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外国籍の方へ 国民健康保険の
加入手続きをしてください

国民健康保険は日本の公的医療保
険制度の一つです。豊島区に住み、
住民基本台帳制度に該当する方は、
国民健康保険適用除外該当者（※）を
除き、本人の意思にかかわらず、国
民健康保険に加入しなければなりま
せん。国民健康保険の加入手続きを
していない方は届出をしてください。
住民基本台帳制度の対象外の方で
も加入できる場合がありますので、
問い合わせてください。
（※）…勤め先の健康保険に加入して

いる方や、在留資格が「特定活動」の
方のうち「医療を受ける活動」か「そ
の方の日常生活上の世話をする活動」
の方、「観光・保養その他これらに
類似する活動」の方など。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

特別養護老人ホーム入所申請

区内および区外協定の特別養護老
人ホームの入所申請は、毎年更新の
ため再申請が必要でしたが、平成26
年10月以降に申請された方からは再
申請が不要となりました。住所や介
護度などの申請内容変更や、入所申

請を取り下げるときは、申請先に連
絡してください。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

食彩いきいきサロン（全6回）

①平成28年1月7日～3月17日 木
曜日 午前11時20分～午後1時 女
子栄養大学「松柏軒」（駒込）◇30名
②1月12日～3月22日 火曜日 午
前11時～午後1時 食堂「ル ボン
トラバーユ」（東池袋）◇20名
①②とも◇栄養バランスのとれた

会食と栄養士によるミニ栄養講座、
②はレクリエーションなどあり◇区
内在住の65歳以上で一人暮らしの方
（日中独居を含む）※初回の方優先◇
2，400円█申往復はがき（4面記入例参
照。希望会場名も明記）で12月22日

（必着）までに介護予防グループ（宛
先上部参照）へ※応募者多数の場合
は抽選。
█問当グループ☎4566‐2434（平日の
み）

平成28年度豊島区日曜教室
（つばさCLUB）の受講生の募集

月2回程度の日曜日（平成28年4
月から） 西巣鴨中学校、心身障害
者福祉センターなど◇仲間とともに
学び、交流を深めながら余暇活動の
充実を目指す◇区内在住、在勤で18
歳以上の中軽度知的障害のある方
（愛の手帳3・4度）◇年間6，000円
█申電話かＥメールで2月8日までに
「生涯学習グループ☎4566‐2762、
█EMA0014606@city.toshima.lg.jp」へ。

手当の受給には申請が必要です。支給対象月は原則として、申請した月
の翌月分からです。
各手当の支給月額や所得制限額は、右表を参照してください。生活状況
などにより各手当の支給対象にならない場合があります。詳しい支給条件
や申請に必要な書類などは、区ホームページを確認するか、当グループ窓
口や電話で問い合わせてください。
●児童扶養手当
次の①～⑧のいずれかの状態にある18歳に達した日以降最初の3月31日
までの児童（中程度以上の障害がある場合は20歳未満）を養育している父ま
たは母もしくは養育者。①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または
母に重度の障害がある、④父または母の生死が不明、⑤父または母に1年
以上遺棄されている、⑥父または母が裁判所からの DV 保護命令を受け
ている、⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている、⑧婚姻によ
らないで生まれ、父または母に扶養されていない※請求者または児童が公
的年金受給資格がある場合は、ご相談ください。
●児童育成手当（育成）
児童扶養手当に準ずる。
●児童育成手当（障害）
次の①～③のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①身体障害者手帳1・2級程度、②愛の手帳1～3度程度、③脳性まひ、
または進行性筋萎縮症。
●特別児童扶養手当
次の①、②のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①身体障害者手帳1～3級程度（下肢障害4級の一部も該当）、②愛の手帳
1～3度程度※長期安静を要する症状または精神の障害により日常生活に
著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。

●ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の方が、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負

担金の全部または一部を助成します。
受給者負担額は外来、入院とも原則1割負担です※入院の場合、食事療

養標準負担額または生活療養標準負担額は自己負担です。自己負担額は所
得により異なります。詳しくは問い合わせてください。
◇対象…児童育成手当（育成）に準じ、健康保険に加入の方。所得制限額は
児童扶養手当に準ずる。

12月22日㈫ 各銭湯の営業時間内

ゆずの香り漂うお風呂でポッカポカ。
1年の疲れを癒しましょう◇100円（入浴
料※12歳未満は無料）※営業時間など詳
しくは各銭湯
に問い合わせ
てください█申
当日直接各銭
湯へ。
█問生活産業課
管理係☎4566
‐2741

浴場名 所在地 電話番号
山の湯温泉 要町1‐47‐12 3957‐2679
要 湯 要町3‐22‐10 3957‐6506
健康ランド
末 広 湯 千早2‐14‐13 3957‐6274

広 の 湯 南長崎3‐36‐14 3953‐8254
五 色 湯 目白5‐21‐4 3952‐7237
妙 法 湯 西池袋4‐32‐4 3957‐8433
湯～ゆランド
あ ず ま 西池袋4‐13‐9 3986‐6997

栄 湯 池袋3‐37‐15 3982‐8857
前 田 湯 池袋4‐12‐25 3971‐2261
平 和 湯 池袋2‐64‐11 3971‐7820
小 松 湯 池袋本町3‐1‐3 3982‐0998
新 月 湯 池袋本町4‐25‐1 3971‐1435

浴場名 所在地 電話番号
ゆラックス 上池袋2‐10‐6 3915‐4553
稲 荷 湯 上池袋1‐9‐17 3918‐6712
千 代 田 湯 北大塚3‐7‐7 3915‐1009
銀 泉 湯 西巣鴨1‐23‐7 3576‐5731
巣 鴨 湯 巣鴨4‐13‐9 3917‐5773
やすらぎの湯
ニ ュ ー 椿 巣鴨5‐20‐3 3918‐1720

宮 下 湯 巣鴨1‐30‐2 3941‐0379
え び す 湯 駒込7‐15‐9 3918‐0258
香 取 湯 駒込6‐16‐6 3917‐5582
金 春 湯 南大塚1‐50‐15 3944‐5742
玉 の 湯 南大塚2‐31‐3 3947‐4126
大塚記念湯 南大塚3‐38‐15 3986‐0126
高 砂 湯 雑司が谷1‐5‐3 3981‐2374

区分 児童育成手当
（育成）

児童育成手当
（障害） 児童扶養手当 特別児童

扶養手当

手当月額 13，500円 15，500円
�全部支給42，000円
�一部支給9，910円～41，990円
�児童2人目の場合5，000円加算
�児童3人目から 1人3，000円加算

1級51，100円
2級34，030円

対象年齢 18歳の
年度末まで 20歳未満 18歳の年度末まで（児童に中程度以上

の障害がある場合は20歳未満まで） 20歳未満

所得制限 あり（表2参照） あり（各手当によって制限額が異なります。必ず事
前に問い合わせください）

支給月 6・10・2月 4・8・12月 4・8・12月
支給方法 銀行口座振込（申請者名義）※ネット銀行不可

扶養人数 児童育成手当
0人 3，684，000
1人 4，064，000
2人 4，444，000

※扶養人数によって所得制限額は異なります。
※受給者の平成26年中の所得を基にしています。
※上記所得制限額表には、社会保険料控除一律
80，000円を加算しています。

控除項目 児童育成手当
雑損・医療費・小規模共済等控除 控除相当額

配偶者特別控除 控除相当額
老人扶養 100，000
特定扶養 250，000

本人が寡婦（夫）・勤労学生 270，000
本人が特別寡婦 350，000

普通障害（本人・扶養） 270，000
特別障害（本人・扶養） 400，000

○控除後の金額が表2の制限額未満であれば手当を受給できます。
控除後の金額は下記の計算によります。
【控除後の金額】＝【所得金額】－【控除額表（表3）に該当する控除額
の合計】

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。12/11
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冬至12月22日は銭湯のゆず湯に行こう！
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ひとり親家庭などへの手当のご案内 █問児童給付グループ☎3981‐1417

表1…手当別月額・対象年齢など

表2…児童育成手当（育成・障害）
所得制限額表 （単位：円）

表3…控除額表 （単位：円）

●「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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子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

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

社会福祉協議会

わかばパソコンクラブ（全7回）

平成28年1月13日～2月24日 水
曜日（2月3・17日は自習中心） 午
後1時20分～3時20分 心身障害者
福祉センター◇ワードの基礎などを
運営協力員とともに学ぶ◇区内在住、
在勤の18～64歳で身体障害者手帳、
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と診断され
ている方※視覚障害者の方は除く。
初回の方優先。再受講可※送迎バス
希望の方は12月17日までに要事前相
談◇4名◇テキスト代など実費
█申当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441へ※先着順。

障害者アート教室

平成28年1月23日㈯ 午後1～3
時 心身障害者福祉センター◇端切
れを使ったアート体験。作品は第9
回障害者美術展（3月開催）に出品、
展示後返却◇区内在住、在勤、在学、
通所施設利用の18歳以上の方で、愛
の手帳、身体障害者手帳、精神保健
福祉手帳をお持ちの方、または難病
・発達障害などの方◇25名
█申電話かファクスかＥメールで1月
13日までに「障害福祉課政策推進グ
ループ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303、
█EMA0015600@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。

育児講座 ノーバディーズ・パ
ーフェクト・プログラム～完璧
な親なんていない～（全6回）

平成28年1月15日～2月19日 金
曜日 午前9時30分～11時30分 西
部子ども家庭支援センター◇参加者

同士で話をし、子育てや自分自身に
ついて考える◇0歳～1歳6か月児
の母親で初めて子育てをしている35
歳以上の方。区内在住で全回参加で
きる方◇10名※保育つき。
█申電話で12月25日までに当センター
☎5966‐3131へ※直接窓口申込みも
可。応募者多数の場合は抽選。当選
者には12月25日以降に電話連絡。

日頃から災害に備えよう！
～1月17日は「防災とボランテ
ィアの日」～

●地震が起きたら…まず自分の身の
安全を守る。外には飛び出さず、座
布団などで頭を守り、机の下などに
隠れる。
●揺れが収まったら…火の元の確認
や初期消火を行なう。
●日頃からの備え…①家具転倒防止
器具を設置し、家具を固定して転倒
を防ぐ、②食料は保存のできるもの、
飲料水は1名1日3ℓを目安に家族
3日分準備する、③その他備蓄品と
して懐中電灯・ラジオ・衣料品・衣
類など、持ち出し袋に入れて目のつ
く場所に置いておく、④家族の間で
災害時の集合場所や連絡方法を、あ
らかじめ決めておく。
●防災訓練の参加…積極的に参加し
て災害時の行動を学んでおく。
█問防災危機管理課管理グループ☎
3981‐2100

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

平成28年1月10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@to
shima-npo.org」へ※1名（1グル
ープ）1通のみ。先着順。
█問当事務局 楢原☎6659‐6777（午
後1～5時）

年末年始の資源回収・ごみ収集
について

年末年始の回収日程は右表のほか、
各集積所でもお知らせします。区ホ
ームページからもダウンロード可。
●資源回収・ごみ収集
◇休止期間…12月31日～1月3日
◇注意…最終収集日を避けて早めに
出してください。また、必ず朝8時
までに出してください。
◇スプレー缶、カセットボンベ、ラ
イターなど…必ず使い切り、ほかの
ごみとは袋を分けて「スプレー缶」な
どと大きく書いて「金属・陶器・ガ
ラスごみ」の日に出してください。
●粗大ごみ
◇粗大ごみ受付センター…①電話申
込み☎5296‐7000（日曜日、12月29
日～1月3日を除く 午前8時～午
後7時）、②ホームページ█HPhttp://
sodai.tokyokankyo.or.jp/（12月29
日～1月3日を除く 24時間対応）
※休日明けや午前中は電話が繋がり
にくくなり、年末年始は大変混み合
うので早めに申込んでください。
●家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫
・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
①購入した小売店か買い替える小売
店へ直接問い合わせてください、②
小売店が不明な場合は電話で「家電
リサイクル受付センター☎5296‐
7200（日曜日、12月29日～1月3日
を除く 午前8時～午後5時）」へ。
█問ごみ減量推進課☎3981‐1142、豊
島清掃事務所☎3984‐9681

豊島区都市計画審議会

12月28日㈪ 午前9時30分から
区役所本庁舎5階509・510会議室█申
当日直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

巣鴨図書館「本の福袋～中は借
りてからのお楽しみ！～」

12月19日㈯～27日㈰ 午前9時～
午後7時（土・日曜日、祝日は午後
6時まで※21・25日は休館◇普段自
分では選ばない本と出会う※無くな
り次第終了█申当日直接会場へ。
█問巣鴨図書館☎3910‐3608

中央図書館トークライブ
「本とどうつきあうか～捨てる
本、死ぬまで捨てない本～」

1月23日㈯ 午後2～4時 あう
るすぽっと◇「百歳までの読書術」著

つ の かい た ろう

者の評論家／津野 海太郎氏が読書
法や図書館について広く語る◇100
名
█申電話かファクスかＥメールで「中

央図書館企画調整グループ☎3983‐
7861、█FAX3983‐9904、█EMA0027900
@city.toshima.lg.jp」へ。当館窓口
で直接申込みも可（午前10時～午後
5時）※先着順。

豊島区伝統工芸展

平成28年1月15日㈮～21日㈭ 午
前10時～午後9時（日曜日、祝日は
午後8時、最終日は午後6時まで）
西武池袋本店7階（南池袋1‐28‐
1）◇豊島区伝統工芸保存会に所属
する職人による実演。工芸品の展示
・販売█申当日直接会場へ。
█問商工係☎4566‐2742

雑司が谷案内処 新春お年玉企画

平成28年1月1日㈷から※記念品
がなくなり次第終了 午前10時30分
～午後4時30分◇七福神の御朱印を
すべてそろえ、当処で係員に色紙を
提示。先着300名に「雑司が谷案内処
特製クリアファイル」をプレゼント。
█問当処☎6912‐5026

としま案内人 雑司ヶ谷
新春「雑司が谷七福神」めぐり

平成28年1月9日㈯・10日㈰ 午
後1～3時◇ボランティアガイドに
よる雑司が谷七福神の案内◇各日35
名◇色紙希望の方は500円█申往復は

がき（4面記入例参照。参加者全員
分を記入。色紙希望の有無、参加希
望日〈あれば第2希望日〉も記入）で
12月18日（消印有効）までに「〒171‐
0032 雑司が谷3‐19‐5 雑司が
谷案内処」へ※応募者多数の場合は
抽選。
█問当処☎6912‐5026

出張講座「悪質商法にご用心」

12月22日㈫ 午後3時～3時30分
区民ひろば池袋◇最近の事例などを
紹介し、だまされないための注意点
や対処方法を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

暮らしを彩る
カリグラフィー講座（全2回）

平成28年1月8・15日 金曜日
午後2～4時 みらい館大明◇春を
テーマにカードを制作。講師…カリ
グラフィーネットワーク会員／牧
幸子氏◇15名◇2，000円
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。当館窓口で直接申込みも
可※先着順。

大正大学オープンカレッジ
（豊島特別受講制度）

「フォーカシング～からだの知恵
に耳を傾ける方法～」（全5回）…平
成28年1月12・19・26日、2月9・
16日 火曜日 午後2時50分～4時
20分◇大正大学（西巣鴨3‐20‐1）
◇20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、█EMoudai-proje
ct@mail.tais.ac.jp」へ※先着順。
█問当センター☎5394‐3062

隣人とつながり
安心して暮らせる住まい方
～スガモフラットへようこそ～

平成28年1月17日㈰ 午後1時30
分～3時 スガモフラット※詳細は
参加者へ連絡◇専用住居とみんなで
使う共用スペースを持ち、生活の一
部を共同化する住まいのコレクティ
ブハウスの見学会。講師…NPO 法
人コレクティブハウジング社◇区内
在住、在勤の方◇15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。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

淑徳大学公開講座

①「仕事に役立つ会計・基礎の基礎
Ⅱ（全5回）」…平成28年1月5日～
3月1日 火曜日、②「マーケティ
ング最前線（全4回）」…1月5～26
日 火曜日、③「シナジー効果を引
き出すコーチング中級（全5回）」…
1月8日～2月5日 金曜日、④
「経営学部公開講座／環境変化に適

応した経営戦略Ⅲ」…1月15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。

西本哲雄氏のバレーボール教室
「見学者」募集

12月19日㈯ 午前9時～11時30分
豊島体育館◇ミュンヘン五輪金メダ
リストの西本哲雄氏が、区内中学生
の選抜選手へ指導する様子を見学◇
上履き持参█申当日直接会場へ。
█問豊島区体育協会☎3955‐4858

区民歩こう会「池袋周辺七社巡り」

平成28年1月10日㈰ 午前9時50
分 西武池袋線椎名町駅北口駅前広
場集合◇300円█申当日集合場所で受
付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

第71回区民グラウンド・ゴルフ
新春大会

平成28年1月10日㈰※雨天時24日
㈰ 午前11時受付 総合体育場◇運
動できる服装、靴で参加※用具貸出
しあり◇区内在住、在勤の方◇
1，000円
█申電話で12月18日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ※要予約（当日参加は不可）。

第19回目白ロードレース

平成28年3月6日㈰ 午前8時か
ら受付 学習院周回コース※雨天決
行◇種目…①親子レース、②小学校
4～6年生、③中学生、④高校生～
29歳、⑤30～39歳、ほか40歳以上の
種目もあり。詳細は区ホームページ
参照◇区内在住、在勤、在学および
近隣の方◇1，000名◇①親子レース
1組・中学生以下1，500円、高校生
以上3，000円█申指定の申込用紙（豊島
区スポーツ施設窓口などで配布）で、
12月14日～平成28年1月22日の間に
参加費を添えて郵便局かゆうちょ銀
行で申込み※先着順。
█問目白ロードレース実行委員会事務
局☎5979‐6070

足りる？足りない？老後のお金
～老後を生き抜くためのマネー
プラン～

平成28年1月21日㈭ 午後1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）◇老後に必
要なお金と貧困に陥らないための事
前の対策について学ぶ。講師…金融
広報アドバイザー／成宮正和氏◇
150名
█申電話でサポートとしま☎3981‐
2940へ※要予約。先着順。

1．国際アート・カルチャー都市について
名誉区民野村萬氏、前東京芸術劇場館長福地茂雄氏、同館名誉館長小田
島雄志氏、演出家野田秀樹氏らを特別顧問に迎え、前文化庁長官近藤誠一
会長のもと発足した「国際アート・カルチャー都市懇話会」は、来年春まで
に「文化」「空間」「国際化」の3つの実現戦略を答申いただく予定です。この
懇話会と昨年委嘱した11人の「国際アート・カルチャー都市プロデューサ
ー」、さらに“3本目の矢”として、区民レベルで活動を担っていただく「国
際アート・カルチャー都市特命大使」への参加を広く呼びかけ、官民一体
で都市構想を推進してまいります。
7月の池袋副都心エリア「特定都市再生緊急整備地域」指定、8月の国家
戦略特区区域指定により、池袋は国家プロジェクトを担う東京の重要なエ
リアに位置づけられました。
こうした池袋のポテンシャルは東京都からも高く評価され、「東京文化
ビジョン」では、2018年開催を目指す「東京芸術祭（仮称）」の第一段階とし
て、2016年に池袋で「東京国際舞台芸術祭（仮称）」を開催する方針が示され
ています。東京オリンピック・パラリンピック大会の開催、さらにその先
の文化レガシーの形成に向け、オール豊島で国際アート・カルチャー都市
の実現を目指してまいります。

2．持続発展都市について
ワークライフバランスへの理解を広げる「としま100人社長会」、池袋保

健所1階にリニューアルオープンした「�子母神プラス」など、女性にやさ
しいまちづくりの着実な進展を受け、内閣府の「輝く女性の活躍を加速す
る男性リーダーの会」の行動宣言に賛同し、会に参加することとしました。
今後は、女性にやさしいまちづくりをさらに積極的に推進するため、区が
組織的に対応できる工夫を検討してまいります。
「特別養護老人ホーム整備等の新たな整備手法に関する調査研究会」が実
施した特養待機者などを対象とするアンケート調査によれば、「すぐに入
所できるなら区外特養でも入所を希望する」24％、「本人や介護者の状況が

変化したら検討する」40％と、およそ3分の2が区外特養ホームを肯定的
に受け止めています。今後高齢化がさらに進むにつれ増加が予想される特
養ベット数を区内施設でカバーすることは大変困難であり、アンケート結
果を踏まえた調査報告書を年内にまとめていただく予定です。また、秩父
市との連携による豊島区版 CCRCの検討についても、無作為抽出の区民
5，000人を対象に“定住・地方移住等に関する意識調査”を行なっており、
今後、秩父市と密接な連携を取りながら、具体的な事業展開を検討してま
いります。
公民連携で進めているリノベーションまちづくり構想を年明けに策定し

ます。遊休不動産を活用し、住んで子育てして、働きながら暮らし続けら
れるまちづくりを日本中に発信してまいります。

3．マイナンバーについて
「通知カード」の区内配達が始まったマイナンバーについては、郵送戻り
分の対応や、今後追加が予想される対象事務の条例化など、遅滞なきよう
対応してまいります。

4．福祉・健康
障害者差別解消法の28年4月施行に伴い、保健福祉部長をトップとする

「障害者差別解消プロジェクトチーム」を設置し、不当な差別的取扱いの禁
止、合理的配慮の提供について「職員対応要領」を策定します。

5．子ども・教育
予測を上回る待機児童の増加に対応し、来年4月の受入れ枠を当初の

405人から921人へと前倒しで拡充、29年4月までに待機児童ゼロを実現で
きるよう対策を加速します。
WHOインターナショナルセーフスクールの認証審査が行われ、朋有

小学校が再認証、富士見台小学校が新規認定を取得しました。また、来年
度新規取得に向け、仰高小学校、池袋本町小学校も着々と準備を進めてお
り、今後、全校で取り組んでいけるよう支援してまいります。

12月20日㈰ 午前11時～午後0時30分 子どもの文化研究所（目白3‐2‐9）◇紙芝居・造形ワークショップ「クリスマスリースとゆびわ」◇小学生（未就学児は要相
談）◇20名程度◇50円 █申電話かファクスか Eメールで「当研究所☎3951‐0151（平日正午～午後9時）、█FAX3951‐0152、█EMinfo@kodomonobunnka.or.jp」へ※先着順。

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。

◇対象車種…自転車・原動機付自転車（50㏄以下）※団体・法人は不可。
現在定期利用の方の利用期限は、平成28年3月末です。自動継続にはな
りませんので、再度申込んでください◇利用期間…平成28年4月1日～
平成29年3月31日█申自転車駐車場（無人の施設を除く）にある申請用紙に
必要事項を記入し、返信先を記入したはがきを添えて、平成28年1月31
日までに各自転車駐車場へ提出※利用は申込み本人のみ。各駐車場1名
1台。応募者多数の場合は抽選。当選結果は3月中旬発送予定。

12月22日㈫ 午後3時（予定） 東京区政会館20階202・203会議室（千代田区飯田橋3‐5‐1）◇30名█申当日午後2時から
当館20階で受付開始予定※先着順。 █問当組合議会事務局☎5210‐9729

自転車駐車場および定期利用料金（1か月・単位/円）

自転車
駐車場名 所在地 電話番号

自転車 原動機付自転車
（50㏄以下）

区民
（区民外） 区民（区民外）

池袋駅西 西池袋3‐20‐1 3590‐3837 1，250
（1，500）池袋駅南 南池袋2‐21‐6 5944‐8687

池袋駅北 池袋1‐4‐20 3590‐3838 2，500
（3，000）

3，750（4，500）
池袋駅東 東池袋1‐50‐23 5951‐5751
大塚北第一 北大塚2‐27先 3949‐7295

大塚駐輪場管理
室（北大塚2‐
27‐9）で受付
（午前7時～午
後8時）

2，500
（3，000）

大塚北第二 北大塚2‐4～6先
大塚北第三 北大塚2‐4先、8先
大塚北第四 南大塚3‐33‐4
新大塚駅 南大塚2‐8先
空蝉橋 北大塚2‐3先 3，750（4，500）
要町駅南 要町1‐4‐11 5995‐1107 2，500

（3，000）要町駅北 要町1‐10‐8 要町駅南で受付 3，750（4，500）
千川駅南 要町3‐9‐16 3955‐4440 2，500

（3，000）千川駅北第一 要町3‐44‐8 3972‐4220 3，750（4，500）

千川駅西 要町3‐22‐11
千川駅北第一で
受付

2，000
（2，250）

千川駅北第二 要町3‐55 1，250
（1，500） 1，750（2，100）

椎名橋北 長崎1‐9‐30 3974‐4577 2，500
（3，000）椎名橋南 南長崎1‐25‐27 椎名橋北で受付

※上記は一般料金です。学生料金は管理員に問い合わせてください。
※受付時間や開業時間は各自転車駐車場に問い合わせてください。
※巣鴨駅周辺の自転車駐車場については、巣鴨駅北自転車駐車場☎3576‐0165へ。
※目白駅周辺の自転車駐車場については、目白駅東自転車駐車場☎3986‐5681へ。
※駒込駅の自転車駐車場については、駒込駅北自転車駐車場☎5974‐4469へ。
※西巣鴨駅の自転車駐車場については、西巣鴨駅自転車駐車場☎3918‐5778へ。
※南長崎駅の自転車駐車場については、南長崎駅自転車駐車場☎3953‐0795へ。
※平成28年4月1日から、当日利用の無料時間が3時間から2時間に変わります。

年末年始の
資源回収日・ごみ収集日

◎燃やすごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月・木 地区 28日㈪ 4日㈪
火・金 地区 29日㈫ 5日㈫
水・土 地区 30日㈬ 6日㈬

◎金属・陶器・ガラスごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

第1・3月曜地区 21日㈪ 4日㈪
第2・4月曜地区 28日㈪ 11日㈪
第1・3火曜地区 15日㈫ 5日㈫
第2・4火曜地区 22日㈫ 12日㈫
第1・3水曜地区 16日㈬ 6日㈬
第2・4水曜地区 23日㈬ 13日㈬
第1・3木曜地区 17日㈭ 7日㈭
第2・4木曜地区 24日㈭ 14日㈭
第1・3金曜地区 18日㈮ 15日㈮
第2・4金曜地区 25日㈮ 8日㈮
第1・3土曜地区 19日㈯ 16日㈯
第2・4土曜地区 26日㈯ 9日㈯
◎資源回収
（びん・かん・ペットボトル類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 28日㈪ 4日㈪
火曜地区 29日㈫ 5日㈫
水曜地区 30日㈬ 6日㈬
木曜地区 24日㈭ 7日㈭
金曜地区 25日㈮ 8日㈮
土曜地区 26日㈯ 9日㈯

◎資源回収（紙・布類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 28日㈪ 4日㈪
火曜地区 29日㈫ 5日㈫
水曜地区 30日㈬ 6日㈬
木曜地区 24日㈭ 7日㈭
金曜地区 25日㈮ 8日㈮
土曜地区 26日㈯ 9日㈯

平成28年度区立自転車駐車場の定期利用者の募集
█問自転車対策グループ☎3981‐4847

第4回区議会定例会区長招集あいさつ 11月20日、高野之夫区長が、招集あいさつを行ないました。

「紙芝居」から世界をひろげよう
～造形ワークショップ～

東京二十三区清掃一部事務組合
「議会定例会開催」
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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。

保健所カレンダー月
11

○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

職員採用職員採用
※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。

会計審査専門員（非常勤職員）

◇会計書類の審査事務など◇任期…
平成28年4月1日～平成29年3月31
日（更新あり）█申申込書、職務経歴書、
課題論文を、12月16日（必着）までに
会計課へ郵送か持参。
█問当課総務グループ☎4566‐2811

文化財保護専門員（非常勤職員）

◇一般文化財、埋蔵文化財◇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、課題論文、

埋蔵文化財を希望の方のみ調査経歴
・業績目録を、教育部庶務課文化財
グループ窓口へ持参か郵送。
█問当グループ☎3981‐1190

訪問看護指導員（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）█申所定の申込
書（高齢者福祉課で配布、区ホーム
ページからもダウンロード可）と課
題作文を12月18日までに当課窓口へ
持参。
█問当課地域ケアグループ☎4566‐
2430

介護保険課非常勤職員

①要介護認定調査員◇要介護・要支
援認定の訪問調査など

②介護サービス調査員◇介護サービ
ス利用者や事業者の調査など
③要介護認定審査専門員◇要介護・
要支援認定審査に関する業務など
いずれも◇任期…平成28年4月1

日～平成29年3月31日（更新あり）█申
所定の申込書（当課で配布。区ホー
ムページからもダウンロード可）に
写真を貼付し、①②は資格証、③は
看護師などの免許証の写しを添えて
12月28日までに、当課窓口へ本人が
持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1942

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆シンプル気功～肩こり、腰痛、
膝痛を克服しよう!～（全8回）…
12月15日～平成28年2月9日 火
曜日 午前11時～午後0時15分◇
8，000円※1回1，300円。初めての
方に限り初回500円（先着15名）
◆生徒募集 ①かんたん体リセッ
トヨガ（全4回）…平成28年1月6
～27日 水曜日 午前10時45分～
11時45分◇4，000円、②小学生体
操（全4回）…平成28年1月9～30
日 土曜日 午後3時30分～4時
30分◇小学校高学年◇4，000円
◆お正月運動遊び広場…平成28年
1月4日㈪ 午前9時～午後4時
◇幼児、小学生とその保護者
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆1月から開催のプログラム（有
料） ①月曜日…ママ骨盤ピラテ
ィス、シニア体操、ヨガ、②火曜
日…シニア体操、水中トレーニン
グ、③水曜日…肩こり腰痛予防体
操、キッズダンス（小学生）、④木
曜日…ママヨガ、⑤金曜日…ピラ
ティス、太極拳（24・48式）、⑥子
どもの水泳教室（火～金曜日）…幼
児、小学生、⑦大人の水泳教室※
曜日別・泳力別クラス各種あり█申
往復はがきで12月20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※
直接窓口申込みも可。
南長崎スポーツセンター☎5988‐9270
◆ロンドンオリンピック代表伊藤
正樹さんのトランポリンクリニッ

ク…平成28年1月24日㈰ 午後1
時～2時15分、2時45分～4時◇
小学生◇各60名█申区民優先期間…
12月11～18日、一般受付…12月19
日から。直接当センター窓口へ※
電話申込み不可。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆フリーパス会員受付中…プール、
トレーニングジムが好きな時に好
きなだけ利用でき、一部有料レッ
スンも無料◇南長崎スポーツセン
ターも利用可◇区内在住の方は
3，500円、区外の方は4，000円（毎
月1日～月末）◇16歳以上█申印鑑
・本人確認用証明書（免許証など）
・写真（2㎝×2．5㎝）が必要。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆2016年1～3月コース型教室
月曜日（全10回） ①朝の健康体操
…午前9時45分～10時45分、②ピ
ラティス…午後0時20分～1時20
分、③骨盤からダイエット…午後
3時20分～4時20分、④肩こり腰
痛ケア体操…午後1時30分～2時
15分、⑤ストレッチ…午後2時25
分～3時10分、⑥肩こり腰痛元気
体操（全8回）…午前11時15分～午
後0時15分◇①～③10，800円、④
⑤6，480円、⑥8，640円、金曜日
（全12回）…①リズムエクササイズ
…午後0時20分～1時20分、②ヘ
ルスケア体操…午後2時45分～3
時30分◇①12，960円、②7，780円
◆子ども水泳教室（全10回） 月曜
日 午後3時45分～5時◇5歳以
上◇16，200円

1月 母子健康相談

5日㈫ 池袋保健所 午前10時～10時30分
19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

20日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
25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〕 7・14・21・28日㈭
午前9時～10時30分

5・19日㈫
午前9時～10時30分

母親学級〔予約制〕 15・22・29日㈮
午後0時40分～3時30分

6・13・20日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
16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 15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

13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〕 15日㈮
午後1時15分～2時30分

20日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 14日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 13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

18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

15日㈮
午前10時30分～11時

こ
こ
ろ
の

健
康

こころの相談〔予約制〕 20日㈬ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 18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〕

28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）12月11日号 No.1671 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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