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ご意見をお寄せください
データヘルス計画（案）を策定します

「国民健康保険法に基づく保健事
業の実施等に関する指針」で、厚生
労働省から示された健康の保持増進
のために必要な事業の計画です。特
定健診などの各種データを活用し、
被保険者の特性を踏まえ作成されま
す。この計画案について、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。
●閲覧できます
計画案は12月15日まで、国民健康

保険課、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。
●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
当者名）を記入し、郵送かファクス
か E メールで12月15日（必着）まで
に「国民健康保険課管理グループ█FAX
3981‐6491、█EMA0013808@city.tos
hima.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。
█問当グループ☎3981‐1923

12月上旬に国民健康保険料
（12～3月期）を送付します

◇対象…納付書を利用している方
◇支払方法…毎月末日（末日が土・
日曜日、祝日、金融機関の休業日の
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、区役所公金納付窓口、区
民事務所窓口で支払い。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

平成27年度臨時福祉給付金の
申請はお済みですか？

まだ申請していない方は、早めの
手続きをお願いします。対象と思わ
れる方には9月に申請書を送付して
います。期限までに申請がない場合
は支給できません。封筒に「平成27
年度臨時福祉給付金のお知らせ」と
表示していますので、再度郵便物を
確認してください。
申請書が届いていない方でも、該

当していると思われる方は問い合わ
せてください。支給要件については、
9月7日発行の広報としま「臨時給
付金特集号」か区ホームページをご
覧ください。
◇申請期限…平成28年1月29日㈮
●受付・相談窓口を開設しています
申請の受付のほか、書類の記入方

法などの相談にも応じています。
◇日時…平日 午前8時30分～午後
5時15分
◇場所…区役所旧庁舎1階
※新庁舎ではありません。
●子育て世帯臨時特例給付金について
申請期限の平成27年12月1日㈫ま
でに申請してください。
※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。
█問臨時給付金専用ダイヤル☎6890‐
9249（平日 午前8時30分～午後6
時30分）

いけぶくろ障害者就職面接会

12月16日㈬ 午後1～4時（受付
は午後0時30分～3時30分） とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇参加予定企業20社◇豊島、
板橋、練馬区在住の障害者（支援機
関登録者）
█申電話かファクスで「ハローワーク
池袋・専門援助第二部門☎3987‐

8609（音声案内41＃）、█FAX3987‐4456」
へ※要予約。

みんなのヨガ（全3回）

12月18日、平成28年1月29日、2
月19日 金曜日 午後2～3時 心
身障害者福祉センター◇簡単に取り
組めるヨガ、ストレッチ◇区内在住
で障害のある方◇15名
█申電話かファクスで「障害福祉課政
策推進グループ☎3981‐1766、█FAX
3981‐4303」へ※先着順。

離乳食講習会

12月1日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇お口の機能の発達
に合わせた離乳食の進め方、調理の
ポイント、虫歯予防について（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☎3957‐1191へ※
要予約。先着順。

◇バザー、模擬店、製品販売、活動紹介、ストリートパフォーマンス、健康クイズ（大腸がん）、健康測定（歯・耳・肌年齢）など。
詳細は区ホームページをご覧ください。 █問障害福祉課管理グループ☎3981‐1963、█FAX3981‐4303 社会福祉協議会☎3984‐9375、█FAX5950‐1239

�「第30回健康展～測ってみよう 自分の健康～」…午前10時～午後2時30分 区民セ
ンター◇測定体験コーナー、健康相談コーナーなど█申当日直接会場へ。
█問国民健康保険課管理グループ☎3981‐1923
�としま健康チャレンジ！対象事業「講演会～健康長寿のための食生活術～」…午後
2～4時 生活産業プラザ◇講師…二葉栄養専門学校校長／小川 万紀子氏◇80名
█申電話でがん対策・健康計画グループ☎3987‐4243へ※先着順。

�「第13回豊島ミュージックフェスティバル」…午後2時～4時30分 豊島公会堂
█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局█EMtmfes@live.jp

新庁舎整備に伴い、民間事業者が整備する旧庁舎跡地のプラン（民間施
設および新ホール）がまとまりました。2020年までの完成を目指していま
す。今後、周辺の公園・道路の整備についても一体的な検討を行ない、国

際アート・カルチャー都市の顔となる新たな文化
にぎわい拠点を創出します。
また、隣接する区民センターも改築します。新

区民センターには区民の皆さんの利用しやすい約
500名・160名収容のホールと、女性や子ども連れ
の来街者にやさしい大規模なトイレや子育て支援
スペースなどを整備します。
今回の説明会では、これまでにいただいたご意

見を踏まえ、さらにわかりやすく事業の目的や内
容を説明します。

█問庁舎跡地活用課☎4566‐2548

納付忘れはございませんか？
今一度ご確認ください11/21 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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第27回 ふくし健康まつり 世代や障害の有無を超えて一緒に楽しみましょう！

12月6日㈰ 午前10時～午後3時 区民センター、生活産業プラザ、池袋保健所、中池袋公園、周辺道路

同
時
開
催

※当日は周辺道路を通行規制します。ご協力をお願いします。

旧庁舎跡地・周辺まちづくりに
関する説明会を開催します

12月8日㈫ 午後7時～8時30分 豊島公会堂
█申当日直接会場へ。

※左から民間事業者
が整備するオフィス
棟（旧本庁舎敷地）と
新ホール棟（公会堂
敷地）、区が整備す
る新区民センター

旧本庁舎敷地 公会堂敷地 区民センター敷地

民間活用事業 区整備事業

●「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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後期高齢者医療後期高齢者医療

くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

会場 期間（平成28年）

ワールドウィング
池袋
（南池袋3‐13‐8）

1月5日～3月25日
火・金曜日
午後1時30分～3時

池袋スポーツ
センター
（上池袋2‐5‐1）

1月7日～3月31日
火・木曜日
午後2時15分～3時
45分

会場 期間（平成28年）

池袋スポーツ
センター
（上池袋2‐5‐1）

1月14日～3月10日
木曜日
午後2時45分～4時
15分

ルネサンス早稲田
（高田1‐19‐24）

1月18日～3月7日
月曜日
午後2時～3時30分

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます

▲「心に写した武甲山」飯島良雄さん

講演・講習講演・講習

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

12月7日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期や準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏ほか◇卒乳を考えている
区内在住の母親◇30名
█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ
※先着順。

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

12月17日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇講師
…世田谷子どもクリニック副院長／
帆足暁子氏◇1歳6か月までの子ど
もがいる母親◇15名◇スマイルカー
ド持参◇絵本プレゼント█保15名
█申12月3日午前10時から電話☎5966
‐3131か直接当センター窓口へ※先
着順。

後期高齢者医療保険料の催告書
を11月16日に送付しました

◇対象…平成27年7月までの現年分
および過年度分の保険料に未納があ
る方
◇支払方法…催告書で11月末日まで
に、銀行・郵便局などの金融機関、
コンビ二エンスストア、区役所・区
民事務所窓口で支払い。
●口座振替をご利用ください
納付忘れの心配がない口座振替が
便利です。ご希望の方には口座振替
依頼書を送付します※国民健康保険
料の口座振替を利用していた方が後
期高齢者医療制度に加入した時は、
改めて申込みが必要です。
※納付困難な場合や納付が遅れる場
合は、納付相談を利用してください。
█問納付について…整理収納グループ
☎3981‐1459、口座振替について…
後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

20％プレミアム付き区内共通商
品券をお買上げの皆さんへ

6月に発売した豊島区内共通商品
券の有効期限は、12月11日㈮までで
す。期限を過ぎた商品券は利用でき
ませんのでご注意ください。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

計量器定期検査のお知らせ

商店や病院などで使用する計量器
（はかり）は、2年に1度の定期検査
が義務付けられています。対象事業
所には、はがきで通知後訪問します。
詳細は問い合わせてください。
◇検査期間…平成28年1月22日まで。
█問東京都計量検定所☎5617‐6638

防災行政無線による
緊急情報伝達訓練を実施します

全国瞬時警報システム（J アラー
ト）で送られてくる地震や津波など
の緊急情報を、区民の皆さんに迅速
かつ確実に伝えるため、国と連携し
た緊急情報伝達訓練を行ないます。
◇日時…11月25日㈬ 午前11時頃
◇伝達訓練の対象…防災行政無線
（屋外拡声器など）
◇放送内容…「（防災行政無線のチャ
イム）これはテストです（3回）。こ
ちらは防災豊島区です（防災行政無
線のチャイム）」
※この訓練は全国一斉に行なわれる
ため、地域によっては他区の放送が
聞こえる場合があります。
█問防災危機管理課☎3981‐1467

（仮称）造幣局地区防災公園の
基本設計に係る説明会（第1回）

11月26日㈭ 午後7時～8時30分
（6時30分開場） 朋有小学校体育館
◇基本設計案の報告と実施設計に向
けての意見聴取█申当日直接会場へ。
█問公園管理グループ☎3981‐0534

4月1日以降に生まれたお子さ
んに誕生記念樹を差し上げます

区内在住で平成27年4月1日以降
に生まれたお子さんに「いのちの森」
の苗木を差し上げます█申乳幼児医療
証手続き窓口（子育て支援課・総合
窓口課）で配布する「子育て応援ふく
ろう」の中の専用はがきで申込み。
█問環境事業グループ☎3981‐2771

シニア向けトレーニング

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
や柔軟性を高める◇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

①②とも◇要支援・要介護認定を
受けていない65歳以上の方█申往復は
がき（4面記入例参照。希望会場も
記入）で12月3日（必着）までに「高齢
者福祉課介護予防グループ（宛先上
部欄外参照）」へ※応募者多数の場合
は抽選。重複申込不可。
█問当グループ☎4566‐2434（平日の
み）

健康チャレンジ！対象事業
～野菜で元気！
としま食育フェア～

12月13日㈰ 午前10時45分～午後
3時30分 としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）◇展示・出展…
学校給食・保育園の食育活動紹介、
食中毒の防止、飲み物甘さ比べ、フ
ードモデルなどの展示、街の巨匠た
ち写真・メニューコンクール入賞作
品展示、青果即売会コーナー█申当日
直接会場へ。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

「国民健康保険運営協議会」
被保険者代表委員

◇昭和18年1月31日～平成10年1月
31日生まれの豊島区国民健康保険に
加入している区内在住の方で、年2
回程度の運営協議会（平日昼間開催）
に出席できる方◇豊島区国民健康保
険に関する条例や規則、医療の給付
などについて審議◇報酬…1回
13，700円（交通費支給なし）◇任期…
平成28年1月30日～平成30年1月29
日◇4名◇選考…書類・面接（12月
下旬平日予定）█申所定の申込書（国民
健康保険課で配布。区ホームページ
からもダウンロード可）に応募の動
機など必要事項を記入し、12月7日
（必着）までに当課へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1923

豊島区基本構想審議会（第12回）

11月30日㈪ 午後6時30分 区役
所本庁舎5階507～510会議室█申当日
直接会場へ。
█問長期計画グループ☎4566‐2514

「第4回西武線沿線フォトコン
テスト」入賞作品が決定！

9月15日に、審査委員長関口照生
氏（日本写真家協会）と実行委員会メ
ンバーによる選考が行われ、入賞作
品が決定しました。
�最優秀賞…「心に写した武甲山」飯
島良雄さん
�豊島区長賞…「静と瞬」大久保ゆき
みさん、「涼風」冨井正男さん
�飯能市長賞…「山で働く」酒井義一
さん、「狐の舞」高橋正仁さん
�秩父市長賞…「LOVELOVE」佐藤
常利さん、「棚田の秋」安永匡隆さん
�西武鉄道㈱社長賞…「煌きの夜」北
岡フミ子さん、「冬の朝の三宝寺池」
柳澤 勉さん
�審査員特別賞…「春一番」佐藤隆史
さん、「池袋サンバカーニバル」今泉
洋子さん、「フィナーレ」横山宣明さん
�ホテル・ヘリテイジ特別賞…「お
母さんのお手伝い」酒井勇吉さん、
「ささら獅子舞う」高橋正仁さん
すべての受賞作品は、平成28年2
月2～26日に区役所本庁舎6階で展
示予定。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

被爆70年東京原爆展～つたえ広
げようヒロシマ・ナガサキ～

11月23日㈷～28日㈯ 午前10時～
午後8時（28日は午後3時まで） と
しまセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇4～5月にニューヨーク
の国連本部で展示されたパネル展示
█申当日直接会場へ。
█問総務グループ☎3981‐4451

犯罪被害者特設相談所を
開設します

11月25日㈬ 午後1～4時 区役
所本庁舎4階面接・相談室401◇区、

池袋・巣鴨・目白警察署による相談
所を開設。犯罪被害に関する総合相
談（プライバシー厳守）█申当日直接会
場へ。
█問総務グループ☎3981‐4451

犯罪被害者週間行事～一緒にかん
がえよう 私たちにできること～

12月18日㈮ 午後1時～3時40分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇講演会、ヘルマンハー
プによる演奏、ダンス█保9か月以上
の未就学児。電話で12月10日までに
要予約█申当日直接会場へ。
█問総務グループ☎3981‐4451

上池袋図書館 映画会

11月29日㈰ 午後2時（午後1時
30分開場）◇映画「鉄道員（ぽっぽや）」
（112分）上映。原作…浅田次郎、主
演…高倉健◇40名█申当日先着順受付。
█問当館☎3940‐1779

第34回豊島区高齢者クラブ
連合会作品展

12月1日㈫ 午後1～4時、2日
㈬ 午前9時～午後4時、3日㈭
午前9時～午後2時 いずれもとし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇会員による絵画・陶芸・写
真・書・俳句・短歌・手芸作品など
の展示█申当日直接会場へ。
█問当会☎5950‐2511（火・木曜日の
み）、区高齢者福祉課☎4566‐2429

東京音楽大学
J館ロビーコンサート
「久石譲～生誕65年を記念して～」

12月3日㈭ 正午～午後0時30分
（午前11時45分開場） 東京音楽大学
Ｊ館ロビー（南池袋3‐4‐5）◇曲
目…「ハウルの動く城」より人生のメ
リーゴーランド、「菊次郎の夏」より
Summer ほか、演奏…ピアノ／石
瀨あやめ・鳥越菜々、声楽／竹田理
央█申当日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

あうるすぽっとプロデュース公演
「TUSK TUSK（タスクタスク）」

12月10日㈭～13日㈰※時間は日程
により異なる あうるすぽっと◇15
・14・7歳の子ども達がいっこうに
帰らない母親を待ち続けている。徐
々に切迫していく空気の中、彼らが

取った行動は…。育児放棄を題材と
して挑む意欲作。作…ポリー・ステ
ナム、翻訳…小田島 恒志、小田島
則子、演出…谷 賢一、出演…春名
風花、太田啓斗、渡邉 心ほか◇一
般3，500円、学生2，500円、高校生以
下1，000円※区民割引あり。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

「着付け教室」～お正月は、
ぜひ着物で～（全3回）

12月4日㈮・8日㈫・10日㈭ 午
後1時30分～3時 シルバー人材セ

あわせ

ンター◇袷の着方と帯結び◇女性の
方◇10名◇5，000円◇着物、帯、必
要な小物は各自持参。
█申電話で当センター☎3982‐9533へ
※先着順。

パソコン&iPad教室

�無料体験教室…①12月22日㈫ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…②12月3～24日 木
曜日 午前10時～11時30分◇5，800
円、�ワードⅠ（全4回）…③12月4
～25日 金曜日 午後0時45分～2
時15分◇5，700円、�iPad 入門（全
4回）…④12月4～25日 金曜日
午後3時～4時30分、⑤12月2～23
日 水曜日 午後3時～4時30分◇
④⑤とも5，800円
いずれも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

NPO法人会計セミナー

12月5日㈯ 午前10時～午後4時
30分 勤労福祉会館◇NPO 法人の
会計処理・決算に必要な基礎知識を
学ぶ。講師…税理士法人安心資産税
会計／門脇雅人氏◇20名█申ファクス
か Eメールで「協働推進グループ█FAX
3981‐1213、█EMA0011903@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

区民講演会（発達障害を支える）

12月9日㈬ 午後2時30分～4時
生活産業プラザ◇いじめや不登校、

引きこもりなど思春期特有の問題と
発達障害の関係、問題が起きた時の
具体的なアプローチ方法など◇区内
在住、在勤、在学の方。発達障害
（児）者支援の関係機関の方◇100名
█申電話かファクスで「障害福祉課政
策推進グループ☎3981‐1766、█FAX
3981‐4303」へ※先着順。

す

ミニセミナー「棲みたい住みや
すい都市づくりの要件」

12月12日㈯ 午後1時30分～3時
区民活動センター◇都市や地域社会
の健全な発展の基礎的要件など。講
師…としま人材クラブ理事長／横山
嘉公氏◇20名█申ファクスか E メー
ルで「協働推進グループ█FAX3981‐
1213、█EMA0011903@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

NPO応援講座
「魅力的なチラシ作り」

12月16日㈬ 午後7～9時 勤労
福祉会館◇人を惹きつける効果的な
チラシの作り方。講師…としまNP
O推進協議会事務局長／幅上 敦氏
◇20名█申ファクスか E メールで「協
働推進グループ█FAX3981‐1213、█EMA
0011903@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

区民プロデュース講座
（としまみやび会）
「小唄と三味線」（第7回）

12月19日㈯ 午後1時30分～3時
30分 目白庭園◇小唄と三味線をレ
ッスン。講師…春日とよ芝穰（馬場
雅千）◇10名◇1，000円
█申電話かファクスで12月16日までに
「としまみやび会 馬場☎・█FAX5982
‐5855」へ※先着順。

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
学校へ。
�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・クリスマス会～」
…12月12日㈯、②「高校生・中学生
のための英検対策合格セミナー（3
級・準2級・2級）」…12月23日㈷◇
500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

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。

●HIV／エイズは、まだ終わっていない
日本では、1日あたり新たに4人の HIV（ヒト免疫不全ウイルス）

／エイズ患者が報告されています。また、東京都の新規 HIV 感染者
報告数は415件（平成26年度）で、平成20年以降は減少していません。
HIV／エイズは、現在でも私たちみんなの問題であり続けています。
●HIV／エイズは予防・治療ができます！
エイズは「死の病」と思われていましたが、1996年以降の治療の飛躍
的な進歩により、「慢性疾患のひとつ」と考えられるようになりました。
治療方法が確立された現在では、早期発見・早期治療が何より大切で
す。

●HIV検査を受けましょう（無料・匿名、予約制）
早期発見のための検査は、1回の採血（5㎖程度）
で行ないます。無料の匿名検査（要予約）です
◇実施場所…池袋保健所

12月5日㈯・19日㈯ 午前10時～11時30分 豊島清掃工場※車での来場不可◇50名
█申電話で各見学会2日前までに当工場☎3910‐5300へ※先着順。

11月28日㈯ 午後1～2時受付 池袋保健所◇感
染を疑う機会があってから3か月以上経過している
方█申電話で予約専用☎3987‐4244（平日午前8時30
分～午後5時）へ。

平成26年度決算における健全化判断比率
区 分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

豊島区 平成25年度 ― ― 1．9％ ―
平成26年度 ― ― ▲0．9％ ―

早期健全化基準 11．25％ 16．25％ 25．0％ 350．0％
財政再生基準 20．00％ 30．00％ 35．0％ ―

※実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額がないため、「－」表示となっています。将来負担比率は、将来負担額
よりそれらに充当できる財源が上回っているため比率が算定されず、「－」表示となります。

平成26年度 決算のあらまし
平成26年度一般会計の決算額および健全化判断比率についてお知

らせします。なお、特別会計の決算額などは、平成27年度予算の現
況とあわせ、12月に区ホームページに掲載予定です。
※数値は、単位未満を四捨五入してあるため、総数と一致しない場合があります。

█問決算グループ☎4566‐2521 11月16日～12月15日
東京都エイズ予防月間「AIDS IS NOT OVER だから、ここから」

（ ）は構成比（ ）は構成比 █問健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191

▲レッドリボン

豊島清掃工場個人見学会

11月は即日検査を実施します
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区民ひろば
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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

淑徳大学公開講座

①「自分を知るコーチング初級（全3
回）」…11月27日、12月4・11日 金
曜日、②「アクセプタンス&コミッ
トメントセラピー（ACT）入門」…12
月6日㈰、③「コミュニティビジネ
ス（ＣＢ）講座中級（全5回）」…12月
10日～平成28年1月21日 木曜日、
④「女性の健康と月経―発達心理学
の立場から」…12月13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2
MYT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。

ああそうなんだ倶楽部
「江戸の寺社・庭園巡り
高輪・白金・目黒を歩く」

12月12日㈯ 午後1時～4時30分

JR 山手線品川駅中央改札口・時計
台前集合◇JR山手線目黒駅解散（約
6㎞）。講師…大正大学仏教青年会
◇30名◇500円
█申電話かファクスか E メールで12
月10日までに「当倶楽部 西川☎・
█FAX3959‐3064、█EMesjcr2525@yaho
o.co.jp」へ※先着順。

第68回豊島区民スキー競技大会

平成28年1月17日㈰ 午前9時
（午前8時45分受付開始） 菅平高原
スキー場（裏太郎カモシカコース）※
現地集合◇回転競技2本※都民大会
の予選を兼ねる。前日練習会あり。
詳細は区ホームページ参照◇区内在
住、在勤、在学の方※小・中学生は
保護者同伴◇一般1，500円、小・中
学生1，000円
█申電話かファクスで12月24日までに
「豊島区スキー協会 河内☎・█FAX
3935‐8543」へ。

区民スキースクール

①平成28年1月22日～24日、②2
月19日～21日、③3月18日～20日
いずれも金～日曜日 午後8時 東
京芸術劇場横集合◇尾瀬岩鞍（群馬
県片品村）。詳細は豊島区スキー協

会ホームページ█HPhttp : //toshima
kuski.web.fc2.com/参照◇小学生
以上（小学生は保護者同伴）◇各回40
名◇中学生以上31，500円、小学生
29，500円█申はがきかファクスか E
メールで①は「〒353‐0004 志木市
本町5‐9‐21 鎌田█FAX048‐473‐
3449、█EMu2kamanta@gmail.com」
へ、②は「〒179‐0085 練馬区早宮
3‐12‐17‐107 加藤█FAX5848‐
3100、█EMuin15506@nifty.com」へ、
③は「〒175‐0082 板橋区高島平8
‐12‐1‐707 河内█FAX3935‐8543、
█EMh-kawachi@pop02.odn.ne.jp」
へ※先着順。
█問豊島区スキー協会 河内☎090‐
7715‐5369

※資格など詳細は区ホームページか
各募集要項などを確認してください。

税務課臨時職員

◇書類整理・計算などの事務◇任期
…①平成28年1月28日～2月29日、
②1月28日～3月31日█申履歴書（写
真貼付）に希望任期を明記のうえ12
月11日（必着）までに税務課庶務グル
ープへ郵送※提出書類は返却不可。
█問当グループ☎4566‐2351

レセプト業務嘱託員（非常勤職員）

◇任期…平成28年4月1日から1年
（予定。更新あり）█申履歴書（履歴事
項欄記入、写真貼付）と所定の申込
書（国民健康保険課で配布。区ホー
ムページからもダウンロード可）を
11月30日（必着）までに当課管理グル
ープへ郵送か持参。
█問管理グループ☎3981‐1923

南池袋斎場管理員（非常勤職員）

◇任期…平成28年4月1日～平成29
年3月31日（更新あり）█申履歴書と所
定の申込書（区民活動推進課で配布。
区ホームページからもダウンロード
可）を12月4日（必着）までに当課管
理グループへ持参※簡易書留での郵
送可。
█問当グループ☎4566‐2311

◆富士見台 富士見台子育てセミ
ナー「思春期、反抗期の子育て」…
11月28日㈯ 午後1時30分～3時
30分◇キャリア教育の専門家がエ
ールとアドバイスを送る█申11月25
日までに直接当ひろば窓口へ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆朋有 第4回「影絵原画展」…12
月8日㈫～14日㈪ 午前9時～午
後5時◇名作童話や新作影絵原画
を展示。影絵制作…宮崎 紀玖雄
█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆上池袋 「ポッポちゃんのバル
ーンアートショー～クリスマスバ
ージョン～」…12月11日㈮ 午前
11時から█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆長崎 「クリスマスコンサート」
…12月12日㈯ 午後1時30分～3
時◇出演…下司 愉宇起、城西大
学附属中学・高等学校弦楽部█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆清和第二 「冬のお楽しみ会」…
12月17日㈭ 午前11時～正午◇乳
幼児親子向けのゲーム大会█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756

◆高南第二 「年末おたのしみ会」
…12月17日㈭ 午前10時30分～11
時30分◇クリスマスの音を鳴らし
てみよう。出演…山崎拓未ほか█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆南池袋 「パパママキッズ み
っくるパーティー」…12月17日㈭
午前10時30分から◇第1部／子育
てサークル紹介＆発表会、第2部
／クリスマスコンサート。出演…
東京音楽大学アクトプロジェクト
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆清和第一 「年忘れお楽しみ会」
…12月18日㈮ �第1部／正午か
ら◇ミニ昼食会（カレー）◇150円
◇80名、�第2部／午後1時30分
～2時30分◇マジック。出演…東
京アマチュア・マジシャンズ・ク
ラブ█申1部は費用を添えて当ひろ
ば窓口へ※先着順。2部は当日直
接会場へ。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆千早 「クリスマスコンサート」
…12月18日㈮ 午前10時30分～正
午◇クリスマスソング、紙芝居な
ど█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281

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

◆豊島区総合美術展
①「日本画・洋画・彫刻・工芸・
書」…11月27日㈮～12月1日㈫
午前11時～午後7時（初日午後1
時から、最終日午後4時まで）
東京芸術劇場
②「いけ花」…11月29日㈰～12月1
日㈫ 午前11時～午後7時（最終
日午後5時まで） 東京芸術劇場
█問プランセクション☎3590‐7118
◆Echika 池袋ギャラリー「障害者
アート展」開催中
11月29日㈰まで◇豊島区障害者
美術展（ときめき想造展）の受賞作
品を展示。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆豊島区民センター
①講座「第三十四代木村庄之助（伊
藤勝治）の大相撲講座」（全2回）…
12月9・16日 水曜日 午前10時
から◇50名◇2，000円█申往復はが
きで12月3日（必着）までに「〒170
‐0013 東池袋1‐20‐10 区民
センター 相撲講座係」へ※応募
者多数の場合は抽選。
②「豊島区テラヤマプロジェクト
寺山修司作品上演の軌跡」展…平
成28年1月15日㈮まで 午前9時
～午後8時。
█問ホールセクション☎3984‐7601
◆地域文化創造館
●巣鴨 ①合唱団「大塚」＆とげぬ
き地蔵通り合唱団クリスマスチャ
リティコンサート…12月20日㈰
午後5時開演、②「からだリフレ
ッシュ!日頃の疲れと痛みを軽く

する体操」（全2回）…平成28年1
月17・24日 日曜日 午後2時～
3時30分◇20名◇1，100円◇12月
15日（必着）
●雑司が谷 ③雑司ヶ谷霊園に眠
る偉人シリーズ「加藤弘之が見た
幕末維新」（全2回）…平成28年1
月23・30日 土曜日 午前10時～
正午◇24名◇1，200円◇1月7日
（必着）
●千早 ④古典文学講座「光源氏
の世界『源氏物語』をわかりやすく
読みとく」（全4回）…平成28年1
月28日～2月25日※2月11日除く
木曜日 午後2～4時◇30名◇
2，100円◇1月5日（必着）、⑤旧
長崎町なるほどゼミナールⅣ「ア
トリエ村の面影を訪ねる」（全2回）
…平成28年2月2・9日 火曜日
午後2～4時◇20名◇1，200円◇
1月5日（必着）
②～⑤は◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上（③⑤は区外の方も
可）◇受講料納入方法変更あり。
詳細は問い合わせてください█申①
は当日直接会場へ。②～⑤は往復
はがきを各締切日までに各館へ郵
送。返信用はがき持参で直接各館
窓口申込みも可（駒込を除く）。上
記ホームページからも申込み可※
応募者多数の場合は抽選。
█問巣鴨☎3576‐2637（〒170‐0002
巣鴨4‐15‐11）、雑司が谷☎
3590‐1253（〒171‐0032 雑司が
谷3‐1‐7）、千早☎3974‐1335
（〒171‐0044 千早2‐35‐12）

10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）

1日 0．04 0．06 0．06

15日 0．04 0．06 0．05

27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）11月21日号 No.1668 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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