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医療費の支払いにお困りの方へ

●高額療養費資金の貸付
国民健康保険（国保）の高額療養費
の支給は、診療月から4～5か月後
となります。その間、医療機関への
支払いが困難な方へ、高額療養費支
給見込み額（入院時の食事代、差額
ベッド代は対象外）の9割の範囲内
で資金をお貸しします（無利子）。返
済は実際の高額療養費支給時に清算
します。
◇申請に必要なもの…診療内容のわ
かる請求書、保険証、世帯主の印鑑、
銀行口座の分かるもの
●一部負担金の減額・免除
国保加入者が、災害や失業などの
特別な事情で一時的に生活が困難に
なり、医療費を支払えない場合、所
定の条件に該当した方は3か月を限
度として医療費の一部負担金を減額
または免除できることがあります。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

出産育児一時金のご案内

●赤ちゃんが生まれたとき
国保加入者が出産した場合、出生
児一人につき42万円を支給します。
また妊娠4か月（85日）以上であれば、
死産・流産の場合でも支給します。
※出産者本人がほかの健康保険に1
年以上加入し、退職後半年以内に出
産した場合は、加入していた健康保
険へ請求することもできます。その
場合は国保からは支給されません。
◇支給方法
①医療機関などへの「直接支払制度」

を利用する場合…国保加入者と医療
機関が「直接支払制度」の合意を交わ
すことにより、42万円を限度として、
区から医療機関に直接支払います。
ただし、出産費用が42万円未満の場
合は、その差額を出産後国民健康保
険課へ申請してください。
②「受取代理制度」を導入している医
療機関などで出産する場合…出産予
定日の2か月前から当課へ申請して
ください。出産育児一時金42万円を
限度として、区から医療機関に直接
支払います。
③「直接支払制度」・「受取代理制度」
を利用しない場合…国保加入者が出
産した後に、当課へ出産育児一時金
の申請をしてください。
◇申請に必要なもの…出産者の保険
証・母子健康手帳・世帯主の印鑑・
振込口座番号・費用の内訳がある明
細書・医療機関と交わす合意文書・
（死産・流産の場合）医師の証明書。
※海外で出産した場合は、別途必要
なものがありますので問い合わせて
ください。
●出産費用をお貸しします
◇対象者…国保から出産育児一時金
の支給が見込まれ、妊娠4か月以上
で出産費を医療機関に支払う必要が
ある方※申請時に病院の請求書など
が必要です。詳細は問い合わせてく
ださい◇貸付額…33万円以内◇返済
方法…出産育児一時金申請時に清算。
█問当課給付グループ☎3981‐1296

「豊島区景観計画」の策定に伴い
景観届出の方法が変わります

4月1日（予定）から一定規模以上

の建築行為などについて、「豊島区
景観計画」に基づく届け出が必要と
なります。また、景観届出に先立ち
事前協議を行ないます。詳しくは問
い合わせてください。
█問街並み景観グループ☎4566‐2633

介護サービス利用者の方へ
生計困難者の利用者負担額軽減
について

介護保険サービスを利用中の特に
生計が困難な方で、サービス提供事
業者が利用料の軽減を申し出ている
場合に、利用者が申請して該当する
と、介護保険サービス利用時の自己
負担額を軽減します。
◇軽減額…自己負担額の4分の1
（老齢福祉年金受給者は2分の1）◇
対象…次の全てに該当する方。①世
帯全員が住民税非課税で、一人世帯
の場合は年間収入が150万円以下で
預貯金額が350万円以下、二人世帯
の場合には年間収入が200万円以下
で預貯金額が450万円以下に該当、
②世帯が日常生活に供する資産以外
に活用し得る資産を所有していない、
③負担能力のある親族等に扶養され
ていない、④介護保険料を滞納して
いない※対象外のサービスもありま
す。問い合わせてください。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

登録手話通訳者の認定試験を行
ないます

◇日時…3月20日㈰ 午前10時から
◇会場…心身障害者福祉センター◇
対象…①区内在住、在学、在勤で20
歳以上、②区手話講習会専門コース
（同等レベルの他自治体講習会も可）
修了者または手話通訳士・統一試験
の有資格者、③研修会（月4回）に出
席可能な方◇科目…筆記、手話読み
取り、手話表現、面接█申往復はがき
（3面記入例参照。日中連絡可能な

電話番号、生年月日、職業、手話歴、
区外在住者は勤務（通学）先の名称と
所在地も記入）で3月4日（消印有効）
までに障害福祉課へ郵送か持参。
█問管理グループ☎3981‐1963

千川区民集会室利用受付開始

3月1日㈫ 午後1時から受付開
始◇①3月22日～4月分の予約※先
着順、②5月分の抽選申請。
█問区民活動推進課地域振興グループ
☎3981‐0479

豊島区マンション省エネガイド
ブックを発行しました

マンション共用部分における省エ
ネを進めるための具体的対策を中心
に掲載しています。
◇配布場所…環境政策課と住宅課窓
口で配布、区ホームページにも掲載。
郵送希望の方は、宛先を記入し205
円分（1冊分）の郵便切手を貼付した
封筒（A4版が入るもの）を、名前・
電話番号を記入したメモとともに環
境政策課環境事業グループへ。複数
部希望の方は送料が異なります。事
前に問い合わせてください。
█問当グループ☎3981‐2771

池西フリマ出店者募集

3月26日㈯ 午前11時～午後4時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止�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

「宛所なし」や「保管期間満了」などの理由で郵便局から総合窓口
課へ戻ってきています。当課窓口で受取り手続をしてください。
◇期限…平成28年3月31日
◇必要書類…①窓口に来た方の本人確認書
類（原本）※「氏名・住所」または「氏名・生
年月日」が記載されているもの2点。免許
証やパスポートなど顔写真付きの公的な身
分証明書の場合は1点でも可、②区からの
お知らせはがき（お手元にある方）
※代理人（別世帯の方）が受け取る場合は区
ホームページを確認するか、問い合わせて
ください。
█問豊島区マイナンバーコールセンター☎
3981‐1122

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
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マイナンバー通知カード
を受け取っていない方へ

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。

納付忘れはございませんか？
今一度ご確認ください

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。

〈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/
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健康チャレンジ！対象事業

①「平成27年度測定会」…3月5日㈯
午前10時～午後4時 池袋保健所◇
筋肉量や脂肪量の部位測定、血管年
齢測定█申当日直接会場へ。
②「セーフティーウォーキング」…3
月19日㈯ 午前10時～11時30分 上
池袋コミュニティセンター◇足腰に
負担をかけないウォーキング法◇40
名◇運動靴、飲み物、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

としまアートステーション X
「ぶつぶつ交換会」

2月27日㈯ 午後1時30分～3時
30分 区民ひろば高南第一◇物の交
換を通して、お互いのつぶやきをじ
っくり聴き合う◇思い入れのある大
切な写真や絵ハガキなどを持参◇10
名█申当日先着順受付。
█問（一社）オノコロ☎5927‐1473

池袋北口路上美術館
「鉄道パネル展」開催

2月28日㈰から約1年間 池袋駅
北口◇区内を走る鉄道5社の鉄道車
両（今と昔）や、沿線観光地の写真を

展示█申当日直接会場へ。
█問観光計画グループ☎3981‐4623

上池袋図書館 映画会

2月28日㈰ 午後2時（午後1時
30分開場）◇「自転車泥棒」（字幕つき。
86分）上映。監督…ヴィットリオ・
デ・シーカ◇40名█申当日先着順受付。
█問当館☎3940‐1779

第2回はあとの木マルシェ＋
（プラス）

3月2日㈬ 午前10時～午後3時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇区の障害者による手作
り雑貨やお菓子、パンの販売。イー
トイン、雑貨作りワークショップも
あり█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課施設支援グループ☎
3981‐1786

「赤い鳥」を語り継ぐおばあちゃん
のおはなし会

3月5日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷区民集会室◇小川未明「強
い大将の話」、井伏鱒二「ばかぞろい」
█申当日直接会場へ。
█問雑司が谷旧宣教師館☎3985‐4081

第9回としまものづくりメッセ

3月3日㈭～5日㈯ 午前10時～
午後5時まで（最終日は午後4時ま
で） サンシャインシティ展示ホー
ルＢ（東池袋3‐1‐4）◇企業展示、
特別講演、セミナー、ものづくり体

験教室、記念グッズ販売など。詳細
は当イベントホームページ█HP http :
//www.toshima-messe.jp か「広
報としま3月1日特別号」をご覧く
ださい█申当日直接会場へ。
█問としまものづくりメッセ実行委員
会事務局☎4566‐2742

東北支援3．11チャリティ上映会
は でん や

「波伝谷に生きる人びと」

3月11日㈮ 午後1～4時、午後
6～9時（開場各回30分前） 南大塚
ホール◇震災前の南三陸町を舞台に
した映画の上映会。監督／我妻和樹
の舞台あいさつあり█申E メールで防
災ボランティア灯りの会█EMakarino
kaitokyo@yahoo.co.jp へ。当日
直接会場申込みも可※先着順。
█問訓練グループ☎4566‐2572

目白図書館ビブリオバトル
～テーマ「卒業」～

3月13日㈰ 午後2時から 目白
第一区民集会室◇お勧め本の魅力を
5分で紹介、観覧者の投票でチャン
プ本を決定◇紹介者6名、観覧者30名
█申2月21日午前9時から電話で当館
☎3950‐7121へ。当館窓口で直接申
込みも可※先着順。

区民活動センター
10周年記念フェスティバル

3月13日㈰ 午前11時～午後4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇当センターへ登録をし

ているNPO法人などの活動を、パ
ネル展示やミニセミナーなどで紹介。
本物のフクロウとの撮影会（予定）や
記念シンポジウムもあり※撮影会中
ペット持込み不可█申当日直接会場へ。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

みらい館大明 異文化体感シリ
ーズ「ネパールの食と文化」

3月20日㈷ 午前11時30分～午後
1時30分◇インドカレーとの違いや
文化・習慣・食について。ネパール
料理店特製の弁当の試食あり。講師
…日本・ネパール文化芸術交流推進
活動家／廣瀬勲慧氏◇20名◇1，000
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。

エポック10シネマ
「カミング・アウト・ストーリー」

3月24日㈭ 午前10時～11時15分、
午後2時～3時15分 生活産業プラ
ザ◇「トランスジェンダー」（性別を
越境して生きる人々）の存在を知り、
女性になる夢を実現していくドキュ
メンタリー映像◇各回30名█保3月17
日までに要予約。定員あり。9か月
以上未就学児。
█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。

着付け教室（全3回）

3月9日㈬・14日㈪・16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…①3月30日㈬ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…②3月9～30日 水
曜日 午後3時～4時30分◇5，800
円、�ワードⅠ（全4回）…③3月7
～28日 月曜日 午前10時～11時30
分◇5，700円、�iPad 入門（全4回）
…④3月5～26日 土曜日 午後0
時45分～2時15分、⑤3月8～29日
火曜日 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

文化財講座
「村絵図で歩く豊島～池袋編～」

3月12日㈯ 午前10時～正午◇江
戸時代の村絵図をもとに、現存する
道や史跡を歩く。集合場所など詳細
は参加者に別途通知◇20名◇100円
█申往復はがきで2月29日（必着）まで
に文化財グループへ※応募者多数の

場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

家庭倫理の会豊島区
「初めての短歌・書道教室」

①短歌教室…3月13日㈰、②書道
教室…3月27日㈰ ①要町第一区民
集会室、②サミットストア椎名町店
3階会議室（長崎2‐1‐15）。
いずれも午前10時～正午◇各20名
█申電話かファクスで①は「当会 本
多☎3951‐1424、█FAX3951‐2993」、
②は「当会 堀川☎・█FAX3944‐2443」
へ※先着順。

障害者差別解消法講座

3月18日㈮ 午前10時から 生活
産業プラザ◇4月から始まる「障害
者差別解消法」について。講師…毎
日新聞論説委員／野沢和弘氏◇100
名
█申電話かファクスか E メールで「N
PO法人クローバー事務局☎3959‐
5941、█FAX5926‐7275、█EMkensyu201
5@npo-clover.net」へ※先着順。

男性の生き方、からだとこころ
～専門家に聴く～

3月19日㈯ 午後6時～8時30分
生活産業プラザ◇男性学と男性の心
身の健康について学び、自分らしい
生き方を考える◇区内在住、在勤、
在学の男性（パートナーの参加も可）
◇30名█保3月11日までに要予約。定
員あり。9か月以上未就学児。
█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。

淑徳大学公開講座
「山下淳一郎／社長必見！
社長のための経営講座」（全3回）

3月1・15・22日 火曜日 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。

ラジオ体操講習会

3月7日㈪ 午後1時30分～3時
30分 区民ひろば南大塚◇ラジオ体
操第一、第二、みんなの体操の指導。
上履き持参█申当日直接会場へ。
█問豊島区レクリエーション協会 中
谷☎3946‐0772

ハギトモ水泳教室

3月20日㈷ 午後0時30分～4時
ポール・ラッシュ・アスレティック
センター室内温水プール（西池袋5
‐16 立教学院内）◇水泳教室と、
体験談も交えた栄養学・食育教室。
講師…萩原智子氏◇区内在住、在校
の小学4～6年生（クロールで25ｍ
以上泳げる方）と保護者◇40組80名
◇500円█申3月15日までに申込書（区
ホームページからダウンロードも可）
をファクスか Eメールで「水泳教室
運営事務局█FAX3296‐8929、█EMzn-su
pport@z-bs.co.jp」へ※先着順。
█問当事務局☎3296‐8676

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。
●テニス…男子／4月10・17日 日
曜日 三芳グランド、女子／4月3

日㈰ 総合体育場█申3月10日までに
「テニス連盟 鈴木☎3987‐2756」へ。
●ソフトテニス…4月10日㈰ 総合
体育場█申3月20日までに「ソフトテ
ニス連盟 三好☎3941‐4739」へ。
●ゲートボール…4月12日㈫ 総合
体育場█申3月25日までに「ゲートボ
ール協会 杉山☎3981‐7404」へ。
●ボウリング…3月27日㈰ 池袋ロ
サボウル█申大会当日までに「ボウリ
ング連盟 岩井☎3988‐8456」へ。
●バドミントン…4月24日㈰ 豊島
体育館█申4月6日までに「バドミン
トン協会 佐藤☎5976‐4459」へ。
●柔道…5月3日㈷ 雑司が谷体育
館█申4月16日までに「柔道会 大木
☎090‐3434‐8394」へ。
●水泳…5月29日㈰ 南長崎スポー
ツセンター█申4月24日までに「水泳
連盟 佐藤☎3943‐6397」へ。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

ボランティア活動入門講座

3月18日㈮ 午後2～4時 豊島
ボランティアセンター◇ボランティ
ア活動の基礎知識、活動の種類と選
び方、活動上の注意点、車いすの操
作方法など◇15名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

巣鴨駅および下板橋駅周辺で撤去した
自転車は、上池袋自転車保管所に搬入し
ていましたが、3月1日以降、保管場所
を西巣鴨自転車保管所へ変更します。

●西巣鴨自転車保管所（西巣鴨4‐14）
☎5974‐3056

登録制自転車置場は路上や公園内に区画を区切って設けられた暫定の施設です。置場や区画によっ
て利用料金が異なります。年度途中での変更はできません。確認のうえ、申し込んでください。
◇対象…平成28年4月から利用希望の方。
※現在利用している方も新たに申し込んでください。団体・法人は利用できません。

◇利用料金（年額）…下表参照。一度納入した料金は返還できません。
※生活保護・児童扶養手当を受けている方、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方は、利用料金が減免されます。申し出てください。

◇申込み方法※置場によって異なります。
●郵送での申込み※応募者多数の場合は抽選。
①神田川第一登録制自転車置場…はがき（3面記入例参照。置場名、自転車の防犯登録番号も記入）で、
3月7日（必着）までに当グループへ。

②東池袋登録制自転車置場（原付50㏄以下）…はがき（3面記入例参照。置場名、原付のナンバーも記
入）で、3月15日（必着）までに当グループへ。
●窓口での申込み
①②以外の置場…3月5～15日の間に、各受付場所（下表参照）で申請用紙に必要事項を記入し、料金
を支払ってください。※自転車の防犯登録番号が必要です。先着順ではありません。期間内に申し込
んでください。

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。

皆さんは日常、いろいろな飲み物を口にされる
と思います。とはいえこれは歯に良いのかな、悪
いのかなとはあまり考えることはないのではない
でしょうか？今回は少しその話をさせていただき
ます。
歯は pH5．5の酸性の状態から表面のエナメル

質が溶解を始めます。飲み物でいうと一般的なお
茶や水以外のほとんどのもの（炭酸水なども）がこ
れよりも酸性度が強くなります。よくあるコーラ
などの pH は2～2．5ぐらいで、これは人間の胃
液に匹敵するぐらい酸が強いということです。そ
のうえに虫歯菌の栄養になってしまう糖もかなり
含まれていますから、歯にとっては大敵とも考え
られます。
といってもすべてを我慢していてもつらくなり
ます。ダイエットなど、体のためにも飲む量と時
間を考え、飲んだ後には水でうがいをするなどの
工夫をして楽しんでください。

東京都豊島区歯科医師会 大多和 昌彦
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

気分が落ち込んだ時やからだに不調がある時に悩みを相談できる機関があります。
・相談窓口…こころの不調や病気で困っている本人と家族のための相談です。保健師が話を
聞き、必要に応じて精神科医による専門相談や、精神保健福祉士による家族問題相談を紹
介します。詳しくは問い合わせてください。
█問池袋保健所健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
◆「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト…若者の自殺・うつ病の
予防対策のため、帝京平成大学大学院臨床心理学研究科と協働で、
若者に届くような啓発素材を作っています。
◆こころの健康展示…2月27日㈯～3月24日㈭ 中央図書館◇関連図
書の展示、リーフレットの配布

・東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～…3月27日㈰～31日㈭（各日
とも24時間）☎0570‐087478

・自殺予防いのちの電話…3月10日㈭午前8時～11日㈮午前8時（24時間）�0120‐738‐556
・54時間特別相談…3月5日㈯午前0時～7日㈪午前6時�0120‐58‐9090
・自死遺族のための電話相談（全国自死遺族総合支援センター）…3月5日㈯～7日㈪ 午前
11時～午後7時☎3261‐4350
・自死遺族のための電話相談（グリーフケア・サポートプラザ）…3月8日㈫～11日㈮ 午前
10時～午後10時☎3796‐5453
・多重債務110番…3月7日㈪・8日㈫ 午前9時～午後5時☎3235‐1155

駅 名称 所在地 受付場所 受付期間 受付時間
利用車種 利用料金（年額）

自転車 原付 自転車 原付
高田馬場 神田川第一 高田3‐9先 交通対策課（郵送） 郵送受付（3月7日必着） ○ ‐ 6，000 ‐
池袋
（東口）

池袋六ツ又交差点 東池袋1‐47先 シルバー人材センター1階
東池袋2‐55‐6
☎5950‐6820

3月
5～15日

午前9時～
午後5時

○ ‐ 6，000 ‐
池袋東大橋下 東池袋1‐49先 ○ ‐ 6，000 ‐

有楽町線
東池袋

東池袋（自転車）
南池袋2‐49～4‐18先

○ ‐ 6，000 ‐
東池袋（原付） 交通対策課（郵送） 郵送受付（3月15日必着） ‐ 〇 ‐ 9，000

大塚
（南口）

大塚駅南口
南大塚3‐34先（Ａ区画） 大塚駐輪場管理室

北大塚2‐27‐9
☎3949‐7295

3月
5～15日

午前7時～
午後8時

○ ‐ 12，000 ‐
南大塚3‐35先（Ｂ区画） ○ ‐ 9，000 ‐

大塚台公園内 南大塚3‐27 ○ ‐ 3，000 ‐
※利用料金は年額です。一度納入された料金は返還できませんのでご注意ください。
※原動機付自転車は50㏄以下です。規格外の場合は、申込みの後でも利用登録を取り消します。
※大塚駅南口は、年度途中の区画変更はできません。
※池袋六ツ又交差点および池袋東大橋下につきましては、ラックの指定はできません。

撤去自転車の保管場所が
一部変わります 登録制自転車置場の利用者を募集します

█問自転車対策グループ☎3981‐4847
█問自転車対策グループ☎3981‐4847

█問精神保健担当係☎3987‐4231

登録制自転車置場

3月は東京都の自殺対策強化月間「自殺防止！東京キャンペーン」

●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

2 3広報としま情報版 平成28年（2016年） 2月21日号 No.1679 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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区民ひろば
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職員採用
官公署だより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。

中国語対応相談員（臨時職員）

◇国民健康保険課に来庁した方の通
訳や電話対応など◇任期…4月1日
～9月30日（更新可）█申履歴書（写真
貼付）を2月29日（必着）までに当課

整理収納グループへ本人が持参か郵
送※提出書類は返却不可。
█問当グループ☎3981‐1294

幼稚園指導員（非常勤職員）

◇任期…4月1日～平成29年3月31
日（更新あり）█申封筒に「幼稚園指導
員希望」と記入し、履歴書（写真貼
付）、自己申告カード（区ホームペー
ジからダウンロードも可）、幼稚園
教諭普通免許状（写し）を同封のうえ
2月29日（必着）までに指導課庶務・

事業グループへ持参か郵送。
█問当グループ☎3981‐1145

●豊島消防署・池袋消防署
「春の火災予防運動」
3月1日㈫～7日㈪
運動期間中、各消防署の庁舎公開

を行ないます。ぜひ見学に来てくだ
さい。
�豊島消防署…3月5日㈯ 午前10
時～午後3時、�池袋消防署…3月
6日㈰ 午前11時～午後3時█申いず
れも当日直接会場へ。
█問豊島消防署防火管理係☎3985‐
0119、池袋消防署防火管理係☎3988
‐0119

◆西巣鴨第一 ①「にしすがも如
月寄席」…2月26日㈮ 午後1時
30分から◇出演…桂竹千代█申当日
直接当ひろばへ、②「さくらまつ
り」…3月25日㈮ �正午から／
軽食◇50名◇500円、�午後1時
から／歌広場█申軽食は3月2日か
ら直接当ひろば窓口へ※先着順、
歌広場は当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆朝日 「第10回朝日ワクワクま
つり」…2月27日㈯ 午後1時～
3時30分 朝日小学校、区民ひろ
ば朝日◇子どもスキップ朝日・朝
日小学校児童ダンスオープニング、
飲食店、ゲームコーナーなど█申当
日直接会場へ。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆仰高 「ひなまつりフルートコ
ンサート」…3月2日㈬ 午後1
時30分～3時◇フルート…須藤英
二氏、サークル「子ども日本舞踊」
の子どもたちによる踊り。お土産
あり（先着100名）█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆南池袋 「桃の節句コンサート」

…3月3日㈭ 午前10時30分～11
時45分◇音楽大学学生によるアン
サンブルコンサート。甘酒、雛あ
られあり█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆清和第一 ①「影絵原画展」…3
月4日㈮～10日㈭ 午前10時～午
後4時30分※4日は午前11時から
◇名作、新作を展示。影絵制作…
宮崎 紀玖雄氏、②「春らんまんラ
イブ」…3月5日㈯ 午後1時30
分から◇おやじバンド／G-skys
による懐かしいヒット曲の演奏。
①②とも█申当日直接当ひろばへ。

█問当ひろば☎5974‐5464
◆さくら第二 第10回「ひろばさ
くらまつり」…3月5日㈯ 午後
1時20分～3時30分◇オープニン
グステージ（さくら音楽隊）、食べ
物、ゲーム、バザーなど█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆高南第二 「ひなまつり会」…3
月3日㈭ 午前10時30分～11時30
分◇親子で伝統に触れる。出演…
ふじかげ り えん

藤蔭里燕氏█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600

◆第180回庁舎ランチタイムコン
サート…3月8日㈫ 正午から
としまセンタースクエア◇曲目…
シューマン「ピアノ五重奏曲 変
ホ長調 作品44」ほか◇ベビーカ
ー入場可█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆第47回区民作品展…2月26日㈮
～28日㈰ 午前10時～午後7時※
最終日は午後3時まで としまセ
ンタースクエア█申当日直接会場へ。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆区民センター ～初心者のため
のフラダンス講座～「本場のフラ
にチャレンジ!!」（全14回）…4月
8日～7月29日（4月29日、6月
3・10日を除く） 金曜日 午後
6時30分～8時◇講師…清水篤子
氏◇区内在住、在勤、在学の18歳
以上の女性◇25名◇11，700円█申往
復はがき（3面記入例参照。在勤
の方は勤務先名・所在地、勤務先
電話番号も記入）で3月15日（必着）
までに「〒170‐0013 東池袋1‐
20‐10 区民センターフラダンス
係」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問ホールセクション☎3984‐7601
◆地域文化創造館
●駒込 ①「青島広志駒込少年少
女合唱団第4回定期演奏会」…3
月12日㈯ 午後1時開演 南大塚
ホール◇0歳児から入場可█申当日
直接会場へ、②「はじめての和菓
子作り」～桜づくし～…4月17・
24日 日曜日 午後2～4時◇16
名◇3，000円◇区内在住、在勤、
在学の18歳以上の方█申往復はがき
で3月12日（必着）までに「〒170‐

0003 駒込2‐2‐2 駒込地域
文化創造館」へ郵送か当財団ホー
ムページから申込みも可。返信用
はがき持参で駒込を除く各館窓口
でも申込み可。
●巣鴨 「すがもハートフルコン
サート2016～愛をこめて～」…3
月27日㈰ 午後2時開演◇出演…
大澤よしこ、大澤和音、アンサン
ブルVivace█申当日直接会場へ。
●雑司が谷 ①「第6回ベビーカ
ーコンサート」～フカイデカフェ
といっしょに青春をうたおう!～
…3月20日㈷ 午前11時開演◇50
組█申電話か直接当館窓口へ※先着
順、②「スプリングコンサート
2016」～フカイデカフェ 春を歌
う／スペシャルゲスト・安奈陽子
～…3月20日㈷ 午後5時開演◇
100名◇500円█申駒込を除く各館窓
口、雑司が谷案内処にてチケット
発売中※先着順。
●千早 ①「第10回要亭落語会」…
3月13日㈰ 午後1時開演（午後
0時30分開場）█申当日直接会場へ。
②オールディーズ・ポップスコン
サート⑰「サックスで奏でる～懐
かしのジャズ&ポップス～」…3
月20日㈷ 午後2時開演（午後1
時30分開場）◇サクソフォンカル
テット◇600円█申電話か直接当館
窓口へ※先着順。
█問駒込☎3940‐2400（平日午前9
時～午後5時、仮事務所）、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）

広告 広告（内容は各広告主に問い合わせてください） 広告

1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）

7日 0．04 0．07 0．06

21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。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
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

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 2月21日号 No.1679 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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