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子育て・教育子育て・教育

税・国保・年金税・国保・年金
福  祉福  祉

表情から知ろう家族の気持ち
心に触れるEQワークショップ

10月25日㈰ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇EQ（感情学）
について知り、目に見えない感情に
気づく。保育つき◇年長～小学3年
生の子どもと保護者◇15組
█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※先着順。

隣接校選択希望申請書を送付し
ます

平成28年4月に区立小・中学校へ
入学する児童・生徒を対象に、指定
校以外でも隣接する通学区域の学校
を選択できる「隣接校選択制」を実施
します。対象者の保護者へ希望申請

書を郵送します。「隣接校」を希望す
る場合は、同封の封筒で返信してく
ださい（指定校を希望する方は提出
不要）。
◇受付期間…10月1～31日（消印有
効）◇受入枠…1校あたり35名（仰高
小10名、池袋本町小10名、巣鴨北中
20名）※受入枠を超えた場合は抽選。
█問学務課学事係☎3981‐1174

交通事故と国民健康保険

交通事故など第三者の行為によっ
て受けた傷病の医療費は、原則とし
て加害者が全額負担すべきものです
が、事情などによっては届出により
国民健康保険証（国保証）で治療を受
けることができます。これは国保が
一時的に治療費を立て替えるもので、
後日被害者に代わり加害者に請求し
ます。国保証で治療を受けるときは、

必ず事前に国民健康保険課へ連絡を
してください。また、被害者は後日
「第三者行為による傷病届」を提出し
てください。ただし、次の場合は国
保証が使えません。①加害者からす
でに治療費を受け取っている、②業
務上のけが、③酒酔い運転、無免許
運転などによる傷病。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

介護保険の給付実績に関する
お知らせを送付します

介護保険制度に対する理解を深め
てもらうため、介護サービス利用者
のうち、無作為に抽出した方にお知
らせを送付します。このお知らせに
よる新たな手続きは必要ありません。
ただし、記載された内容に誤りや不
明な点がある場合は、問い合わせて

ください。
内容…利用年月、サービス事業者名、
サービスの種類、利用者負担額、サ
ービス費用合計額。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

訪問介護（介護予防訪問介護）は、介護認定の結果、要介護（要支援）と
なった方が受けられるサービスです。介護職員が自宅を訪問して食事や
排せつ、入浴などの介助を行なう身体介護、調理や掃除などを行なう生
活援助、通院などのための乗車降車介助などがあります。サービスの内
容、家族の状況によっては利用できないものがありますのでご注意くだ
さい。

◎次のような場合、介護保険サービスとして利用することはできません。
⑴商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為
⑵利用者本人への援助ではなく、ご家族のために行う行為やご家族が行うこ
とが適当と判断される行為
（例）利用者以外の方に係わる調理、洗濯、買物など
⑶介護職員（ホームヘルパー等）が行わなくても日常生活に支障がない行為
（例）草むしり、花木の水やりなど

⑷日常的に行われる家事の範囲をこえる行為
（例）家具・電気器具などの移動、修繕、模様替えなど
⑸リハビリや医療行為
リハビリテーションや医療行為は、介護職員（ホームヘルパーなど）に頼む
ことはできません※一定の要件を満たしている介護職員などによる痰の吸
引、経管栄養の処置は認められます。医師の指示に基づくものなので、必
ず担当ケアマネジャーと相談してください。

⑹金銭管理や契約行為
本人に代わって金銭を引き出したり、ＡＴＭの操作はできません。また、
契約書に記入するなどの行為も介護職員（ホームヘルパー等）に頼むことは
できません。

█問介護保険課給付グループ☎3981‐1387

◎介護保険サービスが利用できなくても、電球・蛍光灯の交換などは「困り
ごと援助サービス」の利用ができますので相談してください。対象は65歳以
上のひとり暮らしの方、高齢者世帯、障害者などで、30分500円です。

█問豊島区民社会福祉協議会困りごと援助サービス担当☎3981‐3166

①危険箇所の確認…区役所で配布している防災地図や洪水ハザードマップを活用しましょう。
浸水の恐れがある場合は、安全な避難ルートを確認しておきましょう。
②自宅周りの整理…屋根、外壁、雨戸、ブロック塀などをこまめに点検し、不備な個所は補修
しておきましょう。また、家の周りの側溝のゴミや泥を取り除き、水はけを良くしておきま
しょう。
③日頃の備え…浸水を防ぐための土のうを、普段から必要数用意しておきましょう。日頃から
防災情報の収集に努めましょう。区では、安全・安心メール、防災危機管理課ツイッター、
防災危機管理課フェイスブックなどで、随時防災情報や気象情報などを発信しています。

●豊島区防災地図とハザードマップは、防災危機管理課窓口や防災訓練会場などで配布しています。ハザードマップは区
ホームページからもダウンロードできます。

集中豪雨は、狭い範囲に数時間にわたって強く降り、100㎜から数百㎜の雨量をもたらします。区では2年前、
南大塚一丁目地区を中心に160戸以上が浸水被害にあいました。台風・大雨が予想された際は、正確な情報収集と
水防・避難の準備を行ない、避難勧告が出されたら速やかに行動してください。動きやすい格好で単独行動を避け、
協力して避難しましょう。 █問防災危機管理課☎3981‐2100

番号制度開始に伴うシステムの
メンテナンス作業のため、窓口業
務の取り扱いを終日休止します。
自動交付機は、通常通り稼働しま
す。ご不便をおかけしますが、ご
理解・ご協力をよろしくお願いし
ます。
※詳細は区ホームページをご確認
ください。
█問総合窓口課住民記録グループ☎
3981‐4782

「としまくらしの便利帳」を掲載した
タウンページを区内全域に配布します

9/11 ９月中旬～３０日の期間に配布します。
※地域により配布日が異なります。
※「防災タウンページ」とセットで配布します。平成27年（2015年）
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局地的な集中豪雨に注意しましょう局地的な集中豪雨に注意しましょう
◆防災情報はこちら

豊島区
安全・安心メール今日からはじめる台風・水害対策ポイント
アカウントのない方は
下記のＱＲコードから
アクセスできます

防災危機管理課
公式ツイッター

防災危機管理課
公式フェイスブック

10月3日㈯、4日㈰
区役所本庁舎の

窓口業務は終日休止します

訪問介護の正しい利用をお願いします

●「広報としま」は、新聞折り込み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）などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。
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くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます

イベントイベント
講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

豊島区居住支援協議会「空き家
オーナー向けセミナー」

9月15日㈫ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇空き家を使
った子育て世帯支援の講演（講師…
小山訓久氏）、個別相談など◇空き
家、空き室をお持ちのオーナー◇50
名
█申電話で住宅施策推進グループ☎
3981‐2655へ※先着順。

平成27年国勢調査オンライン回
答の期間中です

平成27年国勢調査ではオンライン
先行回答方式を導入しています。オ
ンライン入力の際には「インターネ
ット回答用 ID」の入った青色の封筒
が必要です。9月12日までにご自宅
の郵便受けに投函されますのでご利
用ください。オンライン入力期間は
9月20日までです。
█問統計調査グループ☎3981‐1196

高齢者被害防止共同キャンペーン
（高齢者被害特別相談）

9月15日㈫～17日㈭ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
高齢者の被害を未然に防ぎ、拡大を
防止するため、関東甲信越ブロック
および東京都と共同で特別相談を実
施◇区内在住、在勤、在学の方
█申電話☎3984‐5515（相談専用）か直
接当センター窓口へ。

無料街頭不動産相談

9月23日㈷ 午前10時～午後4時
区民センター◇専門家による無料不
動産相談。防災防犯セミナー█申当日
直接会場へ。
█問（公社）東京都宅地建物取引業協会
豊島区支部☎3984‐2977、区住宅課
相談グループ☎3981‐2683

お悩みを専門家にご相談ください！
「事業と暮らしの無料相談会」

10月3日㈯ 午後1時～4時30分

としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇十士業団体、公証役場
などによる相談会◇区内在住、在勤
の方、区内事業者◇63名
█申電話で9月15日～10月2日の間に
「東京パブリック法律事務所☎5979
‐2920（平日午前10時～午後4時）」
へ※要予約。先着順。

家庭などの省エネに
「省エネナビ」「ワットアワーメ
ーター」を貸出します

①「省エネナビ」…分電盤につなぎ、
家庭全体の消費電力や電気代を測定
・表示する機器※貸出要件あり。②
「ワットアワーメーター」…コンセン
トに接続し家電製品をつなぐことで、
消費電力などを測定・表示する電力
計◇貸し出し期間…①3か月、②1
か月◇対象…区内在住の個人または
区内にある団体、事業所※自身で設
置・取り外しができる方◇要事前予
約。また貸出し時には身分証を提示。
詳しくは問い合わせてください。
█問環境事業グループ☎3981‐2771

アスベスト分析調査の助成金制
度をご利用ください

飛散性のアスベストが使われてい
るかを確認する分析調査に対して、
今年度も助成を行なっています。
◇対象…①区内建築物の所有者、②
区内分譲共同住宅の管理組合
◇助成内容…建物一棟につき1回、
上限25万円まで
█問公害対策係☎3981‐2405

粗大ごみインターネット受付シ
ステムが停止します

粗大ごみ受付センターのサーバー
機器などのメンテナンス作業のため、
粗大ごみのインターネットでの受付
を停止します。
◇日時…9月12日㈯午後8時～9月
13日㈰午後7時
█問作業係☎3984‐9681

つる植物・いのちの森苗木を配
付します（無料）

10月25日㈰ 第1回…午前11時か

ら、第2回…午後2時から、としま
センタースクエア（区役所本庁舎1
階）◇つる植物…3種類300株◇苗木
…3種類600本◇各回一人2株、2
本まで。なくなり次第終了◇区内在
住、在勤、在学の方で、エコライフ
フェアのスタンプラリーでスタンプ
を3個以上集めた方█申当日直接会場
へ※広報としま10月1日号情報版
「2015としまエコライフフェア」参照。
█問環境事業グループ☎3981‐2771

気づいてください！
体と心の限界サイン

気分が落ち込んだ時やからだに不
調がある時、親しい人との会話はス
トレスの軽減に役立ちます。症状に
よっては、医療機関などの専門機関
の早期利用もお勧めします。
●「若者のいのちを守る」ハートプロ
ジェクト…若者の自殺・うつ病の予
防対策のため、帝京平成大学大学院
臨床心理学研究科と協働で実施。
●相談窓口…池袋保健所および長崎
健康相談所では、保健師が必要に応
じて精神科医による専門相談や、精
神保健福祉士による家族問題相談を
紹介しています。詳しくは問い合わ
せてください█問池袋保健所健康推進
課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎
3957‐1191
●こころの健康展示…9月24日㈭ま
で 中央図書館◇関連図書の展示、
リーフレットの配布
●9月は東京都の自殺対策強化月間
「自殺防止！東京キャンペーン」…東
京都自殺相談ダイヤル～こころとい
のちのほっとライン～ 9月11日㈮
まで 24時間☎0570‐087478
█問精神保健担当係☎3987‐4231

第5回健康講座～呼吸器疾患の
方のための～「元気が出る食事
とその工夫」

10月14日㈬ 午後2～4時 池袋
保健所◇調理や食事の際に気を付け
るべき点を紹介。講師…池袋保健所
管理栄養士◇区内在住の呼吸器疾患
をお持ちの方やその家族◇25名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐

4220へ※要予約。先着順。

認知症知ってあんしん講座
第1回「高齢期の身体と認知症」

10月19日㈪ 午後1～3時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇高齢期の身体と認知症◇講
師…医療法人社団創知会メモリーク
リニックお茶の水院長／朝田 隆氏
◇区内在住、在勤の方◇100名
█申電話かファクスで「認知症対策グ
ループ☎4566‐2433、█FAX3980‐5040」
へ※要予約。先着順。

豊島区保健福祉審議会（第2回）

9月14日㈪ 午後6時から 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。

第10回
豊島区障害者地域支援協議会

9月25日㈮ 午後6時30分～8時
30分 区役所本庁舎5階507・508会
議室
█申電話かファクスで9月18日午後5
時までに「障害福祉課政策推進グル
ープ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」
へ。

木育おもちゃキャラバン

9月23日㈷ 午前10時～午後4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇木のおもちゃで「遊ぶ」、
木の製品を「作る」などの体験█申当日
直接会場へ。
█問NPO法人日本グッド・トイ委員
会☎5367‐9601

みらい館大明
「豊島区若者支援事業」

①「弁護士 cafe」…9月17日㈭ 午
後7時から◇アルバイト、会社での
悩み、人間関係でのトラブルなどを
相談。講師…城北法律事務所所属弁
護士／田村優介氏◇10名、②「大明
ファームズプロジェクト」…9月27
日㈰ 午後2～4時◇農作物を育て
収穫までを楽しむ。畑のメンテナン
スと、秋・冬栽培に向けた準備。汚
れても良い服装で参加。
█申いずれも電話か Eメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※①のみ先着順。

雑司が谷の歴史を聴く会

9月25日㈮ 午前10時～11時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎）◇講師…伊藤榮洪氏、矢島勝
昭氏ほか█申当日直接会場へ。
█問企画課未来戦略推進第一グループ
☎4566‐2512

第17回ふれあい文化祭

9月26日㈯ 午前10時30分～午後
3時 勤労福祉会館◇豊島区身体障
害者福祉協会会員の書や絵画、写真
などの展示。落語、ジャズバンド演
奏、抽選会あり█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課管理グループ☎3981‐
1963、█FAX3981‐4303

出前講座「食事情」

9月17日㈭ 午後1時40分～2時
40分 区民ひろば椎名町◇遺伝子組
み換え食品について詳しく紹介█申当
日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

介護者のための「がんばらない
介護講座」（全5回）

①「防ごう腰痛～楽する介助のコツ
を伝授～」…10月2日㈮、②「口から

こう くう

食べる喜び～やってみよう口腔ケア
と体操～」…10月16日㈮、③「認知症
ってなに？」…11月16日㈪、④「心が
折れない介護のために」…11月27日

㈮、⑤「よくわかる福祉用具の選び
方・使い方」…12月11日㈮
いずれも◇午後1～3時 帝京平
成大学池袋キャンパス（東池袋2‐
51‐4）ほか◇区内在住、在勤で、
要支援・要介護者を自宅で介護して
いる方◇15名程度◇各回参加も可。
█申電話で9月25日までに介護保険課
管理グループ☎3981‐1942へ※先着順。

シニアパソコン入門講座（全8回）

①池袋本町ほほえみクラブ室…10月
7日～11月25日 水曜日 午前10時
～正午◇12名
②長崎シニア活動室（長崎休日診療
所内）…10月19日～12月14日 月曜
日 午後1時30分～3時30分◇10名
いずれも◇区内在住のおおむね60

歳以上の初挑戦者でワードソフトの
あるパソコンを持参できる方※2回
目までに購入する方も可◇1，000円
█申往復はがき（4面記入例参照。パ
ソコンの有無と希望会場も記入）で
9月25日（必着）までに高齢者福祉課
介護予防グループ（宛先2面上部欄
外参照）へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎4566‐2434（平日）

シニアのための英会話教室
～中学英語で英会話～（全12回）

10月7日～12月24日 水曜日クラ
ス…午後1時～2時30分、木曜日ク
ラス…午後1時～2時30分 シルバ
ー人材センター◇50歳以上の方◇5
名※クラス選択◇1か月6，000円
█申電話かファクスか E メールで9
月25日までに「当センター☎3982‐
9533、█FAX3982‐9532、█EM toshimak
u@sjc.ne.jp」へ※先着順。

淑徳大学公開講座

①「人生が輝く自分史講座」（全10回）
…9月28日～平成28年3月28日 月
曜日、②「『自律した個人』になるた
めのキャリアデザイン」（全4回）…
10月2日～11月20日 金曜日、③
「NPOパワーアップセミナー（中級）
講座」（全3回）…10月8～29日 木
曜日、④「世界情勢と日本」（全6回）
…10月8日～12月24日 木曜日
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。
●創形美術学校
高校生のための①「マイタンブラー
をつくろう！」、②「トートバッグイ
ラストを作ってみよう！」、③「プチ
テンペラ画を描いてみよう！」…い
ずれも9月26日㈯
█申当校☎3986‐1981、█FAX3986‐1982
●日本外国語専門学校
④中・高校生のための英検対策合格
セミナー（3・準2・2級）…10月4
日㈰◇500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

●立教大学
「アタッチメント－安心できる人間
関係についての心理学－」…10月10
日㈯ 午後1時30分～3時30分 立
教大学10号館X304教室（西池袋3‐
34‐1）◇アタッチメントという考
え方を用いた人間関係についての講
義。講師…立教大学現代心理学部心
理学科教授／林もも子氏◇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█FAX
3981‐1577、█EMA0014606@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎5992‐7079
●学習院生涯学習センター
「外国人から見た「伊勢物語」の魅力
と翻訳をする素晴らしさ」…10月17
日㈯ 午後1時30分～3時 学習院
生涯学習センター（目白1‐3‐19）
◇講師が英訳した伊勢物語の魅力を、
翻訳の苦労話も交えて楽しく紹介。
講師…杏林大学客員教授／ピーター
ジェイマクミラン氏◇90名◇1，500円
█申電話で「学習院生涯学習センター
☎5992‐1040（平日午前10時～午後
5時、土曜日午前10時～午後0時30
分）」へ。当センターホームページ█HP
http : //open.gakushuin.ac.jp/か
らも申込み可※先着順。

平成27年度豊島区スポーツ表彰
受賞者が決定しました

◇スポーツの振興・発展に貢献した
方または団体
●スポーツ栄誉賞…荻野祐輝、岸野
徳子、野中生萌、今井 毅、サニブ
ラウン・アブデル・ハキーム、清水
亮汰、川島 修、井野場 政子、森田
大地、中村恒子、初瀬勇輔、吉川琴
美、長谷川 雄太、淑徳巣鴨高等学
校水泳部、十文字中学校サッカー部
●スポーツ奨励賞…幸田和記、齋藤
優奈、藤岡綾奈、村上晴香、豊島ひ
まわり、立教池袋中学校ゴルフ部、
立教池袋高等学校ゴルフ部、淑徳巣
鴨高等学校剣道部、淑徳巣鴨中学校
バドミントン部、淑徳巣鴨高等学校
バドミントン部、十文字高等学校サ
ッカー部、城西大学附属城西高等学
校陸上部（順不同、敬称略）
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

区民コブナ釣り大会

10月4日㈰ 午前5時30分 豊島
公会堂前集合 茨城県浮島周辺※雨
天決行◇区内在住、在勤の方とその
家族◇100名◇5，000円
█申電話で9月18日までに豊島区釣友
連合会事務局 佐橋☎3916‐3647へ
※先着順。

親と子のふれあい子育て体操&
ダンス教室（全10回）

9月11日～11月27日（10月2日、
11月6日を除く） 金曜日 午前9
時30分～10時30分（2～4歳児）、午
前10時45分～11時45分（10か月～2
歳児未満） 豊島体育館◇体操（第2
・4金曜日）、ダンス（第3金曜日）。
各回参加や途中参加も可◇区内在住、
在勤の10か月～4歳児の子どもと保
護者◇各30組◇1回500円（5回以上
参加の方は一括2，500円）
█申ファクスか Eメールで「椎の美ク
ラブ█FAX3972‐1876、█EMshiinomi.oy
ako@gmail.com」へ※先着順。
█問当クラブ有里☎080‐2597‐4650

◆生活保護制度…生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活
保護制度があります。
●こんなときに受けられます…収入が無いかあっても少なく、生活に事欠
くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を
保障します。
●保護費の額…「最低生活費」と、保護を受けようと
する方（世帯）の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合
はその不足分について保護します（右図参照）。ただ
し、資産・能力など全ての活用が要件であり、民法
上の扶養義務者の扶養は、生活保護に優先します。
※「収入」＝世帯のすべての収入（給料、手当、賞与、
内職収入、営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時
収入など）。働いて得た収入は、一定の控除額が認
められます。
●相談してください…生活に困った時は、近くの住
所を担当する生活福祉課、西部生活福祉課、または

民生委員に遠慮なく相談してください。
◇生活福祉課（区役所旧庁舎1階）…駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、
上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、
住まいのない方◇西部生活福祉課（西部障害支援センター内）…西池袋、目
白、長崎、高松、池袋3・4丁目、南長崎、千早、千川、要町※生活福祉
課、西部生活福祉課などの窓口にあるリーフレットを参照してください。
●民生委員…地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者をはじめ、
生活が困難な家庭などの相談に応じています。また関係機関と連携し、生
活を支援しています█問民生児童委員グループ☎3981‐1722
◆くらし・しごと相談支援センター（生活困窮者自立支援制度）…専門の支
援員が自立に向けた支援を行ないます█問福祉総務課自立促進グループ☎
4566‐2453、くらし・しごと相談支援センター☎4566‐2454
※いずれも、守秘義務により相談された内容については堅く守られていま
す。
█問生活福祉課相談係☎3981‐1842、西部生活福祉課相談係☎5917‐5762

10月11日㈰ 午前10時30分～午後2時 池袋第二公園※駐車場なし、雨天中止◇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◇20店舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）◇1，000円
█申ファクスか Eメールで「みんなのえんがわ池袋事務局█FAX6659‐6776、█EMengawa@toshima-npo.org」へ※1名（1グループ）1通のみ。先着順。█問当会 楢原☎6659‐6777（午後1～5時）

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。

●子どもと高齢者の交通事故防止…高齢者の交通事故は、道路横断中に多
く発生しています。青信号で道路を横断するときも、必ず右左の安全を確
認しましょう。また、子どもの交通事故は下校時間帯の午後2～6時に多
く発生しています。子どもと高齢者本人が、危険を知って交通ルールを守
ることと、ドライバーなど周囲の思いやりが大切です。
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に反射材用
品の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）…夕暮れ時や夜間の見え
にくい時間帯は、相手側に自分の位置を知らせることで、交通事故を防ぐ
ことができます。自転車のライトの点灯や反射材用品を身に付けることで、
「自分の存在をアピール」し、交通事故を防ぎましょう。

●後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底…シートベルトはどこに座っても、必ず正しく着用しましょ
う。後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭った場合、車外放
出や前席同乗者への加害などの危険性があります。6歳未満の子どもはチ
ャイルドシートの着用が義務づけられています。
●飲酒運転の根絶…飲酒運転は犯罪です。飲酒運転をした本人だけでなく、
酒類の提供者や車両の同乗者も罰せられます。自転車でも飲酒運転です。
●二輪車の交通事故防止…自分の運転技量や二輪車の性能を過信せず、カ
ーブや交差点の手前では十分に速度を落とし、安全運転を心がけましょう。
運転する際は、ヘルメットを正しくかぶり、胸部・腹部を守るプロテクタ
ーを着用し、体の露出がなるべく少なくなるような長袖・長ズボンを着用
しましょう。

交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践
し、皆さんの力で悲惨な交通事故を防止していくことを目的としてい
ます。 █問庶務・交通安全グループ☎3981‐4856

◇移動日…9月28日㈪から◇移動後の場所…保健事業グループ／池袋保健所5階、公害保健グループ／池袋保健所4階
※同じ建物内で階層のみ移動。電話番号は変更なし。█問保健事業グループ☎3987‐4660、公害保健グループ☎3987‐4220

生活に困ったときは相談してください 9月21日㈷～30日㈬ 「やさしさが 走るこの街 この道路」「やさしさが 走るこの街 この道路」「やさしさが 走るこの街 この道路」秋の全国交通安全運動
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収入が最低生活
費を下回るため、
その不足分のみ
保護費が支給さ
れます。 9月30日㈬は交通事故ゼロを目指す日です

危険ドラッグが原因の重大な交通事故が発生しています。危険ドラッグなど薬物使用は絶対にやめましょう。！

リサイクルフリーマ
ーケット出店者募集

保健事業グループと公害保健グル
ープが池袋保健所内で移動します
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予約制等の事業は随時受け付けて
いるため、定員に達していることが
ありますのでご了承ください。

保健所カレンダー１０１０１０
月

スポーツスポーツ 社会福祉協議会

区民歩こう会

10月4日㈰ 午前9時50分 東京
メトロ有楽町線氷川台駅2番出口前
広場集合◇「石神井川周辺の名所旧
跡を訪ねて」。氷川台駅から桜台、
豊島園、春日町と練馬区の旧社寺を
散策（約6㎞）◇300円◇軽装で参加。
弁当、水筒、雨具持参█申当日集合場
所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

平成27年度
第2回区民ミーティング

●9月25日㈮…午後2～4時 区民
ひろばさくら第一、●9月29日㈫…
午後6時30分～8時30分 区民ひろ
ば南大塚、●10月3日㈯…午前10時
～正午 区民ひろば西池袋、●10月
6日㈫…午前10時～正午 区民ひろ
ば目白、●10月9日㈮…午後6～8
時 養浩荘、●10月17日㈯…午前10
時～正午 区民ひろば清和第一、千
川の杜、区民ひろば上池袋◇福祉の

まちを推進するための懇談会█申いず
れも当日直接各会場へ。
█問社会福祉協議会総務課☎3981‐
2930

高齢者元気あとおし事業参加者
説明会＆施設見学会

9月29日㈫ 午後2～4時 特別
養護老人ホームアトリエ村◇指定さ
れた介護保険施設でボランティア活
動を行ない、自身の介護予防と支え
合う地域社会をめざす。貯めたスタ
ンプは換金可。アトリエ村職員によ
る PR および施設見学あり◇60歳以
上の健康な区民◇20名◇健康保険証
など、住所と年齢が確認できるもの

を持参。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

通常は新聞折り込みなどで配布していますが、10月1
日号は全世帯に個別に配布します。
●配布期間…9月28日㈪～10月2日㈮
●配布物…広報としま情報版10月1日号、

広報としま特別号「としまplus」※今回のみ
冊子版16ページ（特別号）を配布します。通常
はタブロイド判8ページ（特集版）です。

◇区が委託した配布員（区発行の身分証明証明書を携帯）
が配布します。
◇個別配布を利用している方も、上記期間で配布します。
◇10月11日号からは、通常通り新聞折り込みや個別配布
などでお届けします。

█問広報グループ☎4566‐2532

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆当館アリーナと明豊中学校でイ
ベント 午前9時30分～午後4時
◇キンボール、車椅子バスケ、バ
スケットボール、バドミントンな
どに参加可◇500円※小・中学生
300円◇運動しやすい服装、室内
履き持参█申当日直接会場へ。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆体脂肪率などが分かる体組成測
定＆運動習慣を作ろう！簡単健康
体操体験 測定…正午から、体操
…午後0時30分～1時
◆当日のコース型教室を500円で
参加可
いずれも◇定員あり█申電話か窓

口で要予約。
総合体育場 ☎3971‐0094
◆無料開放①ソフトテニス、②硬
式テニス、③和弓、④アーチェリ
ー、⑤卓球 ①③は午前9時30分
～午後1時、②④は午後1時30分
～5時、⑤は午後1時30分～8時
30分◇小・中学生以上◇③④は道
具貸出し無料、①②⑤はラケット、
ボール、シューズを持参█申当日直
接会場へ。
西巣鴨体育場 ☎3949‐4440
◆アーチェリー無料開放 （午前
の部）午前10時～正午、（午後の部）

午後1～5時◇小・中学生以上◇
弓具の貸出し無料█申当日直接会場
へ。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆成人特別スイムレッスン ①午
前10時10分～11時、②午前11時～
11時50分◇4種目の中から好きな
泳法を選んで無料レッスン◇各30
名※中学生不可█申電話か窓口で要
予約。
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆無料体験 スタジオプログラム
（はじめてエアロビクス、シェイ
プ45、ヨガ、かんたんエアロビク
ス、歪み解消ストレッチ）、アク
アプログラム（水中歩行、アクア
ビクス）◇16歳以上◇定員あり◇
施設使用料別途必要█申当日開始1
時間前から整理券配布。
◆武道場無料体験会 空手…午前
9時から、なぎなた…午前11時か
ら、太極拳…午後1時から、合気
道…午後3時から◇各30名◇運動
しやすい服装で参加█申当日先着順
受付。
南長崎スポーツセンター☎5988‐9270
◆無料イベント トレーニング室、
プール、インボディ（体組成計測）
を無料で利用可◇プールは3歳以
上█申窓口で要予約。

10月 母子健康相談
2日㈮ 区民ひろば清和第二 午後1時30分～2時
6日㈫ 区民ひろば西池袋 午前10時～10時30分
7日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
20日㈫ 区民ひろば高南第二 午前10時～10時30分
█問池袋保健所☎3987‐4174

21日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
26日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分

█問長崎健康相談所☎3957‐1191

事 業 名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

歯科衛生相談
〈4歳未満児〉〔予約制〕

1・8・15・22・29日㈭
午前9時～10時30分

6・20日㈫
午前9時～10時30分

母親学級〔予約制〕 9・16・23日㈮
午後0時40分～3時30分

7・14・21日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕 10日㈯
午後1時20分～4時

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）〔予約制〕
※対象…27年度20～40歳未満の男性

9日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…27年度20～40歳未満の女性

7日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時50分～10時

健康（保健・栄養）相談〔予約制〕 9日㈮
午後1時15分～2時30分

21日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 8日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 7日㈬
午後1時15分～2時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

19日㈪
午後1～2時

B型・C型肝炎ウイルス検査〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

9日㈮
午前10時30分～11時

こ
こ
ろ
の
健
康

こころの相談〔予約制〕 15日㈭
午後2～4時

21日㈬
午後2～4時

家族相談〔予約制〕 6日㈫
午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症など、
健康に関する相談を受けています。
平日 午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時 面接相談は要予約
█問公害保健グループ☎3987‐4220

飼い犬・飼い猫のしつけ相談
〔予約制〕

22日㈭
午後1時30分～4時
█問生活衛生係☎3987‐4175

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）
10月1日号の「広報としま」は
全世帯に個別配布します

4 広報としま情報版 平成27年（2015年） 9月11日号 No.1659 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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