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ご意見をお寄せください
「平成28年度食品衛生監視指導
計画（案）」を策定しました

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）の全文は2月22日まで、
生活衛生課、行政情報コーナー、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）を記
入し、郵送かファクスか E メール
で2月22日（必着）までに「〒170‐
0013 東池袋1‐20‐9 池袋保健
所5階 食品衛生担当係、█FAX3981‐
5452、█EMA0017000@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当係窓口へ持参も可

※個別に直接回答はしません。
█問当係☎3987‐4177

「豊島区行政不服審査会に関す
る条例」を制定しました

制定にあたり、パブリックコメン
ト（意見公募手続）制度に基づき、区
民の皆さんからご意見をお聴きしま
した。
●閲覧できます
パブリックコメントの結果および

条例の全文は、総務課、行政情報コ
ーナー、区民事務所、図書館、区ホ
ームページで閲覧できます。
█問法規グループ☎4566‐2552

「豊島区リノベーションまちづ
くり構想」を策定しました

本構想は、遊休不動産を活用し、
都市・地域経営課題を複合的に解決
して、働きながら暮らし続けられる
女性にやさしいまちづくりの実現を
目的として策定しました。策定にあ
たっては、パブリックコメント（意

見公募手続）制度に基づき、区民の
皆さんからご意見をお聴きしました。
●閲覧できます
構想の内容といただいたご意見お

よび区の考え方は、2月22日まで、
住宅課、行政情報コーナー、区民事
務所、図書館、区民ひろば、池袋保
健所、子ども家庭支援センター、区
ホームページで閲覧できます。
█問マンショングループ☎3981‐1385

国民年金保険料は社会保険料控
除の対象になります

社会保険料控除の適用を受ける場
合は、税の申告書提出の際に「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」
（以下「控除証明書」）などが必要です
◇「控除証明書」…①平成27年1月1
日～9月30日の間に保険料を納付し
た方には、平成27年11月上旬に日本
年金機構から送付済み、②平成27年
10月1日～12月31日の間に初めて保
険料を納付した方には、2月上旬に
送付予定。
※「控除証明書」に関する問い合わせ
や紛失などによる再発行は、専用ダ
イヤル☎0570‐058‐555へ、050で
始まる電話からは☎6700‐1144へ。
█問池袋年金事務所☎3988‐6011

特別永住者福祉給付金のお知らせ

区では、国民年金制度の老齢基礎
年金などを受けることができない特
別永住者の方などに、給付金を支給
しています。
◇対象者…次の①～④の条件をすべ

て満たす方。①大正15（1926）年4月
1日以前に生まれた、②在留資格が
特別永住者（原則）、③区内に引き続
き2年以上住所がある、④前年の所
得が一定額を超えていない（老齢福
祉年金の所得制限と同じ。扶養者が
いない場合は159万5千円以下）※次
の（ア）～（エ）に該当する方は対象外。
（ア）公的年金を受給している、（イ）
生活保護を受給している、（ウ）老人
ホームなどに入所している、（エ）豊
島区重度心身障害者特別給付金を受
給している。
◇支給金額…月額1万円
◇支給時期…4・8・12月に前4か
月分を支給。
█問高齢者福祉課管理グループ☎4566
‐2429

入学通知書は届きましたか

この春に区立小・中学校に入学す
る方へ、「入学通知書」を送付しまし
た。届いていない方や紛失した方は
連絡してください。また、国立・都
立・私立の小・中学校に入学する方
は、その学校の入学許可書、または
入学承諾書を学務課学事係へ提出し
てください※郵送可。
█問当係☎3981‐1174

離乳食講習会

2月2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。

●児童手当・特例給付
児童手当を受給するためには、申請が必要です。ま
た、支給対象月は原則として申請した月の翌月分から
です。所得制限額は、右下表を参照してください。対
象とならない場合もあります。申請方法などは事前に
問い合わせてください。
子どもが生まれた方、転入した方、これまで受給し
ていた方が海外転出された場合などは、配偶者の方が
新たに申請をする必要があります。
◇対象…中学校3年生（平成12年4月2日以降生まれ）
までの児童
◇手当額…0歳から3歳未満15，000円、3歳以上小学
校修了前／第2子まで10，000円／第3子以降15，000円、
中学生10，000円、所得制限額以上の方／児童1人につ
き一律5，000円
※公務員の方は、勤務先から支給されますので、職場
で申請してください。

●子どもの医療費助成
区内に居住し、健康保険に加入している子どもに対

して、入院と通院にかかる医療費を助成します。医療
証をお持ちでない方は申請してください（乳幼児は、
入院時の食事療養標準負担額も助成対象）。
◇対象…15歳に達した日以降最初の3月31日までの子
どもで、次の①②の要件を満たす方。①保護者と子ど
もがともに区内に居住している、②子どもが国民健康
保険または社会保険などの健康保険に加入している。

2月2日㈫～3月22日㈫
午前8時30分～午後5時
まるごとミュージアム（区
役所本庁舎4階西・北面。
庁内駐車・駐輪場は有料）
◇多彩な色使いで心温まる
絵の数々を楽しんでくださ
い█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課政策推進グル
ープ☎3981‐1766、█FAX3981
‐4303

区議会第1回
定例会を開会します

◇会期
2月12日㈮～3月17日㈭
◇一般質問
2月16日㈫・17日㈬
◇常任委員会
2月19日㈮・22日㈪
█申傍聴希望の方は、当日区
議会事務局窓口（区役所本
庁舎9階）へ。
なお、本定例会で審議す
る請願・陳情の提出期限は
2月8日㈪午後5時です。
█問議事グループ☎3981‐
1453

児童手当所得制限額表（単位：円）
扶養人数 児童手当 ※所得制限額は扶養人数により異なります。

※受給者の平成26年中の所得を基にしてい
ます。

※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。

0人 6，300，000
1人 6，680，000
2人 7，060，000

納付忘れはございませんか？
今一度ご確認ください。

1/21 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）が納付期限です。
特別区民税・都民税（普通徴収）第１～４期分の
納付忘れもご確認ください。

平成28年（2016年）
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第8回ときめき想造展 最優秀賞受賞

「久保貴寛展」

▲「砂漠に水を」

児 童 手 当 と 子 ど も の 医 療 費 助 成

█問児童給付グループ☎3981‐1417

●「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

まちづくりまちづくり

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

プレママ講座～知って安心！赤
ちゃんとの初めての生活～

2月26日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター（帰路
は千川駅までの送りバスあり）◇小
児科医師による、新しく赤ちゃんと
の生活を始める方の心配や疑問を解
消する講話◇区内在住で第一子を妊
娠中の方とその家族◇15名
█申1月21日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接当セン
ター窓口申込みも可※先着順。

ご利用ください
豊島区民交通傷害保険

少額の保険料で加入でき、自動車
などによる交通事故でけがをした場
合に、入院や通院治療日数などに応
じて、保険金が支払われる制度です。
保険の詳しい内容については損保ジ
ャパン日本興亜へ問い合わせてくだ
さい。
◇受付期間…2月1日㈪～3月31日
㈭※この期間以外は加入できません
ので、ご注意ください。
◇加入できる方…平成28年4月1日
現在、区内に住所を有している方
◇年額保険料…1，000円、1，700円、
2，900円の3コース（300円追加で自
転車賠償責任プランにも加入できま
す）
●保険料は掛け捨てです。前年度と
保険料が改定されています。
◇保険期間…平成28年4月1日 午
前0時～平成29年3月31日 午後12
時（1年間）
◇引受保険会社…損害保険ジャパン
日本興亜㈱ 東京公務開発部 営業
開発課（〒100‐8965 千代田区霞が
関3‐7‐3 NK 霞が関ビル5階）
☎3593‐6506（平日 午前9時～午
後5時）

◇受付場所…①区内金融機関（銀行
・ゆうちょ銀行・郵便局・信用金庫
・信用組合）、②区役所本庁舎3階
区民交通傷害保険窓口（区民活動推
進課）。
◇加入方法…申込用紙に保険料を添
えて申し込んでください。
█問区民活動推進課管理グループ☎
4566‐2311（SJNK15‐12256 平成
27年12月2日作成）

とげぬき地蔵尊無料法律相談会
・遺産相続セミナー

2月4日、3月24日 木曜日 セ
ミナー…正午～午後1時、法律相談
会…午後1～4時（1名1時間程度）
とげぬき地蔵尊高岩寺信徒会館（巣
鴨3‐35‐2）◇弁護士による、高
齢者の遺言、相続などの法律相談や
セミナー。
█申電話で第二東京弁護士会☎3581‐
2250へ。要予約。

池西フリマ出店者募集

2月27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

私道の工事に関する助成

区では、区民の生活環境向上を目
的として、私道の排水設備および舗
装工事の一部費用について助成をし
ています（平成27年度から助成率が
上がりました）。制度利用には、各

種条件があります。工事を検討して
いる方は、相談してください。
█問道路整備係☎3981‐4878

体バランス測定＆講習会

2月20日㈯ 午前の部…午前9時
30分～正午、午後の部…午後1時30
分～4時30分 上池袋コミュニティ
センター◇体バランスを測定し、体

ゆが

の歪みを把握する◇各48名◇ヒール
のない安定した靴着用。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

平成27年度栄養技術講習会
「食物アレルギー児への最新の
対応」

2月23日㈫ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇保護者への対応や給食
の献立・調理など。講師…国立病院
機構相模原病院臨床研究センター管
理栄養士／長谷川 実穂氏◇区内給
食施設および区内在宅栄養士の方◇
60名
█申栄養担当☎3987‐4361へ※先着順。

豊島区基本構想審議会（第13回）

2月1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

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

2月2日㈫ 午後6時から 区役
所本庁舎5階509会議室█申当日直接
会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

がん対策推進会議（第4回）

2月3日㈬ 午後7時30分から
池袋保健所3階講堂
█申電話かファクスで当日午後5時ま
でに「がん対策・健康計画グループ
☎3987‐4243、█FAX3987‐4110」へ。

アメニティ形成審議会（第24回）

2月4日㈭ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第一委員会室█申当日直
接会場へ。
█問街並み景観グループ☎4566‐2633

第3回豊島区保健福祉審議会

2月5日㈮ 午後6時30分から
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。

在宅医療連携推進会議（第3回）

2月5日㈮ 午後7時30分から
生活産業プラザ3階大会議室
█申電話かファクスで当日午後5時ま
でに「がん対策・健康計画グループ
☎3987‐4243、█FAX3987‐4110」へ。

千早図書館

①「しかけるしかけ 仕掛け絵本の
世界」展…1月23日㈯～2月25日㈭
当館開館時間内◇仕掛け絵本の展示、
②ワークショップ「ポップアップカ
ードを作ろう」…1月24日㈰ 午後
1～2時、午後3～4時◇各回10名、
③千早進歩自由夢「落語会」…2月20
日㈯ 午前10時～正午◇出演…三遊
亭窓輝。演題は当日のお楽しみ◇50
名█申①は当日直接会場へ。②③は当
日先着順受付。
█問当図書館☎3955‐8361

ふくろうの杜 ふらっと文庫×
としまアートステーション構想

1月30日㈯ 午前11時～午後4時
介護老人福祉施設「池袋敬心苑」◇池
袋敬心苑ととしまアートステーショ
ン構想による、本をテーマにしたイ
ベント。誰かに譲りたい本1冊を持
参█申当日直接会場へ。
█問（一社）オノコロ☎5927‐1473

あきんど

第8回椎名町としま商人まつり

1月31日㈰ 午前10時～午後4時
椎名橋下広場（長崎1‐9‐2）※小
雨決行◇セレモニー（午前11時から）、
大抽選会、区内商店および地方都市
の物品販売、模擬店コーナーなど█申
当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

第9回椎名町豆まき会

1月31日㈰ 午後0時30分～4時
金剛院赤門前駐車場（長崎1‐9‐
2）※小雨決行◇千早高校和太鼓部
演奏／午後0時30分、豆まき／午後
1時20分、2時30分、3時30分、仮面
ライダーゴーストショー／午後1時
40分、3時█申当日直接会場へ。
█問椎名町駅前すずらん通り商店会
田中☎6908‐3988

第2回精神保健福祉講演会
「精神疾患の理解」

1月25日㈪ 午後2～4時 池袋
保健所◇統合失調症を中心に精神疾
患について学ぶ◇区内在住、在勤の
方◇30名
█申電話で保健指導係☎3987‐4174へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

いけぶくろ自然クラブ
「望遠鏡工作教室と星のお話」

1月31日㈰ 午後6～8時 みら
い館大明◇講師…国立天文台准教授
／青木和光氏、㈱東京モバイルプラ
ネタリウム／木村直人氏◇小学生
（保護者同伴可）◇30名◇1組1，500
円
█申電話でとしまNPO推進協議会☎
5951‐1508へ。当会ホームページの
応募フォーム█HPhttp : //tosima-np
o.org からも申込み可※先着順。

みらい館大明

①日本食文化考察シリーズ第10弾
「本州大縦断 長野、山口、青森！」
…第1回／2月28日㈰ 長野県編
（おいしいお水で作られるお酒）、第
2回／3月13日㈰ 山口県編（関門
海峡の魚介類と新しいお酒）、第3
回／3月21日㈪ 青森県編（寒さを
乗り越えたおいしさ）
いずれも午後3～6時◇フードコ
ンサルタント／久保田 淳氏進行・
提供による、自信の郷土料理と日本
酒で異なる地域の文化を体感◇20歳
以上の方◇各回25名◇全回10，000円
（1回3，500円）
②子どもモノづくり学校「親子で参

ひな

加！オリジナルのお雛さまを作ろう」
…2月14日㈰ 午後2～4時◇家に
飾りたくなるお雛さまを身近な材料
で作る◇小学生以上の子どもとその
保護者◇15組◇1セット500円
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

認知症サポーター養成講座

2月2日㈫ 午後2時～3時30分
日本福祉教育専門学校高田校舎（高
田3‐6‐15）◇認知症を正しく理
解し、認知症の方やその家族を温か
く見守る応援者（認知症サポーター）
になるための講座◇区内在住、在勤、
在学の方◇40名█申電話かファクスで
1月29日までに「当校☎3982‐2511、
█FAX3982‐5133」へ※先着順。
█問介護予防グループ☎4566‐2434

パソコン&iPad教室

�ワードⅠ（全4回）…①2月6～27
日 土曜日 午前10時～11時30分◇
5，700円、�パソコン入門（全4回）

…②2月8～29日 月曜日 午前10
時～11時30分◇5，800円、�iPad 入
門（全4回）…③2月8～29日 月曜
日 午後3時～4時30分、④2月11
日～3月3日 木曜日 午後0時45
分～2時15分◇③④とも5，800円、
�無料体験教室…⑤3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

子どもの高次脳機能障害

2月19日㈮ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇障害とその適切な対
応方法について帝京平成大学大学院
臨床心理学教授／中島恵子氏に学ぶ
◇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。

区民講座「遺言書の書き方」

2月27日㈯ 午後2時～4時30分
区民センター◇行政書士会豊島支部
所属の行政書士による講座◇区内在
住、在勤、在学の方◇24名
█申電話かファクスで「東京都行政書
士会豊島支部�0120‐959‐193、█FAX
6683‐7966」へ※先着順。

淑徳大学公開講座

①「近世の鶴岡八幡宮」…1月30日㈯、
②「ユダヤ人と大衆文化」（全5回）…
2月1日～3月28日 月曜日、③
「おいしさを科学する／変貌する食
中毒」…2月5日㈮、④「高橋克典／
ボルガライスの謎―“下町洋食”はど
こから来たのか」（全2回）…2月6
・13日 土曜日

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。

第23回
豊島区バウンドテニス春季大会

①大会…2月21日㈰ 午前9時受付
開始 雑司が谷体育館◇競技方法／
1チーム6名（ダブルス3組）総当り
リーグ戦。1名参加も可◇区内在住、
在勤の方とその家族◇60名◇1，000
円
②初心者講習会…1月25日㈪ 午後
7～9時 長崎小学校体育館
█申①は電話かファクスで2月6日ま
でに「豊島区レ
クリエーション
協会 木津█FAX・
☎3983‐4075」
へ※先着順。②
は当日直接会場
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。

学校栄養士（非常勤職員）

◇任期…4月1日～平成29年3月31
日（更新あり）█申申込書、栄養士免許
証、作文／テーマ「私が考える栄養
士像と学校給食」を1月27日（必着）
までに学務課へ本人が持参か郵送。
█問保健給食係☎3981‐1176

任期付職員（女性にやさしいま
ちづくり担当課長）

◇次の全ての条件を満たす方…①日
本国籍を有している、②民間企業に
おける企業や商品のマーケティング
戦略、ブランディング戦略、ＰＲ戦
略に関する実務経験を10年以上かつ
管理職経験を3年以上有する、③地
方公務員法第16条のいずれにも該当
しないなど※詳細は区ホームページ
参照◇任期…4月1日～平成31年3
月31日◇選考…筆記、面接（筆記選
考合格者のみ）█申採用選考申込書を
2月1日（必着）までに人事課人事グ
ループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐1247

23区職員採用合同説明会

3月6日㈰ 午前10時～午後4時
（予定） 昭和女子大学（世田谷区太
子堂1‐7‐57）◇内容…①各区・
組合ブース、②技術・専門職の個別
相談、③コラボブース、④採用試験
概要説明◇対象…平成28年度以降の
特別区職員採用試験の受験希望者◇
4，000人程度█申2月8日までに特別
区人事委員会事務局ホームページ█HP
http : //www.tokyo23city.or.jp/s
aiyou-siken.htm から申込み※応
募多数者の場合は抽選。
█問当事務局任用課採用係☎5210‐
9787

平成28年度に発行する広報紙・区ホームページ・デジタ
ルサイネージに掲載する広告を募集します。
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

広報紙 広報としま
◇発行部数…10万5，000部程度
◇広告サイズ・料金…「1号広告（縦93㎜・横46㎜）1回50，000円」～
「5号広告（93㎜・横240㎜）1回250，000円」※掲載は2色。
◇申込期間…2月10日正午まで※終了後、空枠の受付を開始。
区ホームページ
トップページ下部にバナー広告を掲載します。
◇広告料…1枠1か月20，000円（区外事業者は22，000円）
デジタルサイネージ
区役所内に設置されたデジタルサイネージに広告を掲載します。
◇広告料…1枠1か月40，000円（区外事業者は44，000円）
◇「区ホームページ」、「デジタルサイネージ」申込期間…年間継続契約は2
月5日まで、月単位契約は2月8～19日

█問広報グループ☎4566‐2532

1月26日㈫ 午後7時～8時30分（開場午後6時30分） 東池袋第四区民集会室◇防災公園について地域の皆さんの意見をお聴きす
るため、地域懇談会を実施します█申当日直接会場へ。 █問公園管理グループ☎3981‐0534

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。

平成28年3月卒業予定の方を含む、30歳未満の若年就職・転
職希望の方への就職支援。企業との出会いの場など、成功へ向
けたさまざまな機会を用意しています。詳細は豊島区就職プロ
ジェクト専用█HPhttps : //www.toshima-shukatsu.com/を確
認して下さい（下記二次元コードあり）。

█申電話か Eメールで「豊島区就職プロジェクト
事務局㈱学情☎5777‐2931、█EMtoshima-shien
@gakujo.ne.jp」へ。

1月30日㈯ 午前9時50分 駒込駅北口染井吉野桜記念公園集合◇初夢ゆかりの場所を巡る◇30名█申往復はがきで1月25日（必着）まで
に「170‐0004北大塚1‐15‐10東部区民事務所2Fとしま案内人駒込染井ツアー申込み係」へ※先着順。 █問中川☎090‐4414‐7018

●ヤング就活応援セミナー
ひ

「必ずある！企業を惹きつける自分の強みを見つけよう！」（全2回）
2月10日㈬・16日㈫ 午後1時～3時30分 生活産業プラザ◇就職に活か
せる自分の魅力を発見し、自信を持って就職活動ができる方法を学ぶ。講師
…東京しごとセンターミドルコーナーファシリテーター／鈴木和夫氏。保育
付き。※失業給付を受給中の方は求職活動実績になります◇おおむね39歳ま
での就職・転職活動中の方。
█申電話かファクスかＥメール（上部記入例参照。保育希望者は子どもの名前
・年齢も記入）で1月29日までに「商工係☎4566‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA
0029099@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

●ヤング応援就職面接会
ハローワーク池袋、豊島区、板橋区、練馬区による合同企業面接会。
◇ＩＮ豊島…2月19日㈮ 午後1時30分～4時30分受付 ハローワーク池袋
サンシャイン庁舎2階（東池袋3‐1‐1）◇ＩＮ練馬…2月12日㈮ 午後0
時30分～3時30分受付 石神井公園区民交流センター（練馬区石神井町2‐
14‐1）◇ＩＮ板橋…2月26日㈮ 午後1時30分～4時30分受付 ＩＮ豊島
と同一会場◇おおむね39歳までの求職者。
█申面接希望企業数の履歴書（職務経歴書）を持参し当日直接会場へ。

日時 場所 内容
合同企業
面接会前
セミナー

2月4日㈭
午後3時30分
～5時30分

生活産業プラザ
合同企業面接会を
最大限活用するた
めの事前セミナー

合同企業
面接会

2月10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）

区内20社の
優良企業が集結

企業見学
ツアー

2月中旬～
下旬予定

区内の
企業事務所

区内優良企業の
見学

入社前
研修

3月24日㈭
午前10時～
午後5時

生活産業プラザ 入社決定後の
事前研修

豊島区就職プロジェクト ハローワーク池袋と連携した「ヤング就活応援セミナー＆面接会」
有料広告募集広告を載せませんか？ █問ハローワーク池袋☎5911‐8609（音声案内44♯）

造幣局地区防災公園に
かかる地域懇談会

縁起の良い「一富士・二鷹
・三茄子」を訪ねるツアー
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官公署だより
●池袋警察署交通課
「池袋駅周辺に自転車ナビマークを
設置」
自転車が関与する交通事故の減少
と自転車利用者のルール周知やマナ
ー向上のため、警視庁が池袋駅周辺
に自転車ナビマークを設置。詳しく
は区ホームページを確認してくださ
い。
█問池袋警察署交通課☎3986‐0110

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向（ポイント方
式）※ひとり親・高齢者・心身障害
者・多子・車いす使用者世帯・特に
所得の低い一般世帯など、住宅困窮
度の高い世帯限定（審査による）、②
単身者向・単身者用車いす使用者向
・シルバーピア（抽選）、③事業再建
者向定期使用住宅
◇募集案内配布期間…2月1日㈪～
9日㈫
◇区内の配布場所…住宅課、区民事

務所、障害支援センター、図書館
（駒込図書館を除く）※③は当公社目
白窓口センター（目白2‐1‐1
目白NTビル5階）、住宅課で配布。

█問住宅供給公社募集センター…募集
期間中☎0570‐010‐810、募集期間
以外☎3498‐8894、█HP http ://ww
w.to-kousya.or.jp/

◆高南第二 「影絵原画展」…1月
26日㈫まで（24日㈰は休館） 午前
9時～午後5時◇宮崎 紀玖雄氏
制作の名作童話や新作影絵原画を
展示█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆清和第二 「はじめてのパソコ
ン教室（全4回）」…2月2・9日、
3月1・15日 火曜日 午後1時
15分～2時15分◇初心者向け。講
師…神尾 守氏◇4名█申1月22日
から電話か直接当ひろば窓口へ※
先着順。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆長崎 「新春作品展」…1月21日
㈭・22日㈮午前10時～午後4時
（22日は3時まで）◇サークル・団
体・個人作品の発表と展示。パン
の販売や無料喫茶コーナーあり█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆さくら第一 「節分・豆まき」…
2月2日㈫ 午後1時30分～2時
30分◇年女・年男による豆まき。
出演…民謡を楽しむ会█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆高南第一 「高南節分寄席」…2
月2日㈫ 午後1時30分～3時◇
一部…落語、二部…年男・年女に

さんゆうていきっそう

よる豆まき。出演…三遊亭吉窓█申
当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎
3988‐8601

◆池袋 「節分
寄席」…2月2
日㈫ 午後1時
30分～2時30分
◇落語と豆まき。

いりふねてい こ たつ

出演…入船亭小辰█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3982‐9658
◆千早 「節分豆まき」…2月3日
㈬ 午後1時30分～3時◇落語と
年男・年女による豆まき。出演…
さんゆうていそう き

三遊亭窓輝█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆富士見台 「区民ひろば富士見
台“祭典”」…2月6日㈯ 午前10
時30分～午後3時◇西池袋中学校
吹奏楽演奏、出店、飲食、遊びコ
ーナー、バザー、豆まきなど█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆朋有 「新春ジャズコンサート」
…2月6日㈯ 午後1時～4時30
分◇ジャズを中心に生演奏とボー
カルで地域世代交流。出演…ダイ
ナマイツ・ウィングス（朋有小学
校ＰＴＡ＆ＯＢバンド）、アマビ
ーレ（オカリナ）、スイング アウ
エイ█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆椎名町 「防災の集い」…2月13
日㈯ 午後1時30分～4時◇AE
D 操作法、セルフマッサージ、
地域懇談会ほか█申当日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042

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

◆区民参加によるアートステージ
レッツ・エンジョイ・JAA!!…2
月7日㈰ 午後1時30分開演 豊
島公会堂◇子ども芸術体験プログ
ラム「ジュニア・アーツ・アカデ
ミー」によるステージ。演目…狂

くさびら

言「茸」ほか、日本舞踊「菊づくし」
ほか、音楽劇「あらしのよるに」█申
当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆豊島区民センター 十川忠行写
真展「スイス鉄道撮影の旅」…2月
1日㈪～3月20日㈷ 午前9時～
午後8時（最終日は午後5時まで）
█問ホールセクション☎3984‐7601
◆文化ホール「カラヴァッジョ展」
文化講演会…3月8日㈫ 午後7
時開演（30分前開場）◇国立西洋美
術「カラヴァッジョ展」の見どころ
紹介◇講師…同館研究員／川瀬佑
介氏。参加者に同展の招待券を進
呈（1名1枚）█申往復はがきで2月
21日（必着）までに「〒170‐0013
東池袋1‐20‐10 区民センター
美術へのいざない係」へ※応募者
多数の場合は抽選。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●駒込 「2016年度青島広志駒込
少年少女合唱団」団員募集…4月
24日～平成29年3月11日 原則月
2回土曜日（4月24日のみ日曜日）
◇①ジュニアコース（3歳以上の
未就学児）…午前10時～10時45分、

②小・中学生コース（小学1年生
～中学3年生） 午前11時～正午
①②とも駒込地域文化創造館ほ
か◇ひらがなが読め、楽譜のペー
ジが開ける方◇両コース合わせて
80名程度◇16，000円█申所定の申込
書（各地域文化創造館、区民ひろ
ば、子どもスキップ、図書館など
で配布）を参照のうえ当財団ホー
ムページ█HPhttp : //www.toshim
a-mirai.jp/center/e_komagom
e/から仮申込み。入金確認後、
正式入団。定員になり次第締切※
先着順。
●巣鴨 すがも de 笑待夢2016や
っときました初笑い…2月6日㈯
午後6時開演◇出演…ゆうぞう、
さるべ～じほか◇500円（未就学児
入場無料）█申当日直接会場へ。
●南大塚 ①南大塚演劇市2016…
2月6日㈯・7日㈰ 午後1時開
演 南大塚ホール█申当日直接会場
へ、②第94回南大塚ホール落語会
…2月18日㈭ 午後6時30分開演
南大塚ホール◇出演…立川志らく、
立川志ら乃ほか◇友の会1，000円、
一般（前売）1，200円、（当日）1，300
円█申各地域文化創造館（駒込除く）
でチケット販売中。当館のみ電話
予約可。
█問駒込☎3940‐2400（平日午前9
時～午後5時）、巣鴨☎3576‐2637
（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐11）、
南大塚☎3946‐4301（〒170‐0005
南大塚2‐36‐1）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
12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）

10日 0．04 0．07 0．06

24日 0．05 0．07 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。

広告 広告（内容は各広告主に問い合わせてください） 広告

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 1月21日号 No.1675 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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