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環境・清掃環境・清掃豊島区住民基本台帳に関する事
務の「特定個人情報保護評価書」
を一部修正しました

平成26年度に任意の全項目評価と
して評価手続を終えていますが、当
初予定のなかった証明書のコンビニ
交付やその他重要な変更が今後生じ
るため、評価の再実施を行ないまし
た。一部修正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
本評価書は3月31日まで、総合窓
口課、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。
█問総合窓口課住民記録グループ☎
3981‐4782

20歳前の病気などにより障害基
礎年金を受けている方へ

平成27年分の収入の申告を必ずし
てください。平成28年度の障害基礎
年金受給のための資料となります。
◇対象…20歳前からの病気やけがに
よる障害基礎年金（年金証書のコー
ド番号が2650または6350）を受けて
いる方
◇申告先…税務課
※障害基礎年金以外の収入があり、
税務署に確定申告をする方は税務課
への申告は不要です。
█問国民年金グループ☎3981‐1952

差押財産（リゾート会員権）公売
の実施

ヤフー㈱の Yahoo!オークション
を利用して、インターネット公売

（入札形式）を行ないます。
◇物件名…リゾート会員権「東京ベ
イコート倶楽部」ベイスイート（12泊
タイプ）
◇参加申込期間…2月16日㈫ 午後
1時～2月26日㈮ 午後11時
◇入札期間…3月4日㈮ 午後1時
～3月11日㈮ 午後1時
◇最高価申込者決定日時…3月11日
㈮ 午後2時
◇代金納付期限…3月18日㈮
公売への参加は、事前の申込手続

と公売保証金の納付が必要です。物
件詳細などは区ホームページを確認
してください。
█問税務課特別整理グループ☎4566‐
2363

子どもの医療費助成制度現金給
付申請のご案内

子どもの医療証をお持ちの方が、
次の理由で保険診療の自己負担分を
支払った場合は、申請により自己負
担分が助成されます。窓口で申請を
お願いします。
◇該当理由…①東京都外で受診した、
②取扱い医療機関以外で受診した、
③医療証を提示しなかった、④入院
時食事負担金を支払った（小学校就
学前の乳幼児のみ）、⑤東京都以外
の国保、国保組合に加入している。
◇申請期間…保険診療自己負担分の
支払日の翌日から5年間
◇申請に必要なもの…①領収書（受
診者の氏名、領収額、保険診療点数、
入院・外来の別、診療年月日、領収
年月日、医療機関の名称・所在地・
領収印があるもの）、②医療証と健
康保険証、③医療証記載の保護者の
印鑑、④医療証記載の保護者名義の
普通預金振込口座のわかるもの（ネ
ット銀行は不可）
※助成費は申請の2～3か月後に指

定口座に振り込みます。入院などで
支払い額が高額な場合は、保険者な
どへの確認のため、さらに期間がか
かる場合があります。
※健康保険証を提示しないで医療費
全額を支払った場合や補装具・眼鏡
などを購入した場合は、手続きが異
なります。児童給付グループへ問い
合わせてください。
█問当グループ☎3981‐1417

区内すべての自動交付機の停止

◇日時…2月21日㈰ 終日◇自動交
付機システムを改修します。当日
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」
「住民税証明書」の交付を希望の方は、
区役所本庁舎の休日窓口（午前9時
～午後5時）を利用してください。
█問総合窓口課証明グループ☎3981‐
4766

東京税理士会
「税理士記念日」街頭無料相談

2月23日㈫ 午前10時30分～午後
3時30分 メトロポリタンプラザビ
ル1階自由通路◇相続、贈与、新規
開業、住宅取得など税理士業務にか

かる相談█申当日直接会場へ。
█問当会豊島支部☎3981‐4585

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①池袋第二公園…3月13日㈰ 午前
10時30分～午後2時◇20店舗（1店
舗面積2ｍ×2ｍ）
②中池袋公園…3月13日㈰ 午前11
時～午後2時◇30店舗（1店舗面積
1．8ｍ×1．8ｍ）
いずれも駐車場なし。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◇1，000
円█申①はファクスか E メールで「み
んなのえんがわ池袋事務局█FAX6659‐
6776、█EMengawa@toshima-npo.o
rg」へ。1名（1グループ）1通のみ
※先着順、②は往復はがきで3月3
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①はみんなのえんがわ池袋事務局
楢原☎6659‐6777（午後1～5時）、
②はハローフリーマーケット 笈川
☎3973‐5824

旧区役所別館が、区役所東池袋分庁舎としてオープンします。
区役所旧本庁舎での業務（一部を除く）と区民センターの福祉サービス権利擁護支援室
「サポートとしま」が移転します。

◇開始日・業務・フロアのご案内
�3月7日㈪から…豊島区民社会福祉協議会（3・4階）

中央高齢者総合相談センター（4階）
福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」（4階）

�3月14日㈪から…生活福祉課（1・2・3階）、青少年相談室（3階）
�4月1日㈮から…更生保護サポートセンター（3階）

通常は新聞折り込みなどで配布していますが、3月1日号は全世帯へ個別
に配布します。なお、3月11日号からは、通常通り配布します。
●配布期間…2月27日㈯～3月2日㈬
●配布物…広報としま特別号「としまplus」、広報としま情報版3月1日号
※今回のみ冊子版16ページ（特別号）を配布し
ます。通常はタブロイド判8ページ（特集
版）です。

◇区が委託した配布員（区発行の身分証明書
を携帯）が配布します。

◇通常個別配布を利用している方も、今回は
上記期間での配布となります。

█問広報グループ☎4566‐2532

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。2/11

平成28年（2016年）

No.1678 〈毎月１・１１・２１日発行〉
発行：豊島区 編集：政策経営部広報課
〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

区役所東池袋分庁舎開設のお知らせ

東池袋分庁舎所在地 東池袋1‐39‐2

█問生活福祉課☎3981‐1842、中央高齢者総合相談センター☎5985‐2850
子ども課（青少年相談室、更生保護サポートセンター）☎3981‐2187
豊島区民社会福祉協議会☎3981‐2930、福祉サービス権利擁護支援室☎3981‐2940

3月1日号の「広報としま」は全世帯に個別配布します

●「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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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

職員採用職員採用

平成28年度重度心身障害者
土曜余暇教室参加者募集

①参加者募集…4月から原則第3土
曜日 午前10時～午後3時 心身障
害者福祉センターほか◇ボランティ
アスタッフとの交流やグループでレ
クリエーション・外出などを楽しむ
◇区内在住の18～65歳未満の重度心
身障害者の方（医療行為を必要とせ
ず、グループでの活動が可能な方）
◇20名程度
②運営スタッフ募集…ボランティア
スタッフ募集中。
█申①は電話かファクスで3月4日ま
でに「心身障害者福祉センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ※応
募者多数の場合は抽選。②の詳細は
問い合わせてください。

都市防災不燃化促進事業
助成制度説明会

区では、平成28年度から東京都が
特定整備路線として指定した都市計
画道路沿道30メートルの区域で都市
防災不燃化促進事業の導入を予定し
ています。この事業では、一定の要
件を満たす耐火建築物を建築する方
に対し、建築費などの一部を助成し
ます。これらの内容などについて説
明会を実施します。
◇導入区域・日時など…①補助172
号線沿道地区（長崎1～5丁目の各
一部）／2月18日㈭ 特別養護老人

ホームアトリエ村、2月23日㈫ 区
民ひろば長崎、②補助81号線沿道地
区（巣鴨5丁目、駒込6・7丁目の
各一部）／2月24日㈬ 朝日小学校、
2月25日㈭ 染井まちづくりセンタ
ー、③補助73・82号線沿道地区（池
袋本町1～4丁目、上池袋3・4丁
目の各一部）／3月1日㈫ 区民ひ
ろば上池袋、3月2日㈬ 豊島清掃
事務所
いずれも午後7時～8時30分
◇対象…各地域導入地区在住者、事
業経営者、土地建物所有者。
█申当日直接会場へ。
█問事業調整グループ☎3981‐1464

健康チャレンジ！対象事業
「時間栄養学で
食べ方改革しよう！」

3月1日㈫ 午後6時30分～8時
区民センター◇講師…女子栄養大学
副学長／香川靖雄氏◇200名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第8回健康相談事業
「ぜひ知ってほしい！ぜん息薬
の特徴と正しい自己管理法」

3月8日㈫ 午後2～4時 池袋
保健所◇ぜん息薬の最新情報を学ぶ。
講師…豊島区薬剤師会副会長／遠藤
信一郎氏◇区内在住のぜん息などの
呼吸器疾患で療養中の方やその関係
者◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

第5回公共施設等総合管理計画
策定委員会

2月22日㈪ 午後6時から 区役

所本庁舎8階807会議室█申当日開始
5分前までに直接会場へ。
█問施設計画課計画グループ☎3981‐
4594

アコースティックオーケストラ
演奏会

2月13日㈯ 午後1時30分～2時
30分 西池袋第二区民集会室◇家族
で楽しめる演奏会。出演…合奏団リ
リカ█申当日直接会場へ。
█問福祉ホームさくらんぼ☎5396‐
9581

2016
としまセンタースクエア美術展

2月17日㈬～22日㈪ 午前10時～
午後5時（22日は午後4時まで） と
しまセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇豊島区美術家協会会員に
よる美術展。水彩、油絵、日本画を
中心に50点余の作品を展示。
█問当協会 椿☎3959‐4910

「紙芝居」から世界をひろげよう
～造形ワークショップ～

2月21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 村松ビル3階）◇紙芝居
・造形ワークショップ「キーホルダ
ーとかべかざり」◇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@k
odomonobunnka.or.jp」へ※先着
順。

巣鴨図書館 巣鴨キネマ
「マダム・イン・ニューヨーク」

2月21日㈰ 午後2時（午後1時
30分開場）◇監督…ガウリー・シン
デー、主演…シュリデヴィ（2012年

・インド映画・134分）◇30名█申当日
先着順受付。
█問当館☎3910‐3608

猫の世界 in WACCA2016

2月22日㈪～29日㈪ 午前11時～
午後9時 WACCA池袋（東池袋1
‐8‐1）◇保護猫活動の PR ブー
ス、獣医師によるセミナー、フォト
コンテストほか█申当日直接会場へ。
█問猫の世界実行委員会☎048‐973‐
3670

第53回豊島区高齢者クラブ連合会
さよなら豊島公会堂「芸能まつり」

2月25日㈭ 午前9時30分開場
�午前の部…午前10時開演、�午後
の部…午後1時開演 豊島公会堂◇
舞踊、民謡、コーラス、フラダンス
などの発表█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「第99回東敦子メモリア
ル・シリーズ『愛のしらべ』」

2月26日㈮ 正午～午後0時30分
（午前11時45分開場） 当大学Ｊ館ロ
ビー（南池袋3‐4‐5）◇曲目…愛
のあいさつ、弦楽四重奏のための糸
杉 B．152より（抜粋）、喜びの島ほか。
出演…横山琴子、神山里梨、世川す
みれ、長屋利沙、篠永 紗也子、加
藤 紗耶香█申当日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

親子であそぼう

2月28日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇親子でおもちゃ作り
◇幼児、小学生とその保護者◇50名
█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※先着順。

舞台「生きる」

2月28日㈰ 午後2時30分開演
（午後1時30分開場） 豊島公会堂◇
ブッチー武者、コント山口君と竹田
君、大信田礼子、浜田光夫などのキ
ャストが介護問題の現状を熱演◇
800名◇6，000円（全席自由席）
█申電話で BMCエンタープライズ㈱
☎6903‐7895へ※先着順。

第10回社会貢献活動見本市

3月11日㈮ 午後6～8時、12日
㈯ 午前11時～午後5時 としまセ
ンタースクエア（区役所本庁舎1階）
◇�11日…シンポジウム、としま情
熱基金最終プレゼンテーション、�
12日…社会貢献を目指す CSR企業、
NPO法人およびボランティア団体
の活動を、ミニセミナー、パネル展
示などで紹介█申当日直接会場へ。
█問としまNPO推進協議会☎5951‐
1508

「豊島区の森守り隊」
（茨城県常陸大宮市）参加者募集

3月13日㈰ 午前7時 豊島公会
堂集合（午後7時30分同所解散予定）

◇常陸大宮市内◇「豊島区の森」見学、
そば打ち、陶芸体験、いちご狩りな
ど◇区内在住、在勤、在学の方◇25
名◇小学生以下2，000円、おとな
3，000円（陶芸作品の送料は別）█申電
話で3月3日までに㈱JTB関東法人
営業水戸支店☎029‐225‐5233へ。
詳細は後日郵送※応募者多数の場合
は抽選。

第32回赤鳥寄席

3月13日㈰ 午後2時～4時30分
（午後1時30分受付） 赤鳥庵（目白
庭園内）◇100名◇1，000円█申往復は
がきかファクスか Eメール（右下部
記入例参照。ファクス番号、全員の
氏名〈1通2名まで〉も記入）で「〒
171‐0031 目白3‐20‐18 目白
庭園」、█FAX5996‐4886、█EMinfo-meji
ro-garden@seibu-la.co.jp へ。直
接窓口申込みも可。電話申込み不可
※先着順。
█問当庭園☎5996‐4810

赤塚不二夫が暮らした「紫雲荘」
特別公開！

3月19日㈯ 午後1～3時（30分
入れ替え制。時間指定不可）◇南長
崎にある紫雲荘で、当時の様子を再
現した部屋などを見学◇24名※6名
ごと█申往復はがき（1通2名まで）で
3月4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

劇団ムジカフォンテ公演No．45
ミュージカル
「蝶がくれた～すすきみみずく」

3月20日㈷・21日㈪ 午後2時か
ら（21日のみ）、午後6時から 南大
塚ホール◇家族愛をテーマにしたす
すきみみずくの物語。出演希望も可
◇2，800円（前売りのみ）
█申電話か Eメールで「ムジカフォン
テ事務局☎080‐3270‐6028、█EMm
usicafonte@coda.ocn.ne.jp」へ。

大正大学 ESPACE KUU 空
「TIMESCAPES2016」
広川泰士写真展

3月26日㈯まで※3月1日は閉廊
日 午前10時～午後7時 大正大学
5号館1階（西巣鴨3‐20‐1）◇世
界中の砂漠で地球の鼓動を聞いてき
た広川泰士の写真展。世界各地や富
士山の写真を展示█申当日直接会場へ。
█問当大学☎5394‐3062

子どもたちと芸術家の出あう街
2016オーケストラコンサート

3月27日㈰ 午後0時30分開演、
午後4時開演 東京芸術劇場◇約50
分。曲目…ベートーヴェン「エリー
ゼのために」、ハチャトゥリアン「剣
の舞」ほか。指揮・ピアノ…宮川彬
良、管弦楽…新日本フィルハーモニ
ー交響楽団◇全席指定2，000円、ひ
ざ上親子席2，500円（おとな1名＋0
～2歳の子ども1名）
█申電話で新日本フィル・チケットボ
ックス☎5610‐3815へ。

健康チャレンジ！対象事業
出前講座「食品表示」

2月26日㈮ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば清和第一◇賞味期
限、低カロリー、減塩などの食品表
示のルールを学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活センター☎4566‐2416

日本サッカー
2020年TOKYOへの取り組み

3月3日㈭ 午後7～9時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇2020年東京五輪に向けた取
組みや強化計画について。講師…サ
ッカー協会／霜田正造氏。詳細や申
込書は区ホームページ参照◇300名
█申申込書をファクスで3月2日まで
に豊島区体育協会█FAX3955‐0528へ※
先着順。
█問当体育協会事務局☎3955‐4858

みらい館大明

①フランス文化講座「パリで優雅に
暮らすには」（全3回）…3月3・10
・17日 木曜日 午後1～3時◇講
師…フランス研究家／奥 正宏氏◇
20名◇2，000円、②「本格イングリッ
シュガーデン～基礎・イメージ作り
～」（全2回）…3月6・20日 日曜
日 午後1～3時◇講師…元 RHSJ
英国王立園芸協会日本支部理事／佐
藤勇武氏◇15名◇3，000円（小学生無
料）
█申①②とも電話かＥメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接当館窓口
で申込みも可※先着順。

消費生活講座
「いきいきシニアライフ講座」

3月11日㈮ 午後2時～3時30分
生活産業プラザ◇充実したシニアラ
イフを送るための情報をわかりやす
く伝える◇区内在住、在勤、在学の
方◇50名
█申電話かファクスで「消費生活セン
ター☎4566‐2416、█FAX5992‐7024」
へ※先着順。

平成28年度手話講習会（各37回）

5月10日～平成29年3月14日（予
定） 火曜日 �昼の部…午前10時
～正午、�夜の部…午後6時45分～
8時45分 心身障害者福祉センター
◇①入門コース…手話未経験者、②
応用コース…本区入門コース修了の
方、③専門コース…応用コース修了
程度以上の方（選考あり。4月17日
㈰実施予定）※②③は、ほかの講習
会経験者は問い合わせてください◇
①各30名、②③各若干名◇①3，240
円（予定）、②当講習会入門コース未
修了の場合のみ教材費負担、③
1，300円（予定）█申往復はがき（右部記
入例参照。日中連絡できる電話番号、
希望コース、昼夜の別、専門コース
希望者は手話経験年数か応用コース
修了年度、在勤者は勤務先住所と電

話番号、在学者は学校名も記入）で
3月18日（消印有効）までに「〒171‐
0031 目白5‐18‐8 心身障害者
福祉センター」へ※①②は、応募者
多数の場合は抽選。
█問当センター☎3953‐2811

淑徳大学公開講座

①「塚本靑史／三国志入門」（全5回）
…2月25日～3月24日 木曜日、②
「吉田章宏／『抽象と具体』の多様性
と統一性を平明に解説する」…2月
27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。

区民歩こう会「石神井川周辺の
名所旧跡を訪ねて」

3月6日㈰ 午前9時50分 西武
新宿線武蔵関駅南口駅前広場集合◇
青梅街道、武蔵関公園と東伏見稲荷
神社などを散策◇300円█申当日集合
場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

第69回都民体育大会豊島区予選会

※申込み・詳細は、直接各競技担当
へ。他の種目は「広報としま2月21
日号」に掲載予定。
●サッカー…3月6日㈰ 三芳グラ
ンド█申2月15日までに「サッカー協
会 佐藤☎090‐4965‐6061」へ。
●ソフトボール（女子）…4月10・17
・24日 日曜日 千川中学校█申2月
15日までに「ソフトボール協会 清
水☎3974‐3582」へ。
●軟式野球…3月6日～5月29日
日曜日 総合体育場、三芳グランド、
荒川野球場█申2月19日までに「軟式
野球連盟 前田☎3981‐4628」へ。
●空手…3月27日㈰ 池袋スポーツ
センター█申2月21日までに「空手道
連盟 根本☎090‐7844‐3844」へ。
●なぎなた…3月6日㈰ 雑司が谷
体育館█申2月25日までに「なぎなた
連盟 隠岐☎3971‐1973」へ。
●卓球…3月13日㈰ 豊島体育館█申
2月29日までに「卓球連盟 田辺☎
3959‐4423」へ。
●弓道…3月6日㈰ 総合体育場
（弓射場）█申大会当日午前9時までに
「弓道連盟 久保☎3955‐8733」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。

訪問看護指導員（非常勤職員）

◇任期…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
2月12～19日の間に当課窓口へ持参。
█問当課地域ケアグループ☎4566‐
2430

学童クラブ職員（非常勤職員）

◇児童館などでの児童指導業務◇任
期…4月1日～平成29年3月31日
（更新あり）█申申込書、自己申告書、
論文（子ども課・池袋本町児童館・
各子どもスキップ・各中高生センタ
ーで配布）を2月18日（必着。持参の
場合は19日まで）までに子ども課管
理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2471

池袋保健所非常勤職員

①助産師◇ゆりかご面接（妊婦面接）
および妊産婦保育指導。
②放射線技師
①②とも◇任期…4月1日～平成

29年3月31日█申資格を証明する書類
（写し可）、履歴書（写真貼付）、課題
作文（募集要項に記載）を、2月19日
午後5時（必着）までに「〒170‐0013
東池袋1‐20‐9 池袋保健所 健
康係」へ郵送か持参。
█問健康係☎3987‐4172
③豊島区保健事業支援員◇糖尿病の
発症予防と重症化予防事業の運営や
保健指導など◇任期…4月1日～平
成29年3月31日（更新あり）█申所定の
申込書（写真貼付）と、保健師（取得
見込みの方は後日提出）と看護師の
免許証（写）を2月18日（必着）までに
「〒170‐0013 東池袋1‐20‐9
池袋保健所 保健事業グループ」へ
持参。郵送（簡易書留）も可。
█問当グループ☎3987‐4660

区立幼稚園職員（非常勤職員）

①学校看護師◇幼児、児童および生
徒の医療的ケアなど。
②幼稚園指導員（特別支援）◇特別な
教育支援を必要とする幼児の指導な
ど。
いずれも◇任期…4月1日～平成

29年3月31日（更新あり）█申履歴書
（写真貼付）、資格証（写し可）、自己
申告書、作文
を3月4日ま
でに学務課学
事係窓口へ本
人が持参。
█問当係☎3981
‐1174

ワーク・ライフ・バラン
ス推進のメリットや、従来
の働き方や意識を改革する
ことについて一緒に考えて
みませんか？
◇講師…ＮＰＯ法人コヂカ
ラ・ニッポン代表／川島高
之氏。保育付き◇100名※
先着順。
█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。直接窓
口申込みも可。

女性が活躍できる職場環境を整
えるために、子育て支援となる諸
制度（産前産後休暇・育児休業・
短時間勤務制度・子の看護休暇制
度）を取り入れ、会社で作成した
「職場のルールブック」に掲載し、
利用しやすい工夫をしています。

女子社員の業務が社内事務に偏りが
ちになるのを防ぐため、今年度より、
弊社のような建設業の業務内容の中で
も、女子社員が社外に出てなおかつ工
事現場に近い立場で仕事ができる、Ｐ
Ｃオペレーション業務を当番制で担当
するよう、お客様からの許可を頂いて
実施しているところです。

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6回】WLB

フォーラム
（ワーク・ライフ・バランス）

█問男女平等推進センター☎5952‐9501

3月4日㈮
午後6～8時
生活産業プラザ

㈱テービーケイ 大光電設㈱
ビルメンテナンス業、設備管理、
警備業務【西池袋】
85名（女性22名・男性63名）

建設業（電気・電気通信工事業）【目白】
68名（女性10名・男性58名）

●区役所本庁舎の駐輪・駐車場は、「豊島の森」や「としまセンタースクエア」のイベント見学などで利用する場合、原則有料です。█問庁舎建設室☎4566‐2731
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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
33

○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

社会福祉協議会

官公署だより

リボンサービス協力会員募集

�説明会…2月22日㈪ 午後2～3
時、�入門研修…2月29日㈪ 午後
2時～4時30分 豊島ボランティア
センター◇高齢や障がいなどでお困
りの利用会員に掃除や外出の付き添
いなどができる方を募集。
█申電話でリボンサービス☎3981‐
9250へ。

傾聴入門～こころに寄り添う
ボランティア～開催

3月11日㈮ 午後1時30分～4時

30分 生活産業プラザ◇講義、実習
（ロールプレイ）などを通して傾聴の
基本的な技術を学ぶ。講師…NPO
法人 P.L.A◇区内在住、在勤、在学
で、ボランティア活動を行なう意思
のある方◇40名◇500円
█申電話で2月12日～3月7日の間に
豊島ボランティアセンター☎3984‐
9375へ※先着順。

●東京二十三区清掃一部事務組合
「議会定例会開催」
2月23日㈫ 午後2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1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
●豊島都税事務所
「2月は、固定資産税・都市計画税
第4期分の納期です（23区内）」
2月29日㈪までに、納付書裏面記

載の金融機関、コンビニエンススト
アなどで納付。口座振替やクレジッ
トカードも利用可能です。口座振替
の申込みは主税局徴収部☎3963‐
2177へ。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆新規教室（全4回）①初めてのフ
ラダンス…3月3～24日 木曜日
午後1時30分～2時45分◇4，000
円、②親子チア教室…3月8～29
日 火曜日 午前9時30分～10時
30分◇2～3歳（未就園児）の子ど
もと保護者◇4，000円
◆生徒募集①かんたん体リセット
ヨガ（全5回）…3月2～30日 水
曜日 午前10時45分～11時45分◇
5，000円、②小学生体操（4年生以
上）（全3回）…3月5・19・26日
土曜日 午後3時30分～4時30分
◇3，000円、③シンプル気功～肩
こり・腰痛克服～（全7回）…2月
16日～3月29日 火曜日 午前11
時～午後12時15分◇7，000円※①
③は1回参加1，300円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆パーソナルレッスン（有料）①ス
イミング（小学生以上、50分）…水
中歩行、水慣れ～競技を目指す方。
レベルに応じて指導、②トレーニ
ング（16歳以上、30分・45分）…個
々の目的に応じて専門のトレーナ
ーが指導、③ストレッチ（16歳以
上、30分・45分）…個々の状態・
目的に合わせ、専門のトレーナー
がストレッチ、④キッズエクササ
イズ（満3歳～小学6年生、40分）
…運動種目多数、運動の苦手な方、
個々の目的に応じて指導◇詳細は
当施設へ問い合わせてください。
南長崎スポーツセンター☎5988‐9270
◆チアダンス教室 月曜日①幼児
…午後3時30分～4時20分、②小
学生…午後4時30分～5時20分◇
①②とも5，000円
◆かけっこ S&C 教室 火曜日①
幼児クラス…午後2時30分～3時
20分、②低学年クラス…午後3時

30分～4時20分、③高学年クラス
…午後4時30分～5時20分◇いず
れも5，000円
◆ボールパーク（月3回） 月曜日
①低学年クラス…午後5～6時、
②高学年クラス…午後6時10分～
7時10分◇①②とも5，000円
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆子どもスイミング①親子ベビー
…月曜日 正午から、②乳児…月
曜日 午後3時から、火・木・土
曜日 午後2時から、③幼児…午
後3時から、④小児…午後4時か
ら、⑤学童…午後5時から、⑥育
成（中級5級以上）…午後6時から
（③～⑥は月～木・土曜日）、⑦日
曜日（4歳以上、級別）…午前10時
30分から、午前11時30分から◇い
ずれも12，342円█申区内在住の方は
3月6日午後5時30分から、区外
の方は3月13日午後5時30分から
受付。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆3月コース型教室 月曜日（全
3回）オイズ…午前11時～正午（集
合10時45分）◇4，536円、水曜日
（全5回）①ヨガ…午前11時～正午
◇5，940円、②フラメンコ…午後
3時10分～4時10分◇5，940円、
③ボディコンバット…午前9時40
分～10時40分◇4，860円、木曜日
（全5回）①子ども体操教室（年長
～小3）…午後3時45分～4時30
分◇8，640円、②キッズバレエ（5
歳～12歳）…午後5～6時◇8，640
円、金曜日（全4回）①アクアビク
ス…午前10時10分～11時10分◇
3，890円、②おとなバレエ…午後
7時45分～8時45分◇5，620円、
土曜日（全4回）ピラティス・ベー
シック…午後1時45分～2時45分
◇4，760円

3月 母子健康相談

1日㈫ 池袋保健所 午前10時～10時30分
2日㈬ 染井まちづくりセンター

午後1時30分～2時
15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

16日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
28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〕

3・10・17・24日㈭
午前9時～10時30分

1・15日㈫
午前9時～10時30分

母親学級〔予約制〕 11・18・25日㈮
午後0時40分～3時30分

2・9・16日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
12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月29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

2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月29日㈪
午後1時15分～2時30分

16日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 10日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 2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

7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

2月29日㈪
午前10時30分～11時

こ
こ
ろ
の

健
康

こころの相談〔予約制〕 16日㈬ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 14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〕24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
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