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後期高齢者医療保険料の納付書
（10～12月）を10月15日に送付し
ます

◇対象…普通徴収の方（口座振替の
方を除く）
◇支払方法…毎月末日（末日が土・
日曜日、祝日の場合は翌営業日）ま
でに、銀行、郵便局などの金融機関、
コンビニエンスストアまたは高齢者
医療年金課・区民事務所の窓口へ※
納付相談も行なっています。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

「ベラカーサ南池袋」
入居待機者募集

空室が発生した場合、抽選で決定
した順位に従いあっせんします。
◇物件概要…所在地／南池袋3‐7
‐8、間取り／1DK、家賃／82，000
～95，000円（家賃助成制度あり）、共
益費／13，000円、敷金／家賃の3か
月分
◇登録期間…1年間（認定業者が決
めた日から）
※応募資格など詳しくは問い合わせ
てください█申10月13～23日（平日）午
前10時～午後5時の間に電話で（一
財）首都圏不燃建築公社☎3436‐
2889へ関係書類を取り寄せ、同期間
（当日消印有効）に当社へ郵送。
█問住宅施策推進グループ☎3981‐
2655

ケアハウス菊かおる園入居者募集

高齢者が自立した生活を維持でき
るよう配慮した施設です。詳しくは
問い合わせてください。
◇所在地…西巣鴨2‐30‐19（都電
庚申塚駅そば）
◇入居要件…区内在住の60歳以上

（要保証人）
◇サービスの内容…食事の提供、共
同浴室、生活相談
█問当施設☎3576‐2266

「平成27年度駒込物産展」
駒込祭りがんばろう駒込

11月7日㈯ 午前10時40分～午後
2時 駒込福祉作業所・生活実習所
◇模擬店、作品販売、セレモニー、
施設紹介█申当日直接会場へ。
●ボランティア募集…詳しくは問い
合わせてください。
█問当施設☎3910‐2301

認知症カフェ開設希望事業者向
け説明会

11月13日㈮ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇開設準備や運営のポイ
ントについて、社会福祉法人「泉湧
く家」理事長／宮長定男氏が説明◇
認知症に関する専門的な知識を有し、
区内に事務所がある法人
█申電話で認知症対策グループ☎4566
‐2433へ。

立教大学法学部学生による
法律相談室

12月12日までの毎週土曜日（10月
31日・11月21日を除く） 午後1時
30分～3時 立教大学池袋キャンパ
ス5号館（西池袋3‐34‐1）◇弁護
士指導のもと、法学部学生による民
法、借地借家法の範囲内での相談◇
相談と回答の2回来校。
█申電話で12月9日（詳細は問い合わ
せてください）までに立教大学学生
法律相談室☎3985‐2914へ※要予約。

東部子ども家庭支援センター

①「子どもとメディア講座」…11月5
日㈭ 午前10時15分～11時45分◇親

子の電子メディアとの付き合い方を
考える◇0～2歳の子どもがいる方、
妊娠中の方◇25名
②ママのスマイル講座「産後のここ
ろとからだ」…11月9日㈪ 午後2
時30分～4時◇講師…都立大塚病院
神経科医師／松井康絵氏◇1歳6か
月までの子どもがいる母親◇30名◇
スマイルカード持参（1枚で1回の
参加）。絵本のプレゼントあり。
①②とも█保15名。4か月以下同席。
█申①は10月13日、②は10月19日の午
前10時から電話☎5980‐5275か直接
当センター窓口へ※先着順。

養育家庭体験発表会
「歌声にのせてお届けします～
愛・家族・ほっとファミリー～」

11月4日㈬ 午後2～4時 区民
センター◇養育家庭による体験談、
保育園児と民生委員による合唱など
█申当日直接会場へ。
█問東部子ども家庭支援センター☎
5980‐5275

ファミリー・サポート・センター
援助会員養成講座（全9回）

●11月5日㈭・9日㈪…午前9時30
分～正午、●11月11日㈬…午後1時
30分～4時30分、●11月13日㈮…午
後1時30分～3時30分、●11月17日
㈫…午前10時～正午、●11月19日㈭
…午後2時30分～4時30分、●11月
20日㈮・26日㈭…午前10時～正午、
午後1時30分～3時30分 区民セン
ターまたは池袋保健所◇区内在住の
20～65歳位の健康な方で、全回受講
し援助会員として活動（子育ての支
援活動）ができる方◇30名
█申電話でファミリー・サポート・セ
ンター事務局☎3981‐2146へ※先着
順。

ペアレントトレーニング（全8回）

11月13日～平成28年2月26日 毎
月第2・4（1月は第3・5）金曜日
午前10時～11時30分 区民ひろばさ
くら第二◇子どもがぐずる、かんし

ゃくを起こすなどでお困りの保護者
を助けるプログラム◇年長児・小学
1年生の知的な遅れのない子どもの
保護者で、区内在住の全回参加可能
な方◇8名
█申電話で10月28日までに西部子ども
家庭支援センター☎5966‐3131へ※
先着順。

さわやかな街づくり推進団体な
どを推薦してください

区では、次のすべてに該当する団
体および個人を表彰します。①広場、
公園、商店街・町会などの公共の場
所で環境美化活動を実施、②月2回
以上かつ1年以上継続、③前回の表
彰から3年経過█申所定の推薦書（環
境美化係で配付。団体に所属してい
る場合は、団体の代表者名で推薦）
を、10月30日（必着）までに当係へ持
参か郵送。
█問当係☎3981‐2690

天ぷらバスで行く！ご当地ソー
ラー発電所見学ツアー

10月31日㈯ 午後1時15分～4時
30分 豊島公会堂前集合◇天ぷら油
を使ったエコバスで移動し、地域の
みんなで作った調布市の太陽光発電
所を見学◇高校生以上◇23名
█申電話かファクスか E メールで「環
境計画グループ☎3981‐1597、█FAX
3980‐5134、█EMA0029180@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

11月1日㈰ 午後1～4時 サンシャインシティアルパ地下1階噴水広場
●がん予防啓発コーナー紹介 ●タップダンス＆エンターテイメント TAP
Do!のショー ●宇野ゆう子の歌コーナー（サザエさんの主題歌など） ●に
ゃんたぶぅの歌コーナー ●土屋医師のがん予防教室 ●がん検診ＰＲレデ
ィオーディション ●豊島区の身近なスターたちによる演奏（Minato Jazz
7th、城西大学附属城西中学・高等学校吹奏楽部、高南小学校高南ジュニア
バンド、すがも児童合唱団）
█申当日直接会場へ。 █問保健事業グループ☎3987‐4660

お詫びと訂正
10月1日号発行の広報としま
特別号「としま plus」9ページ
「区立幼稚園入園案内」のなかで、
保育料に誤りがありました。「年
額12，000円」は正しくは「年額
120，000円」でした。お詫びして
訂正します。

移転後の西部区民事務所（千早２‐３９‐１６）
は１０月１３日㈫から業務開始します

10/11 西部区民事務所内の自動交付機は、１０月９日㈮午後
５時１５分～１０月１３日㈫午前８時３０分まで停止します。
�問移転について…西部区民事務所�４５６６‐４０２１（平
日のみ）、自動交付機について…総合窓口課証明グ
ループ�３９８１‐４７６６（祝日を除く）
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健康チャレンジ！対象事業 笑顔と元気を届ける秋の祭典がん予防ライブ2015豊島区がん検診受診勧奨イベント

▲TAP Do! ▲宇野ゆう子
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講演・講習講演・講習

区・大正大学共催 家庭の省エネ
セミナー＠大正大学園祭「おサイフ
にも環境にもやさしい暮らし方」

11月3日㈷ 午後1時30分～3時
大正大学7号館8階（西巣鴨3‐20
‐1）◇光熱費削減にも役立つ省エ
ネ対策などの紹介。学生による「エ
コなライフスタイル」の提案◇40名
█申電話かファクスか E メールで「環
境事業グループ☎3981‐2771、█FAX
3980‐5134、█EMA0029180@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

11月15日㈰ 午前11時～午後2時
中池袋公園※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◇30店
舗（1店舗面積1．8m×1．8m）◇
1，000円█申往復はがきで11月5日（必
着）までに「〒171‐0043 要町3‐
3‐8笈川」へ※1名（1グループ）
1通のみ。応募者多数の場合は抽選。
█問ハローフリーマーケット 笈川☎
3973‐5824

「親子で『エコ・クッキング』と
エネルギーのお話」講座

11月15日㈰ 午前10時30分～午後

3時 東京ガス新宿ショールーム
（新宿区西新宿3‐7‐13）※現地集
合・解散◇エコ・クッキングと環境
講座「燃料電池ってなんだろう？」◇
区内在住の小学3年生以上の子ども
と保護者（2名1組）◇12組◇1組
1，000円
█申10月13日午前8時30分から電話か
ファクスか Eメールで「環境事業グ
ループ☎3981‐2771█FAX3980‐5134、
█EMA0029180@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。

第2回池袋駅周辺地域再生委員会

10月14日㈬ 午後2時30分から
区役所本庁舎8階議員協議会室█申当
日直接会場へ。
█問副都心再生グループ☎4566‐2636

違反建築物防止週間

10月15～21日は違反建築防止週間
です。建築物の違反を未然に防ぐた
めに広報活動やパトロールを行ない
ます。
█問建築課監察グループ☎3981‐9503

新たな防火規制が施行されました

東京都建築安全条例第7条の3第

1項の規定に基づく、新たな防火規
制が10月1日に施行されました。制
限内容や対象地域は区ホームページ
を参照してください。
█問建築課意匠審査グループ☎3981‐
4975

旧庁舎跡地・周辺まちづくりに
関する説明会

10月19日㈪ （新）西部区民事務所、
21日㈬ 東部区民事務所、29日㈭
生活産業プラザ いずれも午後7時
～8時30分◇（仮称）豊島区新ホール、
新区民センター、旧庁舎周辺まちづ
くりについて█申当日直接会場へ。
█問庁舎跡地活用課☎4566‐2548

出前講座＆相談会「防災まちづ
くり事業・助成制度について」

10月14日㈬ 午後2時30分～3時
30分 区民ひろば南池袋、11月5日
㈭ 午後3～4時 区民ひろば上池
袋、11月27日㈮ 午前11時～正午
区民ひろば椎名町、12月8日㈫ 午
後2時30分～3時30分 区民ひろば
富士見台◇防災まちづくりへの取組
みや、建替え・除却、耐震改修に関
する助成制度を紹介する講座と相談
会█申当日直接会場へ。
█問地域まちづくり課事業企画グルー
プ☎3981‐2611

第3回「親子自転車安全利用教室」
参加者募集

11月3日㈷ ①午前10時30分から
②午後1時30分から 豊島自動車練
習所（東池袋3‐17‐1）※雨天実施
◇保護者の方が、自転車に子どもを
乗せて安全に運転するための親子教
室（交通安全啓発品付き）。保育つき
◇区内在住の就学前（2～5歳程度）
の子どもと保護者。子どもと一緒に
自転車で参加◇各回10組
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。子どもの氏名・ふりが

なと年齢、希望時間①か②または
「どちらでも可」を記入）で10月23日
までに「交通対策課庶務・交通安全
グループ☎3981‐4856、█FAX3981‐
4844、█EMA0023504@city.toshima.l
g.jp」へ※応募者多数の場合は抽選。

第8回大塚バラ祭り

10月18日㈰～11月1日㈰ 都電大
塚駅から向原駅までの沿線と商店街、
南大塚地域文化創造館◇10月18日㈰
…開会セレモニー、フォトコンテス
ト表彰式、24日㈯・25日㈰…「大塚
商人まつり」でバラの大苗即売会。
詳細は南大塚都電沿線協議会ホーム
ページ█HPhttp : //www.toden-ros
e.com/へ█申当日直接会場へ。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

豊島区・北区商店街秋まつり
2015 ファミリードリームフェ
スタ in 豊島区

10月18日㈰ 正午～午後5時◇と
しまセンタースクエア…子どもフラ
ッグコンテスト表彰式、ライブステ
ージ、コスプレファッションショー
など。グリーン大通り…商店街マル
シェ。ほかコスプレパレード、物販
など。詳細は区ホームページ参照█申
当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

第34回池袋モンパルナスの集い
小熊秀雄「長長忌」

10月24日㈯ 午後2～5時 勤労
福祉会館◇田中益三氏による講演
「黒人詩～サンチョ・クラブ～心の
城」。トーク「玉井五一会長の思い出」
◇100名◇一般1，000円、学生500円
█申当日直接会場へ。
█問池袋モンパルナスの会事務局 小
池☎3971‐6965

豊島区史跡めぐり（全2回）

10月24・31日 土曜日 午前10時
～正午◇駒込・雑司が谷の石碑をめ
ぐる◇20名◇200円█申往復はがきで
10月16日（必着）までに文化財グルー
プへ※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

東日本大震災復興支援イベント
あきんど

第7回大塚商人祭り

10月24日㈯・25日㈰ 午前10時～
午後5時（25日は午後4時まで） J
R大塚駅前南北広場、南北自由通路
◇区内商店、被災地東北三県などに
よる飲食・物販・観光展。キャラク
ター大集合、スタンプラリー、ブラ
スバンドなどもあり█申当日直接会場
へ。
█問大塚商人祭り実行委員会☎3949‐
5111

第5回シルバーまつり

10月25日㈰ 午前10時～午後3時
シルバー人材センター（東池袋2‐
55‐6）、東池袋二丁目第三公園※
公園は雨天中止◇●落語「古典落語」
…①午前11時30分～午後0時30分◇
出演／立教大学落語研究会、午後0
時30分～2時◇出演／三遊亭窓輝師
匠◇50名、●各種講習…②網戸張り
◇6名、③パソコン教室◇20名、●

せんてい

そのほかのイベント…植木剪定、会
員作品展、販売（耳かき）、絵手紙体
験、包丁研ぎ、各種相談、焼きそば
・喫茶コーナー、お楽しみ抽選会な
ど※詳細は当センターホームページ
█HPhttp : //www.toshima-sjc.org/
参照。
█申①～③は電話で当センター☎3982
‐9533へ※先着順。ほかは当日直接
会場へ。

第7回豊島区民囲碁大会

10月25日㈰ 午前9時20分から
勤労福祉会館◇①本因坊（無差別）②
棋聖位（4～5段）③棋王位（2～3
段）④棋道位（初段）⑤棋楽位（1～4
級）⑥棋学位（5～9級）⑦小学生の
部（10級以下・13路盤）◇130名◇
1，500円（中高生1，000円、小学生500
円）█申往復はがきかファクスか E メ
ールで10月20日（必着）までに「〒170
‐0013 東池袋4‐6‐3‐402
囲碁大会実行委員会、█FAX3983‐8751、
█EMkobo-sugawara@arion.ocn.ne.
jp」へ※先着順。
█問当実行委員会☎3983‐6309

校庭の生きもの観察ツアー in
大明まつり

10月25日㈰ 午前11時～午後3時
30分の間で随時 みらい館大明◇昆
虫などを観察。解説あり※生きもの
の持ち帰り不可█申当日直接会場へ。
█問環境計画グループ☎3981‐1597

白金フィルハーモニー管弦楽団
第24回定期演奏会

10月31日㈯ 午後7時開演（6時
15分開場） 東京芸術劇場◇全席指
定1，000円█申【チケットプレゼント】

区内在住の方、1組2名、10組。E
メール（件名に「広報としま〈または
区ホームページ〉を見て」、本文に住
所、氏名、電話番号を明記）で、10
月20日までに「白金フィル事務局█EMt
icket@shirogane-phil.info」へ※抽
選。当選者にチケット郵送。【一般
チケット】電話でチケットぴあ☎
0570‐02‐9999へ。
█問当事務局 加藤☎090‐6475‐9685

第43回豊島区消費生活展

10月30日㈮・31日㈯ 午前10時～
午後4時（31日は午後3時まで） 区
民センター◇消費者グループの発表。
物産品の販売や様々な体験コーナー
もあり█申当日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

巣鴨地蔵通り商店街
四国・愛媛フェア

10月31日㈯、11月1日㈰ 午前11
時～午後5時※11月1日は午前10時
から 巣鴨地蔵通り商店街入口◇愛
媛県の大洲市・西予市・内子町が連
携し、愛媛の特産物の販売および観
光 PR█申当日直接会場へ。
█問内子町産業振興課☎0893‐44‐2123

東京音楽大学＆京都市立芸術大学
交流演奏会 吹奏楽Vol．2

11月7日㈯ 午後2時開演（午後
1時30分開場） 東京音楽大学 A館
100周年記念ホール（南池袋3‐4‐
5）◇806名※要座席整理券。
█申電話か Eメールで「東京音楽大学
演奏課☎3982‐2496、█EMensouka
@tokyo-ondai.ac.jp」へ※先着順。

目白庭園開園25周年記念

11月15日㈰ ①講演会…午前10時
～正午◇70名、②お話会…午後1時
～2時15分◇小学校低学年までの子
どもと保護者◇30組、③絵本朗読会
…午後3～4時◇50名
いずれも◇500円。

█申いずれもはがきかファクスか E
メール（4面記入例参照。イベント
名、ファクス番号も記入）で「〒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。応募者多数の場合は抽選。
█問当庭園☎5996‐4810（午前9時～
午後5時）

みんなで踊ろう！「Break the
Chain」in 池袋ダンスレッスン

11月4日㈬ 午後6時30分～8時
30分 勤労福祉会館◇女性への暴力
防止テーマダンス。11月13日にとし
まセンタースクエアでお披露目◇30
名█保9か月以上未就学児。定員あり。
要予約。
█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※要予約。先着順。

分譲マンション管理セミナー
（第1回）

10月17日㈯ 午後1時30分～4時
40分 区役所本庁舎5階会議室◇講
演「新たな理事会運営の課題」や交流
会など◇区内の分譲マンション管理
組合役員、区分所有者の方◇60名
█申電話かファクスか E メールで「マ
ンショングループ☎3981‐1385、█FAX
3980‐5136、█EMA0022901@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

みらい館大明豊島区若者支援事業

①「作業日」…10月17日㈯ 午後1時
30分～6時◇各人の「作業」を持ち寄
る異業種交流会◇高校生以上の方。
②「弁護士 cafe with 憲法カフェ」
…10月22日㈭ 午後7時～8時30分
◇現在の法律を憲法から考える◇高
校生以上の方◇20名
█申①は当日直接会場へ、②は電話で
みらい館大明☎3986‐7186へ※先着
順。

家事家計講習会

10月22日㈭・24日㈯ 午前10時～
正午 東京第一友の家（西池袋2‐
20‐11）◇家計管理のコツなどを解
説◇各40名◇300円█保10月22日は15
名、24日は10名。300円。要予約█申
電話かＥメールで「東京第一友の会
雑司が谷方面 山田☎3386‐2450、
█EMtomonokai1127@yahoo.co.jp」
へ※先着順。
█問消費生活センター☎4566‐2416

子どもたちの健康と未来を守る
ために～今できることは何か～

10月31日㈯ 午後2時～4時30分
としまセンタースクエア◇子どもた
ちに未来への提言。講師…元京都大
学原子炉実験所助教／小出裕章氏、
詩人／アーサー・ビナード氏◇150
名█申ファクス（4面記入例参照。フ
ァクス番号も記入）で豊島区学校医
会事務局█FAX3984‐5921へ※先着順。
█問当事務局☎070‐6987‐3041

健康チャレンジ！対象事業
街の巨匠に学ぼう「秋、冬野菜
料理の極意を学ぼう」

11月4日㈬ 午後1時30分～3時
WACCA 池袋キッチンスタジオ Lu
pe（東池袋1‐8‐1）◇講師…ベ
ジフルティーチャー／小松晴世氏◇
3回シリーズ中1回のみ参加可◇48
名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

家庭教育講座

①長崎小学校「辰巳渚さんにきいて
みよう！」…11月7日㈯ 午後2～
4時◇子どもを自立させるためのヒ
ント。講師…家事塾主宰／辰巳 渚
氏◇40名、②西巣鴨幼稚園「楽しく
食べて元気な子」…11月18日㈬ 午
前10時30分～11時20分◇体も心も育
てる食の大切さを学ぶ。講師…食育
指導士／板良敷 信子氏◇60名、③
駒込小学校「子どもの可能性を信じ

育てる」…11月24日㈫ 午前10時～
11時30分◇親が子どもにできるサポ
ートを学ぶ。講師…元オリンピック
競泳選手／中村礼子氏◇80名
█申電話かファクスか E メール（4面
記入例参照。講座名も記入）で、10
月30日までに「生涯学習グループ☎
4566‐2762、█FAX3981‐1577、█EMA00
14606@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

学習院大学
「第18回生命科学シンポジウム」

11月7日㈯ 午後2時～5時30分
当大学西2号館301教室（目白1‐5
‐1）█申当日直接会場へ。
█問当大学理学部生命科学科 安達☎
3986‐0221

発育・発達期におけるゴールデン
エイジの特徴と指導上の留意点

11月13日㈮ 午後7時から 勤労
福祉会館◇講師…東京女子体育大学
教授／秋山エリカ氏（ロサンゼルス
・ソウル五輪出場）◇スポーツ団体、
ジュニア指導者、保護者の方◇100
名█申申込書（区ホームページからダ
ウンロード可）をファクスで豊島区
体育協会█FAX3955‐0528へ※先着順。
█問当会 加藤☎090‐8111‐9424

認知症スクール～今からの心構え
と安心の備え～（全3回）

11月17日、12月8・22日 午後1
～3時 区民センター◇認知症ケア
最前線の講座と実技。講師…（社福）
浴風会ケアスクール校長／服部安子
氏ほか◇区内在住・在勤の認知症高
齢者の介護者や関心のある方で、全
回参加可能な方◇30名
█申電話かファクスで10月13日から
「認知症対策グループ☎4566‐2433、
█FAX3980‐5040」へ※先着順。

はじめてでもよくわかる
高次脳機能障害

11月20日㈮ 午後2時～3時30分
生活産業プラザ◇講師…帝京平成大
学院臨床心理学教授／中島恵子氏◇
80名
█申電話かファクスで「心身障害者福
祉センター☎3953‐2811、█FAX3953‐
9441」へ※先着順。

●帝京平成大学
健康チャレンジ！対象事業
認知症シリーズ第2回「認知症患者
を支える多職種連携、地域連携」…
11月14日㈯ 午前10時～11時30分
当大学池袋キャンパス4階412教室
（東池袋2‐51‐4）◇講師…当大学
健康メディカル学部言語聴覚学科准
教授／植田 恵氏◇100名◇一般500
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、█EM
A0014606@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。
█問当グループ☎5992‐7079

個人情報の流出について
区が業務委託している「高齢者紙おむつ支給事業」「心身障害者（児）おむつ
支給事業」の2事業において、受託事業者の不正行為により、個人情報の流
出・流用がありました。
区民の皆様にご迷惑・ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。
受託事業者に対し、厳正なる処分を行うとともに、再委託に関するチェッ
クの強化など、再発防止に努めてまいります。
【事実経過】 上記2事業を受託した白十字販売株式会社は、受託業務の一部
（配送）について、契約で禁止している再委託を実施、さらに下請け業者間で
も再委託が繰り返されていた。また、再々々委託業者のうち1社が、配送先
の登録者名簿を流用し、区の事業とは無関係な広告チラシを発送した。
【処分の内容】 指名停止 12か月

1．平成26年度決算について
一般会計決算額は歳入1，323億5，300万円、歳出1，295億7，900万円で過去

最大の決算規模となりました。これまでの起債抑制効果により公債費が前
年比21．0％マイナスとなる一方、新庁舎保留床等購入に加え3校の学校改
築が重なり、投資的経費が134．1％プラスと大きく伸びました。また、新
庁舎保留床等購入のため136億円の基金取り崩しを行なったことにより、
平成26年度決算では基金残高が起債残高を下回る結果となりましたが、今
年度末には旧庁舎跡地活用収入191億円が入り、再び基金残高が起債残高
を上回る見込みです。

2．マイナンバー制度への対応
10月から通知カード発送、来年1月にはマイナンバーカード発行・運用
が始まります。全地域区民ひろばでの説明会のほか、専用コールセンター
の開設など、様々な手法で区民への周知を図り、制度の円滑な開始に努め
てまいります。

3．都市再生について
旧庁舎跡地活用事業については、7月31日に優先交渉権者と基本協定を
締結、本年度末の定期借地権設定契約等締結に向けて着実に前進していま
す。また、区が整備する新区民センターの設計も進めており、500席の平
土間ホールに加え、160席程度の小ホールも新たに備えるほか、2・3階
には、あらゆる世代の女性たちが安心かつ快適に利用できる大規模なパブ
リックトイレを整備します。

4．持続発展都市
7月に切れ目ない子育て支援「ゆりかご・としま事業」スタート、10月に
はＦ1会議提案「としま100人社長会」開催、9月には第2回目のリノベー
ションスクールが開催されました。また、高齢化への対応とともに「地方

との共生」モデルとなる日本版CCRCに秩父市と連携して取り組んでいく
こととしました。移住意向に関するアンケート調査を行ない、区民の皆さ
んの意向に沿ったプランを検討してまいります。

5．文化・スポーツ
戦後復興の原動力となったヤミ市に着目した「戦後池袋－ヤミ市から自

由文化都市へ－」を立教大学・東京芸術劇場と共催、自由文化都市という
視点から戦後豊島区の道のりと未来を考える意欲的な企画展です。
2020年東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムに向けて、
各界の第一線で活躍されている方々を委員に迎え「国際アート・カルチャ
ー都市懇話会」を設置するとともに、都市構想の推進体制の強化を図るた
め、「国際アート・カルチャー都市特命大使」を設置します。
城西高校のサニブラウン・アブデル・ハキーム君の大活躍は豊島区の名

誉であり、こうしたスポーツ活動を応援します。

6．安全・安心
区内に設置した51台の防災カメラ映像等を活用する新総合防災システム

の構築が完了し、10月の総合防災訓練で運用の検証、職員の習熟を図って
まいります。

7．福祉
将来の介護施設需要に備え、都外での特別養護老人ホーム整備に関する

調査研究会を立ち上げ、年内を目途に報告書を取りまとめる予定です。

8．教育
インターナショナルセーフスクールについては朋有小学校の認証再取得、

富士見台小学校の新規取得に続き、仰高、池袋本町各小学校でも地域対策
委員会を立ち上げ、区民ひろばを中心に学校・家庭・地域一体の取り組み
が始まりました。

10月17日㈯・18日㈰ 午前9時～午後4時30分（17日は午前9時30分から） 造幣局東京支局（東池袋4‐42‐1）◇「日本の金貨幣」をテーマに博物館で特別展示
を開催。七宝ペンダント作りやハンマープレス体験などあり。開催記念の貨幣セットも販売 █申当日直接会場へ。█問当支局総務課文書広報担当☎3987‐3521

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。

10月31日㈯ 午後1時（午後0時30分開場） 大正大学巣鴨キャンパス（西巣鴨3‐20‐1）◇「世界自然・野生生物映像祭」の優秀作品から選んだ
作品上映会█申当日直接会場へ。 █問当大学表現学部表現文化学科エンターテインメントビジネスコース☎5394‐3144（平日午前9時～午後6時）

第3回区議会定例会区長招集あいさつ 9月18日、高野之夫区長が、招集あいさつを行ないました。

造幣東京フェア2015
「日本の金貨幣」

世界自然・野生生物
映像祭 in 大正大学
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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１１１１
月

○申込みは、前日までに各施設へ
○詳細は直接施設へ問い合わせてください体育施設へ行こう

スポーツスポーツ 休  館休  館

社会福祉協議会
官公署だより

区民歩こう会「石神井川周辺の
名所旧跡を訪ねて」

11月1日㈰ 午前9時50分 西武
池袋線練馬高野台駅駅前広場集合◇
高野台から光が丘の公園と古社寺を
散策◇300円█申当日集合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

小学生のための親子で楽しむ
バドミントン教室

11月8・15日㈰ 午前9時15分～
正午 さくら小学校◇小学生とその
保護者※3～6年生は子どものみの
参加も可（要送り迎え）◇各30名◇1
回100円◇着替え、上履き、タオル、
飲み物、ラケット持参※ラケット貸
し出しあり。
█申電話で10月24日までにバドミント
ン協会 平林☎090‐1054‐1423へ
※先着順。

勤労福祉会館

12月28日㈪～平成29年3月31日㈮
（予定）◇大規模改修のため。
█問生活産業課管理係☎4566‐2741

リボンサービス協力会員募集

●説明会…10月26日㈪ 午後2～3
時、●入門研修…11月5日㈭ 午前
9時30分～正午 いずれも豊島ボラ
ンティアセンター◇利用会員に掃除
や外出の付添いなどができる方。
█申電話で地域福祉推進課リボンサー
ビス☎3981‐9250へ。

第27回ふくし健康まつり
ボランティア大募集

12月6日㈰ 午前10時～午後3時

区民センター、中池袋公園ほか◇当
日の会場案内などの運営、PR 活動、
介助や保育応援など。
●事前説明会…11月9日㈪ 午後6
時～7時30分 区民センター
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ。

●東京バス協会「東京都シルバーパ
スのお知らせ（新規購入者用）」
◇対象…満70歳以上の都民の方（寝
たきりの方を除く）◇有効期限…平
成28年9月30日まで◇利用交通機関
…都営交通、都内走行の民営バス█申

満70歳の月の初日から購入可。必要
書類を用意しバス営業所や都営地下
鉄定期券発売所などの窓口で申込み
※詳細は問い合わせてください。
█問当協会☎5308‐6950（午前9時～
午後5時※土・日・祝日を除く）

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆10月新規教室 ①かんたん体リ
セットヨガ…10月7～28日 水曜
日 午前10時45分～11時45分、②
太極拳…10月8～29日 木曜日
午後3時～4時30分 ①②とも◇
4回◇1回500円（10月限定料金）
◆お勧め教室 ①初めてヨガ…午
前9時45分～10時45分、②初めて
のベリーダンス…午前11時～正午
①②とも◇10月19日、11月2～16
日◇月曜日◇4回◇1回1，300円、
③のびのび体操…10月14日～12月
2日 水曜日 午前9時30分～10
時30分◇8回◇8，000円
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆11～12月コース型教室 月曜日
①ヨガ…午前9時40分～10時40分
◇7回◇7，940円、②肩こり腰痛
元気体操…午前11時15分～午後0
時15分◇6回◇6，810円、③ボデ
ィバランス（ヨガや太極拳の動き
で体幹部強化）…午後6時30分～
7時30分、④ボディコンバット

（格闘技系エクササイズ）…午後7
時45分～8時45分 ③④とも◇7
回◇6，430円、水曜日①ボディコ
ンバット（格闘技系エクササイズ）
…午前9時40分～10時40分◇8回
◇7，350円、木曜日①リズム＆リ
ラックス（ダンスとストレッチ）…
午後0時30分～1時30分、②ヨガ
＆ストレッチ…午後1時45分～2
時45分 ①②とも◇8回◇9，080
円、金曜日①ピラティス…午後1
時30分～2時30分◇8回◇9，080
円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆はじめてバタフライ教室～バタ
フライの基礎を練習（全4回）～…
11月30日～12月21日 月曜日 午
後3時～3時55分◇16歳以上の方
◇10名◇4，000円█申往復はがきで
10月31日（必着）までに「〒170‐
0012 上池袋2‐5‐1 池袋ス
ポーツセンター」へ※はがき持参
で直接窓口申込みも可。応募者多
数の場合は抽選。

11月 母子健康相談
4日㈬ 染井まちづくりセンター（駒込6‐29‐5）

午後1時30分～2時
10日㈫ 区民ひろば西池袋 午前10時～10時30分
24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

18日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
30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〕

5・12・19・26日㈭
午前9時～10時30分

10・24日㈫
午前9時～10時30分

母親学級〔予約制〕 13・20・27日㈮
午後0時40分～3時30分

4・11・18日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
14日㈯
①午前9時20分～11時30分
②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

2・30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

4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〕 2・30日㈪
午後1時15分～2時30分

18日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 12日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 4日㈬
午後1時15分～2時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
9日㈪※結果は1週間後
28日㈯※結果は2時から
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

2・30日㈪
午前10時30分～11時

こ
こ
ろ
の

健
康

こころの相談〔予約制〕 18日㈬ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 9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
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〕26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）広告 広告

4 広報としま情報版 平成27年（2015年）10月11日号 No.1663 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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