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後期高齢者医療後期高齢者医療

4月からの区役所本庁舎4階福祉
総合フロア土日窓口のお知らせ

区役所本庁舎4階は毎週土・日曜
日も開庁しています（祝日、年末年
始、システム改修日などを除く）。
◇取扱業務…保健福祉部窓口（福祉
総務課、障害福祉課、介護保険課）
の一部業務、区民相談コーナー、子
育てインフォメーション※高齢者福
祉課の業務は取扱いません。
◇開庁時間…午前9時～午後5時
（子育てインフォメーションのみ、
正午～午後1時は休館）
専門性の高い相談や慎重な取扱い
を要する申請は、扱いません。詳細
は問い合わせてください。
█問福祉総務課総務グループ☎4566‐
2421、障害福祉課管理グループ☎
3981‐1963、介護保険課管理グルー
プ☎3981‐1942、高齢者福祉課管理
グループ☎4566‐2429

オレンジカフェ「しもさんち」
を始めます

4月9日㈯ 午前11時～午後3時
㈲マルシモ研修室（南大塚2‐31‐
11 共栄大塚ビル2階）◇毎月第2
・第5土曜日開催。認知症の方と家
族、地域の方が専門家と気軽に集え
る交流の場。介護や住まい税金など
の相談も可。軽食付き◇区内在住、
在勤の方◇300円█申当日直接会場へ。
█問㈲マルシモ☎5940‐6048（代表）

国民健康保険に加入している
外国籍の方へ

入国管理局で在留期限更新の手続
き後、国民健康保険課で保険証更新
の手続きをしてください。
◇注意…保険証の有効期間が切れた

ままでは、保険証を使って医療を受
けることはできません。
◇持ち物…保険証・在留カードと、
在留資格が「特定活動」の方は指定書
※在留資格が「医療をうける活動」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」の方は国保適用
外です。
◇区外へ転出する方や日本国外へ出
国する方へ…豊島区の保険証は使え
ません。至急返却してください（再
入国許可を取った出国で、国外転出
届を出さない場合を除く）。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

75歳の誕生日から自動的に
後期高齢者医療制度に加入します

◇対象者…75歳以上の方（誕生日か
ら）※65歳以上の一定の障害がある
方で、申請に基づき広域連合の認定
を受けた方は、後期高齢者医療制度
か国民健康保険を選択可。
◇保険証…75歳の誕生日までに郵送。
◇保険料…均等割額と所得割額の合
計額。加入時から本人が納付。
◇納付方法…①原則特別徴収（年金
天引き）。口座振替のみ変更可※年
度途中に、他の区市町村から転入し
た方と75歳に到達した方は一定期間
は普通徴収、②普通徴収は納付書か
口座振替で納付（国民健康保険など
で口座振替だった方も改めて申込み
が必要）。対象は年金受給額が18万
円未満の方や、介護保険料との合算
額が天引き対象年金の2分の1を超
える方。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332

平成28年度
保険料（仮算定）のお知らせ

4月中旬に、普通徴収の方へ平成
28年度の保険料額（仮算定）を通知し

ます。平成28年度の年間保険料額は、
平成27年中の所得に基づいて7月に
計算し、改めて「後期高齢者医療保
険料額決定（変更）通知書（本算定）」
で通知します。
◇普通徴収（納付書・口座振替）の方
…「後期高齢者医療保険料額通知書
（仮算定）」を送付します（平成27年度
の年間保険料額を12等分した仮算定
額）。納付書で支払う方には4～6
月分の納付書を同封します。
◇特別徴収（年金天引き）の方…昨年
7月以降に送付した「後期高齢者医
療保険料額決定（変更）通知書」の「翌
年度特別徴収仮徴収額欄」に記載さ
れた額を、4・6・8月期に年金か

ら天引きします。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

後期高齢者医療保険料の催告書
を3月中旬に送付しました

◇対象者…平成27年12月までの現年
分と過年度分の保険料に未納がある
方。
◇支払方法…催告書で3月末日まで
に、銀行、郵便局などの金融機関、
コンビニエンスストア、区役所・区
民事務所窓口で納付してください。
納付困難な場合や遅れる場合は、納
付相談を行なっています。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

今後10年間の豊島区が進めていくべき基本的な施策
の方向性を示す「豊島区基本計画」を策定しました。
また、豊島区の人口の現状と将来展望を示した「豊

島区人口ビジョン」および人口減少社会に向け、5年
間で重点的・戦略的に取り組んでいく「豊島区まち・
ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。
これらの計画に基づき、安全・安心で住み続けたい
まち、世界中の人々を魅了するにぎわいあふれるまち
をつくっていきます。
なお、策定に当たっては、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。
計画の内容とお寄せいただいたご意見および区の考

え方は、区ホームページで閲覧できます。また、「豊
島区基本計画」「豊島区人口ビジョン」「豊島区まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」の各冊子は3月31日（予定）
から、企画課、行政情報コーナー、区民事務所、図書
館、区民ひろばで閲覧、行政情報コーナーで購入でき
ます。

█問企画課長期計画担当☎4566‐2514

◇生活保護制度…生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活
保護制度があります。
◇こんなときに受けられます…収入が無いかあっても少なく、生活に事欠
くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を
保障します。 保

護
が
受
け
ら
れ
る
場
合

最
低
生
活
費

保
護
費
収
入

収入が最低生活
費を下回るため、
その不足分のみ
保護費が支給さ
れます。

◇保護費の額…「最低生活費」と保護を受けようとす
る方（世帯）の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合は
その不足分を保護します（右図参照）。ただし資産・
能力など全ての活用が要件であり、民法上の扶養義
務者の扶養は、生活保護に優先します※「収入」＝世
帯のすべての収入（給料、手当、賞与、内職収入、
営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時収入など）。
働いて得た収入は一定の控除額が認められます。
◇相談してください…生活に困った時は相談してく
ださい。いずれも守秘義務により、相談の内容については堅く守られます。
生活福祉課、西部生活福祉課などの窓口にあるリーフレットを参照。
①生活福祉課（3月14日から区役所東池袋分庁舎）…駒込、巣鴨、西巣鴨、
北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2丁目、池袋本町、
雑司が谷、高田、住まいのない方、②西部生活福祉課（西部障害支援セン
ター内）…西池袋、目白、長崎、高松、池袋3・4丁目、南長崎、千早、
千川、要町、③民生委員…地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢
者や生活が困難な家庭などの相談に応じます。また関係機関と連携し、生
活を支援します、④くらし・しごと相談支援センター…専門の支援員が自
立に向けた支援をします。
█問①生活福祉課相談係☎3981‐1842、②西部生活福祉課相談係☎5917‐
5762、③民生児童委員グループ☎3981‐1722、④くらし・しごと相談支援
センター☎4566‐2454

納付忘れはございませんか?
今一度ご確認ください3/21 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28年（2016年）
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「豊島区基本計画」「豊島区人口ビジョン」「豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を策定しました

国際アート・カルチャー都市 ～消滅可能性都市から持続発展都市へ、豊島新時代へ向けて～

生活に困ったときは相談してください

●「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。
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子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

図書館名
変更日 休館日 平日の開館時間

巣鴨図書館
4月1日から

第一
月曜日

変更なし
（午前9時～
午後7時）

駒込図書館
4月23日から 第一

火曜日

午前9時～
午後8時

�午前8時から
資料の返却と
予約資料の受
取りができま
す

上池袋図書館
4月1日から

午前9時～
午後8時

�土・日曜日、祝日の開館時間、館内整
理日（第4金曜日）の変更はありません。
�駒込図書館は4月22日まで休館です。

健  康健  康

環境・清掃環境・清掃

まちづくりまちづくり

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます

▲桜まつりパレード

講演・講習講演・講習

期間 曜日 時間 会場

5月12日から 木 午後1時30分から 東電さわやかケアポートとしま（北大塚1丁目）
5月17日から 火 午後2時15分から 池袋スポーツセンター

期間 曜日 時間 会場
5月12日から 木 午後2時45分から 池袋スポーツセンター

5月17日から 火 午後2時から セントラルウェルネスクラブ
上池袋（上池袋1丁目）

期間 曜日 時間 会場
5月13日から 金 午後2時から 池袋スポーツセンター
5月18日から 水 午前10時から ルネサンス早稲田（高田1丁目）

5月19日から 木 午後2時から セントラルウェルネスクラブ
上池袋（上池袋1丁目）

5月19日から 木 午後1時から ジェクサー大塚（南大塚3丁目）

開催日 会場 対象地域

4月25日㈪ 区民センター
池袋本町、上池袋、池袋1・2・4丁目、東池
袋、南池袋、西池袋1～3丁目、雑司が谷、
目白1～3丁目、高田

4月27日㈬
千早地域文化
創造館多目的
ホール

池袋3丁目、西池袋4・5丁目、目白4・5丁
目、高松、千川、要町、千早、長崎、南長崎

4月28日㈭ 駒込地域文化創造館 駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚

離乳食講習会

4月12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（保護者のみ試食）、むし歯
予防の話◇初期食から完了期食まで
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。

すくすく子育てセミナー
「子どもと時間
～個性を伸ばす時間の使い方～」

4月24日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇我が子の長所をキャ
ッチするためのアドバイス。講師と
の個別相談あり。茶菓子付き◇小学
生までの子どもの保護者◇30名◇
300円█保要予約。6か月以上未就学
児。15名█申ファクスか E メールで
「家庭倫理の会█FAX3973‐8991、█EMka
tei.rinri.toshima@gmail.com」へ※
先着順。
█問当会 根目沢☎080‐6544‐0345

4月1日㈮に2つの区民ひろば
がリニューアルオープンします

①区民ひろば駒込（駒込2‐2‐4）
…貸室利用や事業などは4日㈪から
②区民ひろば千早（要町3‐7‐10）
…貸室利用や事業などは11日㈪から
※4面にイベント案内あり
█問自主運営支援グループ☎3981‐

1507

図書館からのお知らせ

駒込図書館、巣鴨図書館、上池袋
図書館の休館日と開館時間を下表の
とおり変更します。
また、駒込図書館・上池袋図書館

は、4月より指定管理者（㈱図書館
流通センター）による管理に変わり
ます。
█問中央図書館☎3983‐7861

お悩みを専門家にご相談ください
「事業と暮らしの無料相談会」

4月9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）◇弁護士、税理士、司法
書士などの十士業団体に公証役場の
公証人を加えての相談会◇区内在住、
在勤の方および区内事業者◇63名
█申電話で3月28日～4月8日に東京
パブリック法律事務所☎5979‐2920
（平日 午前10時～午後4時）へ。要
予約※先着順。

第44回消費生活展参加団体募集

消費生活に関する意識向上を図り、
日頃の活動成果を発表できます。
◇応募資格…区内を主な活動場所と
して、広く消費者問題を調査・研究
する団体・グループ、趣旨に賛同す
る事業者。
◇開催日時など…9月16日㈮ 午後
1～6時、9月17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）█申申込書（区ホ
ームページからダウンロード可）に
記入し、郵送かファクスか持参で4
月8日（必着）までに「消費生活セン
ター█FAX5992‐7024」へ。
█問当センター☎4566‐2416

海外渡航される方へ
～感染症予防を忘れずに～

海外では気候や衛生状態が違うた
め、日本にはない感染症に注意して
ください。感染症には食べ物や飲み
水を介するもの、動物や昆虫を介す
るものなどがあり、渡航先の流行状
況や予防策を事前に把握することが
大切です。予防接種を受けて、あら
かじめ免疫をつけておきましょう。
現在、南米・東南アジア・オセア

ニアを中心に蚊が媒介するジカウイ
ルス感染症が拡大しており、胎児の
小頭症増加との関連も疑われていま
す。妊娠中の方の流行地域への渡航
は控えた方が良いとされています。
蚊に刺されないよう十分に対策しま
しょう。最新情報は、区や厚生労働
省検疫所（FORTH）のホームページ

█HPhttp : //www.forth.go.jp/index.
html をご覧ください。
█問感染症担当係☎3987‐4182

元気でイキイキ教室（全12回）

Ａクラス…4月6日～9月21日
第1・3水曜日、Ｂクラス…4月13
日～9月28日 第2・4水曜日※Ａ
・Ｂ振替え可、Ｃクラス…4月6日
～6月22日 第1～4水曜日、Ｄク
ラス…7月6日～9月28日 第1～
4水曜日
いずれも午後1時30分～3時（初

回・11回目は3時30分まで） 日本
鍼灸会館（南大塚3‐44‐14）◇筋力
アップ運動◇おおむね60歳以上で会
場まで通える方◇Ａ・Ｂ各10名、Ｃ
・Ｄ各15名◇各10，000円
█申電話で3月25日（Ｄは6月24日）ま
でに（公社）東京都鍼灸師会☎3985‐
7501へ※先着順。

帝京平成大学
「腰の痛みはこれで改善」

4月23日㈯ 午前10時～正午 当
大学池袋キャンパス（東池袋2‐51
‐4）◇講師…当大学ヒューマンケ
ア学部柔道整復学科助教／川満 亘
氏◇100名
█申電話かファクスかＥメールで「帝
京池袋接骨院☎・█FAX5843‐3129、█EM
w.kawamitsu@thu.ac.jp」へ※先
着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①中池袋公園…4月17日㈰ 午前11

時～午後2時◇区内在住、在勤、在
学の個人またはグループ◇30店舗
（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）◇1，000円
②池袋西口公園…4月29日㈷ 午前
11時～午後4時◇100店舗（1店舗面
積2ｍ×2ｍ）◇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
①②とも駐車場なし。雨天中止※
営業目的は不可█申①は往復はがきで
4月7日（必着）までに「〒171‐0043
要町3‐3‐8 笈川」へ。②はフ
ァクスかＥメールで「としま NPO
推進協議会█FAX5951‐1508、█EMen@t
oshima-npo.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①ハローフリーマーケット 笈川
☎3973‐5824、②当会 幅上☎5951
‐1508

住宅修繕・リフォーム資金
助成事業のご案内

区内の住宅の修繕およびリフォー
ムの工事に助成金を交付します。
◇対象者…区内に2年以上居住して
いる方で、前年の世帯所得が158，000
円以下の方など。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

医療救護活動従事看護師等
登録にご協力ください

震度6弱以上の地震などの大規模
災害が発生した場合、区内各地域で
の医療救護活動に協力いただける看
護師などの登録を行ないます。
◇活動内容…災害の発生時に、各地
域の医療救護活動の拠点に自主参集。
負傷者のトリアージおよび軽傷者に
対する救急医療の補助など。
◇登録対象…保健師、助産師、看護

師、准看護師█申医療救護活動従事看
護師等登録申請書（池袋保健所で配
布。区ホームページからダウンロー
ドも可）に資格を証明する書類の写
しを添えて、「〒170‐0013 東池袋
1‐20‐9 池袋保健所地域保健課」
へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3987‐4203

第29期青少年問題協議会
第2回定例会

3月28日㈪ 午後6時から 区役
所本庁舎5階507～509会議室◇10名
█申当日10分前までに直接会場へ※先
着順。
█問子ども課管理グループ☎4566‐
2471

春の全国交通安全運動と
第38回すがも染井吉野桜まつり

①桜まつりパレード…3月26日㈯
正午～午後5時※雨天の場合は27日
㈰ 巣鴨駅北口前～白山通り～巣鴨
地蔵通り◇交通パレード、吹奏楽の
パレード、小・中・高等学校マーチ
ングバンドパレード競技会など。
②すがも駅前のれん市…3月26日㈯
～4月4日㈪◇巣鴨駅前商店街内の
約30店舗が独自のサービスを実施。
①②とも█申当日直接会場へ。
█問巣鴨駅前商店街振興組合☎3918‐
3255

第5回台日文化交流・
東日本大震災復興支援バザール

4月2日㈯・3日㈰ 午前11時～
午後5時 池袋西口公園◇「台湾民
族住民舞踊」「太極拳」「日本舞踊」な
どのステージ、台湾産品を中心とす
る物品、飲食品などの販売█申当日直
接会場へ。
█問台日文化交流実行委員会☎5966‐
9037

みらい館大明
「たいめいさくらまつり」

4月3日㈰ 午前11時～午後4時
◇吹奏楽やパフォーマンスを見なが
らお花見。ダンス体験、子ども工作、
新鮮野菜販売、日本酒試飲などあり
※雨天の場合、一部館内で開催█申当
日直接会場へ。
�一箱古本市出店者募集中…一箱分
の古本と雑貨、手作りの工芸品を販
売◇1，000円（出店料。500円分の屋
台券付き）█申電話か E メールで「み
らい館大明☎3986‐7186、█EMmirai
kan_taimei@yahoo.co.jp」へ。
█問当館☎3986‐7186

豊島区吹奏楽団
創立40周年記念演奏会

5月15日㈰ 午後1時30分（午後
0時30分開場） 東京芸術劇場◇祝
典のための音楽（P.スパーク）、交響
曲第5番全曲（D.ショスタコーヴィ
チ）ほか◇一般1，000円、中学生以下
700円、前売200円引き（全席指定）█申
東京芸術劇場ボックスオフィスホー
ムページ█HPhttp ://www.geigeki.j
p/t/へ※先着順。
●シルバーご招待…区内在住で60歳
以上の方◇50組100名█申往復はがき
で4月9日（消印有効）までに「〒171
‐0041 千川2‐6‐15‐206 豊
島区吹奏楽団演奏会運営委員」へ。
当選者に招待はがきを送付。
█問当楽団 村川☎090‐5508‐7444
（平日 午前10時～午後6時）

講演会「サザエさん一家は
幸せみつけの達人揃い」

4月3日㈰ 午前11時～正午 金
剛院本堂（長崎1‐9‐2）◇「サザ
エさん」のマスオさん役の声優／増
岡弘氏と、日本の家族や地域社会の
あり方を考える◇100名
█申電話で寺市運営事務局☎0120‐76
‐3106へ※先着順。

みらい館大明
「月イチ男の料理6」（全6回）

4月13日～9月14日 毎月第2水
曜日 午前10時30分～午後0時30分
◇天ぷら、魚のさばき方など料理の
基礎を交え、和食と洋食を交互に作
り試食。講師…料理研究家／長尾睦
子氏◇料理に興味のある男性（女性
も可）◇15名◇10，000円（1回2，000
円）
█申電話かＥメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。当館窓口で直
接申込みも可※先着順。

シルバー人材センター

●「入会説明会」…4月15日、5月20
日 金曜日 午前9時30分～正午◇
区内在住で、おおむね60歳以上の健
康で働く意欲のある方。
●「体操教室」…4月から 第1・3
月曜日 午後1時30分～3時◇自宅
でもできるストレッチ体操◇25名※
先着順◇月額1，000円
●「表装教室（初級）」…4～9月の第
2・4金曜日 午前9時～正午◇布
を裏打ちして書や絵を飾る◇10名※
先着順◇1回1，500円
●パソコン&iPad 教室…�無料体
験教室…①4月25日㈪ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…②4月6～27日 水曜日
午後0時45分～2時15分◇5，800円、
�ワードⅠ（全4回）…③4月6～27
日 水曜日 午後3時～4時30分◇
5，700円、�iPad 入門（全4回）…④
4月1～22日
金曜日 午前
10時～11時30
分、⑤4月6
～27日 水曜
日 午前10時
～11時30分◇
④⑤とも
5，800円
いずれもシルバー人材センター
█申電話で当センター☎3982‐9533へ、
パソコン&iPad 教室は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。

●認知症予防プログラム
「絵本読み聞かせ講演会＆講座」（今期のみ実施）
�講演会…4月11日㈪ 午前10時～正午 区民センター◇認知症予防に
効果的な「読みきかせ」の案内。講師…東京都健康長寿医療センター研究
所／鈴木宏幸氏、インストラクター／熊谷 裕紀子氏◇区内在住の方。
年齢不問◇50名█申電話で当グループ☎4566‐2434へ（平日のみ）※先着順。
�講座（全12回）…5月9日～8月8日 月曜日 午前10時～正午 区民
センター◇講座終了後、自主グループとして活動継続を目指す◇講演会
と測定会の両方に参加できる方優先◇20名◇3，600円█申講演会か測定会
にはがきを持参し、会場で申込み。
「シニアのためのウォーキング教室（全4回）」
5月16日から 月曜日 午後2時～3時30分 ルネサンス早稲田◇ウ
ォーキング効果の講義とウォーキング方法◇20名◇1，200円
█申「シニアのための測定会」参加後会場で申込み。
●運動プログラム（体験型）
「高齢者マシントレーニング（全8回）」…筋力・筋持久力・柔軟性を高め
るためのマシンを使ったトレーニング◇15名◇2，400円

「高齢者水中トレーニング（全8回）」…プールでの水中歩行など、関節の
負担を軽減した運動で筋力を高める方法を学ぶ◇15名◇2，400円

「筋力アップ教室（全8回）」…簡単な用具を使い、足腰の筋力アップを目
指す、またグループワークなどを通じて参加者同士の交流を図る◇20名
◇2，400円

█申運動プログラムは「シニアのための測定会」参加後会場で申込み。

●シニアのための測定会
時間は参加決定通知にてお知らせ◇身体測定、体力測定、認知機能検

査を実施◇各回70名█申往復はがきで4月8日（必着）までに当グループ
（宛先上部欄外参照）へ。

※測定会に参加した方のみ、絵本読み聞かせ講座、シニアのためのウォ
ーキング教室、運動プログラムへの申込みが可能です。1教室のみ参
加可。

※応募者多数の場合は抽選。

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。

弊社がワーク・ライフ・バランスに取組んで4年
が経過しました。弊社では当初、女性職員向けの職
場快適化と、子育て世代現場員への育児支援が2本
の柱でした。今回の認定更新にて念頭に置いたこと
は、介護に直面している職員への支援充実です。過
去事例のよい点を伸ばしながら、会社と職員を取巻
く環境の変化に対して常に取組み続けることで、今
認定期間での内容充実を図りたいです。

メモリアル休暇（誕生日や結婚記念日）やリフレッ
シュ休暇、山越え休暇（繁忙期終了後、まとめて休
暇取得）といった計画年休の取得促進により、年休
取得向上につながっています。また、週1回の定時
退社徹底、育児支援制度の周知により、ワーク・ラ
イフ・バランスに対する意識を高める取組みを進め
ています。

介護予防でいつまでもイキイキ生活
65歳以上で会場まで自力で来られる方を対象とした介護予防プログラム █問介護予防グループ☎4566‐2434（平日のみ）

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7回】
█問男女平等推進センター☎5952‐9501

株式会社メイユウビルド 株式会社九電工東京本社
建設業【東池袋】
439名（女性28名・男性411名）

建設工事業【池袋】
12名（女性2名・男性10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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区民ひろば
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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ
官公署だより

淑徳大学公開講座
「ファシリテーション入門」

3月26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。

区民グラウンド・ゴルフ
初心者教室

4月7日㈭※雨天時21日㈭ 午後
2～4時 総合体育場◇運動できる
服装、靴で参加。用具の貸出しあり
◇区内在住、在勤の方◇100円
█申電話で4月5日までに豊島区レク
リエーション協会 野口☎3918‐
4968へ。

第4回豊島区民生涯水泳大会
兼都民体育大会予選会

5月29日㈰ 午前10時開始 南長
崎スポーツセンター◇種目…個人／

自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフラ
イ、個人メドレー、リレー／リレー、
メドレーリレー※年齢区分別、リレ
ー男女混合、アトラクション種目と
して家族リレーもあり◇区内在住、
在勤、在学、在クラブの18歳以上の
方※家族リレーは小学3年生以上◇
300名◇個人種目は1種目600円、リ
レー種目は1種目2，000円█申所定の
用紙（学習・スポーツ課で配布、豊
島区水泳連盟ホームページ█HPhttp :
//homepage2nifty.com/toshima
-suieirenmei/からもダウンロード
可）に記入し、4月23～24日午前10
時～午後2時の間に健康プラザとし
ま1階ホールへ持参。参加費は持参
か所定の用紙で払込み※詳細は当連
盟ホームページ
参照。
█問当連盟 佐藤
☎3943‐6397

平成28年度 中学校地域
スポーツクラブ会員募集

①西巣鴨中学校地域スポーツクラブ
…毎月2回学校休日の土曜日※事情
により変更、休止の場合あり 西巣
鴨中学校◇午前8時30分から野球、
午後1時からフットサル・サッカー、
午後1時30分からヨガ、午後3時か
らバレーボール◇幼児～一般※小学

2年生以下・一般の方のみでの入会
は応相談◇年会費／中学生以下
3，000円、高校生4，000円、一般
5，000円、親子（中学生以下と保護者
1名ずつ）7，000円
②明豊地域スポーツクラブは、平成
28年度から休止します。
█申①は随時受付（体験・見学可）。所
定の申込書（活動日に直接配布。区
ホームページからもダウンロード可）
に必要事項を記入し、会費と一緒に
活動日に直接スポーツクラブへ。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

●特別区長会
「全国連携シンポジウム」
4月26日㈫ 午後2時～4時50分

（午後1時開場） 東京区政会館20階
会議室（千代田区飯田橋3‐5‐1）
◇全国各地域との信頼関係を強化し、
連携を深めるため、関係機関と方向
性を共有し、全国に情報を発信する
シンポジウム。講師…首都大学東京
大学院教授／大杉 覚氏ほか◇130名
█申電話か Eメールで4月15日までに

「特別区長会事務局☎5210‐9738、
█EMinfo@tokyo23city-kuchokai.jp」
へ※先着順。
●自衛隊豊島出張所
「自衛官募集」
◇種目…①一般幹部候補生（院卒者
試験）、②一般幹部候補生（大卒者試
験）、③歯科・薬剤幹部候補生
◇資格…①修士課程修了者などで20
歳以上28歳未満の方、②20歳以上26
歳未満の方（22歳未満の者は大卒・
見込含む）※修士課程修了者は28歳
未満（院卒者試験との併願可）、③専
門大卒（見込含む）で20歳以上30歳未
満（薬剤は20歳以上28歳未満）の方
◇受付期間…3月1日㈫～5月6日
㈮
█問当出張所☎3982‐7075

◆池袋本町 「みんなのひろば舞
台発表」…3月24日㈭ 午前9時
40分～午後3時（予定）◇個人・団
体による1年間の活動の練習成果
発表会█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆清和第二 「春のお楽しみ会」～
Let's Enjoy Dancing～…3月
26日㈯ 午後2～3時◇J-POP
ダンス、フラダンス、チアダンス
を親子で楽しむ█申当日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆駒込 「リニューアルオープニ
ングイベント」…4月3日㈰ 午
後1時30分～2時30分◇フクロウ
戦士トシマッハが登場。写真撮影
会あり█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐1966
◆千早 「リニューアルオープニ
ングイベント」…4月9日㈯ 午
前10時30分～正午◇「劇団ぽけっ
と」の公演、紙芝居「豊島区の電
車」。先着300名に記念品あり█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281

◆清和第一 「仏教に親しむ パ
ート2」（全3回）…①4月15日㈮
／「超簡単！瞑想法」、②5月20日
㈮／「写経」、③6月17日㈮／「写
仏」 午後1時30分～午後3時◇
講師…大正大学ＢＳＲ推進室◇②
・③は各30名█申①は当日直接当ひ
ろばへ。②・③は電話で当ひろば
へ。直接当ひろば窓口申込みも可
※先着順。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆豊成 としま出前講座郷土を学
ぶ「埋蔵文化財が語るもの」…4月
23日㈯ 午後1時30分から◇埋蔵
文化財の発掘調査から判明する、
豊島区の歴史像について█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆さくら第二 「ママストレッチ」
…4月から 第3月曜日 午前10
時30分～11時30分◇産後ママのケ
ア。講師…健康運動指導士／須藤
浩代氏◇2～8か月の子どもとマ
マ█申3月28日から電話で当ひろば
へ。直接当ひろば窓口申込みも可。
█問当ひろば☎3958‐8453

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 ◆藤澤ノリマサwith 東京室内管
弦楽団 シンフォニック・ライブ
～あなたに贈る愛の詩…5月15日
㈰ 午後2時開演 東京芸術劇場
◇全席指定 S 席5，000円、A 席
4，500円※未就学児入場不可。
█申としまみらいチケットセンター
☎3590‐5321へ。
◆区民センター講座 受講生募集
「ケアに活かすアロマテラピー体
験」（全6回）…5月6日～6月10
日 金曜日 午後1時30分～3時
30分◇講師…大場直緒氏◇区内・
近隣在住で初心者の方◇20名◇
12，000円（教材費込み）█申往復はが
きで4月22日（必着）までに「〒170
‐0013 東池袋1‐20‐10 アロ
マテラピー体験係」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
●文化カレッジ受講生募集
4～7月に各地域文化創造館で

全26講座を実施。おすすめ講座を
紹介。
●駒込 「おおらかに楽しむ漆工
芸講座『金継ぎ部』」…5月21日～
7月16日 隔週土曜日◇6，000円

しんちゅう

（金・銀粉・真鍮粉代別途負担あ
り）、●巣鴨 「イキイキ笑顔にな
れる！はじめてのハワイアンフラ」
…5月13日～6月3日 金曜日◇
2，100円、●南大塚 「子どもの心
と身体を育てるお弁当づくり」…
5月26日、6月9日、7月14日
木曜日◇4，600円◇保育付き（保険
料別途）、●雑司が谷 「木の安全
な”おもちゃ”を作ろう!」…6月7
～28日 火曜日◇5，400円◇保育

付き（保険料別途）、●千早 「映
像と音楽で綴るレクチャー・コン
サート～フランスのベル・エポッ
クを生きた音楽家たち」…6月18
日 土曜日◇1，000円
●エリアガイドボランティア養成
事業 受講生募集
①すがもエリアガイドボランティ
ア講座「これまでの巣鴨、これか
らの巣鴨」…5月9～23日 月曜
日◇1，700円
②駒込エリアガイドボランティア
養成講座Ⅰ…5月14・28日、6月
4・25日、7月23日 土曜日◇
3，000円
③旧長崎町なるほどゼミナールⅤ
豊島区伝統工芸講座 in 千早～手
描友禅を体験しよう!～…6月24
日～7月15日 金曜日◇4，500円
④としまガイド養成講座（応用コ
ース）…5月21日～7月2日 土
曜日※6月4日除く。
その他の文化カレッジ、申込み
方法など詳細は、財団ニュース
「みらい」臨時号および4月号、当
財団ホームページか各館へ問い合
わせてください。
●第95回南大塚ホール落語会…5
月19日㈭ 午後6時30分開演 南
大塚ホール◇桂歌春ほか◇友の会
1，000円、一般前売1，200円、当日
1，300円。当館窓口にてチケット
販売中。電話予約可。
█問駒込☎3940‐2400（4月10日ま
では平日午前9時～午後5時）工
事休館中、巣鴨☎3576‐2637、南
大塚（南大塚ホール）☎3946‐4301、
雑司が谷☎3590‐1253、千早☎
3974‐1335

2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）

4日 0．04 0．07 0．06

18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。

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 3月21日号 No.1683 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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