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国際アート・カルチャー都市としま

No.1688

新しくなった南池袋公園！詳しくは 2・3面をご覧ください。

主な内容
● 第11回新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館

4・5面

●
●
池袋ジャズフェスティバル2016
熊谷守一美術館31周年展

6月末ごろまでは芝の育成期間です。芝生の中に入るのはもう少しお待ちください。
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リニューアルオープンした南池袋公園にはもう行きましたか？
ゆったり過ごせる心地よい空間が広がり、色々な楽しい催しも行われます。
また、すぐ近くのグリーン大通りではオープンカフェが始まります。
素敵な出会いを見つけにお出かけしましょう！
■問公園管理グループ☎3981-0534

公園を見渡せる眺めの
良いテラス。桜シーズン
にはお花見にもぜひ。

遊んだり、走ったり、寝転んだり。
ここには気持ちのよい芝生が一年
中広がっています。思い思いの楽
しみ方で満喫してください（6月末
ごろまでは芝の育成期間です）。

生まれ変わった南池袋公園。この公園を誰にとっても居心地の良
い場所にしていくために、公園の運営方法や利用ルールを地域の
皆さんと作っていきます。公園の芝生も今が育ちざかりの大事な時
期。十分成長する6月末ごろまで、芝生の中に入るのはもうちょっ
とがまん。みんなで大切に育てて、素敵な公園にしていきましょう！

ウッドチップが敷き詰められた地面は、
転んでも安心。シーソーなどの遊具や
小山から下る大きな滑り台で子どもと
一緒に遊びませんか。

なんと、屋外で卓球ができる！園内に
は形の可愛い卓球台が設置され、ラ
ケットはFARM TO PARK RACINES
で貸し出します。

●住所
　南池袋2-21-1
●開園時間
　午前8時～午後10時
●面積　7,811.5㎡

５月19日㈭～ 6月1日㈬　午前10時～午後８時(荒天時を除く)
昨年、好評だったグリーン大通りでのオープンカフェ。今回は新たな試みと
して、アートフェス「ダイアログ・イケブクロ」も同時開催。また土・日曜日
にはマルシェが開かれ、各地の特産品の販売やワークショップを実施します。

キーワードは「であう　つながる　広がる」。美術作品展示のほ
か、参加型のアート企画が行なわれます。自分の言葉を紡いで
アーティストに託して、一緒にアートを完成させませんか？

グリーン大通りの歩道空間は、国家戦略特別区域法に基づいて、従来の制約にとら
われない多様な使い方ができるようになりました。区では、3つの空間活用イベント
を実施して、「国際劇場空間」としての可能性を広げていきます。

オープンカフェ
交流や休息の
場所として。

アートフェス
春は「ダイアログ・イケブクロ」、

秋は作品展を実施。

■問拠点まちづくりグループ☎4566-2640

週末マルシェ
各地の特産品の販売や
ワークショップなどを実施。

4月2日のオープニングでは、マルシェや料理
教室、朝ヨガなどが開催されました。今後も
地域の方々によって様々なワークショップが行
なわれ、幅広い楽しみが提供されます。開催
時期などについてはフェイスブック「Minami 
Ikebukuro PARK」で発信されます。

一日の始まりを公園
ヨガから

手作り小物や古道具などのマルシェ

見応えたっぷり！

BOOKROUTE

移動式本屋

　カフェ＆レストランの運営事
業者は公募で決まりました。
この場所からまったく新しい
公園の楽しみ方を発信してい
くという、「FARM TO PARK 
RACINES」の金子さんにお話
を伺いました。

　約12年前、私たちは1号
店である「GRIP」を南池袋に
オープンし、大勢のお客様に
育てていただきました。食を
通じてお客様に笑顔を届けるプロとして、公園のカフェ＆レ
ストランから新しい風を吹かせ、地域に恩返しができればと
の思いから今回の公募に名乗りを上げました。
　1階のレストランでは、無農薬野菜をはじめ、全国各地か
ら届く生産者の想いの詰まった素材を使い、誰もが気軽に
楽しめるスタイルでお出しします。大きな本棚がある2階の
スペースでは、地方と豊島区民、子どもたちとお年寄りなど、
多様な人が交流できる様々な催しを開催していきます。
　豊島区には、池袋や自分の地元をもっと魅力的にしてい

きたいと考えている人がたく
さんいます。ここを、これ
からの豊島区を考える人た
ちが集まって議論する拠点
にするとともに、豊島区を
地方や世界に発信していく
活動もやっていきたいと思っ
ています。
　この公園を訪れる人それ
ぞれが、自分たちの公園を
育てるような気持ちで遊び
に来てくれるといいですね。

金子 信也さん

産地こだわりのメニューをお手軽に。
ランチボックスでピクニックや、オリジ
ナルの豊島ビールで乾杯！もおすすめ。
朝のモーニングから、夜のおとなの時
間まで、いつでもだれとでも
楽しい時間を過ごせます。



第11回 新池袋モンパルナス
西口まちかど回遊美術館

アートあふれる２週間！

　かつて多くの芸術家が創作活動に励み、熱く語り合った池袋西口のアトリエ村。
その精神を受け継いで開催されているアートイベントが、今年で11回目を迎えます。
コンセプトは「街のどこもが美術館」！今回もたくさんの画家、ア－ティスト、子ども
たち、大学生などが総力を挙げて、まちを彩ります。池袋西口を巡って、現在の「新池
袋モンパルナス」の活気満ち溢れる空気に触れ、さまざまなアートをお楽しみください。
■問 (公財)としま未来文化財団まちの魅力づくりセクション☎3981-4732

５月19日木～6月１日水
総合案内所　東武ホープセンター地下中央通路
●受付時間…午前10時～午後４時　●回遊美術館ホームページ　http://kaiyu-art.net/HP

あふ

　昨年好評を博した、「集まること・集会・会合」を意味する特別企画を今年は「ＰＬＡＹ」をテー
マにパワーアップして展開します。かつての華やかな文化と芸術のまち「池袋」を再び現代によみが
えらせ、アーティスト、クリエイターが各所で多彩な表現活動を繰り広げます。また、第３次ブー
ム到来中のこけしをモチーフに、「こけしアート」やバルーンこけしなどを会場各所に配置しています。
詳細は当企画ホームページ　http://www.c-depot.org/artgathering/参照。

５月19日木～6月１日水　池袋西口各所★

特別企画池袋アートギャザリング

イレブンガールズアートコレクション
オールスターズ展

５月19日木～25日水　
午前10時～午後８時（25日は午後4時閉場）　
東武百貨店池袋店６階１番地　美術画廊

HPHP

　若手ブームの先駆けのアーティストユニット(ＥＧＣ)メンバーと、そのＯＧの展覧会
を開催！女性アーティストの躍動的な作品の数々をご紹介します。
●ワークショップ「イレブンガールズアートコレクションとオリジナルうちわを作ろう」
５月22日㈰　午後２時から　当画廊内◇10名◇1,000円◇小・中学生、高校生(小学生は保護者同伴)
■申電話で当画廊　内田・宇田川☎5951－5742へ※先着順。

　回遊美術館の提唱者である、立教大学元総長／押見輝男氏による「池袋モン
パルナス考」です。「池袋学」の春季講座と共に開催します。詳細や申込みは、
立教大学ホームページ    http://www.rikkyo.ac.jp/events/または東京芸術
劇場ホームページ    http://www.geigeki.jp/をご覧ください。
■問立教大学社会連携教育課☎3985－2204

あわい

講演会「間のまちとしての池袋、そして
池袋モンパルナス―社会心理学からの考察」

回遊美術館展示　

５月21日土　午後２～４時　東京芸術劇場５階シンフォニースペース

◆小熊秀雄・
峰村リツ子と
会員展
５月20日㈮～ 29日㈰
午前11時～午後７時
東京芸術劇場
アトリエウエスト
■問池袋モンパルナスの会
事務局☎3971－6965

◆〈没後17年〉
－風景・花・静物を描く－
尾内健治作品展
5月19日㈭～６月１日㈬　
午前11時～午後６時　栗原画廊
■問当画廊☎3982－6044
尾内健治『黄色い花』

HPHP

HPHP

◆映画上映会 
池袋モンパルナス「復活」

◆池ポス展2

峰村リツ子『黒い烏』

5月22日㈰～５月28日㈯　
午前９時～午後５時
（28日は午後4時まで）　
創形美術学校ガレリアプント
■問創形美術学校☎3986－1981

◆マンガでアートin南長崎

５月22日㈰　 午後3～5時　
千早地域文化創造館
■問当館☎3974－1335

●ワークショップ「木内かつの読み語り」
５月21日㈯　①午前11時から、②午後１時から　
当美術展会場内◇各25名◇500円
■申メールでギャラリー ル・バトー　 gallery.le.bateau@gmail.
comへ※先着順。
■問 当ギャラリー☎3955－5808

5月19日㈭～ 6月1日㈬　 午前10時～午後５時　
南長崎マンガステーション、
豊島区トキワ荘通りお休み処　ほか
■問トキワ荘通りお休み処☎6674－2518

　区・私立の小・中学生、都立大塚ろう学校児童
が描いた力強い1,000点余りの作品を一挙に展示！
テーマは「50年後のまち」「エンブレム」「おかしな夢」
など。色彩あふれる作品の世界を堪能してください。
■問当セクション☎3981－4732

まちかどこども美術展
５月21日土～６月１日水　午前10時～午後7時　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎１階）

EMEM

熊谷守一美術館 31周年展
5月20日金～6月26日日

　当美術館が創立した1985年の開館日にあわせ
て、毎年5月中旬から6月下旬まで特別展を開催
しています。31周年を迎える今回は、熊谷守一
の出身地、岐阜県中津川市にある｢熊谷守一つけ
ち記念館｣から油絵12点をお借りして、油絵・
墨絵・書など当館所蔵作品約100点とともに展
示します。この機会にぜひご覧ください。

◇特別観覧料…一般700円、高校生・大学生500円、小・中学生100円、小学生未満無料

※月曜休館　
※特別展準備のため５月16日㈪～19日㈭は休館します。

午前10時30分～午後5時30分(金曜日のみ午後8時まで)※入場は閉館の30分前まで

■問熊谷守一美術館☎3957－3779

熊谷守一（1880－1977）　1880年、岐阜
県恵那郡付知村（現・中津川市）生まれ。
17歳で上京、20歳で東京美術学校西洋画
選科（現・東京藝術大学）に入学。戦前の
二科会に長く所属し、その独自の画業と生
き様は、今も多くの人々を魅了しています。
守一は1932年に、家族と豊島区長崎町
（現・千早）に移り住み、97歳で亡くなるま
でをこの地で過ごしました。

区立熊谷守一美術館アクセス ●所在地／千早2－27－6　●交通／◎東京メトロ有楽町線・副都心線要町駅2番出口より徒歩8分　
◎JR池袋駅西口、国際興業バス乗り場2番または4番「要小学校」下車、徒歩5分
◎西武池袋線椎名町駅北口より徒歩14分

池袋ジャズフェスティバル
2016

５月21日土～22日日

とどけ♪響け♪池袋西口から

　ジャズ、ファンク、ポップスなど、様々なジャンルの曲
が演奏され、街角が音楽に包まれます。セミプロやアマ
チュア中心のアーティストが自慢の腕を競い合い、プロの
ミュージシャンも出演！各会場をめぐるスタンプラリーもあ
り、子どもからおとなまで楽しめます。池袋西口エリアで、
素敵な音楽に耳を傾けてみませんか？
■問観光交流グループ☎3981-1316

正午～午後8時
※両日とも開演時間は会場により異なります。

池袋西口公園(2会場)　
池袋西口駅前広場
池袋マルイ前　
元池袋史跡公園
ザ・タワー・グランディア前広場
東武百貨店8階屋上スカイデッキ広場
メトロポリタンプラザビル1階自由通路
ルミネ池袋8階イケレスガーデン
東京芸術劇場前広場
ミュージックスタジオ･フォルテ芸劇店前
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女性の健康 応援します 女性のための専門相談 予約制

女性の健康で自分らしい生き方や、安心
な妊娠・出産・子育てをサポートする総
合パック相談です。
産婦人科医師・助産師・保健師・栄養士・
歯科衛生士が、皆さんの不安や悩みに個
別に応じます。ぜひ利用してください。

５月18日、６月８日、７月６日(以降
８月～平成29年3月まで毎月１回)　
水曜日　当日受付時間…午後１時から
※全プログラムを利用すると2時間程
度かかります。

◇区内在住、在勤、在学の40代までの女性。
基本的に全職種のプログラムに参加できる方
◇各回5名■保申込み時に要予約。定員あり。
４か月以上３歳まで。
■申電話で当課☎3987－4174（受付時間…平
日午前８時30分～午後５時）へ※先着順。

■問池袋保健所健康推進課☎3987－4174

各専門スタッフが、
あなたの健康を
トータルサポートします！

無料 産後の腰痛・
肩こり・尿もれ、
なんとかなる？

月経不順、
痛みが強い、
どうすればいい？
婦人科受診した
方がいい？

健康のために
運動を始めたけど、
これでいい？

妊娠中に
食べてはいけない

食品は？

デンタルフロスの
使い方、

これであっている
のかな？

日時

病院に行くほどではない、ちょっ
とした女性特有の疾患や症状、月
経についての相談、将来の妊娠
に備えたアドバイスなど。

生理前のイライラや体の不調を感じる方は、軽い運動が効果的
です。心も体もスッキリするための家でもできる簡単な体操を紹
介します※グループ実施。

産婦人科
医師

基礎体温やピルの基礎知識、産
後の体調などの相談。助産師

インボディ(体脂肪や筋肉量)測定、
適度な運動、やせすぎ・肥満の
影響、禁煙などのアドバイス。

保健師

適切な食事、外食や惣菜の便利
な利用法、簡単レシピのアドバイ
スなど。

栄養士

歯科
衛生士

女性のための
メンテナンス体操

助産師に
よる

歯科医院に行くほどではない、
ちょっとした歯や口の相談、歯ブ
ラシなどの口腔ケアグッズの選び
方、歯みがき方法のアドバイス。

くうこう

生涯を通じて健康に長生きできるよう、若年世代を対象に健診を行
なっています。検査だけでなく｢女性のための健康講座｣にも参加し、
骨粗しょう症や生活習慣病予防について考える機会として活用してく
ださい。
●当日の受付時間など
①午前８時50分～９時、②午前９時50
分～10時※予約受付時に①②いずれか
の時間を決定　池袋保健所
◇区内に住民登録があり、平成29年３
月31日までに20～39歳になる女性で、
勤務先などで1年以内に健康診断を受
ける機会のない方※妊娠中の方は、妊
産婦健診を優先。毎年４月～翌年３月
31日の間に１回受診可◇各回50名
◇結果は郵送。診断書は発行不可■保申
込み時に要予約。定員あり。4か月以
上３歳まで※先着順。
●検査の内容
①身長・体重計測、血圧測定、尿検査
②血液検査(コレステロール、血糖、
肝機能、貧血、甲状腺刺激ホルモン【TSH】※など)
③骨密度測定(超音波測定)
※甲状腺疾患が若年女性に多くみられ、妊娠との関係が深いため、
平成28年度から都内で初めて実施しました。
●健康講座の内容
①｢歯とお口から始めようアンチエイジング｣◇講師…歯科衛生士 
②｢女性の健康のために～知っていてほしいこと～｣◇講師…助産師 
③｢健診結果の見方、乳がん模型触診体験ほか｣◇講師…保健師
④｢食事のヒント、骨太レシピ紹介ほか｣◇講師…栄養士 
⑤｢メンテナンス体操(体験版)｣◇講師…助産師
※同時に、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施しています。ご希望の
方は、事前に申し込んでください。 
■申予約専用電話☎3987－4244へ。
■問池袋保健所健康推進課管理・事業グループ☎3987－4172

女性の骨太健診
（20～39歳の女性のための無料健診） 

としまこども寺子屋生徒募集

4月1日㈮のリニューアルオープンを機に、主に乳幼児と保護者を対象とした
「子育てひろば」が始まりました。
●主なプログラム　のびのびタイムと誕生会、ベビーマッサージ、親子リトミッ
ク、世代間交流プログラムなど。詳細は毎月発行の予定表をご覧ください。
●畑を活用した交流事業　区民ひろばの中で唯一の畑があり、種まきから収
穫まで盛んに活動しています。そこでは、子どもから高齢者までが集い、交流
を楽しんでいます。
■問当ひろば(要町３－７－10)☎3959-5861

区民ひろば千早で
｢子育てひろば｣が始まりました

おう だい

大正大学｢としまこども寺子屋｣の生徒を募集します。大正大学の学生とともに
区の魅力を｢知り｣、様々な体験をしませんか。
●日時　６月～平成29年２月の第３土曜日（第１回は６月18日）　
　　　　午後１時～２時30分
●会場　大正大学、区役所など
●内容　大学で勉強することを身近に感じてもらえる講座を
　　　　キャンパス内（一部学外あり）で開講します。
◇区内在住、在学の小学３～６年生◇30名程度◇1,000円
■申電話かEメール（①郵便番号・住所、②氏名〈ふりがな〉、③学校名・学年、④
自宅電話番号と緊急連絡先を記入）で６月３日(必着)までに｢大正大学鴨台プ
ロジェクトセンター☎5394－3062、■EMoudai-project@mail.tais.ac.jp｣へ※応
募者多数の場合は抽選。6月10日までに結果を通知。

昨年度の様子
豊島区と区内７大学(学習院大学、女子栄養大学、
大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、立教
大学、川村学園女子大学)が協働で、だれでも
いつからでも始められる講座を開催し、学習の
成果を地域につなげていきます。
■問コミュニティ大学グループ☎5992-7079

平成28年度
としまコミュニティ大学
受講生募集！

受講方法
｢としまコミュニティ大
学講座案内｣から、受
講したい講座を選ぶ

▼
申込み
▼
受講

マナビト生の募集
２年間登録して学ぶ
「マナビト1年生募集」
は、５月中旬以降に
「広報としま情報版」
や区ホームページで
お知らせします。

マナビト生(としまコミュニ
テイ大学受講生)が作成し
た、7大学紹介パンフレット
もできあがりました。

目指す大学の
講義を

受けてみたい

勉強がしたい

ライブ授業で
学び直し

地域の文化、
芸術や人と
触れあいたい

講座案内、募集要項、パンフレットは、区内図書館、各地域文化創造館、区役所本庁舎７階（平日）で配布しています。

６月10日㈮～12日㈰　
生活産業プラザ

毎年6月23日から29日までの1週間は、国が定めた男女共同参画週間です。
豊島区では、男女平等推進センター（エポック10）の登録団体や運営委員の
皆さんにより、女性も男性も、一人ひとりがその人らしく暮らしていくことが
できる社会を実現するきっかけとなるよう、様々な学び、参画企画が盛りだく
さんの「エポック10フェスタ2016　輝いて女と男Happy Share」を開催します。
■問男女平等推進センター☎5952－9501

エポック10登録団体の研究や発表、団体紹介などのパネル展示
●4月23日㈯～ 5月26日㈭　中央図書館
●5月2日㈪～ 31日㈫　まるごとミュージアム（区役所本庁舎４階）
●6月3日㈮～ 30日㈭　男女平等推進センター交流コーナー

10日㈮

～私の出会った子どもたち～子どもの貧困がもたらす教育格差
午前10時～正午
◇講師…「まちかど事務室」主宰／村木栄一氏◇主催…新日本婦人の会豊島支部

子どもも大人も心豊かなひとときを―語りと朗読―
午前10時～ 11時30分
◇主催…豊島朗読の会 ききみみずく

がん情報の探し方～がん情報サービスを活用しましょう～
午後1時30分～ 4時30分
◇講師…国立がん研究センターがん対策情報センター長／若尾文彦氏
◇主催…ぐるーぷGSC

ダイヤビック体験教室「エアロビックを楽しもう」　
午後1時30分～ 3時
◇講師…ダイヤビック・インストラクター◇主催…ダイヤ池袋

DV加害者更生教育プログラムって何？　午後2～ 4時
◇講師…SEDA（シーダ）／本村 久美子氏、金 弘子氏◇主催…当団体

輝いて!男女共生社会のラストステージ　午後1時45分～ 4時15分
◇講師…POLE・STAR㈱ディレクター／佐久間 理央氏、女性未来研究所長／
樋口恵子氏◇主催…エポック10運営委員会

11日㈯

12日㈰

香り高いコーヒー＋菓子の提供　午前10時～午後3時
◇主催…豊島えくぼの会

11日㈯  ビーズでブローチ・12日㈰  布とウッドビーズでネックレス
いずれも午後1～ 4時　
◇50名※先着順◇主催…なかよし会

11日㈯・12日㈰

展示

ァクス 　 フリ ダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です保

６月1
生活

共同参画週間です。
団体や運営委員の 11日㈯

「健康チャレンジ！」対象プログラム。
事前に申込みが必要です。5月10日から電話かファクスかEメールで「当センター☎
5952-9501、■FAX　5391-1015、■EMA0029117@city.toshima.lg.jp」へ。直接窓口申
込みも可※先着順。
保育あり。９か月以上未就学児。６月６日までにファクスかＥメール(携帯メールは
不可)で講座とともに要予約。定員あり※先着順。

●ファクス、Ｅメールの記入項目　①参加希望講座名・実施日時、②名前(ふりがな)、③
住所、④電話番号(緊急時に連絡がつく番号)、⑤ファクス番号、⑥Eメールアドレス、⑦講
座を知った方法、⑧保育の有無(保育を希望する場合は、幼児の名前〈ふりがな〉、年齢
〈 ○歳○か月 〉も明記)　

エポック10フェスタ2016メインイベント　午前10時～正午
脳科学の観点によるこころや子ども、人間関係についての講演会
◇講師…文教大学教育学部特別支援教育専修教授／成田 奈緒子氏
◇主催…エポック10フェスタ2016実行委員会
イヤイヤ期も思春期もこわくない！親子の心を通い合わせる聞く、話すのコツ
午後2～ 4時
◇講師…親業を学ぶ会「架け橋」代表／久保まゆみ氏◇主催…当会
しゃべり場エポック10～ひとり親は何に困ってる？～　
午後1時30分～ 3時30分
◇主催…自主グループエポック10
自分史アルバムのススメvol.4
End＋ingロール～私の生き方に登場した人たちへ～
 午後6時30分～ 8時30分
◇主催…虹こころ

エンディング

待つ支援から届ける支援へ～家庭訪問型子育て支援ホームスタート～
午前10時～正午
◇講師…ホームスタートジャパン代表理事／西郷泰之氏
◇主催…NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

朗読で語る 戦時下を生きてー豊島区女性史『風の交叉点』よりー
午前10時～正午
◇主催…グループ『風の交叉点』

シニアがおくる絵本読み聞かせ　午後1時30分～ 4時
◇主催…りぷりんとフレンズ・としま

発達障害の子どもたちが成長するには　午後1時30分～ 3時30分
◇講師…IJの会(板橋区発達障害児者親の会)代表／鈴木正子氏
◇主催…NPO法人青い空―子ども・人権・非暴力

～映像＆講演～韓国ドラマに見るジェンダー　午後2時～4時30分
◇講師…文教大学文学部教授／山下英愛氏◇主催…エポック10ゼミの会

よんえ

保 申 健

保 申 健

健

申

保
保 申

保 申

保 申

保 申

保 申

申

保 申

保 申

保 申

保 申

保 申

保 申

保

おとな



今年のテーマは、「刀剣にまつわる能・狂言」。
名刀・名剣によって天下を治める目出度い物
語・能「小鍛冶」ほか、キラリと輝く至芸をお楽
しみください。
◇演目／主な出演者
●宝生流 舞囃子「八島」／ 水上 優
●和泉流 狂言「磁石」／ 野村萬、野村万蔵
●観世流 能「小鍛冶」／ 観世喜正
◇チケット料金（全席指定）
S席3,800円、A席3,300円、S席学生1,500円、
A席学生1,000円
※友の会割引あり。学生券は要学生証提示。
未就学児入場不可

　　　　  「狂言＆能セミナー」参加者募集
午後3時～午後４時30分　東京芸術劇場プレイハウス
◇狂言と能の解説と舞台体験で、初
心者も能楽の世界を楽しめるセミナー。
講師…能楽師狂言方和泉流／野村万
蔵。セミナーのみの参加可◇50名
◇1,000円※「としま能の会」チケット
購入の方は300円引き◇足袋持参。
■申いずれも電話でとしまみらいチケッ
トセンター☎3590-5321(午前10時
～午後7時)へ。

め たで

雑司が谷旧宣教師館がリニューアルオープンしました

第29回  としま能の会 ５月30日はごみゼロデーです
みんなでまちをきれいにしよう！

さわやかな街づくりをめざして、区内全域での環境美化活動やリサイクル・ごみ減量
を推進するため、今年も町会をはじめ、各種団体のご協力により「ごみゼロデー」を
実施します。皆さんの参加・協力をお願いします。
■問環境美化グループ☎3981-2690

●区民や事業者・団体の皆さんへ
ごみゼロデー当日、もしくはその前後の日に、周
辺の道路・公園での清掃活動をお願いします。
区でも5月30日㈪に以下の事業を実施します。

「路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン」
ボランティアを募集
５月30日㈪　午前10時から　池袋駅周辺
■申５月16日までに電話で当グループ
☎3981-2690へ。
５月30日～６月５日は
ごみ減量・リサイクル推進週間です
一人ひとりがくらしの中で、リサイクルを推進し、ごみを減量することを心掛けてい
くことが大切です。まずは身近なところから見つめなおしていきましょう。

5年に一度の建物修繕を終え、展示も一新し
ました。外観だけでなく内部もリニューアル
した雑司が谷旧宣教師館に、ぜひお立ち寄
りください。
■問雑司が谷旧宣教師館☎3985－4081

①『赤い鳥』を語り継ぐおばあちゃんのおはなし会
５月7日㈯　午後２時～２時30分
◇大正時代に創刊した童話・童謡雑誌『赤い鳥』の読み聞かせ。小川未明「野
ばら」、徳田秋声「唐傘」。講師…詩人／小森香子氏

②スプリングコンサート　５月14日㈯　午後２時～３時30分
◇約100年前に製造されたウェスターンピアノとトロンボーンのセッション
◇演奏…ピアノ／兒玉千沙子、トロンボーン／櫻井 俊。曲目…山下康介作曲
「瞳～メインテーマ～」など。

③大塚・雑司が谷 春の歴史的建造物めぐり
５月28日㈯　午後1時30分～ 4時30分　
ＪＲ大塚駅改札集合、雑司が谷旧宣教師館解散
◇区指定有形文化財「旧鈴木家住宅」から当館までを解説を交えてめぐる(約
4km)。講師…協同組合伝統技法研究会／角野茂勝氏ほか◇20名

■申①②は当日直接会場へ。③は往復はがき（氏名〈ふりがな〉、住所、年齢、性別、
電話番号を記入）で５月13日（必着）まで「〒171-0032　雑司が谷1-25-5
雑司が谷旧宣教師館」へ※応募者多数の場合は抽選。

リニューアル記念イベント

あなたの相談を橋渡し身近で頼れる
「民生委員・児童委員」

～５月12日は「民生委員・児童委員の日」～
民生委員・児童委員は、高齢者や障害
のある方、子育てをしている方などの、
心配ごとやさまざまな福祉に関する相談
にのる地域のボランティアです。
234名(４月１日現在)の方が、相談の
内容に応じて、区や関係機関など専門機
関とのつなぎ役として活動しています。

●「民生委員・児童委員の日」ＰＲ活動

◆豊島区民生委員児童委員協議会の活動を紹介する
　普及・啓発活動
今年も民生委員・児童委員の活動を多くの方々にお知らせす
るための普及・啓発活動を開催します。お近くにお越しの際
はぜひお立ち寄りください。
５月13日㈮　午前11時～午後０時40分　池袋西口公園
◇「区長の一日民生委員・児童委員」を実施

●お気軽にご相談ください
委員は厚生労働大臣の委嘱を受け、相談についての秘密を守ることが法律で義
務づけられています。安心して相談してください。担当の委員は、お住まいの住
所によって決まっています。詳しくは問い合わせてください。

昨年の狂言セミナーの様子

能「小鍛冶」　観世喜正　
写真：青木信二 

■問福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981-1722

今
名
語

◇

◇

A
能「小鍛冶」 観世喜正

区立施設周辺の清掃活動
各種教育機関などによる清掃活動
不法投棄のパトロール
路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン
職員による清掃活動
路面に付着したガム除去作業
放置自転車等対策キャンペーン
違法看板等指導
落書き消去活動

区立施設周辺
施設周辺
区内の国道・都道・区道

池袋駅周辺

実施内容 場所

今年のテーマ…「どうしたの？」ひと声掛ける思いやり

６月15日㈬　
午後6時45分開演（45分前開場）
東京芸術劇場プレイハウス

区の実施事業

同日開催

民生委員・児童委員キャラクター「ミンジー」

民生委員・児童委員
シンボルマーク
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パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

健  康

募  集募  集

「豊島区における障害を理由と
する差別の解消の推進に関する
対応要領（案）」のパブリックコ
メント結果について

要領作成にあたっては、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
要領（案）の全文といただいたご意
見および区の考え方は、5月2日か
ら31日まで、障害福祉課、行政情報
コーナー、心身障害者福祉センター、
東部障害支援センター、西部障害支
援センター、駒込福祉作業所・生活
実習所、目白福祉作業所・生活実習
所、区ホームページで閲覧できます。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

5月10日に軽自動車税の
納税通知書を発送します

平成28年4月1日現在、区内に登
録のある方に発送します。5月31日
㈫までに、郵便局や銀行などの金融
機関、コンビニエンスストア、区役
所本庁舎、区民事務所などで納付し
てください。なお、税制改正により
税額が変更されます。詳細は区ホー
ムページをご覧ください。
障害者手帳などをお持ちの方が使
用する原動機付自転車や軽自動車な
どは、一定の要件を満たす場合、減
免されます。減免の申請期間は5月
10～24日です。詳細は問い合わせて
ください。
█問税務課軽自動車税担当☎4566‐
2352

補助犬（盲導犬、聴導犬、介助
犬）の給付申請を受け付けます

◇対象…盲導犬は視覚障害1級の方、
介助犬は肢体不自由1級または2級
の方、聴導犬は聴覚障害2級の方で、
都内におおむね1年以上居住する満
18歳以上の在宅の方※所得制限など
の条件あり。詳細は問い合わせてく
ださい◇申請締切…5月11日㈬
█問障害福祉課障害者在宅支援グルー
プ☎3981‐2141、東部障害支援セン
ター☎3946‐2511、西部障害支援セ
ンター☎3974‐5531

わかばパソコンクラブ（全7回）

6月8日～7月20日 水曜日（6
月29日・7月13日は自習中心） 午
後1時20分～3時20分 心身障害者
福祉センター◇電源やマウスの入れ
方など基礎的内容を運営協力員とと
もに学ぶ◇区内在住、在勤の18～64
歳で身体障害者手帳、愛の手帳、精
神保健福祉手帳をお持ちの方や高次
脳機能障害と診断されている方※視
覚障害者の方は除く。初回の方優先。
再受講可※送迎バス希望の方は5月
19日までに要事前相談◇4名◇テキ
スト代など実費。
█申当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441へ※先着順。

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

5月26日㈭ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇講師
…世田谷子どもクリニック副院長／
帆足暁子氏◇1歳6か月までの子ど
もがいる母親◇30名◇スマイルカー
ド持参（1枚で1回の参加）。絵本プ
レゼント█保5か月以上1歳6か月ま

で。15名。要予約※0～4か月児は
親子同席。
█申5月9日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

証明書コンビニ交付サービスの
一時停止

5月11日㈬午後9～11時の間コン
ビニ交付サービスを停止します。
◇停止対象証明書…住民票の写し、
印鑑証明書、住民税課税・納税証明
書
█問総合窓口課証明グループ☎3981‐
4766

健康チャレンジ！対象事業
「オリンピック選手・アスリー
トから学ぶ健康食事法！」

6月7日㈫ 午後1～3時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇講師…㈱Food Connectio
n 代表取締役／橋本玲子氏◇200名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

18歳～35歳の期日前投票立会人
を募集します

7月10日執行（予定）の参議院議員
選挙における「期日前投票所の投票
立会人」を募集します。選挙投票が
公正に行なわれるよう、投票に立ち
会っていただきます。若い有権者の
方々に選挙への関心を持っていただ
くための機会です◇応募資格…次の
すべてに当てはまる方。①区内に住
民登録がある、②18歳～35歳で選挙
権を有する、③事前説明会（5月27

日㈮午後6時予定）に出席できる◇
勤務日…6月24日～7月9日の16日
間のうち1日◇勤務場所…次のいず
れかの投票所。①区役所本庁舎、②
西武池袋本店、③東武百貨店池袋本
店※勤務場所の指定はできません◇
立会時間…①／午前8時30分～午後
8時、②③／午前10時～午後8時※
いずれも集合は開始30分前◇報酬な
ど…1万3千400円◇募集要項・応
募用紙…区内の図書館などで配付、
区ホームページからダウンロードも
可◇応募方法…電子申請（区ホーム
ページ参照または下記二次元コード
読み取り）か、応募用紙に必要事項
を記入し、郵送かファクスで5月20
日（必着）まで
に豊島区選挙
管理委員会事
務局█FAX3981‐
4606へ。
█問当事務局☎
4566‐2821

外国人と交流しませんか？
ホームビジット受入れ家庭募集

6月25日㈯ 午後1～5時（予定）
区民センター◇諸外国からの留学生
などをホームビジット（家庭訪問）と
して受入れる。区民センターでの対
面後、各家庭を訪問◇区内在住で国
際交流に理解があり、家族ぐるみで
受入れができる家庭。█申所定の申込
書（文化観光課窓口で配付）を5月31
日までに当課窓口へ持参。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

にほんごさーくる コンニチハ！
ボランティア募集

毎月第1～3火曜日 午後7時～
8時30分◇外国籍の方に会話中心に
日本語を教えてくださる方。経験不
問◇交通費支給◇5名
█問電話かＥメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。

外国人観光客の日本の旅の思い出がより深いものとなるよう、
旅の日程に「Plus1DAY」して豊島区で過ごすプランを提案し
ます。
アニメ・サブカル文化の中心地「池袋」、歴史と文化に触れる

「雑司が谷」、人情味があふれる商店街が魅力
的な「巣鴨」の3か所の散歩コースを6つの外
国語と日本語でご案内します。
詳細は、Plus1DAY ホームページ█HP htt

p : //www.plus1day-ikebukuro.jp 参照。
█問広報グループ☎4566‐2532

「としま情報スクエア」

5/1 区内のケーブルテレビ（としまテレビ）で区の情
報番組を生放送でお届けします。
◇毎週木曜日～翌月曜日 午前１１時から２０分間
◇再放送３回（午後５時・１０時、翌朝午前７時）平成28年（2016年）
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外国人観光客向けホームページ「Plus1DAY-IKEBUKURO」を公開しました

●「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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人口と世帯人口と世帯 24,638
(＋ 44)

172,472
(＋ 900)
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(＋ 852)
142,078
139,462

男
女

ふれあいガイド
この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。
区ホームページからもご覧になれます。
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官公署だより

憲法週間パネル展

5月1～7日は「憲法週間」です。
昭和22年5月3日に日本国憲法が施
行されました。改めて「憲法」の意義
について考えてみましょう。
5月31日まで区役所本庁舎4階通

路でパネル・ポスターを展示します。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

東京音楽大学特別演奏会
コハーン・イシュトヴァーン
クラリネットリサイタルVol2

5月21日㈯ 午後4時開演（午後
3時30分開場） 当大学A館100周年
記念ホール（南池袋3‐4‐5）◇曲
目…プッチーニ／歌劇「トゥーラン
ドット」より“誰も寝てはならぬ”、
ピアソラ／リベルタンゴほか◇806
名※全席指定、要座席整理券。
█申電話か Eメールで「当大学演奏課
☎3982‐2496、█EMensouka@tokyo
-ondai.ac.jp」へ※先着順。

第9回春の大塚バラまつり

5月8日㈰～22日㈰ 都電大塚駅

から向原駅までの沿線と天祖神社、
サンモール・盛和会商店街◇8日午
前10時から天祖神社で開会セレモニ
ー。ほか、バラの苗即売会、植え替
え講習会、おおつか音楽祭とのコラ
ボ企画によるライブ演奏、都電グッ
ズ販売など█申当日直接会場へ。
█問南大塚都電沿線協議会█HPbara@t
oden-rose.com

区民ひろば回遊音楽キャラバン
（全8回）

5月11日～平成29年3月1日 水
曜日 午前10時30分～11時◇主に子
ども向けの音楽会。演奏…東京音楽
大学※詳細は各区民ひろばなどでチ
ラシ、ポスターをご覧ください。
█問地域区民ひろば課自主運営支援グ
ループ☎3981‐1507

みらい館大明

①いけぶくろ自然クラブ「夏収穫野
菜の苗植え」…5月21日㈯ 池袋駅
午前8時20分集合、同所午後5時解
散◇埼玉県熊谷市大久保農園◇小学
生（保護者同伴可）◇20名◇4，800円
②「オリジナル万華鏡づくり」…5月
31日㈫ 午後1～3時◇景色が万華
鏡になる作品ほか。講師…手づくり
万華鏡インストラクター／さかきえ
みこ氏◇15名◇2，500円
█申①は電話でとしま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 : //www.
toshima-npo.org からも申込み可。
②は電話かＥメールで「当館☎3986
‐7186、█EMmiraikan_taimei@yah
oo.co.jp」へ。直接当館窓口申込み
も可。いずれも先着順。

エポック10シネマ！～映画に学
ぶ人々の生き方～「ルイーサ」

6月2日㈭ 午前の部…午前10時
～正午、午後の部…午後2～4時
生活産業プラザ◇各回30名█保9か月
以上未就学児。5月26日までに要予
約。定員あり。
█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。

第14回区民カラオケ発表会

6月25日㈯ 午後5時30分開場
区民センター◇通信カラオケを使用
◇区内在住、在勤の方◇30名◇
3，000円█申はがきかファクス（3面記
入例参照。曲名、歌手名も記入）で
「〒171‐0014 池袋3‐23‐7 豊
島区歌謡連盟 原、█FAX3984‐0023」
へ※受付後送付の振込用紙で5月13
日までに参加費振込み。入金確認順。
█問豊島区レクリエーション協会 吉
岡☎3957‐2334

エポック10！エンパワーメント
講座2016「春から始める！わた
しのマネジメント講座」（全3回）

5月12～26日 木曜日 午後2～
4時 生活産業プラザ◇ワークを取
り入れながら生活を見直し、タイム
マネジメントについて学び、ライフ
プランを立てる。講師…㈱キャリア

・マム代表取締役 CEO／堤 香苗
氏◇女性の方◇20名█保要予約。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、A0029117@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

集会室開放行事～普通救命講習～

5月16日㈪ 午後1～4時 西池
袋第二区民集会室（西池袋3‐8‐
20）◇基本的な救命対応からＡＥＤ
の使用法までを池袋消防署講師の指
導の下で学ぶ。受講者には救命技能
認定証を後日消防署から交付◇区内
在住の方◇20名※先着順
█申電話で5月13日までに福祉ホーム
さくらんぼ☎5396‐9581へ。

発達障害への理解を深める講座

第1回目「発達障害という生き方」…
5月21日 講師…大正大学教授／玉
井邦夫氏、第2回目「発達障害児・
者への関わり方」…5月28日 講師
…東京都発達障害者支援センター／
山﨑順子氏
いずれも土曜日 午後1時30分～
4時30分 生活産業プラザ◇各回50
名◇500円█申ファクスでとしま若者
応援ネットワーク█FAX5977‐0105へ※
先着順。
█問当ネットワーク研修担当☎080‐
8717‐7163

介護予防リーダー養成講座
参加者募集説明会

5月27日㈮ 午後2時～3時30分
旧高田豊寿園（高田3‐38‐17）◇6
月17日開講の「介護予防リーダー（※）
養成講座」の内容、講座終了後の活
動を説明（※）地域で主体的に活動す
る人材◇区内在住の方◇40名
█申電話で介護予防グループ☎4566‐
2434へ※先着順。

公開講演会
「いい会社づくりの実例から
中小企業の在り方を考える」

5月28日㈯ 午後4時30分～6時
40分 立教大学池袋キャンパス8号
館8201教室（西池袋3‐34‐1）◇講
師…「日本でいちばん大切にしたい
会社大賞」受賞企業㈱さくら住宅代
表取締役社長／二宮生憲氏、立教大
学大学院ビジネスデザイン研究科教
授／宮下篤志氏◇200名█申当日先着
順受付。
█問（一社）豊島いい会社づくり推進会
事務局 三村☎5981‐8766

高次脳機能障害者支援セミナー
「失語症の理解とケア」

5月28日㈯ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇外見だけではわからな
い失語症の症状や対応方法◇50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。

消費生活講座「田植え体験教室」

6月4日㈯ 午前10時～午後4時
頃 秩父市太田 西武秩父駅集合・
解散※雨天決行◇生産者の思いや工
夫を聞き、体験を通してお米に対す
る理解を深める◇区内在住、在勤、
在学の方※小学生は保護者同伴◇50
名◇交通費は参加者負担。
█申5月16日までに電話かファクスで
「消費生活センター☎4566‐2416、
█FAX5992‐7024」へ※応募者多数の場
合は抽選。

学習院生涯学習センター

①「伊藤若冲の独創的な絵画世界」…
5月28日㈯ 午後1時30分～午後3
時◇伊藤若冲の魅力的な絵画世界の
全貌を詳しく解説。講師…学習院大
学名誉教授／小林 忠氏◇270名◇
1，500円
②「ヨーロッパ近代の意味 二つの
世紀末から考える」…6月11日㈯
午後1時30分～3時 二つの世紀末
に焦点を合わせて考察。講師…前学
習院大学長／福井憲彦氏◇270名◇
1，500円
いずれも当センター（目白1‐3

‐19）
█問当センター☎5992‐1040

健康チャレンジ対象事業
社交ダンス初心者講習会（全8回）

6月9日～7月28日 木曜日 午
後6時30分～8時30分 上池袋コミ
ュニティセンター◇タンゴ、ルンバ
の計16教程◇区内在住、在勤の方◇
男女各15名◇5，000円█申往復はがき
（右下部記入例参照）で5月20日（必
着）までに「〒170‐0011 池袋本町
2‐4‐11 豊島区ダンススポーツ
連盟 西倉」へ※先着順。
█問当連盟 西倉☎3988‐4082

第37回豊島区
レディース・スポ・レク大会

※区内在住、在勤の成人女性の方。
�ソフトテニス…6月3日㈮ 総合
体育場█申5月13日までに、ソフトテ
ニス連盟 北澤☎3984‐6473
�合気道…6月5日㈰ 池袋スポー
ツセンター█申6月3日までに、合気
道連盟 猪谷☎080‐3102‐1185
�バドミントン…個人戦6月5日㈰
豊島体育館█申5月21日まで、団体戦
7月31日㈰ 豊島体育館█申7月20日
までに、バドミントン協会 大澤☎
3922‐7045
�バレーボール…6月6日㈪から
豊島体育館ほか█申5月3日までに、
バレーボール連盟 山下☎3980‐
3058
�ゴルフ…6月8日㈬ 日本カント
リークラブ█申5月15日までに、ゴル
フ協会 小林☎3981‐1619
�テニス…6月11日㈯ 総合体育場
█申5月9日までに、テニス連盟 下
澤☎3823‐1040
�なぎなた…6月12日㈰ 雑司が谷
体育館█申5月28日までに、なぎなた
連盟 隠岐☎3971‐1973
�剣道…6月12日㈰ 池袋スポーツ
センター█申5月19日までに、剣道連
盟 関根☎3916‐2110
�ソフトボール…6月12日㈰から
千川中学校█申6月4日までに、ソフ
トボール協会 清水☎3974‐3582
�空手道…6月19日㈰ 池袋スポー
ツセンター█申5月27日までに、空手
道連盟 根本☎3946‐4843

�卓球…6月19日㈰ 巣鴨体育館█申
6月6日までに、卓球連盟 田辺☎
3959‐4423
�ボウリング…6月26日㈰ 池袋ロ
サボウル█申大会当日午後1時30分ま
で現地にて受付█問ボウリング連盟
岩井☎3988‐8456
�アーチェリー…7月3日㈰ 西巣
鴨体育場█申大会当日午前9時まで会
場受付█問アーチェリー協会 富田☎
3269‐2930
�弓道…7月10日㈰ 総合体育場█申
大会当日午前9時30分まで会場受付
█問弓道連盟 長岡☎3917‐9378

図書館からのお知らせ

◇特別整理のため休館します。
◇期間…目白図書館／5月11～14日、
池袋図書館／5月18～23日、千早図
書館／6月2～5日、巣鴨図書館／
6月8～11日、上池袋図書館／6月
13～14日、中央・雑司が谷図書貸出
コーナー／6月20～27日
█問中央図書館☎3983‐7861

平成28年度地域福祉活動費
助成事業申請団体募集

◇対象…福祉の増進にかかわる活動
を主体的に実施し、次の全ての要件
を満たす団体。①定款、規約、会則
などを有する、②事務局が区内にあ
り構成員の大半が区内に居住してい
る、③団体組織内に会計機構がある、
④区民の社会福祉の充実・向上に寄
与する事業を行なう※本年度に区や
その他公的機関・財団などから補助
金・助成金を受けている事業は対象
外。1団体1事業。
◇対象事業…平成28年度中に実施す
る次の事業。①啓発事業、②レクリ
エーション事業、③研修会など。
◇対象経費…事業実施に直接要する
経費※団体運営費、備品などの購入
費を除く。
◇交付額…助成対象経費の2分の1
以内（10万円を上限）。
█申所定の申請書を5月31日（必着）ま
でに地域福祉推進課へ提出。
█問当課☎3984‐9375

●東京都建設局
「神田川流域と石神井川の河川整備
計画が変更されました」
東京都は、地域の皆さんや学識経
験者のご意見をお聴きし、平成22年
11月に策定した「神田川流域河川整
備計画」と平成18年3月に策定した
「石神井川河川整備計画」を変更しま
した。主な変更点は洪水対策のレベ
ルアップと地震水害対策の追加です。
東京都建設局河川部、東京都第四建
設事務所、東京都建設局ホームペー
ジ█HP http ://www.kensetsu.metr
o.tokyo.jpなどで計画書を閲覧でき
ます。
█問当局河川部計画課☎5320‐5414
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向・単身者向）、②定期使用住宅（若
年ファミリー向・多子世帯向）、③
若年ファミリー向※詳細は募集案内
を参照してください。
◇募集案内・申込書配布期間…5月
9日㈪～17日㈫
◇区内の配布場所…住宅課、東・西
区民事務所、東・西障害支援センタ
ー、図書館、当公社目白窓口センタ
ー（目白2‐1‐1 目白ＮＴビル
5階）
█問当公社募集センター…募集期間中
☎0570‐010‐810、募集期間以外☎
3498‐8894、█HPhttp://www.to-ko
usya.or.jp/

熊本市の復興支援の一環として熊
本城の修復支援金を募集します。
◇受付期間…6月30日㈭まで◇受付
方法…①募金箱／区役所本庁舎、東
池袋分庁舎、区民事務所、区民ひろ
ば、図書館、地域文化創造館など②
口座振込／金融機関名「みずほ銀行
池袋支店」、口座番号「普通口座
2046630」、口座名義「熊本城修復豊
島区支援金」※振込方法によっては
手数料がかかる場合あり③窓口／総
務課、区民活動推進課、区民事務所
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

手当の受給には申請が必要です。支給対象月は原則として、申請した月
の翌月分からです。
各手当の支給月額や所得制限額は、右表を参照してください。生活状況
などにより各手当の支給対象にならない場合があります。詳しい支給条件
や申請に必要な書類などは、区ホームページを確認するか、当グループ窓
口や電話で問い合わせてください。
●児童扶養手当
次の①～⑧のいずれかの状態にある18歳に達した日以降最初の3月31日
までの児童（中程度以上の障害がある場合は20歳未満）を養育している父ま
たは母もしくは養育者。①父母が離婚、②父または母が死亡、③父または
母に重度の障害がある、④父または母の生死が不明、⑤父または母に1年
以上遺棄されている、⑥父または母が裁判所からの DV 保護命令を受け
ている、⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている、⑧婚姻によ
らないで生まれ、父または母に扶養されていない※請求者または児童が公
的年金受給資格がある場合は、ご相談ください。
●児童育成手当（育成）
児童扶養手当に準ずる。
●児童育成手当（障害）
次の①～③のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①身体障害者手帳1・2級程度、②愛の手帳1～3度程度、③脳性まひ、
または進行性筋萎縮症。
●特別児童扶養手当
次の①、②のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方。
①身体障害者手帳1～3級程度（下肢障害4級の一部も該当）、②愛の手帳
1～3度程度※長期安静を要する症状または精神の障害により日常生活に
著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。

●ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の方が、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負

担金の全部または一部を助成します。
受給者負担額は外来、入院とも原則1割負担です※入院の場合、食事療

養標準負担額または生活療養標準負担額は自己負担です。自己負担額は所
得により異なります。詳しくは問い合わせてください。
◇対象…児童育成手当（育成）に準じ、健康保険に加入の方。所得制限額は
児童扶養手当に準ずる。

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。

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�手縫い帽子作成「あっぷる・シ
ャポー」 毎月第2・4火曜日
午前10時～正午 南大塚地域文化
創造館◇入会金1，000円、月額
3，000円（3か月全納）█問藤津☎
3951‐4504
�「気功・太極拳ファンソン会」
月4回毎週月曜日、金曜日 午前
10時～正午 千早地域文化創造館

ほか◇入会金1，500円、月額各
3，500円█問田中☎3955‐9752
�「井澤キーボードの会」 毎月第
1～3金曜日 午後1時～4時30
分のうち1時間 区民ひろば南池
袋◇60歳以上の初心者◇月額
4，500円█問三浦☎3942‐7955
�「すがも吟詠会」 第2・4水曜
日 午前10時～正午 区民ひろば
西巣鴨◇月額3，000円█問佐藤☎
3973‐9588
�「油絵サークルキャンバス会」
毎月第2・4木曜日 午後2時30

分～4時30分 巣鴨地域文化創造
館◇月額4，000円（材料費など含む）
█問原☎047‐348‐7647
�中国語「桃李会」 毎週金曜日
午後1時30分～3時 区民ひろば
南大塚ほか◇月額5，000円█問下島
☎3985‐8009
�卓球「千早クラブ」 毎週日曜日
午前10時～正午 千早小学校体育

館◇卓球経験のある方◇年会費
3，000円█問石塚☎3972‐6809
�「ふたば洋裁グループ」 毎月第
1・3水曜日 午前9時～正午
千早地域文化創造館◇入会金
2．000円、月額5，000円█問松下☎
3973‐2743

区分 児童育成手当
（育成）

児童育成手当
（障害） 児童扶養手当 特別児童

扶養手当

手当月額 13，500円 15，500円
�全部支給42，330円
�一部支給9，990円～42，320円
�児童2人目の場合5，000円加算
�児童3人目から 1人3，000円加算

1級51，500円
2級34，300円

対象年齢 18歳の
年度末まで 20歳未満 18歳の年度末まで（児童に中程度以上

の障害がある場合は20歳未満まで） 20歳未満

所得制限 あり（表2参照） あり（各手当によって制限額が異なります。必ず事
前に問い合わせください）

支給月 6・10・2月 4・8・12月 4・8・12月
支給方法 銀行口座振込（申請者名義）※ネット銀行不可

扶養人数 児童育成手当
0人 3，684，000
1人 4，064，000
2人 4，444，000

※扶養人数によって所得制限額は異なります。
※受給者の平成26年中の所得を基にしています。
※上記所得制限額表には、社会保険料控除一律
80，000円を加算しています。

控除項目 児童育成手当
雑損・医療費・小規模共済等控除 控除相当額

配偶者特別控除 控除相当額
老人扶養 100，000
特定扶養 250，000

本人が寡婦（夫）・勤労学生 270，000
本人が特別寡婦 350，000

普通障害（本人・扶養） 270，000
特別障害（本人・扶養） 400，000

○控除後の金額が表2の制限額未満であれば手当を受給できます。
控除後の金額は下記の計算によります。
【控除後の金額】＝【所得金額】－【控除額表（表3）に該当する控除額
の合計】

「熊本城修復豊島区支援金」募金

ひとり親家庭などへの手当のご案内 █問児童給付グループ☎3981‐1417

表1…手当別月額・対象年齢など

表2…児童育成手当（育成・障害）
所得制限額表 （単位：円）

表3…控除額表 （単位：円）

●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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5月22日は国連が定める国際生物多様
性の日です。世界各地で植樹、生物多様
性を理解するきっかけとなる活動が行な
われます。区では、5月22日を中心に植
樹や樹木の手入れ、樹木とふれあう活動
を実施します。皆さんのご参加をお待ち
しています。
①池袋本町電車の見える公園「いのちの
森」観察会…5月22日㈰ 午前10時～正
午 池袋本町電車の見える公園◇地域の
皆さんが植樹した「いのちの森」の育樹活
動。長袖、長ズボン、帽子、軍手着用で
参加◇参加者にツツジ苗木を配布予定※
先着順。

②みらい館大明ツツジの植樹…5月22日
㈰ 午後1～5時◇「いのちの森」開放日
に合わせてツツジを植樹。
③南長崎はらっぱ公園「いのちの森」観察
会…5月25日㈬ 午前10時～正午◇南長
崎はらっぱ公園◇地域の皆さんが植樹し
た「いのちの森」の育樹活動。長袖、長ズ
ボン、帽子、軍手着用で参加。
█申いずれも当日直接会場へ。
█問①③は環境事業
グループ☎3981‐
2771、②はみらい
館大明☎3986‐
7186

区民専門相談をご利用ください 区民専門相談を下表のとおり行なっています。
各相談には専門の相談員があたります。お気軽にご利用ください。（祝日、年末年始は休み）
█問区民相談グループ☎3981‐4164※予約、相談の詳細は直接各連絡先へ問い合わせてください。

種 類 場 所 日 時 相談員 相談内容等 問い合わせ先（予約先）

豊
島
区
で
行
っ
て
い
る
専
門
相
談
※
対
象
…
区
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
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法律相談
※要事前予約 1回30分以内

区役所本庁舎4階
「相談室408」

毎週月～金曜日 午後1時15分～3時45分
毎月第3日曜日 午前10時15分～午後0時45分 弁護士 土地、家屋、金銭貸借、相続など

の法律問題全般

区民相談コーナー
☎3981‐4164

人権身の上相談 区役所本庁舎4階
「面接・相談室401」 毎月第2・第4木曜日 午後1～4時 人権擁護委員 差別的な扱いや嫌がらせなど、人

権侵害に関すること

行政相談 区役所本庁舎4階
区民相談コーナー前 毎月第2・第4火曜日 午後1時30分～4時 行政相談委員

役所、独立行政法人、特殊法人な
どに関する苦情や意見、要望など
についての相談

青少年相談 東池袋分庁舎 毎週月・金曜日
午前10時～正午、午後1～4時 保護司 青少年の非行防止や健全育成のた

めの相談
更正保護サポートセンター
☎6321‐3517

住宅・不動産相談 区役所本庁舎4階
「相談室409」

毎週水曜日（年末年始、ＧＷ、8月中旬に休みの
場合がありますので、問い合わせてください。）
午後1～4時

宅地建物取引士 住宅・不動産に関する相談 住宅相談グループ
☎3981‐2683

消費生活相談
区役所本庁舎4階
消費生活センター 毎週月～金曜日 午前9時30分～午後4時 消費生活相談員

商品購入や契約のトラブルなどの
消費生活に関すること

消費生活センター
☎3984‐5515

債務整理等相談
債務整理などの多重債務に関する
ことは、状況により弁護士の法律
相談を案内します。

中小企業の資金・起業・経営
相談

区役所本庁舎7階
としまビジネスサポ
ートセンター

毎週月～金曜日 午前9時30分～午後4時30分
金融相談員

ビジネスコーディネーター
創業相談員など

金融、起業、創業、経営、販路拡
大など

としまビジネス
サポートセンター
☎5992‐7022中小企業の労務相談 毎週水曜日 午後1～4時 社会保険労務士 労務管理・雇用保険・労災・年金など

中小企業の税務相談 毎週水曜日（平成29年2月22日、3月1・8・
15日は休み） 午後1～4時 税理士 税務・会計など

ビジネスなんでも相談
※1回1時間以内

中央図書館
ビジネス支援コーナ
ー

毎週木曜日 午後6～9時
毎週土曜日 午前10時30分～午後4時30分
（休館日、祝日、5月7日、平成29年1月5・
7日を除く）終了時刻の30分前までに来館。

中小企業診断士 経営相談、起業・創業相談など
中央図書館
企画調整グループ
☎3983‐7861

女性の法律相談
※要事前予約 1回30分以内

生活産業プラザ2階
男女平等
推進センター
（エポック10）相談室

毎月第1金曜日 午後1時30分～4時30分
毎月第3金曜日 午後6～9時 弁護士 女性弁護士による夫婦、親子、離

婚、相続、セクハラなどの相談
男女平等推進センター
（エポック10）
☎3980‐7830
※相談日が祝日の場合は別
の日に振り替えて実施し
ますので問い合わせてく
ださい。

女性のこころ相談
※要事前予約 1回50分以内

毎月第2水曜日 午後1時30分～4時30分
毎月第4火曜日 午後6～9時 臨床心理士 女性臨床心理士による生き方、人

間関係、家族関係などの相談
女性のDV相談
※要事前予約 1回50分以内
※空きがあれば当日対応可能

毎月第1水曜日 午後6～9時 カウンセラー 女性カウンセラーによる夫やパー
トナーからの暴力などの相談

家庭相談
※要事前予約

区役所本庁舎4階
子育て支援課 毎週火・木曜日 午後1～5時 家庭相談員 夫婦、親子、嫁姑、扶養など家庭

内の問題に関する相談
子ども家庭・女性相談グル
ープ☎3981‐2119

種 類 場 所 日 時 相談内容等 問い合わせ先（予約先）

各
団
体
で
行
っ
て
い
る
専
門
相
談

事業と暮らしの専門家合同相談（弁護士、
司法書士、税理士、社会保険労務士、行政
書士、中小企業診断士、建築士、不動産鑑
定士、土地家屋調査士、弁理士、公証人）

区役所本庁舎4階
「面接・相談室401」

毎週月・金曜日
午後1～4時※受付終了時間
…午後3時30分

事業や日常生活の中で生じるあらゆる
問題について、複数の専門家がチーム
で相談を受けます。

豊島区専門家合同相談事業
運営協議会事務局
☎080‐4927‐6487

許認可・遺言・相続・成年後見・外国人在
留・各種法律書類作成の相談

毎月第2水曜日
午後1～4時

官公署へ提出する書類（許認可など）の
作成や手続きに関する相談、権利義務
に関する書類（遺産分割協議書、遺言
書、契約書、内容証明など）の作成に
関する相談

東京都行政書士会豊島支部
☎0120‐959‐193

税金相談
※要事前予約

毎月第2・第4土曜日
午前9時30分～正午 税務全般、または経営に関する相談 東京税理士会豊島支部 ☎3983‐2478

住まいの増改築相談
毎月第1・第3木曜日
（1月は休み）
午前10時～午後3時

住宅の増改築、修繕工事、耐震などに
関する相談

豊島区住宅相談連絡会事務局
東京土建豊島支部
☎0120‐309‐379

登記などの法律相談 毎月第2水曜日
午前10時～正午

相続・贈与・売買・抵当権・会社設立
その他登記手続き、借地・借家、裁判
書類作成、成年後見の相談

東京司法書士会豊島支部 ☎3980‐4246

建築設計・工事監理・耐震診断などの相談
※要事前予約 1回40分以内

毎月第1・第3土曜日
午前9時30分～午後0時30分

一級建築士などによる建築設計・工事
監理・耐震診断などに関する相談

東京都建築士事務所協会豊島支部事務局
小山設計 ☎3984‐2448

土地・建物の測量・関係調査・登記の相談 毎月第3水曜日
午前10時～正午

お隣との境界が不明で確定したいなど
の土地の境界問題、測量、登記、建物
新築、増築、取り壊しの登記の相談

東京土地家屋調査士会豊島支部
☎3980‐1336

年金・労務相談
※要事前予約

区役所本庁舎7階
としまビジネス
サポートセンター

毎月第3火曜日
午後1～4時 年金全般、労務相談

（一社）豊島産業協会 ☎3981‐1540
労働保険相談
※要事前予約 生活産業プラザ7階 毎週月～金曜日

午前9時～午後5時 労働保険全般

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）
参
加
者

募

集 ～樹木に親しむ5月のイベント～

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 5月1日号 No.1689 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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