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ご意見をお寄せください

Ⅰ・Ⅱの各案について、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。
Ⅰ「豊島区がん対策推進計画〔第2
次〕（素案）」をまとめました
がんによる死亡者数の減少を目指
し、がん対策の具体的な施策を実現
するため本計画を改定します。がん
対策推進会議などで議論を重ね、素
案を取りまとめました。
Ⅱ「豊島区自転車等の利用と駐輪に
関する総合計画（案）」をまとめまし
た
自転車の総合的な利活用、安全利
用、放置防止対策、駐輪場整備の推
進を図り、快適なまちづくりの実現
を目的として本計画を策定します。
●閲覧できます
Ⅰの素案の全文は、1月21日まで、
Ⅱの計画案は1月5日～26日の間、
いずれも行政情報コーナー、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。Ⅰは池袋
保健所地域保健課（4階）、長崎健康
相談所、Ⅱは交通対策課でも閲覧で
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、Ⅰは1月21日（必着）ま
でに「がん対策・健康計画グループ」
へ、Ⅱは1月26日（必着）までに「交
通対策課自転車計画グループ」へ。
直接各グループ窓口へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問Ⅰがん対策・健康計画グループ
☎3987‐4243、█FAX3987‐4110、█EMA
0016901@city.toshima.lg.jp、Ⅱ交
通対策課自転車計画グループ☎3981
‐2169、█FAX3981‐4844、█EMA002350
4@city.toshima.lg.jp

知的障害者移動支援従事者（知的
障害者ガイドヘルパー）養成研修

1月30日㈯・31日㈰ 午前9時30
分～午後5時30分 スタジオ階梯

（長崎4‐7‐8 第3大同ビル）◇
ほかに6時間の実習あり。研修修了
で外出サービスが行なえます◇30名
◇5，000円█申ファクスか E メールで
1月29日までに「NPO 法人クロー
バー事務局█FAX5926‐7275、█EMgh-ke
nsyu@npo-clover.net」へ※先着順。
█問当事務局☎3958‐4033

（仮称）西部地域複合施設暫定活
用に関する意見交換会の開催

1月14日㈭ 午後7時から 西部
区民事務所会議室（旧平和小学校）◇
平和小学校跡地の多目的ホール（旧
体育館）、グラウンド、プレハブ内
会議室など暫定活用施設の利用など
について█申当日直接会場へ。
█問施設計画課事業推進グループ☎
3981‐4594

池西フリマ出店者募集

1月23日㈯ 午前11時～午後4時

池袋西口公園※雨天中止。駐車場な
し�池西フリマ…100店舗（1店舗面
積2ｍ×2ｍ）※営業目的は不可◇
2，000円、�パネル展示…環境問題
に取り組む企業、団体のパネル展示
◇5団体◇5，000円█申ファクスか E
メールで「としま NPO 推進協議会
█FAX5951‐1508、█EMen@toshima-np
o.org」へ※1名（1グループ）1通の
み。応募者多数の場合は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

子育て講演会「ことばの専門家
によるママと赤ちゃんのコミュ
ニケーション」

1月29日㈮ 午前10時30分～正午
長崎健康相談所◇言語聴覚士／阿部
沙織氏による、ことばや情緒の発達
の促し方とポイント◇妊婦および生
後6か月未満の乳児の保護者◇25名
█保1歳以上の兄弟児のみ。定員あり。
█申電話かファクスか E メールで「保
健指導係☎3957‐1191、█FAX3958‐
2188、█EMA0017206@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

赤塚不二夫が暮らしたアパート紫雲荘（当時の様子を再現した部屋）を公開◇20名※5名で入れ替え制。
時間の指定は不可█申往復はがき（4面記入例参照。1通1名で記入）で1月8日（必着）までに文化観光課観
光交流グループへ※応募者多数の場合は抽選。

█問当グループ☎3981‐1316

こんなとき 必要なもの 届出先

入
る
と
き

豊島区に転入してきた 転出証明書（転入手続用）、本人確
認書類（保険証即日受取りの場合）（共通）

預（貯）金通
帳、通帳届
出印または
キャッシュ
カード（※）

国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
区
民
事
務
所

他の健康保険をやめた、扶養か
ら抜けた

資格喪失証明書（または離職票、
退職証明書など）

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

子どもが生まれた 本人確認書類（保険証即日受取り
の場合）

や
め
る
と
き

豊島区から転出する 国民健康保険証、印鑑
他の健康保険に入った 国保証と社保証などの両方の保険証、印鑑
生活保護を受けるようになった 国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑
死亡した

喪失の届出不要後期高齢医療制度の対象（75歳）
になった

外国籍の方の在留資格がなくな
った

喪失の届出不要（ただし、3か月以下の在留資
格になった、または在留資格がなくなった方が
新たに3か月を超える在留資格を取得し、再度
住民記録をしたときは、パスポートと在留カー
ドを持って届出にきてください。）

そ
の
他

区内で住所が変わった、世帯主
や氏名が変わった、世帯を分け
た、世帯を一緒にした

変更する方全員の国民健康保険証

保険証をなくした 来庁される方の本人確認書類（保険証即日受取
りの場合）

こんなとき 必要なもの 届出先

そ
の
他

区外の特別養護老人ホームなど
の社会福祉施設に入所する

保険証（ご本人様が来庁できない場合は、手続
きに来た方の本人確認書類）、入所契約書（写）、
入所する社会福祉施設などのパンフレットなど

国
民
健
康
保
険
課

就学や児童養護施設入所のため、
区外に転出する

手続きに来庁している扶養者及び対象になる方
の保険証、在学（在園）証明書（※ただし豊島区
に住民登録をしたことがない方の保険証を作成
する場合は、該当の方の住民票の写しも必要）

介護保険第2号被保険者の適用
除外に該当した、またはしなく
なった

来庁される方の本人確認書類、指定通知書、在
園証明書

外
国
籍
の
方

上記のいずれの届出にも、上記必要なものの他に在留カードや特別永住者証明
書などとパスポートが必要です。
在留資格が「特定活動」の方は指定書も必要です。
学生の場合は在学証明書などをお持ちください。

納付忘れはございませんか？
今一度ご確認ください12/21 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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赤塚不二夫が暮らした「紫雲荘」特別公開！
�
昭
和
30
年
代
の
紫
雲
荘

1月23日㈯ 午後1時から 1回30分 トキワ荘通りお休み処集合

必ず14日以内に届出をしましょう国民健康保険に入るとき、やめるときは必ず届け出てください █問資格・保険料グループ☎4566‐2377

�保険証がすぐ必要な方は、本人確認できるもの（運転免許証、パスポートなど顔写真付の公
的機関発行のもの）をお持ちください。
�窓口申請を世帯主または同一世帯員以外（住民票上の世帯が別）の方が行なう場合は、委任状
が必要です。
�加入手続きが遅れると、保険料は、国民健康保険に加入する理由の生じた月にさかのぼって
（最大2年間分）支払っていただきます。また、その間の診療は全額自己負担になります。
�やめる手続きが遅れて国民健康保険証で診療を受けた場合には、国民健康保険から支払われ
た医療費を後日返していただきます。
�保険料の支払いは口座振替が原則です。預（貯）金通帳、通帳届出印をお持ちください。
（※）…ペイジー口座振替受付サービスを行なっています。対象金融機関のキャッシュカードが

あれば、通帳届出印がなくても口座振替ができます。申込み月の翌月期分から振替を開
始します。対象金融機関の詳細などは問い合わせてください。

●「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。



http://www.toshima-mirai.jp

区民ひろば
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健  康健  康 募  集募  集

講演・講習講演・講習

職員採用 社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

敬老入浴のご案内

区内の銭湯に100円で入浴できる
「としま・おたっしゃカード」を発行
しています。
◇年間最大26回まで利用できます※
申込月により利用回数が減ります◇
区内に住民登録をしている65歳以上
の方※平成27年度のポイントの有効
期間は平成28年3月31日までです。
ポイントは期限内に使ってください。
平成28年度は4月以降に銭湯で更新
可█申銭湯、区民ひろばなどで配布中
のチラシの専用はがきで申込み。
█問介護予防グループ☎4566‐2434
（平日のみ）

認知症知ってあんしん講座第3回
「認知症の対応について学びませ
んか？」

1月21日㈭ 午後1時30分～3時
30分 生活産業プラザ◇認知症の方
のその人らしさを尊重した認知症の
対応方法を学ぶ。講師…NPO 法人
その人を中心とした認知症ケアを考
える会／村田康子氏◇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。

健康チャレンジ！対象事業

①「笑いと健康 三遊亭白鳥師匠の
笑いと健康の講演会および健康落語」
…2月3日㈬ 午後6時30分～8時
30分 区民センター◇出演…三遊亭
白鳥師匠◇200名、②「運動後のクー
ルダウンで疲れを残さない方法」…
1月11日㈷ 午前10時30分～11時30
分 スポーツクラブルネサンス早稲
田（高田1‐19‐24）◇40名◇上履き、
タオル、飲み物持参、③「真向法体
操」…2月6日㈯ 午前10時～11時
30分 上池袋コミュニティセンター
◇手軽にできる健康体操◇40名◇タ
オル、飲み物持参。
いずれも█申電話で保健事業グルー
プ☎3987‐4660へ※先着順。

豊島区生涯学習保育者募集

乳幼児をもつ保護者の社会活動参
加に理解があり、平成28年4月1日
現在、保育士、幼稚園教諭、看護師
いずれかの資格を有し、2月23日㈫
の研修に参加できる方◇区や区民が
実施する事業や学習会で保育の依頼
があった場合に乳幼児の保育を行な
う◇報酬…1回（3時間）4，050円◇
登録期間…1年█申所定の登録申込書
（学習・スポーツ課で配布。区ホー
ムページからもダウンロード可）に
顔写真、資格証明書のコピーを添付
のうえ1月29日（必着）までに生涯学
習グループへ持参。
█問当グループ☎4566‐2762

あうるすぽっとホワイエリーデ
ィング 劇団昴音楽朗読劇
「クリスマス・キャロル」

12月24日㈭ 午後3時、25日㈮
①正午②午後4時◇劇場ホワイエで
ピアノ生演奏での朗読劇「クリスマ
ス・キャロル」█申当日直接会場へ。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

「赤い鳥」を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

1月9日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷区民集会室◇小川未明「殿
さまの茶わん」、楠山正雄「元日その
ほか」█申当日直接会場へ。
█問雑司が谷旧宣教師館☎3985‐4081

豊島清掃工場個人見学会

1月9日㈯ 午前10時～11時30分
豊島清掃工場※車の来場不可◇50名
█申電話で1月7日までに当工場☎
3910‐5300へ※先着順。

東京音楽大学大学院
博士後期課程博士共同研究A
第2回レクチャーコンサート

1月9日㈯ 午後2時開演（午後

1時30分開場） 東京音楽大学A200
教室（南池袋3‐4‐5）◇「音楽に
おける創造性」第1部…レクチャー
コンサート、第2部…オープンディ
スカッション█申当日直接会場へ。
█問当大学大学院課（博士課程担当）☎
3982‐3207

みらい館大明

①「お正月こどもまつり」…1月10日
㈰ 午後1～4時◇かるた、はねつ
き、餅つきなど。

たこ

オリジナル凧を作
り、グランドで凧
あげ。ソーラーの
おもちゃづくり◇子どもと保護者◇
凧作りのみ50名※当日先着順受付。
②「銭湯の楽しみ方教えます」…1月
17日㈰ 午後1～5時 前田湯（池
袋4‐12‐25）◇銭湯フリークでも
知られる俳優の山口良一さんが銭湯
の楽しみ方をレクチャー後、入浴可
◇20名◇1，000円
█申①は当日直接会場へ。②は電話か
E メールで「当館☎3986‐7186、█EM
miraikan_taimei@yahoo.co. jp」
へ。直接窓口申込みも可※先着順。

第22回豊島区邦楽連盟演奏会

1月10日㈰ 午後2時30分開演
あうるすぽっと◇区内在住の長唄・
筝曲・尺八の演奏家による古典・現
代邦楽の演奏会◇300名◇前売2，000
円※当日2，500円
█申電話で当事務局☎3981‐5103へ※
先着順。

千早図書館 千早進歩自由夢演
奏会「バイオリン二重奏の世界」

1月30日㈯ 午後2～4時（午後
1時30分開場）◇曲目…露伴（長女・
延）の作品ほか。奏者…佐藤 美代子、
三好明子◇小学生以上◇50名█申当日
先着順受付。
█問当館☎3955‐8361

パソコン&iPad教室

�パソコン入門（全4回）…①1月9

日～30日 土曜日 午前10時～11時
30分◇5，800円、�iPad 入門（全4
回）…②1月11日～2月1日 月曜
日 午後0時45分～2時15分、③1
月14～2月4日 木曜日 午後3時
～4時30分◇②③とも5，800円、�
ワードⅠ（全4回）…④1月14日～2
月4日 木曜日 午前10時～11時30
分◇5，700円、�無料体験教室…⑤
2月2日㈫ 午後0時45分～2時15
分
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

第10回「社会貢献活動見本市」
出展者説明会＆出展場所抽選会

1月20日㈬ 午後6時30分～8時
30分 区民センター◇NPO などの
社会貢献活動団体が、活動趣旨・内
容をパネル展示で紹介する「社会貢
献活動見本市（3月12日開催）」の出
展希望団体向け説明会と抽選会◇社
会貢献を目指すNPO法人、ボラン
ティア団体、CSR 企業など◇50名
█申ファクスか Eメールで「としま N
PO推進協議会█FAX5951‐1508、█EMen
@toshima-npo.org」へ※先着順。
█問当会☎5951‐1508

淑徳大学公開講座

①「壬生篤／永井荷風の東京を歩く」
（全5回）…1月15日～3月11日 金
曜日、②「うつの認知行動療法」…1
月24日㈰、③「ドラッカーに学ぶ実
践経営学／イノベーションの基本編」
（全3回）…1月25日、2月1・8日
月曜日
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。

資格など詳細は区ホームページか各
課窓口で募集要項などを確認してく
ださい。

区立保育所非常勤職員

①保育所調理員◇調理業務など、②
せん

保育所作業員◇修繕・工作・樹木剪
てい

定など、③短時間保育ヘルパー◇乳
幼児保育など、④保育所用務員◇施
設維持管理など、⑤保育所主任調理
員◇①に加えて育成・指導、⑥保育
所管理作業員◇②に加えて業務管理
いずれも◇任期…平成28年4月1
日から1年（更新あり）█申履歴書と資
格証または実務経験を証明する書類
（写し可）を1月22日までに当課窓口
へ本人が持参。
█問保育課総務総括グループ☎3981‐
2019

子育て支援課非常勤職員

①心理職◇保育園等における心身障
害児保育の発達相談など、②子ども
家庭支援ワーカー◇子どもと家庭の
総合相談など
いずれも◇任期…平成28年4月1
日から1年█申申込書一式（子育て支
援課で配布、区ホームページからも
ダウンロード可）を1月22日（必着）
までに当課窓口へ持参か郵送。
█問庶務・事業グループ☎4566‐2478

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
人たちに、気づきや声かけなどの活
動を行なう地域の小さなアンテナ役
「地域福祉サポーター」を募集します。
研修あり。
◇応募資格…区内在住、在学、在勤
の18歳以上の方（高校生不可）。難病
や障がいのある方も応募できます。
●説明会…1月22日㈮ 午後6～7
時 区役所旧庁舎ボランティアセン
ター活動室
█申電話で社会福祉協議会地域相談支
援課☎3981‐4392へ。

●東京都都市整備局
「東京における都市計画道路の整備
方針（第四次事業化計画）（案）」
都市計画道路の優先整備路線などの
（案）を取りまとめました。ご意見な
どお寄せください◇閲覧場所…都ホ
ームページ█HPhttp : //www.metro.
tokyo.jp、都（街路計画課）・区（都
市計画課）窓口など◇募集期間…2
月10日㈬まで█申郵送かファクスかＥ
メールで「〒163‐8001 東京都都市
整備局都市基盤部街路計画課、█FAX
5388‐1354、█EMS0000179@section.
metro.tokyo.jp」へ。直接当局街路
計画課窓口提出も可。
█問当局街路計画課☎5388‐3379

●豊島税務署
①「平成27年分所得税等・消費税等
・贈与税の確定申告書作成会場」…
2月10日㈬～3月15日㈫ 豊島税務
署地下会議室
②「税理士による無料申告相談会」…
2月16日㈫～3月15日㈫ 区役所本
庁舎5階507～510会議室
いずれも、受付時間など詳細は問
い合わせてください。
█問豊島税務署☎3984‐2171㈹
●豊島都税事務所
1月は「固定資産税（償却資産）の申
告月」です（23区内）
◇申告が必要な方…平成28年1月1
日現在、23区内に償却資産（機械や
備品などの事業用資産）をお持ちの
方、◇申告期限…2月1日㈪※償却
資産の申告は電子申告（eLTAX／エ
ルタックス）も利用できます。詳細
は問い合わせてください。
█問豊島都税事務所☎3981‐1211㈹

当社では時間外労働時間短縮、有給休暇取得に取
り組んでおり、3～5年前と比較して、大きな成果
が出ています。今後も改善・改革を推進して、更な
る時短・有給取得を進めるとともに、新入社員教育
・中堅社員研修などの人材育成を実施し、より良い
職場環境整備に努めていきたいと思います。

休暇取得推進のため、誕生日休暇制度
を導入したほか、個人の子育てやその他
家庭や自己啓発活動などの必要に応じた
休暇取得を弾力的に運用しています。個
人の都合に応じた半休、早出勤・早帰り
も好評です。

ここ数年、会社として「長時間労働の低減」を年
度の重点目標として掲げており、さらに各会議に
おいても展開しており効果がでてきたと感じます。
また勤怠管理システムの時間外労働累積警告表示
機能を活用して、管理職が部下の仕事量を分散で
きる職場環境になってきていると感じています。

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。

◆第37回 としま寄席2016…1月
10日㈰ 午後2時開演 豊島公会
堂◇出演…柳家小さん、柳家花緑、
春風亭一之輔、春風亭朝也、柳家
緑太、松元ヒロ（漫談）◇S席3，500
円、A席3，000円
█申としまみらいチケットセンター
☎3590‐5321
◆地域文化創造館
●冬休みこども自習室イン地域文
化創造館…12月24日㈭ 午前9時
～正午／巣鴨、午後1時30分～4
時30分／南大塚、12月25日㈮ 午
前9時～正午／千早、午後1時30
分～4時30分／雑司が谷◇「書き
初めお助け人」が各館を巡回。習
字道具・半紙などは各自持参◇区
内在住、在学の19歳以下█申当日直
接会場へ。
●5館合同サークル発表会 新春
コンサート2016…1月16日㈯ 午
後1時30分開演 南大塚ホール◇
出演…コーラスそら、オカリナの
会・待夢ケーナの会、南大塚リコ
ーダーくらぶ、大正琴あじさい会、
月曜会（太極拳）、新粋連（阿波踊
り）█申当日直接会場へ。
●巣鴨 ①すがも児童合唱団クリ
スマスコンサート…12月23日㈷
午後2時開演█申当日直接会場へ、

②いちよ・たかこ・やぎりんトリ
オコンサート（Ⅱ部）…1月22日㈮
午後6時30分開演█申当日直接会場
へ。
●南大塚 ①暮らしの薬膳～から
だの中からキレイに健康に～（全
3回）…2月14日㈰ 午後2～4
時、2月21・28日 日曜日 午後
1時30分～4時30分◇3，500円◇
18名、②大塚ものがたりin Engli
sh～英語で街を案内しよう～（全
5回）…2月23日～3月22日 火
曜日 午後7～9時◇3，200円◇
20名、③世界の食文化～アジア
イスラームの食文化～（全4回）…
2月25日～3月17日 木曜日 午
後2～4時◇2，400円◇20名
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上の方（②は区外も可）
◇受講料納入方法が変わりました。
詳細は問い合わせてください█申往
復はがきで「〒170‐0005 南大塚
2‐36‐1 南大塚地域文化創造
館」へ。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
※応募者多数の場合抽選。
█問巣鴨☎3576‐2637、南大塚☎
3946‐4301、雑司が谷☎3590‐
1253、千早☎3974‐1335

◆さくら第一 「新年の集い」…1
月8日㈮ 午後1時30分～3時◇
錦乃まい太郎（小唄）、こんぺいと
う（パネルシアター）で新年を祝う。
お汁粉あり█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆池袋 「ニューイヤーコンサー
ト」…1月13日㈬ 午後1時30分
～2時30分◇出演…日本シャンソ
ン協会正会員／如月 裕。先着100
名にお年玉プレゼント█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3982‐9658
◆仰高・駒込 「新年の集い」…1
月13日㈬ 午後1時30分～3時
区民ひろば仰高◇ミュージカルス
ター染谷妃波の歌、ハーモニカ演

し し まい

奏、獅子舞で厄を払う。先着100
名にお土産あり█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆西巣鴨第一 「新春の集い」…1
月14日㈭ 午前10時30分から◇各
サークルやカラオケなどの舞台発
表█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆椎名町 「新春の集い～管楽八
重奏コンサート」…1月16日㈯
午後1時30分～3時◇出演…
Brass Ensemble Splash#8█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆豊成 としま出前講座「新型イ
ンフルエンザなどの新しい感染症
について」～感染症の知識や予防
について学ぶ～…1月21日㈭ 午

後1時30分から◇講師…医師／荒
井和子氏█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆上池袋 「新春の集い」…1月22
日㈮ 午前10時から◇舞台発表、
ビンゴなど█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆清和第一 「いちよ・たかこ・
やぎりんトリオコンサート（Ⅰ部）」
…1月22日㈮ 午後2時～3時30
分※巣鴨地域文化創造館でⅡ部実
施◇100円◇お汁粉あり█申費用を
添えて当ひろば窓口へ※先着順。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆要 「マイ・ウェイ講座」～虹色
の終活講座～…1月25日㈪ 午前
10時30分～11時30分◇エンディン
グノートを活用して自分らしい生
き方を考える。エンディングノー
トのプレゼントあり。講師…終活
・キャリアカウンセラー／堂山智
子氏◇30名█申電話か直接当ひろば
窓口へ※先着順。
█問当ひろば☎3972‐6338
◆南大塚
①「ふれあい音楽会」～みんな集合!
音楽で遊ぼう～…1月30日㈯ 午
後1時30分～3時30分◇音楽系サ
ークルの発表会
②「ダンスフェスティバル」…2月
27日㈯ 午後1時30分～3時30分
◇ダンス系サークルの発表会
①②とも█申当日直接南大塚地域
文化創造館へ。
█問当ひろば☎5976‐4399

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

10月21日号（情報版）1面の「男
女平等推進センター（エポック10）
一時移転」の記事のなかで、電話
相談の開始日に誤りがありました。
「1月4日㈪から」としましたが、
正しくは「1月5日㈫から」でした。
お詫びして訂正します。
█問当センター☎5952‐9501

11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）

12日 0．04 0．06 0．06

26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。

お詫びと訂正

第6期 区が認定したワーク・ライフ・バランス推進企業のご紹介【第3回】█問男女平等推進センター☎5952‐9501

ナンコー電機㈱ 税理士法人三村会計事務所 西武造園㈱
電気設備工事【上池袋】
9名（女性1名・男性8名）

税務会計事務所【駒込】
5名（女性3名・男性2名）

建設業【長崎】
877名（女性340名・男性537名）
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施　設　名 施　設　名年末（まで） 年始（から）

●山中湖秀山荘、猪苗代四季の里は休まず営業しています。
●郷土資料館、雑司が谷旧宣教師館、駒込地域文化創造館は改修工事中のため長期休館中です。

開館日は各集会室ごとに異なります。詳しくは各集会室に問い合わせてください。
12月27日（日）は、午後 5 時までです。勤労福祉会館の大規模改修に伴う一時移転により、1 月12日
（火）からは、生活産業プラザ 2 階で開館します。電話相談は、１月 5 日（火）から受け付けます。
抽選申込み締切は 1月 6 日(水)午前10時までです。
1 月 4 日(月)は、電話問い合わせのみ受け付けます。
12月28日（月）から、大規模改修のため休館します。
駒込駅北・西巣鴨駅・巣鴨駅北・巣鴨駅南・巣鴨駅第三・目白駅東・目白駅西・目白駅北・千登世橋自転
車駐車場、その他道路上施設は年中無休です。
1 月 1・2 日も利用申込みの受付をしています。☎5396 - 2873
要町第二区民集会室、区民ひろば駒込は休館中です。区民ひろば千早は代替施設で実施しています。
駒込図書館は休館中です。
会議室の受付抽選は、1 月10日(日)です。
区民センターの会議室・音楽室の抽選申込み締切は 1 月 6 日（水）午前10時までです。
12月29日（火）は、午前8 時30分～午後 6 時です。
1 月 1 日（祝）の開館時間は午前10時30分～午後 4 時30分です。2 日（土）も開館しています。

※ 1
※ 2

※ 3
※ 4
※ 5
※ 6

※ 7
※ 8
※9
※10
※11
※12
※13

区役所(東西区民事務所、生活福祉課、西部生活福祉
課を含む)

生活産業プラザ（※ 3 ）、豊島リサイクルセンター
（※ 4 ）、自転車保管所

豊島公会堂、区民センター（※11）、地域文化創造館
（巣鴨・千早・千早多目的ホール）

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）、
心身障害者福祉センター、福祉作業所､生活実習所、
障害支援センター（東部・西部）、池袋保健所、長
崎健康相談所、区民ひろば（区民ひろば集会室含む）
（※ 8 ）、児童館、子どもスキップ、中高生センター、
子ども家庭支援センター (東部・西部 )、区立保育園、
教育センター、豊島健康診査センター、豊島区民社
会福祉協議会、東京城北勤労者サービスセンター

池袋第三、目白第一
上記以外の区民集会室

勤労福祉会館(※ 5 )
豊島清掃事務所
自転車駐車場（※ 6 ）
南池袋斎場（※ 7 ）

としまアートステーションZ
熊谷守一美術館
あうるすぽっと(舞台芸術交流センター)（※10）
みらい館大明、地域文化創造館（南大塚・雑司が谷）

巣鴨体育館、
南長崎スポーツセンター（多目的広場を含む）

池袋スポーツセンター（※12）

雑司が谷案内処（※13）
目白庭園
池袋の森､目白の森
トキワ荘通りお休み処
豊島区観光情報センター

公園管理事務所、道路工事事務所、
放置自転車対策事務所

区民活動センター
駒込福祉作業所会議室
長崎健康相談所講堂

男女平等推進センター（エポック10）（※2 ）

区民集会室など

体育施設

観光・公園施設

土木事務所

まちづくりセンター

その他開放施設

文化施設

暮らしの関係施設

保健・福祉・教育施設

年末（まで） 年始（から）

図書館（巣鴨・池袋・目白）
図書館（※ 9 ）（中央・上池袋・千早）、にしすがも創造舎

染井、上池袋第一・第二、東池袋

12月28日(月)

12月27日(日)

12月27日(日)
12月28日(月)

12月27日(日)

12月27日(日)

12月27日(日)

12月26日(土)
12月27日(日)

12月27日(日)

12月28日(月)

12月28日(月)

12月28日(月)

12月30日(水)

12月13日(日)
12月24日(木)

12月28日(月)

12月23日(水)
12月27日(日)
12月28日(月)
12月27日(日)
12月28日(月)

12月26日(土)
12月27日(日)
12月28日(月)

1 月 4 日(月)

1 月 4 日(月)

1 月 4 日(月)

1 月 3 日(日)

1 月 4 日(月)

1 月 4 日(月)

1 月 5 日(火)

1 月 5 日(火)
1 月 4 日(月)

1 月 6 日(水)

12月28日(月) 1 月 4 日(月)

1 月 4 日(月)

1 月 1 日(金)

1 月 4 日(月)
1 月 5 日(火)

1 月12日(火)

1 月 5 日(火)

1 月 8 日(金)

1 月 6 日(水)

施設などの開設状況
総務課総務グループ☎3981‐4451

○豊島こどもクリニック（都立大塚病院内）は、12月29日（火）～ 1 月 4 日(月)は実施していません。
○年末・年始は混み合うため、昼の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。
　電話で確認後、受診してください。
○交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止することがあります。

診療機関 診療日 受付時間 所在地 電話番号

内
科・小
児
科

歯
科

薬
局

休
日
診
療
所

在
宅
当
番
医

池袋休日診療所

長崎休日診療所

12月29日(火)～
1 月 4日(月)

12月29日(火)～
1 月 4 日(月)

12月31日(木)

1 月 1 日(祝)

1 月 2 日(土)

1 月 3 日(日)

3918 - 4350

5319 - 0873

5977 - 8070

3971 - 0585

池袋歯科休日応急
診療所

午前 9 時～正午
午後 1 時～ 9 時30分
午前 9 時～正午
午後 1 時～ 4 時30分

午前 9 時～午後 4 時30分
※必ず当日事前に電話
　してから受診して
　ください。

午前 9 時～午後 9 時40分

午前 9 時～午後 4 時30分
※要電話予約

東池袋 1 - 20 - 9
池袋保健所 6 階
長崎 2 - 27 - 18
（ 3 階）

巣鴨 3 - 17 - 13

巣鴨 1 - 4 - 1

東池袋 5 - 27 - 8

3982 - 0198

3959 - 3385

東池袋 1 - 20 - 9
池袋保健所 6 階
あぜりあ歯科
診療所内　
東池袋 1 - 20 - 9
池袋保健所 1 階

5985 - 5577

3984 - 7540

豊島体育館、総合体育場、西巣鴨体育場、
荒川野球場、雑司が谷体育館､三芳グランド

12月29日(火)

年末・年始  暮らしのガイド

救急告示医療機関（14か所） 電話番号

※診療科目が限定される場合があります。必ず電話確認してから
　受診してください。

受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。

東京都保健医療情報センター
●医療機関案内サービス「ひまわり」（音声案内・24時間受付）　☎5272 - 0303

●聴覚障害者の方等専用ファクシミリ案内（24時間受付）　　5285 - 8080
●外国語での医療情報サービス（毎日　午前 9 時～午後 8 時）
　（英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語で対応）　

東京消防庁
●救急相談センター（24時間受付）　☎＃7119 または ☎3212 - 2323
●インターネットによる救急病院案内（受診可能な救急病院をホームページで案内しています。）

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/kb/index.htm

東京都

●小児救急相談（午前 9 時～午後 5 時）　☎＃8000 または ☎5285 - 8898
●豊島消防署　☎3985 - 0119　　●池袋消防署　☎3988 - 0119

3987 - 2431
3987 - 6580
3957 - 3181
3918 - 1215
3971 - 5114
3981 - 3213
3941 - 3211
3953 - 5555
3916 - 7211
3984 - 6161
3988 - 5005
3982 - 1161
3982 - 7798
3915 - 5885

東池袋 3 - 5 - 4
東池袋 2 - 5 - 5
要町1 - 11 - 13
北大塚 1 - 18 - 7
高田 3 - 8 - 9
高田 3 - 22 - 8
南大塚 2 - 8 - 1
南長崎 5 - 17 - 9
上池袋 2 - 42 - 21
池袋 1 - 5 - 8
西池袋 3 - 36 - 23
西池袋 3 - 2 - 16
南大塚 3 - 9 - 11
西巣鴨 1 - 19 - 17

年末年始の休日診療・救急医療機関などのご案内 地域保健課管理グループ☎3987‐4203

1 月 4 日(月)

年末年始の休日診療

医療機関案内

豊島区内救急医療機関

阿部医院

くにやクリニック

池袋あうる薬局

高橋診療所

小林内科クリニック

医療法人社団生全会　池袋病院
岡本病院
医療法人社団愛語会　要町病院
医療法人社団日心会　総合病院一心病院
医療法人社団瑞雲会　高田馬場病院
大同病院
東京都立大塚病院
医療法人社団仁泉会　としま昭和病院
豊島中央病院
医療法人社団大成会　長汐病院
医療法人社団雙和会　原整形外科病院
医療法人社団卓秀会　平塚胃腸病院
医療法人社団東弘会　山川病院
医療法人社団育生會　山口病院

所在地

南大塚
2 - 37 - 11 - 101

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

パソコン用
携帯電話用

☎5285 - 8181

12月31日(木)

（※1 ） （※1 ）

4 広報としま情報版 平成27年（2015年）12月21日号 No.1672 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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