徳学

※往 復はが きを
利用する場合、
返信に〒住所、
氏 名を記 入し
てください。

①事業または
イベント名
②〒住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤性別
⑥電話番号
⑦その他必要事項

※申込み方法は
各記事参照。

園理事長／長谷川 匡俊氏、社会福祉法
人マハヤナ学園理事長／菊地悦子氏、
淑徳巣鴨中・高等学校校長／大森光芳
氏、郷土史家／伊藤榮洪氏、元豊島区
教育委員長／斉藤 直氏、豊島区議会議
員／吉村たつあき氏ほか◇200名
① ②とも 申 電 話かファクスかEメール
（上部記入例参照）で「当大学エクステ
ンションセンター☎5979−7061、 FAX
3988−7470､EM ext@ccb.shukutoku.
ac.jp」へ※先着順。
問 生涯学習グループ☎3981−1189

第１回としまビジサポセミナー

飲食業経営のプロが教える
商売繁盛の秘訣
ひ

け つ

5月22日㈬ 午後2〜4時
生活産業プラザ8階多目的ホール
◇ 外食不況の中で、売上げを伸ばし好
調を維持している企業がどのような取組
みを行なっているかなどを、事例を交え
ながら紹介◇講師…㈱飲食店繁盛会／
河野祐治氏◇飲食店の経営者や従業員
など◇60名程度※区内事業者優先。
申 電話で商工係☎5992−7089へ。

シルバー人材センター
パソコン教室
●無料体験教室…①5月15日、②6月12
日 ①②とも水曜日 午後0時45分〜
2時15分
●パソコン入門（全4回）…③5月9日㈭
午後0時15分から 毎週木曜日ほか◇
5,500円（教材費含む）
●ワード入門（全4回）… ④5月7日㈫
午後0時45分から 毎週火曜日ほか◇
6,500円（教材費含む）
※ほか各種パソコン講座開催中
申 ①〜④を選び、往復はがきかファクス
（上部記入例参照）で、
「〒170−0013
東 池 袋2−55−6 シルバー人材セン
ターPC教室」、 FAX 3982−9532へ。
問 当センター☎3982−9533

交流都市 秩父市からのお知らせ

秩父ミューズパーク｢癒しの森 花の回廊｣開園
４月24日㈬〜６月９日㈰ 午前９時〜午後５時
◇秩父地域の花スポットに、ご家族そろってお出かけください
◇シャーレーポピー約100万本、菜の花、ヒメキンギョソウ、パ
ンジー、ヤグルマギクなど
（花により開花時期が異なる）
◇高校生以上400円、中学生100円、小学生以下無料◇駐車場無料
問 癒しの森 花の回廊
■
（秩父郡小鹿野町長留1129−1）
☎0494−26−5155、
㈱秩父開発機構☎0494−23−1002

食の

安心ファイル
18

〒170−8422

豊島区東池袋1−18−1

健康ノート
男性の生活習慣病予防健診・女性の骨太健診

無料

年に1回は健診を受けて自分の健康を見直し、
です
メタボリックシンドローム・骨粗しょう症を予防しましょう!
◇対象者…豊島区に住民票がある20〜39歳の方
（昭和49年４月〜平成６年３月
生まれの方）
で、1年以内に健康診断を受ける機会のない方
※今年度30歳・35歳になる方は別途ご案内を郵送します。
※妊娠中の方は、ご遠慮ください。
◇健診日…5月8日㈬、6月19日㈬・24日㈪、7月17日㈬、8月21日㈬、9月18日
㈬、10月7日㈪・16日㈬、11月6日㈬、12月4日㈬、平成26年1月22日㈬、2月
19日㈬
◇受付時間…男性／午前9時〜9時20分、女性／①午前9時30分〜10時②午
前10時〜10時30分
◇定員…男性／各回20名、女性／各回50名◇健診会場…池袋保健所２階
◇健診内容…身長・体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査、問診、ミニ講座、体
成分測定
（男性）
、骨密度測定
（女性）
◇健診の結果…受診日から約１か月後に郵送。診断書は発行しません。
●B・C型肝炎ウイルス検査も同時実施。希望する方は事前に申し込んでくださ
い。
申 希望健診日の前月１日
■
（1日が土・日曜日、祝日の場合はその翌平日）
から、電話
で池袋保健所健康推進課☎3987−4244へ※要予約。
問 当課☎3987−4172
■

アロマストレッチ
〜アロマでシンプルビューティーライフ〜
5月24日㈮ 午前10時〜正午 長崎健康相談所
◇ストレッチ、女性の健康に関する話
◇講師…健康運動指導士／桜小路 真知子氏、当相談所の保健師・栄養士
◇区内在住で医師に運動の制限をされていない女性で、40歳くらいまでの方
保 2か月〜2歳未満。先着10名。
◇25名◇運動ができる服装で参加■
申 電話で当相談所☎3957−1191へ※先着順。
■

高齢者総合相談センターが主催する
介護予防サロンに参加しませんか?
身近な場所で介護予防に親しんでいただくためのサロンです。
誰にでもできる体操と各種レクリエーション､茶話会などを実施します。
◇対象…65歳以上で普段運動をしていない方
（要支援･要介護認定を受けてい
問 介護予防係☎3981−1564
る方､医師から運動を止められている方を除く）
。 ■

①いけよんサロン
いけよんの郷3階
（池袋4−25−10）
5月14日から 毎月第2火曜日 午前10時〜11時30分
◇いすに座ったままでできる体操とお楽しみレクリエーション
◇池袋1･2・4丁目､池袋本町に在住の方優先
申 電話でいけよんの郷高齢者総合相談センター☎3986−0917へ。
■

②菊かおる園サロン
菊かおる園集会室
（西巣鴨2−30−19）
5月14日から 毎月第2火曜日 午後2時〜3時30分
◇簡単な楽器を使う体操と歌
◇巣鴨3〜5丁目､西巣鴨､北大塚1･2丁目に在住の方優先
申 電話で菊かおる園高齢者総合相談センター☎3576−2245へ。
■

③ふくろうサロン
デイホーム南池袋
（南池袋3−7−8 オリナスふくろうの杜2階）
5月11日から 毎月第2土曜日 午前10時30分〜正午
◇いすに座ったままでできる体操とお茶会など
◇南池袋､雑司が谷､高田､目白1･2丁目に在住の方優先
申 電話でふくろうの杜高齢者総合相談センター☎5958−1208へ。
■

知って安心、食品についての正しい情報
〜食物アレルギーの話〜
問 食品衛生担当係☎3987−4177
■

都内で乳製品にアレルギーのある小学５年生の女児が、給
食のおかわりで粉チーズ入りのチヂミを食べた後に死亡する
という痛ましい事故がありました。
日本では50〜100人に１人
（乳児では10人に1人）
の割合
で、何らかの食物アレルギーを持っています。食物アレルギー
じゅう とく
は、原因物質の成分が微量であったとしても重篤な症状を起
こす場合があります。現在、食物アレルギー表示対象品目は
25品目です。その中でも特に症状が重篤な、または症例数が

多い7品目
（特定原材料：卵、小麦、乳、そば、落花生、
えび、かに）
については、省令で表示が義務付けられ
ています。この７品目に由来する食品添加物につい
ては、表示義務がないキャリーオーバーや加工助剤
に該当する場合であっても最終製品まで記載する必
要があります。ほか、症例数が比較的少ないか、ある
いは重篤な例が少なく、現段階では科学的知見が十
分でないため、通知により表示を推奨される18品目

（あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛
肉、
くるみ、鮭、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつ
たけ、もも、やまいも、
リンゴ、ゼラチン）
があります。
池袋保健所では、事業者に調理品や製造品(調味
料、副原料を含めて)の特定原材料について確認す
るよう指導しています。また、市販されている食品を
抜き取り検査し、特定原材料についても適正な表示
であるかを確認しています。
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学習院大 × 女子栄養大 × 大正大 × 帝京平成大 × 東京音楽大 × 立教大

区内図書館、
地域文化創造館などで

としまコミュニティ大学
マナビトコ−ス

受講生募集

募集期間 4月21日㈰〜5月10日㈮
㈮
開講記念講演

募集案内配布中！

東儀秀樹ト−ク

問 コミュニティ大学グル−プ
■
☎5992−7079

2年間仲間と
一緒に学べる

豊島区内の大学
で学べる

マナビトコ−スは 皆さんの｢学びたい｣を応援します！
区内6大学との協働により多彩なプログラムを展開している
｢としまコミュニティ大学｣が、学年制｢マナビトコ−ス｣1年生を募集します。
※学校教育法で定める正規の大学ではありません。

「雅楽のこころ」

●左記の開講記念講演と、7月20日㈯｢雑司が谷

マナビト まちあるき講座｣への参加が無料。
特典 ●受講料が30%程度割引となります。

雅楽師 東儀秀樹氏

6月15日㈯

※学習院生涯学習センタ−、女子栄養大学、大正大学の講座受講料は
一般・マナビトコースいずれもすでに割引されていますので対象外です。

午後2時〜3時30分
（午後1時30分開場）

継続的に学ぶことで、気づきや受講生間のゆるやかな“知縁”が生まれ、
新しい活動のきっかけづくりをめざします。

大正大学巣鴨キャンパス
（西巣鴨3−20−1）

◆期間…1年次／6月8日
（開講式）
〜平成26年3月と、
2年次／平成26年6月〜平成27年3月の2年間
◆会場…区内6大学
（学習院大学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、
東京音楽大学、立教大学）
、区施設など
◆対象…区内在住、在勤の方、区内で活動している方
（今後活動予定の方も
可）
、受講生同士のゆるやかな知縁を大切にしてくださる方
◆定員…50名
❶ としまコミュニティ大学
◆年間登録料…2,000円
（ほかに参加する
マナビトコ−ス
コミュニティ大学講座の受講料がかかります）
❷ 〒・住所
マナビトコ−ス申込み方法
（ふりがな）
❸ 氏名
Eメ−ルかファクスかはがきで①〜⑧まで記入し、5 ❹ 年齢
月10日午後5時
（必着）
までに｢学習・スポ−ツ課コ ❺ 性別
EM A0014606@city.toshi
ミュニティ大学担当■
❻ 電話番号、ファクス番号
FAX 3981−1577、
あて先1面上部欄外
ma.lg.jp、■
❼ Eメ−ルアドレス
参照｣へ※応募者多数の場合は抽選。結果は5月
❽ 申込みの動機
17日頃通知予定。

◇定員…200名※先着順
◇料金…マナビトは無料
一般1,000円
申 Eメ−ルかファクス
■
（6面記入例
EM A0014
参照）
で｢当グル−プ ■
606@city.toshima.lg.jp、
FAX 3981−1577｣へ※マナビトコ
■
−スとは別に申込みが必要です。

東儀 秀樹氏プロフィ−ル
東儀家は奈良時代から1400年
間雅楽を世襲してきた楽家。雅楽
の持ち味を生かした独自の曲の
創作に励む。大正大学客員教授。

｢マナビトコ−ス｣受講生でなくても、講座を受けて自由に学べます！
としまコミュニティ大学の対象講座にはこのマ−クがついています。

今年もたくさんの講座を開催します！ ※受講料は別途かかります。
学習院大学

｢尖閣諸島 国際法から考える｣（仮）

7月6日㈯ 午後1〜3時
（予定）
◇講師…学習院大学法学部教授／阿部克則氏
◇マナビト700円、一般1,000円
（仮）
東京音楽大学 「オペラの楽しみ方」

10月開催予定
◇講師…東京音楽大学講師／伊藤隆浩氏ほか
◇マナビト700円、一般1,000円

大正大学

｢近世の古文書を読む｣

帝京平成大学 ｢がん全般について｣

歯
科

休日診療所

内
科
・
小
児
科

池袋休日診療所

4月28日㈰･29日㈪
5月3日㈮〜6日㈪
池袋歯科休日応急診療所

所在地

午前9時〜正午
4月27日㈯〜29日㈪
東池袋1−20−9
午後1時〜9時30分
5月3日㈮〜6日㈪
※27日㈯のみ午後5時から 池袋保健所6階

長崎休日診療所

午前9時〜正午
午後1時〜4時30分
午前9時〜午後4時30分
（要電話予約）

4月27日㈯〜29日㈪
午前9時〜午後9時40分
5月3日㈮〜6日㈪

｢ウグイスが春に鳴くわけ｣

12月7日㈯ 午後1時30分〜3時30分
◇講師…立教大学理学部教授／上田恵介氏
◇マナビト700円、一般1,000円

問 地域保健課管理グループ☎3987−4203（4月27〜29日、5月3〜6日は☎3981−1111へ）
■

受診の際は健康保険証を必ずお持ちください（当日健康保険証がない場合は全額負担し､後日清算となります）。
長崎休日診療所では､今年4月より院内処方を行なっています。
受付時間

に6大
踏破記念 レゼント
プ
を

5月23日㈭ 午後3時〜4時30分
◇講師…女子栄養大学学長／香川芳子氏
◇マナビト・一般とも1,000円

立教大学

7月27日㈯ 午後2時〜3時30分
◇講師…帝京大学医学部内科学講座教授／江口研二氏
◇マナビト500円、一般700円

【連休中（4月27〜29日､5月3〜6日）の休日診療所】

診療日

破に
6大学踏ンジ！
チャレ 学グッズ

群点数法−健康に過ごすための食事｣
女子栄養大学 ｢四群点数法

5月10・17・24日 金曜日 午後2時50分〜4時20分
◇講師…大正大学教授／小此木 輝之氏
◇マナビト・一般とも3,000円

連休中の休日診療･救急医療機関などのご案内

診療機関

受けたい講座は
自分で選べる

電話番号

救急告示医療機関（14ヵ所）
医療法人社団生全会

東池袋1−20−9
5985−5577
池袋保健所6階
あぜりあ歯科診療所内

所在地

電話番号

池袋病院

東池袋3−5−4

3987−2431

岡本病院

東池袋2−5−5

3987−6580

医療法人社団愛語会

要町病院

要 町1−11−13

3957−3181

医療法人社団日心会

総合病院

北大塚1−18−7

3918−1215

医療法人社団瑞雲会

高田馬場病院

高 田3−8−9

3971−5114

大同病院

高 田3−22−8

3981−3213

東京都立大塚病院

南大塚2−8−1

3941−3211

としま昭和病院

南長崎5−17−9

3953−5555

3982−0198

長崎2−27−18（3階） 3959−3385

東池袋1−20−9
池袋保健所1階

＜豊島区内救急医療機関＞
※診療科目が限定される場合があります。必ず電話確認してから受診ください。

医療法人社団仁泉会

一心病院

豊島中央病院

上池袋2−42−21

3916−7211

医療法人社団大成会

長汐病院

池 袋1−5−8

3984−6161

東京都保健医療情報センター

医療法人社団雙和会

原整形外科病院

西池袋3−36−23

3988−5005

●｢ひまわり｣による医療機関案内サ−ビス ☎5272−0303
HP
インタ−ネットによる医療機関検索･案内 ■http://www.himawari.metro.tokyo.jp/(パソコン用)
HP
■http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/(携帯電話用)

医療法人社団卓秀会

平塚胃腸病院

西池袋3−2−16

3982−1161

医療法人社団東弘会

山川病院

南大塚3−9−11

3982−7798

医療法人社団育生會

山口病院

西巣鴨1−19−17

3915−5885

薬
局

池袋あうる薬局

※豊島こども救急クリニック（都立大塚病院内）は､平日夜間診療のため連休中は実施していません。

3984−7540
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