
国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

心身障害者福祉センター をご利用くださいご利用くださいご利用ください

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

税・国保・年金税・国保・年金

子育て・教育子育て・教育

福  祉福  祉

環境・清掃環境・清掃

海外居住の方も
国民年金に加入できます

海外に住んでいる公的年金に加入
していない日本国籍の方で、①か②
に該当する方は国民年金に任意加入
できます。①20歳以上65歳未満の方、
②昭和40年4月1日以前に生まれた
65歳以上70歳未満の方（老齢基礎年
金の受給資格を満たすことになった
方は不可）。加入の際、国民年金保
険料口座振替の申込みと、国内代理
人の協力者登録が必要です。
出国時にはそれまで居住していた
区市町村へ、帰国時には転入した区
市町村への届出が必要です。
◇加入手続場所…出国直前の住民登
録地が豊島区の場合は区国民年金グ

ループ、区外の場合は住所地の区市
町村の国民年金担当窓口
◇持参するもの…年金手帳、口座振
替の通帳、通帳届出印、協力者の住
所・氏名のわかるもの。本人が申請
できない場合は委任状と認印と代理
人の身分証明書も持参。
※老齢基礎年金を受給するためには、
25年の支払・免除期間が必要です。
█問国民年金グループ☎3981‐1954、
池袋年金事務所3988‐6011

妊婦さんへ
「ゆりかご・としま事業」の開始
に伴い面接券を送付します

7月15日から助産師または保健師
による、妊婦さん全員への面接を実
施します。該当者にはご案内を順次

発送します。面接終了後には、妊婦
の方限定の子育て応援グッズをプレ
ゼント。すでに面接を終了している
方には、子育て応援グッズの引換券
を送付します。詳細は、区ホームペ
ージをご覧ください。
█問健康推進課健康係☎3987‐4172

離乳食講習会

8月4日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇お口の機能の発達
と虫歯予防・発達に合わせた食べ方
と調理のポイント（保護者のみ試食）
◇初期食から完了期食の赤ちゃんと
保護者◇30組
█申電話で当相談所栄養担当係☎3957
‐1191へ※要予約。先着順。

ノーバディーズパーフェクト
～完璧な親なんていない～自分ら
しい子育てを見つけよう（全6回）

9月3日～10月8日 木曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇区内在住で0～1歳の第
一子を育てている35歳以下の方で、
全回参加できる方◇10名
█申電話で7月27日～8月7日の間に
当センター☎5980‐5275へ※応募者
多数の場合は抽選。当選者には後日
電話連絡。

介護サービスを利用せずに
要介護4か5の家族を在宅介護
している方へ

次の①～③すべてに当てはまる場
合に家族介護慰労金の申請を受け付
けます。①1年以上区内在住で、介
護保険の要介護4か5の家族を、同
居または同居に準ずるかたちで介護
している、②介護を受けている方と
介護者の方が、いずれも区民税非課
税世帯、③要介護4か5の認定期間
内に、介護サービスを受けていない

期間が1年以上ある、かつ過去1年
間に継続して3か月以上の入院をし
ていない。※年7日以内の短期入所
サービス利用は除く。
◇支給額…100，000円※1回限り
詳しくは事前に介護保険課管理グル
ープへ問い合わせてください。
█問当グループ☎3981‐1942

豊島区内特別養護老人ホーム
合同就職説明会

7月23日㈭ 午前10時～午後4時
としまセンタースクエア◇福祉や介
護に関わる仕事に就職を希望する方
を対象に、区内の特別養護老人ホー
ム事業者の各ブースで説明および個
人相談◇当日直接会場へ。
█問高齢者福祉課高齢者事業グループ
☎4566‐2432

環境とリサイクルに関する
ポスターコンクール作品募集

◇テーマ…地球温暖化対策、緑化推
進、エコドライブ、ポイ捨て・歩き
たばこ・落書きの防止、ゴミの減量、
リサイクル、地球環境にやさしい生
活、節電など
◇対象…区内在住、在学の小・中学
生
█申区内の学校に通学する方は学校を
通じて作品を提出。区外の学校に通
学する方は8月31日～9月4日（必
着）の間に環境事業グループへ郵送
か直接持参※詳しくは募集案内（当
グループで配布。区ホームページか
らも

�平成26年度 中学生
の部最優秀作品

ダウンロード
可）をご覧くださ
い。
█問当グループ☎
3981‐2771

●相談事業
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が、身体障害者や高
次脳機能障害と診断された方、そのご家族の相談に応じます。また、月1
回予約制で、リハビリテーション医相談、中途障害に関する心理相談、高
次脳機能障害者専門相談も実施しています。
●通所事業
◇自立訓練（機能訓練）…身体障害者手帳をお持ちの18～65歳未満で医療機
関でのリハビリが終了した方を対象に、理学療法・作業療法・言語療法・
生活リハビリを行ないます。利用には料金などがかかります。介護保険の
通所サービスとの併用はできません。
◇地域活動支援センター事業…18～65歳未満の、脳血管障害や疾病による
中途障害の方を中心に、仲間づくりの場としてゲームや創作活動、園芸や

地域との交流などを行なっています。利用には材料費などの実費がかかり
ます。
●自主グループ活動
身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方やその支援

をしている方が、障害者スポーツ活動（ボッチャ）、調理、麻雀、囲碁など
のグループ活動をしています。
●その他
障害者の情報取得支援のためのパソコン教室、高次脳機能障害について

の講演会なども行なっています。

※各事業の詳細や申込み方法は、当センターへ問い合わせください。

7月25日㈯※雨天時は26日㈰ 午前10時～午後2時 池袋本町公園内
◇水着か濡れてもよい服装で参加。ビーチサンダルなど持参
◇当日直接会場へ。
█問NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
☎090‐3519‐3745

心身障害者福祉センターでは、身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方や高次脳機能障害の診断を受けた方、そのご家族や支援
をされる方などを対象に、社会参加を進めるための各種事業を行なっています。 █問心身障害者福祉センター☎3953‐2811、█FAX3953‐9441

納付忘れはございませんか？今一度ご確認ください

7/21 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護
保険料は毎月末日（月末が土·日曜日、祝日の場合
は翌営業日）が納期限です。平成27年（2015年）
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池袋本町プレーパーク
恒例1日だけのウォーター
スライダーとバーベキュー

●「広報としま」は、新聞折り込みで配布しています。そのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート（区内全店）などに置いてあるほか、希望する区民の方に配達しています。
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会場 期間

池袋スポーツ
センター
（上池袋2‐5‐1）

9月1日～12月3日
火・木曜日
午後2時15分～3時
45分

東電さわやか
ケアポートとしま
（北大塚1‐12‐15）

9月7日～12月7日
月・木曜日
午後1時15分～2時
45分

ワールドウィング
池袋
（南池袋3‐13‐8）

9月8日～12月4日
火・金曜日
午後1時30分～3時

デサント椿ホール
（目白1‐4‐8）

9月10日～12月1日
火・木曜日
午後2時～3時30分

会場 期間

ルネサンス早稲田
（高田1‐19‐24）

9月7日～10月26日
月曜日
午後2時～3時30分

セントラル
ウェルネスクラブ
上池袋
（上池袋1‐37‐16）

9月8日～11月10日
火曜日
午後2時～3時30分

池袋スポーツ
センター
（上池袋2‐5‐1）

9月9日～11月4日
水曜日
午後3時～4時30分

池袋スポーツ
センター
（上池袋2‐5‐1）

9月10日～10月29日
木曜日
午後2時45分～4時
15分

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます 講演・講習講演・講習

池西フリマ出店者募集

8月22日㈯ 午前11時～午後4時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止◇100店舗（1店舗面積2m×2m）
※営業目的は不可◇2，000円
�パネル展示…環境問題に取り組む
企業、団体のパネル展示◇5団体◇
5，000円
█申ファクスか Eメールで、「としま
NPO推進協議会█FAX5951‐1508、█EM
en@toshima-npo.org」へ※1名
（1グループ）1通のみ。応募者多数
の場合は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

都市計画公園（西巣鴨公園）都市計
画変更原案の縦覧と意見書の募集

◇変更内容…都市計画公園の名称、
位置、区域、面積について。対象区
域…東池袋四丁目41番・42番街区
◇縦覧期限など…7月23日㈭まで
都市計画課窓口
◇意見書提出期限…7月30日㈭
詳しくは区ホームページをご覧くだ
さい。
█問当課都市計画グループ☎4566‐
2632

あなたの声を聞かせてください
「男女共同参画社会に関する住
民意識調査」にご協力ください

男女共同参画社会に関する実態や
意識をお聞きし、今後の施策の参考
とするための調査を実施します。
◇対象…区内在住で満20歳以上の男
女各750名（無作為抽出）
◇回答期限…8月7日まで
◇実施方法…郵送配布・郵送回収
█問男女平等推進センター☎5952‐
9501

有料広告募集

高齢者インフルエンザ予防接種の

お知らせの封筒に掲載する広告を募
集しています。お知らせは対象者の
自宅に郵送しています。
◇部数…約50，000通
◇郵送時期…9月下旬（予定）
◇料金…30，000円（長3封筒裏面7
×9㎝・刷色1色）、50，000円（長3
封筒裏面7×18㎝・刷色1色）
█申電話で8月5日までに池袋保健所
健康推進課☎3987‐4173へ。

シニア向けトレーニングのご案内

※要支援・要介護認定を受けていな
い65歳以上の方向け。
①高齢者マシントレーニング（全24
回）…高齢者用マシンを使い、筋力
や柔軟性を高めます◇週2回◇15名
◇6，600円

②高齢者水中トレーニング（全8回）
…水中歩行など、関節の負担を軽減
した運動で筋力を高める◇週1回◇
15名◇2，400円

█申①②とも往復はがき（4面記入例
参照。希望会場も記入）で8月5日

（必着）までに高齢者福祉課介護予防
グループへ※応募者多数の場合は抽
選。重複申込み不可。
█問当グループ☎4566‐2434（平日の
み）

ぜん息水泳教室開催講座
「保護者のためのやさしい基礎
知識～小児ぜん息について」

8月4日㈫ 午前10時30分～11時
30分 雑司が谷地域文化創造館◇学
童・思春期のぜん息の特徴と自己管
理の大切さを学ぶ。講師…ときわ台
はしもと小児科アレルギー科院長／
橋本光司氏◇気管支ぜん息などにか
かっている区内在住の小学1年～中
学3年生の子どもを持つ保護者※水
泳教室参加者以外も申込み可◇20名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※要予約。先着順。

健康チャレンジ！対象事業
第3回健康講座「専門医が伝えた
い！ 気管支ぜん息のセルフコン
トロールと効果的な受診の仕方」

8月20日㈭ 午後2～4時 池袋
保健所◇専門医から気管支ぜん息の
知識を学び、自己管理に役立てる。
講師…みやけ医院院長／三宅修司氏
◇区内在住の呼吸器疾患でお悩みの
方やその家族◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※要予約。先着順。

第29期青少年問題協議会委員

◇区内在住で、夜間を含む平日の協
議会（年2回程度）に出席が可能な方
◇青少年の指導、育成、保護および
矯正に関する総合的な施策について
審議◇報酬…1回13，700円（交通費
なし）◇任期…委嘱の日から2年◇
2名◇選考…作文などをもとに選考
※選考結果は全員に通知█申応募用紙
（子ども課で配布。区ホームページ
からもダウンロード可）と作文（「応
募の動機」をテーマに原稿用紙800字

以内）を、8月13日（必着）までに子
ども課管理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2471

子ども・子育て会議委員

◇小学生以下の子どもがいる区内在
住の保護者で、夜間を含む平日の協
議会（年数回程度）に出席可能な方◇
子ども・子育て支援制度の計画的な
推進に関すること、当該施策の実施
状況の調査審議◇報酬…1回13，700
円（交通費なし）◇任期…委嘱の日か
ら2年◇3名◇選考…書類※選考結
果は全員に通知█申応募用紙（子ども
課で配布。区ホームページからもダ
ウンロード可）と作文（「地域の子育
て支援」などについての意見。原稿
用紙800字以内）を、8月13日（必着）
までに子ども課管理グループへ郵送
か持参。
█問当グループ☎4566‐2471

豊島区景観計画策定検討部会
（第7回）

7月23日㈭ 午前10時から 区役
所本庁舎8階804会議室◇案件…豊
島区景観計画（原案）などについて◇
当日直接会場へ。
█問街並み景観グループ☎4566‐2633

豊島区保健福祉審議会（第1回）

7月27日㈪ 午後6時30分から
区役所本庁舎5階507～510会議室
█申電話かファクスで当日午後5時ま
でに「福祉総務課計画グループ☎
4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

豊島区基本構想審議会（第8回）

7月29日㈬ 午後6時30分から
区役所本庁舎5階507～510会議室◇
当日直接会場へ。
█問企画課長期計画グループ☎4566‐
2514

豊島区行政情報公開・個人情報
保護審議会

7月30日㈭ 午後3時から 区役
所本庁舎5階509会議室◇当日直接
会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

新庁舎落成記念書展

7月28日㈫～8月2日㈰ 午前10
時～午後5時（最終日は午後3時ま
で） としまセンタースクエア◇当
日直接会場へ。
█問豊島区書道会 平塚☎3946‐8425

「夢の虹」イベント

8月1日㈯ 午後5時～午後9時
南長崎1～6丁目各所（通称“トキワ
荘通り”を起点）◇募集した「夢」のイ
ラストなどを使い、総延長300メー
トルの道にモザイクアートの虹を描
く。
�「夢」の募集…申込み方法など詳細
はトキワ荘通り協働プロジェクトホ
ームページ█HPhttp：//tokiwaso-str
eet.jp/rainbow7rch/参照。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

第37回子育て地蔵まつり

8月1日㈯※雨天時は2日 午後
5～8時 トキワ荘通りお休み処周
辺◇スタンプラリー・ゲームコーナ
ー・模擬店など◇当日直接会場へ。
█問目白通り二又商店会☎3951‐1963

「赤い鳥」を語り継ぐおばあちゃ
んのおはなし会

8月8日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷宣教師館◇大正時代に創刊
した童話・童謡雑誌「赤い鳥」の読み
聞かせ。小川未明「おかまの唄」、鈴

かはうそ

木三重吉「水獺」。講師…詩人／小森
香子氏◇当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

目白庭園 赤鳥庵

①赤鳥コンサート～チェロと癒しの
調べ～…8月2日㈰ 午後6～7時
◇50名◇1，000円
②第5回子ども茶道体験…8月9日
㈰ 午前11時～正午◇日本の伝統文
化“茶道”を体験◇15名◇800円
█申①②とも往復はがきかファクスか
Ｅメール（4面記入例参照。ファク
ス番号、②は子どもの氏名と年齢も
記入）で、①は7月31日、②は8月
3日（いずれも必着）までに「〒171‐
0031 目白3‐20‐18 目白庭園」、

█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp へ。当庭園管理
事務所で直接申込みも可。電話申込
み不可※先着順。
█問当庭園☎5996‐4810（平日）

小学生親子で楽しむ工作教室
～色えんぴつで☆プラバンキー
ホルダーを作ろう～

8月7日㈮ 午前10時30分～11時
30分、午後1時30分～2時30分 西
池袋第二区民集会室◇区内在住の小
学生とその家族（4年生以上は子ど
ものみの参加も可）◇各回15名
█申電話で8月3日までに福祉ホーム
さくらんぼ☎5396‐9581へ※先着順。

「いのちの森」夏の自然観察会
夏の生きものを見つけよう！
～ポケットガーデン作り～

8月23日㈰ 午前9～11時 みら
い館大明◇①フィールドワーク「み
らい館大明の夏の自然観察」、②講
座と実習「地域の生物多様性とポケ
ットガーデン作り」◇自然体験活動
などに興味のある方（小学3年生以
下は保護者同伴）◇25名
█申電話かファクスか Eメールで「環
境政策課環境事業グループ☎3981‐
2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

郷土資料館

�夏の収蔵資料展…8月30日㈰まで
午前9時～午後4時30分※月曜日、
第3日曜日、祝日を除く
�展示みどころ解説…7月25日、8
月22日 土曜日 午後2時～2時40
分◇当館学芸スタッフがみどころを
案内
いずれも当日直接展示室へ。
█問当館☎3980‐2351

ダンス&パフォーマーフェステ
ィバル出演者募集

10月17日㈯・18日㈰ 午前11時～
午後7時 池袋西口公園野外ステー
ジ◇ダンスチーム・シンガー・パフ
ォーマーなど（1チーム20分以内）。
ゲストダンサー…TRIQSTAR◇各日
20チーム◇1名3，000円█申ファクス
か Eメール（4面記入例参照。出演
希望日、チーム名、代表者連絡先、
ジャンルも記入）で9月20日までに

「NPO 法人Wa‐shoi█FAX3957‐2654、
█EMwa-shoi@outlook.jp」へ※先着
順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

東京音楽大学

①打楽器教員によるコンサート…9
月12日㈯ 午後4時開演
②第7回声楽教員によるコンサート
…9月19日㈯ 午後4時開演
①②とも◇東京音楽大学100周年
記念ホール（南池袋3‐4‐5）◇
806名※要座席整理券█申往復はがき
で①は7月31日、②は8月7日（い
ずれも消印有効）までに「〒104‐
0031 中央区京橋3‐6‐21 十合
ビル4階 新演奏家協会・東京音大
①打楽器、②声楽教員コンサート係」
へ。※1通で1名のみ。応募者多数
の場合は抽選。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

みらい館大明 主催講座

①たいめい花火大会…8月1日㈯
午後6～8時※雨天中止◇レクリエ
ーションと手花火
②子どもモノづくり学校シリーズ
「池袋子ども映画プロジェクト」（全
4回）…8月10日㈪・11日㈫・17日
㈪・18日㈫ 午前10時～午後4時◇
子どもたちの自由な発想で映画制作。
講師…映像製作ディレクター／けん
もく やすお氏◇小学生以上◇12名
※保護者の見学歓迎◇500円
③パソコン講座…費用など詳しくは
問い合わせてください。
�初めての文字入力（パソコン体験）
…8月26日㈬、�インターネット入
門…8月27日㈭、�チラシ作成入門
夜間講座（ワード2007）…9月2日㈬、
�表作成入門（エクセル2007）…9月
6日㈰、�表作成入門（エクセル
2007・全3回）…8月27日～9月10
日 木曜日、�地図作成（ワード2007
経験者向け）…9月10日㈭、�グラ
フ作成や印刷など（エクセル2007経
験者向け）…9月17日㈭
█申①は当日直接会場へ。②③は電話
か Eメールで「当館☎3986‐7186、
█EMmiraikan_taimei@yahoo.co.jp」
へ※直接窓口申込みも可。先着順。

出張・出前講座

①「プリンのいろいろ」…8月3日㈪
午後1時30分～2時30分 区民ひろ
ば豊成◇市販のプリンの原材料を比
較。講師…東京都消費者啓発員
②「悪質商法にご用心」…8月4日㈫
午後2時40分～3時10分 区民ひろ
ば仰高◇最近の事例と注意点を紹介。
講師…全国消費生活相談員協会
①②とも◇当日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

認知症についての講演と懇談会
～予防・早めの気づきと安心生
活のために～

8月19日㈬ 午前10時～正午 区
民ひろば南大塚◇第1部…講演／認
知症予防・医療・地域づくりなど。
講師…東京都健康長寿医療センター
研究所医師／藤原佳典氏、第2部…
懇談会／「認知症ケアパス」利用方法
の説明や個別相談◇区内在住、在勤
で、認知症に関心のある方や介護し
ている方◇30名
█申電話で8月15日までに東部高齢者
総合相談センター☎5319‐8703へ※
先着順。

若者支援事業

①バタフライカフェ…8月23日㈰
正午～午後4時◇「蝶の道プロジェ
クト」活動説明、展示。茶菓あり。
進行…立教大学社会学部学生
②若者スタートアップ企画「ロック
を語ろう～好きな音楽には理由があ
る～」…8月23日㈰ 午後5～7時
◇ロック史のレクチャー、語り合い
あり。講師…国立音楽大学大学院生
／小林篤茂氏◇20名◇500円
①②とも◇みらい館大明█申①は当

日直接会場へ。②は電話かＥメール
で「みらい館大明☎3986‐7186、█EM
miraikan_taimei@yahoo.co. jp」
へ※直接窓口申込みも可※先着順。
█問当館☎3986‐7186

第1回障がい者スポーツ応援フェア

8月1日㈯ 午前10時～午後1時
帝京平成大学池袋キャンパス（東池
袋2‐51‐4）◇選手によるデモン
ストレーション、パネルディスカッ
ション◇当日直接会場へ。
█問当大学☎5843‐3111

◇大気汚染物質…大気汚染と気象項目は常時測定。光化学オキシダントが環
境基準を非達成。
◇ダイオキシン類濃度
�大気…年平均値は0．040ピコグラム―ＴＥＱ／大気1㎥。大気環境基準値
（0．6以下）を下回る。
�土壌…測定値は0．70～6．6ピコグラム―ＴＥＱ／土壌1ｇ。全地点で土壌
環境基準値（1，000以下）を下回る。

◇騒音・振動…幹線道路を中心に道路交通騒音・振動を測定。騒音・振動の
低減に向けて関係機関への要望活動を行なっています。
詳しい調査結果は、区ホームページをご覧ください。

問は［問い合わせ先］、申は［申込み先］、HP は［ホームページ］、EM は［Ｅメール］、FAXは［ファクス］、�は［フリーダイヤル］、保は［保育あり］です。※費用の記載がない事業は無料です。

●車道の左側走行が原則です…歩道を通行できるのは「通行可」の標識や表
示がある場合、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体に障害のある
方が運転している場合、車道で道路工事をしているなど車道通行が危険な
場合です。歩道を通行する場合でも、歩道は歩行者優先です。徐行や一時
停止をするなど安全運転をしましょう。
●安全ルールを守りましょう…飲酒運転は犯罪行為です。二人乗り、並進、
傘さし運転、スマートフォンなどを使いながらの運転も法律違反です。ブ
レーキや前照灯を備えた自転車に乗り、信号や標識を守りましょう。夕暮
れ時は早めにライトを点け、反射材を利用して事故防止に努め、自転車を
止める時は駐輪場に入れて鍵をかけましょう。
●ヘルメットを着用しましょう…幼児・児童を自転車に乗車させる時は、
自転車用ヘルメットを着用させて転倒事故から守りましょう。

●6月1日から改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転者講習会制度が
新設されました…自転車乗用中に信号無視などの危険な違反行為を3年以
内に2回以上繰り返して行なった場合、都道府県公安委員会が行なう自転
車運転者講習（有料）を受けることになります。受講命令に従わない場合、
50，000円以下の罰金が科せられます※制度や危険な違反行為の詳細につい
ては最寄りの警察署へ尋ねてください。
●歩行者のマナー…歩きながらスマートフォンなどを使用することによる
事故が問題となっています。歩行者も安全に配慮しましょう。

二酸化窒素 浮遊粒子状物質
一酸化
炭 素

光化学
オキシ
ダント

二酸化
硫 黄

測定場所 池袋 巣鴨 長崎 池袋 巣鴨 長崎 池袋 巣鴨 長崎
環境基準適否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

道路名 測定地点 車線数
騒 音 振 動
昼 夜 昼 夜

首都高速5号線（南） 南池袋4‐18 4 ○ ×
明治通り（環5の1） 目白1‐1 4 ○ × ○ ○
※道路交通騒音・振動の要請限度…公安委員会などに騒音・振動対策を要請する際の基準

調査地点
環境基準
適否

区民ひろば清和第二（巣鴨） ○
長崎健康相談所（長崎） ○
豊島清掃工場内（上池袋）※ ○
池袋本町小学校（池袋本町）※ ○
千登世橋教育文化センター
（雑司が谷）※

○

※は東京二十三区清掃一部事務組合調査

調査地点
環境基準
適否

椎名町公園（南長崎） ○
豊島清掃工場内（上池袋）※ ○
学習院大学（目白）※ ○
池袋本町公園（池袋本町）※ ○
巣鴨公園（北大塚）※ ○
千早公園（千早）※ ○
※は東京二十三区清掃一部事務組合調査

平成26年度 環境調査結果報告 █問公害対策係☎3981‐2405 表2 大気中のダイオキシン類測定結果 表3 土壌中のダイオキシン類測定結果

█問庶務・交通安全グループ☎3981‐4856

表4 道路交通騒音・振動の要請限度適否表1 主な大気汚染物質の環境基準適否
自転車でも事故を起こすと刑事上の責任を問われ、相手に怪我を負わせ
た場合は損害賠償責任も発生します。万が一の事故に備えて保険に加入
しましょう。「ＴＳマーク」のある自転車整備店で点検・整備を受け、
「ＴＳマーク」を貼ってもらうと保険が付帯されます。

2 3広報としま情報版 平成27年（2015年） 7月21日号 No.1652 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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http://www.toshima-mirai.jp

区民ひろば

講演・講習講演・講習

職員採用

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

夏休み親子体験教室
たけ う ち わ

「押し花でオリジナルの竹団扇
をつくろう！」

8月22日㈯ 午前10時～正午 雑
司が谷旧宣教師館◇区内在住、在学
の小学1～6年生とその保護者◇5
組10名█申往復はがき（右部記入例参
照。学年も記入）で8月5日（必着）
までに「〒171‐0032 雑司が谷1‐
25‐5 雑司が谷旧宣教師館」へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3985‐4081

パソコン&iPad（タブレット）教室

�無料体験教室…①9月2日㈬ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…②8月5日～9月2
日 水曜日 午前10時～11時30分◇
5，500円、�ワードⅠ（全4回）…③
8月4日～9月1日 火曜日 午後
3時～4時30分◇5，700円、�iPad
（タブレット）入門（全4回）…④8月
1～29日 土曜日 午前10時～11時
30分、⑤8月3～31日 月曜日 午
後0時45分～2時15分◇④⑤とも
5，800円
いずれも◇8月9～16日は休講◇

シルバー人材センター█申①～⑤を選
び、往復はがきかファクスで「〒170
‐0013 東池袋2‐55‐6 シルバ
ー人材センター」、█FAX3982‐9532へ。
█問当センター☎3982‐9533

大正大学オープンカレッジ
（豊島特別受講制度）

①「源氏物語と仏教」（全5回）…9月
25日～10月23日 金曜日 午前10時

50分～午後0時20分
②「密教の歴史～インド密教から真
言宗へ～」（全5回）…9月28日、10
月12・26日、11月9・30日 月曜日
午後2時50分～4時20分
①②とも◇大正大学（西巣鴨3‐

20‐1）◇30名◇区内在住、在学、
在勤の方は5，000円※申込み時に明
記（その他の方は10，000円）。別途登
録料500円（初回のみ）█申ファクスか
Eメールで「大正大学鴨台プロジェ
クトセンター█FAX5394‐3062、█EMoud
ai-project@mail.tais.ac.jp」へ※先
着順。
█問当センター☎5394‐3062

淑徳大学公開講座

①「赤ん坊のこころの発達」…8月1
日㈯、②「実務にすぐ役立つリーダ
ー論」（全5回）…7月24日～9月25
日 金曜日
いずれも当大学池袋サテライト・

キャンパス（南池袋1‐26‐9 第
2MYTビル7階）
█申費用など詳細の問い合わせ、申込
みは「当大学池袋サテライト・キャ
ンパス☎5979‐7061、█FAX3988‐7470、
█EMext@ccb.shukutoku.ac.jp」へ。

訪問看護指導員（非常勤職員）

◇任期…10月1日～平成28年3月31
日※更新制度あり█申申込書（高齢者
福祉課で配布）と課題作文を7月31
日までに高齢者福祉課へ持参。
█問当課地域ケアグループ☎4566‐
2430

区民ひろば朝日

8月1日㈯～31日㈪◇改修工事の
ため。
█問地域区民ひろば課自主運営支援グ
ループ☎3981‐1507

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
方たちに、気づきや声かけなどの活
動を行なう地域の小さなアンテナ役
「地域福祉サポーター」を募集します。
◇応募資格…区内在住、在学、在勤
の18歳以上の方（高校生不可）。難病
や障がいのある方も応募可※サポー
ターをお願いする方には研修あり。
�説明会…8月27日㈭ 午前11時～
正午 区役所旧庁舎ボランティアセ
ンター活動室
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

●豊島都税事務所
「災害などで甚大な被害を受けた方
には都税を減免する制度があります」
風水害や地震、火災などで甚大な
被害を受けた場合、納期限が到来し
ていない税金を被災の程度などによ
り軽減または免除する制度や、納税
を猶予する制度があります。詳しく
は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

◆豊成
①「夕涼みコンサート」～フォルク
ローレ（南米民族音楽）の演奏と子
ども向け映画会～…7月25日㈯
午後3時30分～5時◇フォルクロ
ーレ演奏…クレナンダ
②アクティブシニア向け「脳トレ
ステップ」…毎月第1・3水曜日
午後1時30分～2時30分◇楽しく
ステップを踏みながら脳の活性化
に役立てる。講師…ダイヤビック
インストラクター／篠原あや子氏
①②とも◇当日直接ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494

◆清和第二 「はじめてのパソコ
ン教室（全4回）」…8月4・18日、
9月1・15日 火曜日 午後1時
15分～2時15分◇初心者向けのパ
ソコン教室。講師…神尾 守氏◇
4名
█申7月25日から電話☎5961‐5756
か直接当ひろば窓口へ※先着順。
◆高松 「戦争を語り継ぐ2015～
戦争を知り、平和を考える～」…
8月8日㈯ 午後1時30分～3時
30分◇一部…講演（報道写真家／
石川文洋氏）、二部…絵本の朗読
ほか◇当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032

区内3か所の定点測定施設での、
空間（大気）放射線量測定の結果、
区の目標値である0．23マイクロシ
ーベルト／時間未満の値でした。
※詳しくは区ホームページをご覧
ください。
█問公害対策係☎3981‐2405

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第177回庁舎ランチタイムコン
サート
8月4日㈫ 正午から としま

センタースクエア◇演奏…サクソ
フォーンカルテット&ピアノ、曲
目…ハナミズキ、情熱大陸ほか◇
当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆ワークショップ
「としま太鼓道場」（全4回）
9月16日㈬・28日㈪、10月1日

㈭・7日㈬ 午後6～8時 豊島
公会堂◇講師…秩父社中家元／二
代目髙野右吉◇区内在住、在勤、
在学の小学4年生以上※小学生は
保護者同伴◇20名◇1，000円█申往
復はがき（上部記入例参照。在勤、
在学者は勤務先、学校名も記入）
で、8月25日（必着）までに「〒170
‐0013 東池袋1‐20‐10 とし
ま太鼓道場係」へ※先着順。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆区民センターイベント
①「わいわいひろっぱ」…8月1日
㈯ 午前10時～午後3時◇幼児～
小学生先着100名に福袋プレゼン
ト◇当日直接会場へ。イベント
「ミニASIMOを作ろう！」は、ホ
ールセクションへ要電話予約（30
名※先着順）。
②「池田厚子のハワイアンキルト
教室～トートバッグを作ろう！」
…9月25日～12月4日 隔週金曜
日 午後2～4時◇20名◇11，000
円█申往復はがきで8月21日（必着）
までに「〒170‐0013 東池袋1‐
20‐10 ハワイアンキルト教室係」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問ホールセクション☎3984‐7601

◆勤労福祉会館 秋の文化カレッジ
①「東京オリンピックのおもてな
しを目指して～初心者からの英会
話講座～」（全4回）…10月17日～
11月14日 土曜日 午後1～3時
（1・4回目は午後4時まで）◇講
師…都立松原高校／ダンラップ・
ベンジャミン氏◇25名◇2，900円
②満田剛の「世界史を通して見た
現代中国」（全4回）…9月17日～
10月29日 木曜日 午後7時～8
時30分◇講師…東洋哲学研究所／
満田 剛氏◇30名◇3，000円
①②とも◇区内在住、在学、在
勤の18歳以上█申往復はがきで8月
20日（必着）までに当館へ※駒込を
除く各地域文化創造館で窓口申込
みも可（千早は8月10日から）。
█問当館☎3980‐3131（〒171‐0021
西池袋2‐37‐4）
◆千早地域文化創造館イベント
①「千川亭落語会」…8月8日㈯
午後1時開演◇当日直接会場へ。
②オールディーズ・ポップスコン
サート16「懐かしのハワイアン&
フラダンス」…8月29日㈯ 午後
2～4時◇80名◇600円█申7月21
日から電話で当館へ。8月10日か
らは窓口でも受付可※先着順。
③旧長崎町なるほどゼミナールⅣ
「アトリエ村の芸術家たち～アト
リエ村を歩く」（全3回）…9月19
日～10月3日 土曜日 午後2～
4時◇区内在住、在学、在勤の18
歳以上◇1，700円█申往復はがきで
8月20日（必着）までに当館へ※駒
込を除く各地域文化創造館で窓口
申込みも可（千早は8月10日から）。
█問当館☎3974‐1335（〒171‐0044
千早2‐35‐12）

6月
測定日

仰高小学校
（駒込5丁目）

朋有小学校
（東池袋4丁目）

要町保育園
（要町3丁目）

11日 0．05 0．07 0．06

25日 0．04 0．06 0．06

※測定結果は校庭などの地上1ｍのもの。
※単位はマイクロシーベルト／時間。

4 広報としま情報版 平成27年（2015年） 7月21日号 No.1652 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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