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国際アート・カルチャー都市としま
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1948年　池袋駅東口ヤミ市（東京都建設局提供）
多くの看板が立ち並んだ、木造長屋式｢東口マーケット｣
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池袋＝自由文化都市プロジェクト
｢池袋学｣座長インタビュー
戦後｢ヤミ市｣時代の証言
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　戦後70年の節目にあたり、ヤミ市を新たな切り口で検証する
意義について、「池袋＝自由文化都市プロジェクト」の呼びかけ
人であり、「池袋学」の座長も務める渡辺憲司 立教大学名誉教
授・自由学園最高学部長にお話を伺いました。

――まず、昨年「池袋学」を開講したねらいを教えてください
●豊島区はずっと「文化創造都市」をキャッチフレーズに掲げてきま
したね。その牽引的存在である東京芸術劇場と立教大学のアカデミ
ズムが連携して、都市文化の生成を歴史的にふり返り、そこから新
しい文化が生まれるきっかけを創りたいと考えました。
――歴史的に見ると池袋にはどんな特徴や魅力がありますか？
●池袋は主に明治以降、鉄道や駅を中心に「交流する文化」というようなもの
がありました。多くの自立をめざす女性たちが集まってきたり、池袋モンパル
ナスやマンガ・アニメ文化などが生まれた背景にも、人々を引き寄せる自由な
風土、自由とは自主自立して生きるということですが、そんな地力を池袋とい
う土地が持っていたのだと思います。
　もうひとつ着目したいのは、子どもをどう育てるかという教育の視点です。
豊島師範学校や自由学園での自由教育、鈴木三重吉などの児童文学者や児童
画家もたくさん活躍しました。もっとさかのぼれば　子母神がそうです。子育
ての視点がずっと底流にあるまちなんですよ。

――今回、ヤミ市に焦点を当てたのはなぜです
か？
●平和というものを、どうしても子どもたちにしっ
かりと伝えたかったからです。ヤミ市の写真を見
て懐かしむ世代もいるでしょう。でも、むしろ次
の世代に記憶を焼きつけてほしい。自由にもの
が発言できず物資も足りなかった時代があり、
公立の小中学校がほぼ全滅して焼け野原になっ
た池袋に、一夜にして待ちかねた戦後が来たん
です。駅前の瓦礫を撤去してマーケットをつく
り、混沌の中から新しい人生の出発があったと
いうこと、そのエネルギーを誰よりも若者に伝
えたいと思いました。

――これまでヤミ市はあまり肯定的には取り上げられてきませんでした
●昭和30年代まで続き、負のイメージが強かったかもしれません。けれど
初期には、鉛筆やノート、おもちゃ、衣料品などの生活物資を扱う店が多
く並び、女性や子どもが買いに来て、他の地域のヤミ市以上に庶民の生活
に密着していました。無法地帯とか飲み屋街といった見方もありますが、実
はそこは「絆の場」でした。人間関係が成立し、平和になったうれしさをお
互いに吐露できる場だったんです。
　歴史を直視して多様性を認めようとするあり方は成熟した文化です。今、
このテーマを官民協働で取り上げられるようになったのは、豊島区全体の
文化に対する見方が成熟してきたあかしですし、だからこそ池袋が「住みた
い街ランキング」の上位に選ばれているんでしょうね。
――様々な人が行き交うターミナルである池袋を中心に、豊島区は国際
アート・カルチャー都市をめざしています。期待や課題をお聞かせいた
だけますか？
●僕も含めて池袋に集まる人たちの多くはここから家に帰る人たちですね。
僕の感覚では、渋谷や新宿よりも、みんなが明るいよそ者だという気がし
ます。流れの中で人のあたたかさに触れ、袖すり合うも他生の縁というよう
な気楽な絆は交流都市ならではの良さです。
　サブカルチャーは、アメリカなどではポピュラーカルチャーという言われ
方もあるんです。多くの思想を持たないとわからない文化もあれば、感性で
わかる文化もあり、それは上位下位ではありません。池袋モンパルナス、ト
キワ荘、セゾン文化…、池袋のポピュラーカルチャーはみんなが共有でき
る文化です。誰もが感性の前では平等に笑ったり泣いたりできる。それがこ
れからも大事なんじゃないかと思いますね。

戦後70年平和展

郷土資料館
夏の収蔵資料展

戦争を考える夏2015
8月30日㈰まで

毎週月曜日、16日は休館
午前9時～午後4時30分

9月12日㈯～ 16日㈬　
午前9時～午後8時
（12日は午前11時から
16日は午後3時まで）　
としまセンタースクエア

ちちかかかかかかかかか 平平平平平平平平平
子子子子子子子子
「待ちかねた平和がようやく訪れた！」
子どもたちにこそ伝えたい
「生＝自由」のエネルギー

「池袋学」2015年度夏季特別講座

「戦後池袋の検証―ヤミ市
から自由文化都市へ―」

東京芸術劇場ギャラリー1・2
郷土資料館が収蔵する写真約100枚を厳選。戦後池袋の景観を写真パネルなどで紹介する。そのほか、ヤミ市を
描いた文学テキストの言葉などを展示。
●ギャラリートーク…各日　午後1時～２時30分◇「戦後／池袋／ヤミ市」をキーワードに、語り手などによる講
演やインタビュー映像の上映など。

郷土資料館　11月29日㈰まで　午前9時～午後4時30分
「池袋ヤミ市と戦後の復興」と題して、池袋ヤミ市の模型やヤミ市関連資料を紹介。
●展示見どころ解説…９月26日、10月24日、11月28日　土曜日　午後２時～２時40分

9月14日㈪～22日㈷　
シンポジウム

池袋西口公園イベント

展　示

①池袋西口ホッピー祭り
◇ヤミ市の時代に焼酎割りとして人々に愛
飲されたホッピーの模擬店が登場。珍し
い樽詰めホッピーや、ホッピーを使用した
本イベントのオリジナルカクテルもあり。

②池袋昭和懐メロステージ
9月18日㈮　午後4～ 8時、19日㈯　正午～午後8時
◇歌謡曲、オールディーズ、ジャズなど、戦後を彷彿させる音楽の生バンド演奏。

③池袋昭和歌謡のど自慢2015
9月20日㈰　正午～午後7時
◇昭和歌謡をキーワードとするカラオ
ケコンテストの実施。歌を通して戦後
大衆文化の活力を蘇えらせる。

9月18日㈮～20日㈰　午前11時～午後8時（18日は午後3時から。20日は午後7時まで）　◇当日直接会場へ
　

　かつて池袋は、立教大学、豊島師範学校、自由学園などが並立する学園都市でした。戦争によって焼け野原となった
池袋には“ヤミ市”と呼ばれるマーケットが作られ、復興や人々の生活再建を支える拠点となってきました。本企画では、
“自由文化都市”の視点から池袋の戦後を捉え直し、新たなる出発の起点となったヤミ市の生活風景、混沌から生まれた
多義的な文化を、池袋に戦前から流れる機運を背景に検証します。
◇主催…「池袋＝自由文化都市プロジェクト」実行委員会〈豊島区 /東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）/ 立教大学〉

池袋＝自由文化都市プロジェクト

詳しくは当プロジェクトホームページ　  http://www.ikebukuro2015.comをご覧ください。
東京芸術劇場・立教大学・郷土資料館でパンフレットも配布しています。
■問実行委員会事務局（立教大学教学連携課） 　info@ikebukuro2015.com、郷土資料館☎3980-2351EM

HP

関連企画 池袋演芸場や新文芸坐と連携し、
関連する落語の上演や映画の上映も予定。

参加者募集
詳しくは当イベントホームページ
　http://s-nodojiman.comへ

～黙祷～
●広島に原爆が投下された日　8月6日㈭   午前8時15分
●長崎に原爆が投下された日　8月9日㈰   午前11時2分
●全国戦没者追悼式　8月15日㈯   正午

原爆死没者ならびに戦没者のめい福
を祈り、1分間の黙とうをささげます。

◇講師…評論家／川本三郎氏、東京大学教授／
吉見俊哉氏、早稲田大学教授／マイク・モラスキー
氏◇150名
■申池袋学申込みフォーム　 http://s.rikkyo.ac.jp
/ikebukuroから申込み※先着順。

9月12日㈯　午後2～4時　
立教大学太刀川記念館

HP

各会場で関連展示を開催。それぞれ「ヤミ市」を題材に、独自の
テーマを掲げています。ぜひ各会場を回遊してお楽しみください。
◇当日直接会場へ

その他の展示会場…立教学院展示館、旧江戸川乱歩邸、ミステリー文学資料館、自由学園明日館

　近年寄贈された資料や
写真を中心に紹介。スガ
モ・プリズン関係資料、
戦中戦後の区民生活に
関する資料、戦後の焼け
跡の写真、ほか
◇当日直接会場へ　

―ヤミ市から
　自由文化都市へ―

戦 後
70年
企 画

●12日　午前11時から…オープニングセレモニー／東京都原爆被害者
団体協議会副会長 山田玲子氏による被爆体験講話
●13～16日　午後2時から…被爆体験講話
●全日程…①広島平和記念資料館、長崎原爆資料館の原爆被災物品と
パネルの展示 ②映像資料上映 ③豊島区戦時下の資料などの展示
◇当日直接会場へ。 ■問総務課総務グループ☎3981-4451

■問郷土資料館☎3980-2351

ほうふつ

よみが
HP

けんいん

がれき

こんとん

もく   とう

こんとん
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父の代から、ずっと今のところに住んでいます。終戦当時は中学生で
立教に通っていましたので、往きは明治通りから西口方面へ抜ける道、
帰りは友達がいたので東口回りでヤミ市の前を通りましたが、東口は
現在のヤマダ電機がある区画一帯、西口は駅前から芸術劇場、丸井の

あたりまでヤミ市が広がっていて、西口の方が規模は大きく、ずっと後ま
で残っていました。当時東口で料亭をやっていた家の息子が同級生で、その
話では、ここからそこまでと杭を建てて縄を張れば、そこが自分の土地になっ
たという…そういう時代だったんですね。通学途中なので何か買うということ
はありませんでしたし、ちょっと怖かったのでヤミ市の奥に入り込むことはな
かったですが、一間（1.8m）四方の区画に分かれた店が並んでいて、店先に
裸電球がぶらさがり、食料品から衣類、魚、野菜、酒まで色々なものを売っ
ていました。東口は食料品中心、西口の方は国防色の品物が多かった記憶
があり、払下げ、横流しの軍需物資の売買がヤミ市発祥の一因だったのでは
ないかと思います。西口駅前広場の街頭テレビで力道山のプロレスなどをよ
く見ました。映画館もたくさんありました。大学生になってからは、よく西口
の飲み屋（ヤミ市ではない普通の店）に通ったものです。そろばん塾がはねた
後、目白から池袋まで自転車を飛ばして。焼酎は飲みませんでしたが、日本
酒やビール、それからウィスキーはトリスでしたね。

襲で当時住んでいた目白の家を焼け出され、父が
巣鴨学園に勤めていましたので、学校が気になると

いう父の背中にしがみつくように目をつぶって戦火の中を目
白から巣鴨まで歩きました。池袋は一面焼け野原で、東口から
立教の校舎が見えました。途中、焼け死んだ人を見つけるたびに、あそこに
もいる、ここにもいると父が教えるのでもう怖くて怖くて。六つ又のところま
で来たときに、父が何も言わなくなったので、もう死体はなくなったのかと
思って目を開けたら、数えきれないぐらいの死体が転がっていて…今でもあ
そこを通るとその時の光景が目に浮かびます。戦後、疎開先の鹿児島から
戻ってきたのち、父の学校に近いここ（北大塚）に家を建ててずっと住んでい

ますが、ヤミ市は池袋にも大塚の駅前にも立ちました。最初は、地
べたにじかに敷物を敷き、その上に品物を並べて売っていたのが、
木の台の上になり、台の高さがだんだんあがってきて、そのうち四
方に棒を立てて屋根までつけた屋台になり、いつのまにか店になっ
ていきました。ゆでたお芋を斜めに切ったのを三切れ並べただけ
のが当時一皿100円。とても高くて手が出ませんでしたが、お腹
が空いていたので、横目でじっと睨んで通り過ぎたものです。母
を早くに亡くしていましたので、戦後は弟たちを育てるのに必死
でしたが、本当に大変な時代でした。

袋の駅周辺は焦土と化し瓦礫が地をおおっていました。この瓦礫の中から庶民
は、たくましく立ち上がってまいりました。「たけのこ生活・栄養失調・浮浪者・

モク拾い・カストリ・かつぎ屋・やみ成金・サンドイッチマン・パンパン」などの言
葉にみられる荒廃のなかから、庶民は自由市場を生みだし、権力の外に交易の場を
創造していきました。通称、ヤミ市のことですが、ヤミ市にみられる裸の日本人のた
くましい生き方、強烈な体験こそ、その後に続く、日本経済発展の原動力になった
のではないでしょうか。戦後の日本人を形成した精神の原型は、あのヤミ市のうち
にひそんでいるように思えます。ヤミ市を否定的にとらえるのではなく、今日の日本
人の生きざまの原点として捉えかえしてみてもいいように思われます。こうして豊島
区は豊饒な都市の文化を創造していったのでした。

和20年代、とくにその前半5年間の都市生活は、口にできないほど貧しいも
のでした。（中略）この時代、「公定」の世界のもつ不合理や無理をおぎなうも

のとして、「ヤミ」の世界は人びとが生きていくために絶対の必要性をもっていました。
（中略）その「ヤミ」を集中的に表したのが、「ヤミ市」でした。ですから、都市の生活
から逃げ出すことのできなかった当時の人々は、そのうち大部分がこの「ヤミ市」の
おかげを被って、昭和20年代の前半を生き延びてきたはずです。こうしてみると「ヤ
ミ市」は、必ずしも今日その名前から連想されるような暗い、気味悪いものばかりで
はなかったのです。いいす
ぎかもしれませんが、それ
は明日に生きようとする庶
民に、明日へ向かってのエ
ネルギーを供給する素朴な
エネルギー供給源だった、
とさえ考えられます。

1962年　池袋西口マーケットの取壊し(豊島新聞社提供）　
1962年　池袋西口マーケットの取壊し(豊島新聞社提供）　

が　れき

にら

1962年　池
袋西口(高木進

一氏提供）　

1962年　池
袋西口(高木進

一氏提供）　

1945(昭和20)年
終戦翌月から都内各所でヤミ市（露店）が開かれ、ヤミ値の食料品
や雑貨が出回り始める。最高闇価格は、米１升70円〔53銭〕、砂
糖１貫匁1,000円〔3円50銭〕など（10月警視庁調査、〔　〕内は
基準価格）
1946(昭和21)年
池袋露天商組合、東口駅前（現東池袋1丁目地内）に都内第1号
の「連鎖市場」（森田組東口マーケット）開設。露店から1～ 2坪
の木造長屋式店舗へ（約300店舗）、以後翌年にかけ池袋駅周辺
10数か所に広がる（地図参照）
戦災復興土地区画整理事業（池袋駅付近）決定
1949(昭和24)年
東口マーケット（450坪365軒）取り壊し始まる
1951(昭和26)年
池袋東口の露店対策として「人世横丁」誕生

1961(昭和36)年
池袋西口マーケット509戸、2億円の保証で取り壊し開始
1962(昭和37)年
池袋西口駅前マーケット200戸除却命令、取り壊し強制執行

1954(昭和29)年
西口マーケット暴力女給の客引き問題化

1952(昭和27)年
東口駅前広場完成（東口マーケット姿を消す。このころ池袋西口
マーケット985軒）

1955(昭和30)年
東横百貨店前14戸立退き強制執行開始、西口区画整理本格化

「豊島区史」通史編３および年表編をもとに作成

昭和22年星野朗氏調査
「豊島区史」通史編３掲載図をもとに作成

◆連鎖商店街名
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

森田組東口マーケット　1946年3月開設（約300店舗）
豊島マーケット　1946年7月開設（11軒）
東京マーケット　1946年夏開設（45軒）
森田組西口マーケット　1946年10月開設（136軒）
仁栄マーケット（本館・別館）　1946年12月開設
永安公司（Ａ・B）　1947年2月開設（A47軒、B13軒）
池袋復興商店街　1947年2月開設（492軒）
平和マーケット　1947年3月開設（4軒）
ミューズマーケット　1947年4月開設（9軒）
東口マーケット　1947年5月建築中（18軒）
池袋銀座商店街　1947年5月建築中

1955年　池袋西口マーケット(豊島新聞社提供）　1955年　池袋西口マーケット(豊島新聞社提供）　

1950年頃　西口マーケット(豊島新聞社提供）　
1950年頃　西口マーケット(豊島新聞社提供）　

1962年　西口マーケット入口(高木進一氏提供）　1962年　西口マーケット入口(高木進一氏提供）　
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ジオラマについて
この特集の随所に見られる模型の写真は、郷土
資料館常設展示室｢池袋ヤミ市｣コーナーに展示
してあるジオラマの一部です。これは、池袋駅
東口駅前にあったヤミ市の南側部分を20分の1
の縮尺で再現したものです。時期は1947(昭和
22)年の夏を想定しています。

ほうじょう



◇ゲストステージや抽選会、スタン
プラリーなど親子で楽しめるイベント
が盛りだくさん！企業、ママサークル
のブースなどが多数出展。授乳室、
キッズスペース、ベビーカー置き場
があり、安心して楽しめます。
■問リトル・ママ実行委員会
☎092－741－5742

妊娠・出産期から切れ目のない支援をめざ
し、すべての妊婦さんに｢ゆりかご面接｣を
実施します。
面接を受けた方に、『ゆりかご応援グッズ』
をプレゼント！
対象の妊婦さんには、順次、面接のご案内
を郵送しています。池袋保健所と長崎健康
相談所では、助産師または保健師がご相談
に応じますので、お話をお聞かせください。

お子さんの誕生後、乳幼
児医療証交付時にお渡し
する「子育て応援ふくろう」
に封入されている『誕生お
祝い品案内チケット』で、
子育てインフォメーション、
子ども家庭支援センター
に申込み。
※平成27年４月以降に出
産された方で、『誕生お祝
い品案内チケット』をお持
ちでない産婦の方には子
育て支援課から案内を郵
送します。

私立幼稚園に在籍する幼児の保護者に

補助金を交付します暑さに負けず
元気に遊ぶために…

◇対象…平成21年４月２日～平成24年４月１生まれ、または平成27年
度中に満３歳になる幼児を私立幼稚園に通わせている保護者で、保育料を
納めている区内在住の方。詳しくは、申請書と一緒に配布する「補助金の
ご案内」をご覧ください。
■申申請書(対象者に各幼稚園から配布）を、
指定日までに各幼稚園に提出
■問子育て支援課私立幼稚園グループ
☎4566-2481

夏の外遊びでは、熱中症の予防など、
気をつけたいことがたくさんあります。
●帽子、タオルやハンカチを身に着けましょう。
●水筒を持参するなどして、こまめに水分補給をしましょう。
●日のあたる場所で遊んだら、日陰で休ませましょう。
●子どもは遊びに夢中になると水分補給や休憩を忘れがちになるので、
　おとなが定期的に呼びかけを行ないましょう。
●サンダルはつま先やかかとが出て危ないので、極力運動靴で遊ばせましょう。
●思いっきり遊んだあとは、十分に睡眠時間をとり休養させましょう。
●家庭では外に遊びに出る際の約束事を決めましょう。
●学校や公園などの利用のルールをきちんと守りましょう。
　■問地域・学校連携グループ☎3981-1335

期限内納付をお願いします
住民税（特別区民税・都民税）は、区民の皆さんの生活を支える貴重
な財源です。
また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各制度は区民の
皆さんの支え合いによって成り立っています。様々な納付方法がありま
すので、納め忘れを防ぐために、ぜひご利用ください。

金融機関、区役所、区民事務所、30万円以下であればコンビニエンスス
トアでも納付できます。
利用できる制度　

住民税や各種保険料の納付方法のご案内住民税や各種保険料の納付方法のご案内

区立幼稚園、小・中学校参観週間区立幼稚園、小・中学校参観週間

「ゆりかご面接」時に
お渡しします。

■問ゆりかご面接・ゆりかご応援グッズ
　池袋保健所健康推進課☎3987－4172
　長崎健康相談所☎3957－1191
　誕生お祝い品
　子育てインフォメーション☎4566－2487
　東部子ども家庭支援センター☎5980－5275
　西部子ども家庭支援センター☎5966－3131

妊婦面接券発送スケジュール（予定）

妊娠届出時期
平成26年10～ 12月、27年1月

２～４月
５～７月

７月中旬
８月
９月

発送時期

オルゴールねむり人形1個 子供リュック＆ガーゼ ハンドサイズ1枚

ゆりかご応援グッズ

誕生お祝い品

９月８日㈫・９日㈬　
午前10時～午後4時30分(入退場自由）
池袋サンシャインシティ 文化会館４階

納付書

住民税 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料

口座振替依頼書を金融機関もしくは区担当課に提出するだけで納め忘れが
ありません。国民健康保険料の口座振替のご利用者が、「後期高齢者医療
制度に加入したとき」および「介護保険の１号被保険者になったとき」は改
めて申請が必要です。
利用できる制度　

※住民税、国民健康保険料、介護保険料は区担当課窓口でキャッシュカードによ
る口座振替（ペイジー）受付が可能。利用対象金融機関は問い合わせてください。

口座振替

住民税 国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料

ご自宅のパソコン、携帯電話、スマートフォンから「Yahoo！公金支払い」
を利用してクレジットカード情報などを入力することで納付できます。
利用できる制度　

■問住民税…税務課整理グループ☎4566－2362、国民健康保険料…国民健康保険課資格・保険料グループ☎4566－2377
　後期高齢者医療保険料…高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ☎3981－1937、介護保険料…介護保険課収納グループ☎3981－4715

※住民税は申請が必要です。
※納付金額に応じた決済手数料がかかります。納期限が過ぎた納付書は取扱いで
きません。

クレジットカード

住民税 国民健康保険料

納付額が30万円以下の場合、納付書に印字されたバーコードを携帯電話、
スマートフォンのカメラで撮影し、モバイルバンキングで納付できます。
利用できる制度　

モバイルレジ

住民税 国民健康保険料 介護保険料

原則第３日曜日の午前９時～午後５時に開設します。
利用できる制度　

日曜窓口
納付が困難な場合にはご相談ください。

住民税 国民健康保険料

CREDIT C
ARD

BANK

SUN

※利用対象金融機関は問い合わせてください。

森のめぐみセット
＋東京おもちゃ美術館親子ペアチケット

フクロウのつみき
＋東京おもちゃ美術館
　親子ペアチケット

食器セット
母子手帳カバー

『ゆりかご応援グッズ』『誕生お祝い品』の写真は一例です。

ゆりかご・としま事業がスタート！
～鬼子母神プロジェクトがパワーアップ～
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幼稚園名 実施期間 公開時間
西巣鴨幼稚園☎3915-8131 10月7日㈬・8日㈭

午前９時20分～11時30分池袋幼稚園☎3986-8233 9月28日㈪・29日㈫
南長崎幼稚園☎3950-2861 9月15日㈫・16日㈬

小学校

学校名 実施期間 公開時間 としま土曜
公開授業

道徳授業地区
公開講座

駒込中学校
☎3918-2105 10月5日㈪～9日㈮ 午前8時45分～午後3時30分 11月7日 実施済み

巣鴨北中学校
☎3918-2144 9月14日㈪～19日㈯ 午前8時50分～午後0時40分

（土曜日のみ午前10時40分まで） 11月14日 9月19日

西巣鴨中学校
☎3986-0661

10月2日㈮～8日㈭
※3日㈯・4日㈰を除く 午前8時45分～午後3時20分※ 9月12日、

12月12日 11月14日

池袋中学校
☎3986-5435 9月7日㈪～11日㈮ 午前8時50分～午後3時25分※ 9月12日、

12月12日 11月14日

西池袋中学校
☎3986-5427 9月7日㈪～12日㈯ 午前8時45分～午後0時35分※ 9月12日、

10月3日 実施済み

千登世橋中学校
☎3987-6285 10月5日㈪～9日㈮ 午前8時50分～午後3時25分※ 9月12日、

12月12日 実施済み

千川中学校
☎3956-8171

10月9日㈮～16日㈮
※10日㈯～12日㈷を除く 午前8時50分～午後2時25分※

9月5日、
11月14日 実施済み

明豊中学校
☎3956-8174 9月14日㈪～18日㈮ 午前8時50分～午後3時30分

(水曜日のみ午後2時30分まで）
11月7日、
12月12日 実施済み

学校名 実施期間 公開時間 としま土曜
公開授業

道徳授業地区
公開講座

南池袋小学校
☎3987-6278 9月2日㈬～5日㈯ 午前8時30分～午後0時15分 9月5・19日、

12月5日 実施済み

高南小学校
☎3987-6266

9月11日㈮～16日㈬
※13日㈰を除く 午前8時30分～午後2時30分※ ― 9月12日

目白小学校
☎3987-4801

9月5日㈯～10日㈭
※6日㈰を除く 午前8時50分から※ 10月10日、

11月14日 9月5日

長崎小学校
☎3956-8146

9月12日㈯～17日㈭
※13日㈰を除く

午前8時45分～午後0時20分(土曜
日のみ午前8時35分～11時10分) 12月5日 9月12日

要小学校
☎3956-8151

9月17日㈭～25日㈮
※19日㈯～23日㈷を除く 午前8時50分～午後0時20分 12月5日 9月5日

椎名町小学校
☎3953-6461 9月14日㈪～18日㈮ 午前8時45分～午前11時25分 9月5日、

12月5日 11月14日

富士見台小学校
☎3953-6472

9月3日㈭～9日㈬
※6日㈰を除く 午前8時45分～午後3時15分※ 9月5日、

12月5日 実施済み

千早小学校
☎3956-8154

10月2日㈮～7日㈬
※4日㈰を除く 午前8時50分～11時30分

9月5日、
10月3日、
11月28日

9月5日

高松小学校
☎3956-8157 9月14日㈪～18日㈮ 午前10時45分～午後3時15分※ 10月10日、

12月5日 1月16日

さくら小学校
☎3956-8164 9月9日㈬～11日㈮ 午前8時50分～午後0時20分 10月31日、

11月14日 9月26日

学校名 実施期間 公開時間 としま土曜
公開授業

道徳授業地区
公開講座

仰高小学校
☎3918-2325

9月5日㈯～9日㈬
※6日㈰を除く

午前8時45分～午後0時20分（土
曜日のみ午前8時45分～11時30分）

10月10日、
12月5日 9月5日

駒込小学校
☎3918-5691 10月13日㈫～16日㈮ 午前8時15分から※ 9月26日 1月16日

巣鴨小学校
☎3946-9551

9月5日㈯～11日㈮
※6日㈰を除く 午前8時30分～午後0時20分 9月5日 1月23日

清和小学校
☎3918-2605

9月3日㈭～9日㈬
※5日㈯～7日㈪を除く

午前8時45分～午後0時15分(水曜日
のみ午前8時15分～午後2時15分) ― 実施済み

西巣鴨小学校
☎3918-6345

9月3日㈭～8日㈫
※6日㈰を除く

午前8時25分～午後0時15分
（土曜日のみ午前11時40分まで）

9月5日、11月
14日、12月5日 1月16日

豊成小学校
☎3918-2315

9月28日㈪～30日㈬、
10月2日㈮・4日㈰ 午前8時45分～午後0時15分 9月5日、

12月12日 実施済み

朋有小学校
☎3987-6275 9月28日㈪～10月3日㈯ 午前8時45分～午後0時15分 9月5日、10月

3日、12月5日 9月29日

朝日小学校
☎3918-2339

9月5日㈯～10日㈭
※6日㈰を除く

午前8時45分～午後0時15分(土曜日
のみ午前8時45分～午前10時20分）

9月5日、
11月14日 9月5日

池袋第一小学校
☎3916-3435 9月2日㈬～5日㈯ 午前8時50分から※

9月5日、
10月17日、
11月14日

1月16日

池袋本町小学校
☎3986-7166

9月5日㈯～9月10日㈭
※6日㈰を除く 午前8時45分から※ 9月5日、

12月5日 2月13日

池袋第三小学校
☎6697-3041

9月7日㈪～12日㈯
※9日㈬を除く

午前8時50分から(月曜日のみ
午後1時35分～3時20分）

9月12日、11月
14日、12月5日 実施済み

池袋小学校
☎3986-2858

9月5日㈯～10日㈭
※6日㈰を除く 午前10時45分～午後3時20分※ 12月5日 9月5日

中学校

※日によって時間が異なります

２学期に学校参観週間を実施します。また、各校では、心の教育を推進するため、
すべての学級で道徳の授業を公開する「道徳授業地区公開講座」や月１回程度
の「としま土曜公開授業」も実施しています。
学習に取り組む子どもたちの様子をぜひご覧ください。
◇上履き持参◇当日直接学校へ。受付で記名。
指導課☎3981-1145

幼稚園

※日によって時間が異なります



世界初演のダンス公演！
｢ＳＯＭＡプロジェクト｣を楽しみませんか♪

●室内飼育…テリトリー内で生活できるため、馴らせばストレ
スを感じません。交通事故や失踪、伝染病感染の防止になり
ます。
●身元の表示…連絡先がわかるネームタグをつけましょう。失
踪防止に役立ちます。
●不妊・去勢手術…発情期の鳴き声を抑え、マーキングの臭
気も減らせます。

東京大塚阿波おどり

T O S H I M A  I n f o r m a t i o n
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　　　　　 ８月21日㈮　午後５時から　
　　　　　 南大塚ホール

　　　 　  ８月22日㈯ 　午後４時30分～午後８時30分　
　　　  　   大塚駅南口周辺※小雨決行。荒天時中止

昭和46年に地元商店街の主催で始まって以来、43回を迎え
る地域に親しまれているお祭りです。
800人以上の｢踊り手｣と｢お囃子｣が参加し、鳴り物の響きと
「ヤットサー｣｢ヤットヤット！｣の掛け声で盛り上がります！
趣向を凝らした各連の踊りを、ぜひお楽しみください。
■問東京大塚阿波おどり実行委員会☎3971－0324

８月24日㈪～ 30日㈰ 　あうるすぽっと　
ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団出身で世界的に活躍するダンサーと
200名を超えるオーディションから選ばれた7名の日本のアーティストのコ
ラボレーション。それが今夏上演される「SOMAプロジェクト」です。
6月半ばからドイツで、7月からは日本で、稽古が着々と進行しています。
ペアを組み替えながら、それぞれの自宅で生活を共にし、意見交換や討論
を重ね、国際共同制作ならではの魅力的な世界が、間もなく誕生します。
ツイッター【https://twitter.com/SOMAproject】やフェイスブック【https://
www.facebook.com/SOMAproject2015】で稽古の様子など、最新情
報をお届けしています。世界初演となる今回の公演、どうぞお見逃しなく！
※「SOMA」とはギリシャ語で「からだ」のこと
■構成・演出…ファビアン・
プリオヴィル
■出演…クレモンティーヌ・デ
リュイ、パスカル・メリーギ、
トゥスネルダ・メルシー、
蘭 妖子、谷川清美、大窪 晶、
中澤 陽、あゆ子
■ミュージシャン…井ノ上  孝
浩、宇澤とも子

■料金（全席指定）…一般4,500円、高校生以下1,000円（学生証提示）、区民割引4,000円、障
害者割引3,000円（介助者１名まで）※区民割引と障害者割引はあうるすぽっとチケットコールのみ
■チケット…あうるすぽっとチケットコール ■HP http://www.owlspot.jp/、☎5391－0516（午
前10時～午後7時）　※発売中
■問あうるすぽっと☎5391－0751
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飼い主は次のことが法律で義務付けられています。
●飼い犬の登録(一生涯に１回)…鑑札を交付
対象…生後91日以上の犬　受付…池袋保健所、区民事務所
手数料…3,000円
●狂犬病予防注射済みの申請(毎年１回)…注射済票を交付
対象…生後91日以上の犬　受付…池袋保健所
手数料…550円　必要書類…獣医師発行の注射済証明書
●飼い犬が人を咬んだとき
●被害者の応急手当や医療機関への受診などの必要な処置をとり
　ます。
●事故発生から24時間以内に保健所へ届けます。
●48時間以内に獣医師に依頼して「狂犬病の感染検査」を受けます。
●犬に咬まれたとき
●被害者は、こう傷事故被害の届出ができます。 
●保健所は加害犬の飼い主に再発防止などの指導をします。
●飼い主のマナー
●敷地内でも来訪者がいれば自由にさせない ●無駄吠えさせない 
●外出はリードをつけ犬から離れない(自転車での散歩はしない) 
●フン・尿の始末をする ●飼育場所を常に清潔に

困りごとや、飼うための準備について愛玩動物飼養管理士がお答えします。
◇相談日…毎月１回(｢広報としま｣毎月11日号掲載｢保健所カレンダー｣参照)。
　■申電話で生活衛生係☎3987-4175へ。

犬・猫のしつけ相談(予約制)

ペットは、心に安らぎを与えてくれる大切な家族の一員です。
ペットをめぐるトラブルを避け、ルールとマナーを守り、人も
動物も暮らしやすい環境をつくりましょう。

動物を捨てることは犯罪です。一生涯、
愛情を持って飼い続けてください。

地 域 猫 活 動 と は
飼い主のいない猫をこれ以上増やさないために、地域の方々
が飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、餌やりのルー
ルを決め、フン・尿の清掃などを行い、衛生面
に配慮しながら日々の世話をします。
区は、今いる猫一代限りを見守る「地域猫活動」
を推進しています。ご協力をお願いします。

犬の飼い方のルール

猫の飼い方のルール

第43回

東京大塚阿波おどり実行委員会☎3971－0324京大塚阿波お

不妊去勢手術が済
んでいる猫には、
耳にカットの目印
があります！

●不妊去勢手術費の一部を助成
対象…飼い主のいない猫　
助成額…オス2,000円、メス4,000円
（飼い主がいない判定が必要）

ためめめ 馴らせばストレ

午後2時
午後7時
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■公演スケジュール
ドイツでの稽古風景

■問生活衛生係☎3987-4175
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◇新庁舎所在地…〒171‐8422 南池袋2‐45‐1
◇代表電話…☎3981‐1111（コールセンター）
◇開庁時間
平日／午前8時30分～午後5時15分※年末年始を除く
土・日曜日／午前9時～午後5時※3階総合窓口・4階福祉総合フロアの一部開庁
◇最寄駅
�東京メトロ有楽町線「東池袋駅」（地下通路で直結、1番出口方面）改札から徒歩3分
�各線池袋駅（東口から東南約570m）徒歩9分
�都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩3分、「東池袋四丁目駅」徒歩4分
■新庁舎に移転していない部署があります
�旧庁舎1階（東池袋1‐18‐1）
生活福祉課☎3981‐1842、臨時福祉給付金担当☎3985‐3753
�池袋保健所（東池袋1‐20‐9）
地域保健課、生活衛生課、健康推進課

各取扱業務など詳しくは区ホームページを参照するか、コールセンターを通じて担当課へ
問い合わせてください。

7月9日に豊島区の人口（住民
基本台帳人口※外国人含む）が、
35年ぶりに28万人を超えました。
これを記念して、7月9日に出生
届を提出した3名の赤ちゃんに、
区から記念品を贈呈しました。
█問総合窓口課☎4566‐2331

■西部区民事務所が移転します
西部区民事務所は、（仮称）西
部地域複合施設整備予定地に整
備中のプレハブ式庁舎に移転し
ます。
◇移転先住所…千早2‐39‐16
◇業務開始…10月13日㈫から※
現在の西部区民事務所（長崎2
‐27‐18）の業務は、10月9日
㈮で終了。

█問西部区民事務所移転について…区民グループ☎3958‐9151、多目的ホールについて…学習・スポーツ課☎4566‐2762、
グラウンドとプレハブ会議室について…地域振興グループ☎3958‐9154

ご意見をお寄せください
「豊島区スポーツ推進計画（素案）」
をまとめました

区のスポーツ施策を計画的に推進
するため、「豊島区スポーツ推進計
画」を策定します。策定にあたって
は豊島区スポーツ推進計画策定委員
会で議論を重ね、計画の素案を取り
まとめました。この素案について、
パブリックコメント（意見公募手続）
制度に基づき、区民の皆さんのご意
見をお聴きします。
●素案の構成
第1章…計画の策定にあたって、

第2章…豊島区の現状と課題、第3
章…計画の基本方針、第4章…スポ
ーツ推進策の事業展開、第5章…計
画の推進体制と評価
●閲覧できます
素案の全文は8月25日まで、学習

・スポーツ課、行政情報コーナー、

区民事務所、図書館、区民ひろば、
体育施設、区ホームページで閲覧で
きます。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・住所

③氏名または団体名（代表者名・担
当者）を記入し、郵送かファクスか
Ｅメールで8月25日（必着）までに
「学習・スポーツ課スポーツ振興グ
ル ー プ█FAX3981‐1577、█EMA0014606
@city.toshima.lg.jp」へ。直接当グ
ループ窓口へ持参も可※個別に直接
回答はしません。提出書類などは返
却不可。
█問当グループ☎4566‐2764

「豊島区景観計画（素案）」および
「豊島区景観法に基づく景観計
画の策定及び届出行為等に関す
る条例（案）」について

パブリックコメント（意見公募手
続き）制度に基づき、区民の皆さん
からご意見をお聴きしました。
●閲覧できます
いただいたご意見および区の考え

方は、都市計画課、行政情報コーナ
ー、区民事務所、図書館、区民ひろ
ば、区ホームページで閲覧できます。
█問街並み景観グループ☎4566‐2633

国民健康保険加入者の方へ
「医療費のお知らせ」を発送します

医療機関に支払われる医療費の総
額を知るとともに、健康の大切さを
考えるきっかけにしていただくため、
加入者の方が診療を受けた内容を世
帯主あてにお知らせします。このお
知らせによる手続きなどの必要はあ
りません。
◇発送時期…8月下旬ごろ
◇内容…平成26年11月～平成27年4
月までの医療費。ただし、窓口支払
額（1～3割）ではなく、総医療費
（10割）を記載。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

■暫定活用施設を整備します
（仮称）西部地域複合施設整備予定地にグラウンド
を整備し、あわせて閉校された小学校の体育館を、
千早地域文化
創造館の多目
的ホールとし
て活用します。

施設種類 利用時間 料金

多目的ホール

午前9時～正午
各3，600円午後1～4時

午後6時30分～9時30分
終日（午前9時～午後9時30分） 11，800円

グラウンド
平日 午後1～4時 1時間

1，200円土・日曜日、祝日
午前9～11時、午前11時～午後1時

プレハブ
会議室

午前9時～正午 1，000円
午後1～5時 各1，500円午後5時30分～9時30分

※年末年始は休業。利用料金には減免規定を設けます。
多目的ホールとグラウンドは、子ども対象の無料開放あり。
※申込み方法など詳しくは問い合わせてください。
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西部区民事務所の移転と暫定活用施設の整備について

整備イメージ

豊島区の人口が
28万人を突破

▲健やかな成長を願っています！

区役所本庁舎は南池袋2‐45‐1へ移転しました
5月7日から、新庁舎での業務を開始しています。 █問新庁舎機能グループ☎4566‐2731

●「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。

区ホームページからも、
様々な情報を発信しています。
ぜひご覧ください。

〈毎月１・１１・２１日発行〉
発行：豊島区 編集：政策経営部広報課
〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/



子育て・教育子育て・教育 福  祉福  祉

世帯
人数 基準年間収入 世帯の

預貯金額等
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下

3人
以上

一人増えるご
とに50万円を
加える

一人増えるご
とに100万円
を加える

健  康

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

現況届を提出してください

児童扶養手当・特別児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成制度の
現況届の案内を、7月下旬～8月上
旬に送付しています。現況届の提出
がないと、手当・助成が受けられな
くなりますので、必ず提出してくだ
さい。
◇受付…8月31日まで（特別児童扶
養手当は8月11日～9月10日の間）
に子育て支援課児童給付グループ窓
口（区役所本庁舎4階10番窓口、平
日 午前8時30分～午後5時）へ※
8月15日㈯、23日㈰ 午前9時～午
後5時にも提出できます。
█問当グループ☎3981‐1417

8月29日㈯ 中学校説明会・小学校
入学相談会（手話通訳・保育あり）

①中学校説明会…午前9時30分～11
時30分（午前9時から受付） 区民セ
ンター※説明終了後、個別相談を実
施◇説明…区立中学校の教育内容と
特色ある教育活動、隣接校選択制な
ど。個別相談…中学校生活、就学手
続き、特別支援教育など◇来年度に
中学校入学予定の子どもと保護者█申
当日直接会場へ。
②小学校入学相談会…午後2時～4
時30分（午後1時30分から受付） 豊
島公会堂※説明終了後、個別相談を
区民センターで実施◇説明…区立小
学校について、隣接校選択制、放課
後事業など。個別相談…小学校教育、
就学手続き、特別支援教育、放課後
事業など◇来年度に小学校入学予定
の子どもと保護者█申当日直接会場へ。
①②とも█保2歳程度～未就学児

（個別相談予定者のみ）。①5名、②
20名。8月20日までに電話かファク
スで学事係へ申込み※先着順。
█問当係☎3981‐1174、█FAX3981‐3049

平成28年度区立中学校入学
（特別支援学級「固定級」入級）
学級保護者説明会

●9月10日㈭…西池袋中学校
●9月11日㈮…巣鴨北中学校
●9月18日㈮…西巣鴨中学校
いずれも午前9時～11時30分◇学

級の概要説明／午前9時～9時20分、
授業見学／午前9時20分～10時20分、
質疑応答／午前10時30分から█申当日
直接各特別支援学級へ。
█問西池袋中学校☎5950‐0194
巣鴨北中学校☎3917‐4749
西巣鴨中学校☎3981‐6071

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

8月24日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏、保健師、栄養士、歯科
衛生士。保育なし◇区内在住で卒乳
を考えている保護者◇30名
█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ
※先着順。

介護保険サービス利用者の方へ
生計困難者の利用負担額を軽減
します

介護保険サービスの利用者のうち、
所得が低く、生計を営むことが困難
な方の利用者負担額の一部を助成し
ます。申請して該当すると、利用者
負担額の4分の1（老齢年金受給者
は2分の1）を軽減します。
◇対象者…次のすべてに該当する方
（要申請）。①世帯全員が住民税非課
税で、世帯の年間収入と預貯金額が
下表以下である、②世帯がその居住
用に供する家屋その他日常生活のた
めに必要な資産以外に活用し得る資
産を所有していない、③負担能力の
ある親族などに扶養されていない、
④介護保険料を滞納していない。
※軽減を実施している介護サービス
事業所を利用した場合のみ対象。対
象とならないサービスもありますの
で、詳しくは問い合わせてください。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

8月から「長寿健診」が始まります

疾病の早期発見・治療、生活習慣
病の予防のため、毎年受診しましょ
う。対象となる方には7月下旬に受
診券を発送しました。8月以降に案
内が届かない場合で受診を希望され
る方は問い合わせてください。
◇対象…9月30日時点で後期高齢者
医療制度の加入者
◇受診期間・場所…8月1日㈯～11
月30日㈪ 区内実施医療機関
◇検査項目…問診、身体測定、血圧
測定、診察、血液検査、尿検査、胸
部Ｘ線検査※心電図検査は平成28年
3月31日現在偶数年齢の方のみ
█問保健事業グループ☎3987‐4660

歯周疾患検診受診券の
訂正について

6月末に対象者の方に発送した歯
周疾患検診の受診券の中で、「歯周
疾患検診実施医療機関名簿」表②の
2行目「大多和歯科医院」の電話番号
に誤りがありました。正しくは「☎
3971‐6225」です。お詫びして訂正
します。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

冷え症対策シリーズ第2回運動編
か ら だ

「楽しく身体を動かそう！」

8月28日㈮ 午後1時30分～3時
30分 生活産業プラザ◇健康運動指
導士による、冷え症予防・改善のた

めの運動について（講義・実技）◇40
歳未満の女性の区民で、運動制限の
指示のない方◇30名█保2歳未満児。
予約制。定員あり。
█申電話で池袋保健所健康推進課栄養
担当☎3987‐4361へ※要予約。先着
順。

健康チャレンジ！対象事業
メタボリックシンドローム予防教
室～あの日のお腹にかえりたい～

9月1日㈫ 午後1時30分～4時
長崎健康相談所◇メタボリックシン
ドロームの予防と食事の講義・運動
実技・体成分測定（体重、骨格筋量、
体脂肪量、基礎代謝量）◇区内在住、
在勤で医師に運動を制限されていな
い方（65歳未満の方優先）◇25名
█申電話かファクスで「長崎健康相談
所☎3957‐1191、█FAX3958‐2188」へ
※先着順。

「雑司が谷探検イベント～フォ
トスクープゲーム 出動！珍樹
アニマルセイバー」開催中!!

8月31日㈪まで 午前10時30分～
午後4時30分（最終日は午後4時ま
で） 雑司が谷地域周辺◇雑司が谷
案内処開設5周年と日本ユネスコ協
会連盟の未来遺産登録記念イベント。
地図のヒントを元に自然の中を探検
しながら、動物の木々を見つけて撮
影し、投稿するまち歩き企画です。
カメラがなくても参加可。参加賞の
ほか、全問正解者には抽選でプレゼ
ントもあり◇小学生以上◇応募用紙
など詳細は観光振興グループへ問い
合わせてください。
█問当グループ☎5992‐7018

都電荒川線沿線スタンプラリー

8月1日㈯～9月16日㈬ 都電荒
川線沿線（スタンプ設置場所は計9
か所※区内は区役所本庁舎1階、雑
司が谷案内処）◇都電荒川線沿線4
区（新宿区、豊島区、北区、荒川区）
の名所をまわるスタンプラリー。集

めたスタンプの数に応じて沿線4区
や交通局のグッズが当たります。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

豊島清掃工場個人見学会

8月8、22日 土曜日 午前10時
～11時30分 豊島清掃工場（上池袋
2‐5‐1）※車での来場不可◇50
名
█申電話で見学2日前までに豊島清掃
工場☎3910‐5300へ※先着順。

第2回としま再エネ会議
電力自由化とスマートシティ～
エネルギーを賢く選ぶ・使う～

8月29日㈯ 午後2～4時 区役
所本庁舎8階807・808会議室◇平成
28年に到来する「電力の小売自由化
元年」に備えて、そのしくみや賢く
電力会社を選ぶコツを伝授。エネル
ギーを賢く使う街「スマートシティ」
についても解説◇高校生以上◇30名
█申電話かファクスかＥメールで「環
境政策課環境計画グループ☎3981‐
1597、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

豊島の森 夕涼みコンサート

8月29日㈯、30日㈰ 午後5時30
分～6時30分 区役所本庁舎10階
「豊島の森」◇出演…カルテット・シ
エル（弦楽四重奏）、榎戸二幸（箏）◇
小学生以下保護者同伴（2歳児以下
膝上可）◇100名█申往復はがき（4面
記入例参照。名前・年齢は全員分記
入）で8月10日（必着）までに文化デ
ザイン課へ。一通で4席まで申込み
可※応募者多数の場合は抽選。
█問当課☎3981‐1476

シニア向け「初めての iPad」
手取り足取り教えます（全2回）

8月13・20日 木曜日 午前10時
30分～正午 街づくりネットワーク
サロン（池袋本町4‐16‐7）◇タブ
レット端末を使ったインターネット
やアプリケーションの体験◇端末持

込み可◇15名◇4，000円█申Ｅメール
かファクスで「ＮＰＯ法人ささえ手
事務局█EMsasaete@gmail.com、█FAX
3959‐9098」へ。どちらか1日での
申込みも可※先着順。
█問当事務局☎080‐5033‐0908

絵本読み聞かせ講演会・講座

●講演会…8月17日㈪ 午後2～4
時 あうるすぽっと◇脳を活性化さ
せることで認知症の予防を目指す
「絵本読み聞かせ」の紹介と、認知症
についての正しい知識・予防方法な
ど◇50名█申電話で8月3～14日の間
に介護予防グループへ※先着順。
●講座（全14回）…9月14日～平成28
年2月1日 月曜日 午前10時～正
午 ほほえみクラブ室◇「絵本読み
聞かせ」の実践編◇65歳以上で介護
認定を受けていない区民◇20名◇
3，600円█申上記講演会の会場で直接
申込みか、往復はがきで8月3日～
9月4日（必着）の間に介護予防グル
ープへ※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎4566‐2434（平日の
み）

みらい館大明

①「親子で参加！大工さんと道具箱
を作ろう」…8月22日㈯ 午前10時
～正午、午後1～3時※各回とも同
内容◇新米大工さんが最初に作る、

かんな げんのう

自分の鉋や玄翁などをしまう道具箱
を、本物を参考に作る。講師…㈱鯰
組代表／岸本 耕氏、大工見習い／
櫻井 藍氏◇小学生以上の子どもと
保護者◇各10組◇一組500円
②異文化体感シリーズ「移住したい
国8年連続No．1！魅力いっぱいマ
レーシアの食と文化」…8月26日㈬
午前11時～午後1時◇マレーシアの
魅力を、食事と生活文化から紹介。

バ ク テ ー

薬膳スープ「肉骨茶」の試食あり。講
師…マレーシア食堂／青山りえ氏、
池田美幸氏◇20名◇1，000円
█申①②とも電話か Eメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ※先着順。

対人援助に携わる人のための
スキルアップ＆セルフケア講座

8月30日㈰ 午後2～4時 勤労
福祉会館◇ボランティア活動を含む
対人援助に携わっている方◇30名█保
要予約。9か月以上の未就学児
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター☎5952‐9501、

█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ。直接窓口申込み
も可※要予約。先着順。

家庭教育講座

①「防災スタンプラリー」…9月5日
㈯ 午後2～3時 池袋第一小学校
◇119番通報体験、AEDや消火器体
験、防災クイズなど、スタンプラリ
ーをしながら親子で学ぶ。講師…豊
島消防署／鈴木 美知子氏ほか。動
きやすい服装で参加◇小学生と保護
者◇25組
②「初めてでも簡単！手作りコサー
ジュ講座」…9月5日㈯ 午後2～
4時 池袋中学校◇コサージュを作
りながら、家庭教育について話し合
う。講師…フラワー加工技能士／武
田 美夕紀氏◇20名◇500円
③「楽しく学ぼう！親子で防災体験」
…9月26日㈯ 午前10時～11時30分
目白小学校◇消防車展示、消火器体
験、ミニ防火着着装などで、災害に
備える心を親子で学ぶ。講師…東京
消防庁豊島消防署目白出張所
いずれも◇上履き、下足袋持参。
③は飲み物も持参。
█申①③は電話かファクスか Eメー
ル（4面記入例参照。日中連絡でき
る電話番号も記入）で、②は電話の
みで、①は8月14日、②③は8月20
日までに「生涯学習グループ☎4566
‐2762、█FAX3981‐1577、█EMA001460
6@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

区民プロデュース講座

9月10日㈭ 午後1時30分～3時
みらい館大明◇「抱っこひもの付け
方＆歩き方講座」負担を減らして美
しく歩こう。講師…ポスチュアスタ
イリストディレクター／岡野真美氏
◇20名█保6か月以上未就学児。500
円。要予約█申ファクスかＥメールで
8月24日までに「Aneママグループ
TOMATO█FAX3565‐4734、█EManem
ama.tomato@gmail.com」へ※先
着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

JazzWorkshop2015＆
国際ジャズ・グレード審査会

8月5日㈬ 午後6時30分開演
東京音楽大学 J館（南池袋3‐4‐
5）◇ニューヨークのトップアーテ
ィストによるスペシャルライブの見
学。名前と住所がわかるものを持参
◇区内在住の方◇50名◇詳細は日本

ジャズ教育研究所ホームページ█HPht
tp : //japanjazzinstitute.org/へ。
█申電話かＥメール（4面記入例参照。
「豊島区民限定」と記入）で「当研究所
☎6264‐3766、█EM info.jije@gmail.
com」へ※先着順。

帝京平成大学臨床心理学専門職
大学院平成27年度公開講演・シ
ンポジウム

8月22日㈯ 午後1時30分～6時
帝京平成大学池袋キャンパス本館
416講義室（東池袋2‐51‐4）◇特
別講演「臨床心理士の過去・現在・
未来～21世紀を生きる生活者のため
に」。講師…日本臨床心理士会副会
長／津川律子氏。シンポジウム「臨
床心理士のなり方から働き方まで～
各領域の現状と展望」。専門職大学
院の紹介◇500名█申当日直接会場へ。
█問帝京平成大学臨床心理センター☎
5979‐6659（月～土曜日 午前10時
～午後5時）

区民活動センターミニセミナー
きつおん

「カルタをとおして吃音者の気
持ちを知る」

8月28日㈮ 午後6時30分～8時
◇体験談の発表や、ゲームを通して
きつおん

吃音のさまざまな症状と問題につい
て学ぶ。講師…東京言友会／青木雅
道氏、登梛 正氏◇20名█申Ｅメール
かファクスで「区民活動推進課協働
推進グループ█EMA0011903@city.tos
hima.lg.jp、█FAX3981‐1213」へ※先
着順。
█問当グループ☎4566‐2314

淑徳大学公開講座

①「現代ビジネスに必須のリテラシ
ー／サステナビリティ実践講座」（全
4回）…8月24日～9月28日 月曜
日、②「時代を読む、基礎から学ぶ
新時代のマーケティング」（全5回）
…8月25日～9月29日 火曜日
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。

生涯学習オープンスクール

※詳細の問い合わせ、申込みは直接
各校へ。
●日本外国語専門学校

①子どもたちの英会話教室～英語マ
ジックワールド～…8月21日㈮◇
500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041
●東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校
①福祉系国家資格入門セミナー…8
月22日㈯、②家庭での認知症との関
わり方…8月22日㈯
█申当校☎3984‐6220、█FAX3984‐8619
●東京電子専門学校
①コンパクトデジカメ、スマフォで
きれいな写真を撮る講座…8月29日
㈯、②デジカメ写真の編集入門…8
月29日㈯
█申当校☎3982‐3131、█FAX3980‐6404

第68回豊島区民体育大会

◇区内在住、在勤の方
●卓球…9月13日㈰ 豊島体育館█申
8月31日までに田辺☎3959‐4423へ。
●剣道…10月4日㈰ 豊島体育館█申
9月7日までに小野塚☎3942‐2865
へ。
●テニス…9月20日㈰から 総合体
育場・三芳グランド█申8月6日まで
に石☎3988‐5634へ。
●なぎなた…10月4日㈰ 雑司が谷
体育館█申9月19日までに隱岐☎3971
‐1973へ。
●レスリング…9月20日㈰ 雑司が
谷体育館█申9月14日までに加瀬☎
3972‐8052へ。
●ダンススポーツ…9月27日㈰ 雑
司が谷体育館█申8月31日までに稲垣
☎090‐1697‐7522へ。
●ゴルフ…9月16日㈬ 鳩山カント
リークラブ█申8月20日までに小林☎
3981‐1619へ。
●バスケットボール…9月20日㈰～
27日㈰ 豊島体育館█申8月10日まで
に巴☎3980‐7539へ。
※他の種目は今後掲載予定。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

区民親子釣り教室

9月23日㈷ 午前6時30分 豊島
公会堂前出発 千葉県木更津方面◇
区内在住、在勤、在学の方とその家
族◇50名◇2，500円◇釣り具（貸竿あ
り）・弁当・雨具など持参
█申電話で9月10日までに豊島区レク
リエーション協会 佐橋☎3916‐
3647へ※先着順。

■コールセンターを開設します ☎6890‐9249
8月3日㈪から 受付時間…平日 午前8時30分～午後6時30分
◇給付金の概要や手続きなどの問い合わせ※詳細は、後日発行する「平成
27年度臨時給付金特集号」などでお知らせします。

平成26年4月からの消費税率改定に伴う負担を緩和するため、引き続き、
平成27年度の臨時福祉給付金事業を実施します。
申請先は平成27年1月1日時点で住民登録をしている市区町村です。給

付対象と思われる方に、9月上旬に申請書を郵送する予定です。
◇対象…平成27年度の区民税（均等割）が課税されない方※均等割が課税さ
れている方の扶養親族、生活保護を受けている方などは対象となりません。
◇支給額…一人につき6，000円
●子育て世帯臨時特例給付金について
対象と思われる方に申請書を送付しています（公務員の方は所属庁から

申請書を交付）。平成27年12月1日までに申請してください。詳細は「広報
としま」6月11号をご覧ください。
※今回は、2つの給付金の要件に該当する方は両方申請できます。

（平成26年度の「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」は終了して
います）

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。

●政治家や候補者は、寄附を贈らない
●政治家や候補者に寄附を求めない
●政治家や候補者から寄附を受け取らない

議員・区長などの政治家や、これから立候補しようとしている人が、自
分の選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や理由がど
のようなものであっても禁止されています。また、寄附をするように勧め
たり、求めることも禁止されています。
◇政治家や候補者の寄附禁止の対象
�お祭り、スポーツ大会などへの寄附や差し入れ
�町会などの集会、旅行などの催しへの寸志（贈り物）や飲食物の差し入れ
�開店祝いや落成式の花輪 �お中元やお歳暮

�入学・卒業祝い �病気見舞い �葬式の供花・花輪 など
◇政治家に対する寄附の勧誘要求の禁止…政治家や候補者に対して、寄附
をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。
◇後援団体の寄附禁止…政治家や候補者の後援団体が選挙区内の人に対し
て、後援団体の設立目的により行なう行事や事業に関する寄附以外の寄附
をすることは、時期や名義にかかわらず禁止されています。
◇会社・団体の寄附禁止…会社、労働組合その他の各種団体（政党・政治
団体を除く）が、政治家や資金管理団体に対して「政治活動に関する寄附」
をすることは禁止されています。

█問選挙管理委員会事務局☎4566‐2821

平成27年度臨時給付金のお知らせ

寄附禁止強化月間です8月は 「「「「「「「「「「寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄附附附附附附附附附附ははははははははははＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ！！！！！！！！！！」」」」」」」」」」みんなで徹底しよう
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ふれあいガイド
この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。
区ホームページからもご覧になれます。

平成27年7月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 23,124
(－ 32)

170,597
(+ 77) 

279,634
(+ 161)
  141,159
138,475

   男
    女  

■日中の関連イベントもお楽しみください！

観覧席販売中
　ご予約はお早めに！！
観覧席販売中観覧席販売中
　ご予約はお早めに！！

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

●女子栄養大学
健康チャレンジ！対象事業「ココロ

ひ けつ

とカラダを健康に保つ秘訣」…9月
4日㈮ 午後1時30分～3時 女子
栄養大学生涯学習センター3階（駒
込3‐24‐3）◇心を元気にする食
材や調理方法を知り、元気な毎日を
過ごすための講義。講師…当大学栄

かま ち けい こ

養クリニック教授／蒲池桂子氏◇
100名◇一般1，000円※マナビト生フ
リーパス対象講座█申ファクスかＥメ
ールで「コミュニティ大学グループ
█FAX3981‐1577、█EMA0014606@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎5992‐7079

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾や受験などの費用について、
一定所得以下の世帯に無利子の貸付
を行ない、中3・高3年生の子ども
たちの学習意欲をサポートする東京
都の事業です。高校・大学などへ入
学した場合、返済が免除されます。
◇内容…①学習塾等受講料貸付、②
受験料貸付
◇対象…借入申込者は世帯の生計中
心者で都内在住1年以上（収入要件
や連帯保証人などの条件あり）。
█申平成28年1月までにくらし・しご
と相談支援センター（社会福祉協議
会）☎4566‐2454へ※相談後、申請
には条件確認のための書類提出が必
要。

リボンサービス協力会員募集

�説明会…8月24日㈪ 午後2～3
時、�入門研修…9月1日㈫ 午後
2時～4時30分 いずれも豊島ボラ
ンティアセンター◇高齢や障がいな
どでお困りの利用会員に掃除や外出

の付き添いなどができる方を募集。
█申電話で地域福祉推進課リボンサー
ビス☎3981‐9250へ。

親族のための成年後見実践講座
（全2回）

8月20日㈭・21日㈮ 午後6時30
分～8時30分 区民センター◇申立
方法、後見人の業務ほか。基礎的な
制度の説明はありません。講師…弁
護士／野村 完氏◇区内在住、在勤
で、実際に親族のための法定後見申
立を考えている両日参加できる方◇
30名程度
█申電話かファクスで「サポートとし
ま☎3981‐2940、█FAX3981‐2946」へ
※要予約。先着順。

サポートとしま「老い支度講座」
～備えて安心！明るい老後！（全3回）

①「自分の”葬儀”どう考える？」…9
月8日㈫◇講師…（福）東京福祉会、
②「学ぼう！もめないための"相続”」
…9月11日㈮◇講師…税理士／山元
俊一氏、③「書いてみよう！想いを
遺す”遺言”」…9月16日㈬◇講師…
弁護士／富永忠祐氏
いずれも◇午後2～4時 区民セ

ンター◇区内在住で全回参加できる
方◇80名◇オリジナルノート「私の
記録帳～伝えておきたい大切なこと
～」をプレゼント
█申8月3日午前9時から電話かファ
クスで「サポートとしま☎3981‐
2940、█FAX3981‐2946」へ※要予約。
先着順。

●自衛官募集
◇種目…①航空学生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生（女性）、④自衛
官候補生（男性）、⑤防衛大学校学生
（一般前期）、⑥防衛医科大学校医学
科・看護学科学生
◇資格…①⑤⑥は高卒（見込含む）で

21歳未満の方、②③④は18歳以上27
歳未満の方
◇受付期間…①②③は9月9日まで、
⑤⑥は9月5～30日、④は随時。詳
しくは問い合わせてください。
█問豊島出張所☎3982‐7075
●（公財）東京都福祉保健財団
「東京都子育て支援員研修の受講者
募集」
◇研修内容…保育や子育て支援分野
の各事業に従事する上で、必要な知
識や技術などを有する「子育て支援
員」の養成研修（地域保育、地域子育
て支援、放課後児童、社会的養護、
の各コース）※申込み方法や研修の
詳細は東京都福祉保健財団ホームペ
ージ█HPhttp : //www.fukushizaida
n.jp/、都ホームページ█HPhttp : //
www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/kodomo/katei/を参照。
█問（公財）東京都福祉保健財団人材養
成部福祉人材養成室子育て支援員担
当☎3344‐8533
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向（※ポイント
方式）※ひとり親・高齢者・心身障
害者・多子・特に所得の低い一般世
帯など、住宅困窮度の高い世帯限定
（審査あり）、②単身者向・単身者用
車いす向・シルバーピア（抽選）、③
事業再建者向定期使用住宅
◇募集案内・申込書の配布期間…8

月3日㈪～8月11日㈫
◇区内の配布場所…住宅課（区役所
本庁舎6階）、東・西部区民事務所、
東・西部障害支援センター、図書館
（駒込・千早図書館を除く）※③は住
宅課、当公社目白窓口センター（目
白2‐1‐1目白NTビル5階）で
配布
█問住宅供給公社募集センター◇募集
期間中☎0570‐010‐810、◇募集期
間以外☎6418‐5571、█HP http：//w
ww.to-kousya.or.jp/
●日本政策金融公庫
「国の教育ローン」
学生・生徒一人当たり350万円以内。
詳しくは「教育ローンコールセンタ
ー☎0570‐008‐656（ナビダイヤル）
か、☎5321‐8656」へ。事業資金に
関する問い合わせは☎0120‐154‐
505か、当公庫池袋支店へ問い合わ
せてください。
█問当支店国民生活事業☎3983‐2132

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�女声合唱「コール・アダージョ」
毎週月曜日 午前10時～正午 千
早地域文化創造館◇女性の方◇入
会金1，000円◇月額5，000円█問飯島
☎3972‐8643
�「平成居合道同好会」 毎週土・
日曜日 午前9時～正午 みらい
館大明ほか◇入会金1，000円、月
額2，000円█問吉井☎3983‐4382
�「らくらく健康ヨーガ」 毎週金
曜日 午前10時～11時30分 上池
袋コミュニティセンター◇6か月

17，000円█問大竹☎090‐2145‐
8269
�スクラップブッキングとフラワ
ーアレンジ「キッズ・クラフト」
月1回土曜日 午前9時30分～正
午 長崎第五区民集会室◇子ども
とその保護者◇月額3，000円（材料
費含む）█問加藤☎5966‐6327
�囲碁「碁楽会」 毎週水曜日 午
後1～4時 心身障害者福祉セン
ター◇月額100円█問林☎5966‐
4694
�「ひいらぎ合唱団」 毎月第2日
曜日など 午後1～5時 椎名町
小学校◇月額1，000円█問柴田☎080
‐6519‐5507

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 平成27年（2015年） 8月1日号 No.1654 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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