
国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを
見据え、国際アート・カルチャー都市構想を
具体化・推進する実現戦略
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文化戦略
多様性を踏まえた
文化芸術の展開

空間戦略
出会いが生まれる
劇場空間

国際戦略
世界とつながり
人々が集まるまち

実現戦略

パブリックコメントパブリックコメント

ご意見をお寄せください
「池袋駅周辺地域まちづくりガイ
ドライン（案）」がまとまりました

区では、平成27年7月に池袋駅周
辺地域が（特定）都市再生緊急整備地
域の指定を受けたことを契機として、
学識経験者や関係事業者、各種団体
の代表などで構成される「池袋駅周
辺地域再生委員会」を組織し、池袋
駅周辺地域が目指すべき将来像およ
びその実現施策などを協議・検討し
てきました。このたび、公民が連携
して池袋駅周辺地域の都市再生を進
める際の指針となる「池袋駅周辺地
域まちづくりガイドライン（案）」を
とりまとめました。この案について、
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
原案の全文は5月17日まで、都市

計画課、行政情報コーナー、図書館、
区民事務所、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
5月17日（必着）までに「都市基盤グ
ループ█FAX3980‐5135、█EMA0022603
@city.toshima.lg.jp」へ。直接当グ
ループ窓口へ持参も可※個別に直接
回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2636

「豊島区景観計画」の策定および
「豊島区景観条例」を施行しました

区は、平成27年12月1日に景観法
に基づく景観行政団体へ移行し、3
月に「豊島区景観計画」を策定しまし

た。また、4月1日から「豊島区景
観条例」を施行し、これまで以上に
各地域の魅力を生かしながら、実効
性のある景観まちづくりを進めます。
景観計画の策定などにあたっては、
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。なお、景観
条例の施行に伴い、「豊島区アメニ
ティ形成条例」および「豊島区景観法
に基づく景観計画の策定および届出
行為等に関する条例」は廃止しまし
た。
●閲覧できます
計画と条例の全文とお寄せいただ

いたご意見および区の考え方は5月
17日まで、都市計画課、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。
█問都市計画グループ☎4566‐2632、
届出・許認可グループ☎4566‐2633

「豊島区がん対策推進計画
〈第2次〉」を策定しました

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
するために平成23年3月に策定した
「豊島区がん対策推進計画」を改定し
ました。改定にあたっては、パブリ
ックコメント（意見公募手続き）制度
に基づき、区民の皆さんのご意見を
お聴きしました。
●閲覧できます
計画の全文とお寄せいただいたご
意見および区の考え方は、地域保健
課、長崎健康相談所、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。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

●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、右表を参照してください。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、転入した方は新たに申請して
ください。また、これまで受給していた方が海外転出
した場合は、改めて配偶者の方が申請していただく必
要があります。
◇対象…中学校3年生（平成13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。

昨年の新庁舎竣工に続いて、旧区役所
本庁舎と豊島公会堂跡地に、21世紀の区
のシンボルとなる拠点の整備が始まりま
した。
これを機に豊島区は大きく変貌しよう
としています。その将来の姿こそが「国
際アート・カルチャー都市」です。
このたび東京オリンピック・パラリン
ピックが開催される2020年を中間目標に、
「まち全体が舞台の誰もが主役になれる
劇場都市」に生まれ変わるための「実現戦
略（素案）」を策定しました。
この素案は、国際アート・カルチャー
都市懇話会委員の皆さんの意見をもとに
「文化」「国際」「空間」の3つの実現戦略の
形にしてまとめたものです。

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
本素案の全文は5月17日まで、企画課、

行政情報コーナー、図書館、区民事務所、
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

名を記入し、郵送かファクスかＥメール
で5月17日（必着）までに「国際アート・
カルチャー都市推進グループ█FAX3980‐
5160、█EMA0014400@city.toshima.lg.jp」
へ。直接当グループ窓口へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2753

第2回議会報告会を
開催します

議会活動に関する情報や議
会としての意思決定内容など
を報告します。また、その場
でいただいた区民の皆さんの
ご意見を議会活動に反映する
ことを目的としています。
�日時など…5月11日㈬ 午
後6時30分～8時30分（開場
午後6時） としまセンター
スクエア（区役所本庁舎1階）
◇区議会のしくみ、第1回定
例会の予算特別委員会、常任
委員会の内容。子ども連れの
方も参加可。手話通訳あり。
█申当日直接会場へ。
█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4/21 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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豊島区は「誰もが主役となれる劇場都市」に生まれ変わりますご意見をお寄せください

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。



東京都保健医療情報センター「ひまわり」による医療機関案内サービス（音声案内・24時間受付）…☎5272 - 0303
インターネットによる医療機関検索・案内は、　　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/（パソコン用）
※午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。※交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止させていただくことがあります。
※都立大塚病院内の「豊島（平日準夜間）こども救急」は、５月２日を除く連休中は実施していません。
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診療機関

池袋休日診療所

長崎休日診療所

池袋歯科休日応急診療所

池袋あうる薬局

東池袋 1 - 20 - 9 　池袋保健所 6 階

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

所在地 電話番号

3982 - 0198

3959 - 3385

5985 - 5577

3984 - 7540

診療日 受付時間

午前 9 時～正午、午後 1時～午後 9 時30分
※ 4月30日(土)のみ午後 5時から

午前 9 時～正午
午後 1 時～午後 4 時30分

午前 9 時～午後 4 時30分(要電話予約)

午前 9 時～午後 9 時40分

長崎 2 - 27 - 18（ 3 階）

救急告示医療機関（14か所）
名称 所在地

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

名称電話
3987 - 2431
3987 - 6580
3957 - 3181
3918 - 1215
3971 - 5114
3981 - 3213
3941 - 3211

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

電話
3953 - 5555
3916 - 7211
3984 - 6161
3988 - 5005
3982 - 1161
3982 - 7798
3915 - 5885

豊島区救急医療機関 ※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。

連休中連休中ののの休日診療・救急医療機関休休日診療・救急医療機関関などのなどのご案内ご案内連休中の休日診療・救急医療機関などのご案内
連休中( 4 月29日～ 5月 1日、5月 3～6日)の休日診療所 ※受診の際は健康保険証を必ずお持ちください。（当日健康保険証がない場

合は全額負担していただき、後日清算となります）。

平日…地域保健課管理グループ☎3987 - 4203
休日…下記診療所または区役所☎3981 - 1111

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

4 月29日(金)～ 5 月 1 日(日)
5 月 3 日(火)～ 5 日（木）

4月29日(金)、5 月 1 日(日)
5 月 3 日(火)～ 5 日（木）

4月29日(金)～ 5 月 1 日(日)
5 月 3 日(火)～ 5 日（木）

J
R
山
手
線

池袋駅東口
（バス停）

首都高速
東池袋出入口

N

中央図書館
あうるすぽっと

東口

西口

ガソリンスタンド

学
校

交
番

サンシャイン
シティ

サンシャイン60通
り

地下鉄
通路

春日通り

明
治
通
り

都
電
荒
川
線

西
武
池
袋
線

東
武
東
上
線

環
状
5
の
1
号
線

首
都
高
速
5
号
池
袋
線池

袋
駅

グリーン大通り

旧庁舎

A

A

C B

B

E

東池袋一丁目
（バス停）

東池袋一丁目
（バス停）

豊島区役所
（バス停）

豊島区役所
（バス停）

D

東池袋駅

都電雑司ヶ谷駅

池袋保健所（バス停）

南池袋2 - 45 - 1
新庁舎

東池袋四丁目駅

税・国保・年金税・国保・年金

●保険料の計算
世帯の保険料は、総所得金額等・加入
者の人数・年齢によって計算されます。

あなたの世帯の年間国民健康保険料
＝

基礎（医療）分
所得割額 均等割額

加入者全員の算定
基礎額※の合計額
×6．86％

35，400円
×加入者数＋

最高限度額54万円

＋

＋

※算定基礎額＝
前年の総所得金額等－基礎控除額（33万円）

保険料の計算は、収入ではなく所得が算出の基
礎となります。
平成28年度（4月～平成29年3月）の保険料は、
平成27年中の所得に基づいて計算されます。

後期高齢者支援金分
所得割額 均等割額

加入者全員の算定
基礎額※の合計額
×2．02％

10，800円
×加入者数＋

最高限度額19万円

介護分
所得割額 均等割額

40～64歳の加入者
の算定基礎額※の
合計額×1．55％

14，700円
×40～64歳
の加入者数

＋

最高限度額16万円

くらし等くらし等

健  康健  康

まちづくりまちづくり
環境・清掃環境・清掃

福  祉福  祉

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

国民健康保険の手続き（加入す
る・やめる）は、14日以内に忘
れずに行ないましょう

現在、国民健康保険（国保）に加入
中の方が、ほかの健康保険に加入し
た場合、国保を「やめる手続き」が必
要です。また会社の健康保険などを
やめた際には、国保への「加入手続
き」が必要です（健康保険を任意継続
する方、別の保険に加入できる方を
除く）。いずれの手続きも、理由が
生じた日から14日以内に国民健康保
険課か区民事務所へお越しください。
◇やめる手続きに必要なもの…やめ
る方全員分の国民健康保険証、新た
に加入した健康保険の保険証、印鑑、
マイナンバーカード・通知カード
（お持ちの方のみ）※やめる手続きが
遅れて国民健康保険証を使って診療
を受けた場合、国保で負担した分の
医療費は返していただきます。
◇加入手続きに必要なもの…前の健
康保険の資格喪失証明書か離職票、
退職証明書など（資格喪失年月日の
記載があるもの）、本人確認書類、
預貯金通帳・通帳届出印またはキャ
ッシュカード、マイナンバーカード
・通知カード（お持ちの方のみ）。な
お、保険証は原則簡易書留で郵送し
ます。即日交付希望の方は、運転免
許証・パスポート・顔写真付住基カ
ードなどの官公庁発行の写真付き証
明書が必要です※加入の手続きが遅
れた場合、保険料は国保に加入する
理由の生じた月にさかのぼり（最大
2年間分）支払っていただきます。
その間の診療は全額自己負担です。
█問当課資格・保険料グループ☎4566
‐2377

平成28年度国民健康保険料の計
算方法をお知らせします

保険料は6月に総所得金額などが
決定した後に計算し、保険料決定通
知書と納付書は6月中旬から郵送予
定です。

█問当課資格・保険料グループ☎4566
‐2377

平成28年国民生活基礎調査に
ご協力ください

区では厚生労働省と東京都から委

託をうけて、区内の5地区を調査員
が戸別訪問し、調査票の配付・回収
を行ないます。この調査は統計法に
基づき行なわれ、国民の保健、医療、
福祉、年金、所得などの状況を把握
し、施策立案の重要な基礎資料とな
るものです。伺う調査員は、必ず調
査員証を携帯しています。
◇調査日…6月2日（世帯票・健康
票・介護票）
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

第1回呼吸リハビリテーション
事業「体を若々しく保つ～実践
！呼吸筋ストレッチ」

5月26日㈭ 午後2～4時 池袋
保健所◇呼吸筋を鍛えるストレッチ
や体操を理学療法士が指導。講師…
要町病院理学療法士◇区内在住の呼
吸器疾患などで療養中の方やその家
族◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

子育てファミリー世帯への家賃
助成制度

区内の民間賃貸住宅（区民住宅ソ
シエを含む）に転居（転入）した場合
に、一定の要件を満たす子育てファ
ミリー世帯に対し、転居（転入）後の
家賃と基準家賃との差額の一部を一
定期間助成します。
█問住宅相談グループ☎3981‐2683

長崎四・五・六丁目地区 震災
復興まちづくり訓練（全5回）

自分たちのまちで被害が生じたら

復興をどう進めるか、ゲーム形式で
模擬体験をしながら、地域と専門家、
行政が共に考えます。
◇日程…①5月10日㈫／ガイダンス
・訓練説明、②6月11日㈯／第1回
訓練・まちを歩いて被害をイメージ、
③8月27日㈯／第2回訓練・被災後
の住まいや生活の確保、④10月29日
㈯／第3回訓練・復興まちづくり方
針案の検討、⑤11月19日㈯／地域へ
の訓練報告会◇時間…①午後7～9
時、②～⑤午前9時30分～午後0時
30分◇会場…①②長崎第四区民集会
室、③～⑤千早地域文化創造館◇対
象…区内在住、在勤、在学の方◇定
員…15名程度█申はがきかファクスか
Ｅメールで5月2日までに「地域ま
ちづくり課事業企画グループ█FAX3980
‐5135、█EMA0022706@city.toshim
a.lg.jp」へ※応募多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐2611

豊島区をもっと緑豊かなまちへ
「つる植物・いのちの森苗木」を
配布します

6月12日㈰ 午前9時～午後3時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）※上記日時以外の配布対
応不可。
①つる植物…トケイソウ、ハゴロモ
ジャスミン、アイビー、カロライナ
ジャスミン、フィカス・プミラ、ツ
ルニチニチソウ（1名3株まで）、②
いのちの森苗木…（高木）タブノキ、

ネズミモチ、（低木）アオキ、アセビ、
クチナシ、センリョウ、ナンテン、
ヒサカキ（1名4本まで）█申往復はが
き（4面記入例参照。希望植物名と
各個数も記入※1枚で①②両方の申
込み可）で4月28日（消印有効）まで
に環境事業グループへ。応募者多数
の場合は数量の調整あり。配布引換
券を6月初旬発送予定。
█問当グループ☎3981‐2771

区役所10階屋上庭園「豊島の森」
環境講座
春の植物観察 参加者募集

5月15日㈰ 午前8時50分～11時
45分「豊島の森」、区役所内会議室◇
季節の植物や生き物の観察、大豆の
種まき体験（種まきした鉢植えは持
ち帰り）など。雨天・強風時は屋内
での講義、体験のみ◇区内在住の小
学生と保護者◇40名
█申電話かファクスか E メールで「環
境事業グループ☎3981‐2771、█FAX
3980‐5134、█EMA0029180@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①池袋西口公園…5月14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
体について◇5団体◇5，000円②中
池袋公園…5月15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
①②とも駐車場なし。雨天中止※
営業目的は不可█申①はファクスかＥ
メールで「としまNPO推進協議会█FAX
5951‐1508、█EMen@toshima-npo.
org」へ。②は往復はがきで5月5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当会 幅上☎5951‐1508、②ハ

ローフリーマーケット 笈川☎3973
‐5824

介護の悩みや不安を話してみま
せんか「認知症介護者の会」

介護をしている方同士の交流や情
報交換。区内5か所いずれも参加自
由※日程変更の可能性あり。初参加
の方は事前に問い合わせてください。
�「すみれ」…毎月第3火曜日 午後
1時15分～3時15分 上池袋コミュ
ニティセンター、�「たんぽぽ」…毎
月第2水曜日 午後1時15分～3時
15分 南大塚地域文化創造館、�「青
空の会」…毎月第4木曜日 午後1
時15分～3時15分 豊島区医師会館
（西池袋3‐22‐16）、�「ひまわり」
…毎月第3金曜日 午後1時15分～
3時15分 要町第一区民集会室、�
「土曜日の会」…毎月第2土曜日 午
後1時30分～3時30分 デイホーム
南池袋（南池袋3‐7‐8）
◇いずれも100円（茶菓子付き）
█問認知症対策グループ☎4566‐2433

豊島区男女共同参画推進会議
（第1回）

5月20日㈮ 午後6時30分から
生活産業プラザ3階大会議室◇10名
█申開始10分前までに直接会場へ。
█問庶務・計画調整グループ☎5952‐
9501

池袋東口としま商人まつり

4月29日㈷・30日㈯ 午前10時～
午後6時（30日は午後5時まで） 中
池袋公園◇区内商店・交流都市の物
品販売、模擬店コーナー、春の演舞

のつどい、江戸芸かっぽれなど█申当
日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

TACT/FESTIVAL2016（タクト
フェスティバル）

5月5日㈷～8日㈰ 東京芸術劇
場◇親子で楽しめる海外の上質なパ
フォーマンス。ブラジル、フランス、
カナダの作品と、鳥取から「木育広
場」も参加。詳細は当イベントホー
ムページ█HPhttps://www.geigeki.j
p/performance/theater118/を参
照◇有料公演は4歳以上推奨◇各公
演300名程度◇おとな2，000円、子ど
も（高校生以下）1，000円ほかセット
券あり。一部無料公演あり。
█申電話で東京芸術劇場ボックスオフ
ィス☎0570‐010‐296（午前10時～
午後7時※休館日を除く）へ※先着
順。

としま案内人雑司ヶ谷イベント
消えた川「弦巻川」を歩こう！

5月14日㈯ 午前10時～正午◇昭
和の初めに流れていた弦巻川を江戸
名所図会、地形図、写真などで探索。
集合場所など詳細は参加者に別途通
知◇20名◇300円█申往復はがき（4面
記入例参照。参加者全員分を記入）
で4月28日（消印有効）までに「〒171
‐0032 雑司が谷3‐19‐5 雑司
が谷案内処」へ※応募者多数の場合
は抽選。
█問当案内処☎6912‐5026

ふくしのしごと合同就職面接会

5月18日㈬ 午後1～4時（3時
30分受付終了） ハローワーク池袋
本庁舎（東池袋3‐5‐13）◇池袋近
辺の約10施設による事業説明会の後、
施設の方と直接相談などができる就
職面接相談会も同時開催。詳細はハ
ローワーク池袋ホームページ█HP htt
p ://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.
go.jp/list/ikebukuro.html を参照
◇保育や介護など福祉の分野で働き

たい方█申応募する会社数の履歴書を
持参し、当日直接会場へ。
█問ハローワーク池袋ハートフルワー
クコーナー☎3987‐4367

千早図書館 千早進歩自由夢
例月会「私が朗読する目的」

5月21日㈯ 午後2～4時（午後
1時30分開場）◇朗読…「高瀬舟」（森
鴎外作）ほか、講話…「なぜ私は朗読
をはじめたか」ほか◇50名█申当日直
接会場へ※先着順。
█問当館☎3955‐8361

区民バスハイク「竹の子狩り」

6月4日㈯ 午前7時30分 豊島
公会堂前集合◇大自然に囲まれた南
房総「みねおかいきいき館」で竹の子
狩りや酪農資料館の見学など。◇区
内在住、在勤の方◇40名◇6，000円
（小学生4，000円）█申往復はがきで5
月20日（必着）までに「〒170‐0011
池袋本町3‐17‐5 今成良信」へ
※先着順。
█問豊島区レクリエーション協会 今
成☎090‐3229‐1079

大正大学 ESPACE KUU
Fukushima Fragments
岡原功祐写真展

6月25日㈯まで 午前10時～午後
7時 大正大学5号館1階（西巣鴨
3‐20‐1）◇震災から5年以上経
過した福島の人、物、少し変わった
風景、今も残る奇妙な風景、美しい
瞬間、そして惨状のかけらを集めた
写真展█申当日直接会場へ。
█問当大学鴨台プロジェクトセンター
☎5394‐3062

学習院大学 公開シンポジウム

①第19回生命科学シンポジウム「生
命の秘密を解く鍵をもとめて」…5
月28日㈯ 午後2時～午後5時30分
当大学西5号館201教室（目白1‐5
‐1）◇講演者…日本女子大学物質
生物科学科准教授／深町昌司氏、国
立がん研究センター研究所主任研究
員／大木 理恵子氏、東京大学生産
技術研究所教授／竹内昌治氏、京都
大学高等研究院特別教授／松沢哲郎
氏②日本ユング心理学会第5回大会
「海の彼方より訪れしものたち」…6
月11日㈯ 午後2時～5時30分 学
習院創立百周年記念会館正堂◇講演
者…当大学教授／赤坂憲雄氏、シン
ポジスト…京都大学こころの未来研
究センター／河合俊雄氏、川戸分析
プラクシス／川戸 圓氏◇200名◇
2，000円█申①は当日直接会場へ、②
はファクスかＥメール（4面記入例
参照。件名「プレコングレス参加申
込み」、所属先も記入）で当大学心理
学科█FAX5992‐9316、日本ユング心理
学会（JAJP）事務局█EMoffice@jajp-j
ung.info へ※先着順。
█問①は当大学理学部生命科学科 安
達☎3986‐0221、②は当大学心理学
科 地井☎5992‐1104

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。

方面 主な交通アクセス

西巣鴨
上池袋

都バス「草63‐2系統」で「東池袋一丁目」バス停
または都バス「草63系統」で「池袋駅東口」バス停乗
り換え、都バス「都02乙」で「東池袋一丁目」バス停
A降車、徒歩4分

巣鴨
目白

山手線「池袋駅」乗り換え、都バス「都02乙」で「東
池袋一丁目」バス停A降車、徒歩4分

北池袋
下板橋

東武線「池袋駅」乗り換え、都バス「都02乙」で「東
池袋一丁目」バス停A降車、徒歩4分

椎名町
東長崎

西武線「池袋駅」乗り換え、都バス「都02乙」で「東
池袋一丁目」バス停A降車、徒歩4分

池袋本町
千早
長崎
南長崎
西池袋

国際興業バス「池07系統」で「豊島区役所」バス停B
降車、徒歩2分

千川
要町
高松

国際興業バス「池07系統」で「豊島区役所」バス停B
降車、徒歩2分
東京メトロ有楽町線「東池袋駅」C降車、徒歩3分

新庚申塚
巣鴨新田
大塚
高田
雑司が谷

都電荒川線で「東池袋四丁目駅」D降車、徒歩4分
都電荒川線で「雑司ケ谷駅」E降車、徒歩3分

�
方
針
案
を
検
討
中

█問交通政策グループ
☎4566‐2635新庁舎への交通アクセス

A「東池袋一丁目」バス停・都バス「都02乙系統」・「草63‐2系統」
B「豊島区役所」バス停・国際興業バス「池07系統」
C「東池袋駅」・東京メトロ有楽町線（駅～庁舎間地下通路）
D「東池袋四丁目」・都電荒川線
E「雑司ケ谷」・都電荒川線 なお、都バス「草63‐2系統」・国際興業バス「池07系統」の時刻表は、

区のホームページ以下URL をご参照ください。
https : //www.city.toshima.lg.jp/298/machizukuri/kotsu/bus/
1504221605．html

池袋駅…徒歩9分（ＪＲ線・東武東上線・西武池袋線・東京メト
ロ副都心線・丸ノ内線・有楽町線）

●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） 4月21日号 No.1687 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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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

みらい館大明

①「パソコン講座」…ⓐ初めての文字
入力／5月11日㈬、ⓑインターネッ
ト入門／12日㈭、ⓒ日曜講座／15日
㈰ ⓐⓑ午後1～5時、ⓒ午前10時
～午後5時◇ⓐⓑ3，000円、ⓒ4，500
円、②若者支援事業／ライフデザイ
ンカフェ「聞いてみたいよ先輩に！
弁護士の仕事 若者支援のココロ」
…5月15日㈰ 午後2～4時◇職業
を選んだきっかけ、働くうえで大切
にしていること、リアルな仕事の様
子を聞き、ミニ交流会を開催。講師
…弁護士／田村優介氏◇18歳以上◇
1，000円（高校生は無料）、③異文化
体験シリーズ「東ティモール復興支
援活動とフェアトレード」…5月21
日㈯ 午後1～3時◇現地の復興支
援活動の様子や支援の必要性などに
ついて。カレーやコーヒーなどのフ
ェアトレード商品の試食あり。講師
…NPO法人日本地雷処理・復興支
援センター、立教大学フェアトレー
ドパートナー◇20名◇1，000円
█申いずれも電話かＥメールで「みら
い館大明☎3986‐7186、①③は█EMm
iraikan_taimei@yahoo.co.jp、②
は█EMtaimei.bookcafe@gmail.com」
へ。①③は直接当館窓口申込みも可
※先着順。

パソコン&iPad教室

�無料体験教室…①5月19日㈭ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…②5月7～28日 土

曜日 午後3時～4時30分◇5，500
円、�ワードⅠ（全4回）…③5月11
日～6月1日 水曜日 午後0時45
分～2時15分◇5，700円、�iPad 入
門（全4回）…④5月9～30日 月曜
日 午後3時～4時30分、⑤5月10
～31日 火曜日 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

スポーツ教室～Fan To Sport～

5月5日㈷ 午前の部…午前9時
から、午後の部…午後1時から 豊
島体育館◇FC 東京コーチングスタ
ッフによる各種トレーニングや基礎
講座と体力測定◇小学生、保護者、
小学生スポーツ指導者◇上履き、飲
料持参。動きやすい服装█申申込書（体
育施設で配布。区ホームページから
もダウンロード可）に必要事項を記
入のうえ、ファクスで5月2日まで
に豊島区体育協会█FAX3955‐0528へ。
█問当協会事務局☎3955‐4858

区民グラウンド・ゴルフ大会

5月12日㈭※雨天時は26日㈭ 午
後1～6時 総合体育場◇区内在住、
在勤の方◇1，000円◇運動できる服
装。道具の貸出しあり。
█申電話で4月30日までに「豊島区レ
クリエーション協会 野口☎3918‐

4968」へ。要予約。

第70回都民体育大会豊島区予選会

�ゴルフ…6月8日㈬ 日本カント
リークラブ
█申電話で5月10日までに豊島区ゴル
フ協会 小林☎3981‐1619へ。

リボンサービス協力会員募集

4月25日㈪ 午後2時～4時30分
豊島ボランティアセンター◇説明会
兼入門研修。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。

●豊島都税事務所
「4月から固定資産税にかかる土地
・家屋の価格などがご覧になれます
（23区内）」
◇期間…4月1日～6月30日（平日
のみ、午前9時～午後5時）◇対象
…平成28年1月1日現在、区内に土
地・家屋を所有する納税者本人※縦
覧時などの「本人確認」を厳格に行な
います。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●東京労働局
「家内労働委託状況届を提出してく

ださい」
家内労働者へ仕事を委託している
事業主の方は、4月1日現在の家内
労働者数などについて、「委託状況
届」を労働基準監督署に提出するこ
とが義務付けられています。4月30
日までに忘れずに提出してください。
詳細は東京労働局労働基準部賃金課
家内労働係へ問い合わせてください。
█問当係☎3512‐1614
●東京都バス協会
「東京都シルバーパスのお知らせ（新
規購入者用）」
◇対象…満70歳以上の都民の方（寝
たきりの方を除く）◇有効期限…平
成28年9月30日まで◇利用交通機関
…都営交通・都内走行の民営バス█申
満70歳の月の初日から購入可。必要
書類を用意して、バス営業所や都営
地下鉄定期券発売所などの窓口で申
込み※詳細は問い合わせてください。
█問当協会シルバーパス専用電話☎
5308‐6950（午前9
時～午後5時※土・
日・祝日を除く）

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。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆高松 「ひろばまつり フラワ
ーフェスタ」…5月14日㈯ 午前
11時～午後2時◇花盛りのガーデ
ン開放、バイオリンとチェロの演
奏、寄せ植えの実演、紅茶付き█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆清和第一 「元気はつらつ 体
力 UP！」体験教室…5月18日㈬
午後2～3時 区民ひろば清和第
二◇講師…木津美佳氏。体験会後、
希望者には6月～平成29年3月の
間、第1・3水曜日 午後2～3
時（1回200円）で実施※詳しくは
問い合わせてください◇60歳以上
で3階まで昇降できる方◇25名◇
上履き、タオル、飲料持参。動き
やすい服装。

█申電話で当ひろば☎5974‐5464へ
※先着順。
◆高南第二 「子育て応援フリー
マーケット出店者募集」…5月20
日㈮ 午前10時30分～11時45分◇
区内在住の方◇子ども用衣類・お
もちゃなど（食品を除く）◇10店舗
█申4月25日㈪ 午前10時30分 当
日直接当ひろばで受付。抽選は10
時40分から。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆豊成 「プチアスレチック始め
ました！」…週1回程度 午前中
◇ゆらゆら平均台、ミニすべり台、
ボールプール、カラートンネルな
ど◇歩き始め～2歳位向き。
█問当ひろば☎5961‐3494

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第29回池袋いけいけ人形劇まつ
り…5月4日㈷ 午前10時～午後
4時 豊島区民センター◇家族そ
ろって一日中楽しめる人形劇フェ
スティバル◇前売おとな900円、
3歳～小学生700円（当日100円増）、
3歳未満無料
█申としまみらいチケットセンター
☎3590‐5321へ。
◆第181回庁舎ランチタイムコン
サート…5月18日㈬ 正午～午後
0時35分 としまセンタースクエ
ア◇演奏…木管五重奏&ピアノ。
曲目…「カルメン」より間奏曲ほか
█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「絵画で旅
する日本の町並み～千原昭彦 彩
色ペン画展」～第4弾…5月29日
㈰まで 午前9時～午後8時（最
終日は午後5時まで）█申当日直接
会場へ。
█問ホールセクション☎3984‐7601
◆地域文化創造館
●駒込 豊島区友好都市交流講座
〈第1弾〉「遊佐町～自慢の地元野
菜の美味しい食べ方を学ぶ」…6
月25日㈯ 午前10時30分～午後1
時◇区内在住、在勤、在学の18歳
以上の方◇20名◇1，800円█申往復
はがき（上記記入例参照。講座番
号104も明記）で5月16日（必着）ま
でに当館へ郵送か、当財団ホーム

ページから申込み。返信用はがき
持参で各地域文化創造館窓口でも
申込み可※応募者多数の場合は抽
選。
●巣鴨 すがも de 笑待夢 2016
春…5月14日㈯ 午後6時開演
（午後5時30分開場）◇500円（未就
学児入場無料）◇ゆうぞう、さる
べーじほか█申当日直接会場へ。
●雑司が谷 第22弾!雑司が谷ワ
ンコイン落語会～平成28年度トッ
プバッターは雑司が谷初登場の柳
亭小燕枝師匠～…5月22日㈰ 午
後2時開演（午後1時30分開場）◇
500円◇100名█申雑司が谷案内処ま
たは各地域文化創造館窓口（駒込
を除く）でチケット発売中※先着
順。
●千早 やさしいピラティス（基
礎編）～体幹を鍛えて理想のボデ
ィを目指しましょう!（全2回）…
5月17・31日 火曜日 午後2時
～3時30分◇12名◇18歳以上の女
性█申5月1日から電話か当館窓口
へ※先着順。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、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）

3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）

3日 0．05 0．07 0．05

17日 0．05 0．07 0．05

31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。

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 4月21日号 No.1687 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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