
国際アート・カルチャー都市としま
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国際アート・カルチャー都市実現の応援団に参加しませんか
「豊島区国際アート・カルチャー特命大使」を公募します

　いま豊島区は、東京オリンピックパラリンピック競技大会を見据え、「まち全体が舞台の誰もが
主役となれる劇場都市」に生まれ変わろうとしています。そして今後この都市構想を着実に推進し
ていくためには、区民のみなさんの参加がぜひとも必要になります。
　そこで、区民の区民による最強の応援団として「特命大使」を設置しました。すでに900名以上
の方が特命大使として活動しています。ぜひ、国際アート・カルチャー都市の実現にご協力くだ
さい。

電話かファクスかEメールで「国際アート・カルチャー都市推進グループ☎4566 - 2753､
3980 - 5160、　 A0014400@city.toshima.lg.jp」へ。

特命大使に
なると 国際アート・カルチャー都市プロデューサー第 1の矢

国際アート・カルチャー都市懇話会第 2の矢

国際アート・カルチャー特命大使第3の矢

国際アート・カルチャー都市構想を
実現する

を“3本の矢”

んかんか

・特命大使専用の名刺をお渡しします。国際アート・カルチャー都市構想の情報発信や
　普及にご利用ください。
・毎月開催する「国際アート・カルチャーフォーラム」にご参加いただけます。
・都市構想関連事業などに参加するために、区内のイベント情報を定期的にお知らせします。
※活動経費にあてるため、年間5,000円の実費負担が伴います。

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
「未来戦略推進プラン2016」を策
定しました

「未来戦略推進プラン」は平成27年
度に策定した「豊島区基本計画2016
‐2025」の実施計画として、毎年度
に実施する施策や事業の内容を具体
的に示すものです。策定にあたって
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
からいただいたご意見を反映させて
います。
●閲覧できます
「未来戦略推進プラン2016」の全文
とお寄せいただいたご意見および区
の考え方は、企画課、行政情報コー
ナー、区民事務所、図書館、区ホー
ムページで閲覧できます。プラン掲
載の冊子は行政情報コーナーで購入
できます（「将来像編」500円、「計画
事業編」300円）。
█問未来戦略推進第1・第2グループ
☎4566‐2512

国保・税システム停止による総合
窓口課の取扱業務変更のお知らせ

5月21日㈯・22日㈰、6月4日㈯
・5日㈰はシステム停止のため、総
合窓口課での国民健康保険業務（保
険証の発行など）および税務業務（税
証明の発行など）の取扱いができま
せん。
転入された方の新しい保険証は、
後日簡易書留で郵送します（前住所
で国保に加入していた方のみ）。上
記期間中も、一部の税証明書は自動
交付機で発行します。詳細は区ホー

ムページを確認してください。
█問コールセンター☎3981‐1111（当
日のみ）、国民健康保険課資格・保
険料グループ☎4566‐2377、税務課
庶務グループ☎4566‐2351

企業の倒産・解雇などにより国
民健康保険に加入した方へ
保険料の軽減措置があります

◇対象者…①②ともに該当する方。
①平成23年3月31日以降に離職し、
離職時の年齢が65歳未満である（平
成28年度の保険料軽減は平成27年3
月31日以降の離職日が対象）、②雇
用保険受給資格者証の離職理由コー
ドが11・12・21・22・23・31・32・
33・34である。
◇申請方法…「雇用保険受給資格者
証（原本）」と「国民健康保険被保険者
証」を国民健康保険課窓口へ持参。
◇軽減期間…離職日の翌日の属する
月から、その月の属する年度の翌年
度末までの期間※国民健康保険に加
入中は、途中で就職しても引き続き
対象となりますが、会社の健康保険
に加入するなど国民健康保険を脱退
すると終了します。また、この軽減
制度は離職者の給与所得を100分の
30として計算します。詳しくは問い
合わせてください。
█問当課資格・保険料グループ☎4566
‐2377

国民健康保険料の支払いは口座
振替でお願いします

口座振替にすると保険料の納め忘
れがなく、コンビニや金融機関に行
く手間がかかりません。
◇申込み方法
�ペイジー口座振替受付サービスで
の申請…申込みの翌月期分から振替
開始。国民健康保険課か区民事務所
窓口に「サービス対象金融機関のキ

ャッシュカード」と「国民健康保険の
保険証」を持参。
�口座振替依頼書での申請…申込み
月の2か月後から振替開始。「保険
証または納付書」・「通帳届出印」・
「口座番号、支店名などがわかるも
の（預（貯）金通帳など）」を持参のう
え、当課窓口へ。郵送を希望する場
合は、当課へ連絡。依頼書を郵送す
るので、必要事項を記入し、返送し
てください※約3か月以内に国民健
康保険をやめる予定がある世帯など、
対象外となる場合があります。
◇引き落とし…毎月末日（金融機関
等の休業日の場合は翌営業日）。
◇領収書・通知書…領収書は発行さ
れません。毎月の引き落としは、通
帳記帳で確認してください。毎年12
月中旬に、その年の1月から12月に
口座振替された保険料の金額や総額
を、「国民健康保険料 口座振替済
みのお知らせ」（圧着はがき）で通知
します。
█問当課資格・保険料グループ☎4566

‐2377

平成28年度の「心身障害者福祉
タクシー券」について

500円券と100円券の2種類があり
ます。判別しやすいように、これま
では100円券の右下角をカットして
いましたが、当年度は100円券の右
下に丸い穴をあける仕様に変更しま
した。従来どおり右下角をカットし
ても使用できます。カットすること
が難しい方や、不明な点がある方は
連絡してください。
※平成29年度は、従来どおり右下角
のカットに戻す予定です。
█問障害福祉課障害者在宅支援グルー
プ☎3981‐2141█FAX3981‐4303、東部
障害支援センター☎3946‐2511█FAX
3943‐9763、西部障害支援センター
☎3974‐5531█FAX3959‐8260

豊島区は、「平成28年熊本地震」の被災地に対し、既に職員派遣や支援物
資の輸送を行なうとともに、義援金募集などを開始しています。こうし
た人・物の支援に加えて、復興に向かうための心の支援が必要であると
考え、熊本市のシンボルであり市民の精神的な支柱である熊本城の修復
のための支援金を、広く区民の皆さんに募ります。
◇受付期間…6月30日㈭まで。
◇受付方法
①募金箱…区役所本庁舎、区民事務所、区民ひろば、図書館、区民セン
ター、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「普通預金
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があります。
③窓口受付…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

納付忘れはございませんか？
今一度ご確認ください。5/21 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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「熊本城修復豊島区支援金」募金
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５月31日 はは 世界禁煙デー
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福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます 講演・講習講演・講習

介護保険負担限度額認定証の申
請について

介護保険施設入所者およびショー
トステイ利用者の居住費（滞在費）と
食費は、所得に応じた負担限度額が
設けられており、以下の要件に該当
する方は、申請により負担額が軽減
されます。
◇軽減要件…①～③すべてに該当す
る方。①世帯全員が住民税非課税で
あること、②住民票上、別世帯の配
偶者でも住民税非課税であること、
③預貯金、有価証券、投資信託、金
・銀および現金などの資産が単身
1，000万円以下、夫婦で2，000万円以
下の方。
※8月からは利用者負担段階の判定
に非課税年金（遺族年金、障害年金）
収入も含めます（利用者負担段階が
第2段階で、非課税年金を一定額受
給されている方は、利用者負担段階
が第3段階になる場合あり）。
※平成27年度「介護保険負担限度額
認定証」をお持ちの方も更新の手続
きが必要です。申請書は5月末まで
に郵送します。
◇申請方法…申請書、被保険者証、
通帳の写しなど資産のわかるものと
印鑑を持参し、介護保険課給付グル
ープ窓口へ（郵送も可）。
詳しくは問い合わせてください。
█問当課給付グループ☎3981‐1387

平成28年度国主催慰霊巡拝参加
者の募集

◇実施予定地域…沿海地方、東部ニ
ューギニア、硫黄島、ビスマーク・
ソロモン諸島、マリアナ諸島、ミャ

ンマー、フィリピン
◇対象…実施地域の戦没者の遺族
（配偶者〈再婚した者を除く〉、父母、
子、兄弟姉妹。参加する子と兄弟姉
妹の配偶者、孫、甥、姪）。詳しく
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

「選挙のお知らせ」に点字シール
を貼ります

今年の夏に執行予定の参議院議員
選挙の「選挙のお知らせ」に、点字シ
ールを貼ることができます。必要な
方は申請してください。以前申請し
た方は、再度の申請は不要です。
█申電話で6月10日までに選挙管理委
員会事務局☎4566‐2821へ。

児童手当・児童育成手当の平成28
年度現況届を提出してください

法令などの定めにより、6月以降
の手当継続受給者となる全員の方に
現況届を提出してもらい、受給要件
の確認をします。対象の方には5月
30日頃、現況届および必要な添付書
類などのお知らせを発送します。
◇提出方法…現況届に必要事項を記
入し、6月30日㈭までに郵送か持参
で子育て支援課児童給付グループへ。
※現況届の提出がないと、平成28年
6月分以降の手当の受給に影響が出
ます。
※平成26・27年度現況届を提出して
いない方は、時効により手当受給の
資格が消滅となる場合がありますの
で、至急提出してください。
█問当グループ☎3981‐1417

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾や受験などの費用について、
一定所得以下の世帯に、無利子で貸
付け、中学3年生・高校3年生とそ
れに準ずる子どもの学習意欲をサポ
ートする東京都の事業です。高校・
大学などへ入学した場合、返済が免
除されます。
◇内容…学習塾など受講料貸付、受
験料貸付
◇対象…借入申込者は世帯の生計中
心者で都内在住1年以上（収入要件
や連帯保証人などの諸条件あり）
█問くらし・しごと相談支援センター
☎4566‐2454※申請には、条件確認
用の書類の提出が必要。平成29年2
月3日までに相談してください。

離乳食講習会

6月7日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇お口の機能の発達
と虫歯予防、発達に合わせた離乳食
の進め方と調理のポイント◇離乳食
の開始（5～6か月）から完了期食の
乳児の保護者◇30名
█申電話で当健康相談所☎3957‐1191
へ。要予約※先着順。

すくすく子育てセミナー「子ども
と父親～仲良しのコツとは？～」

6月18日㈯ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇お父さんの参加も大
歓迎。我が子の長所をキャッチする
優しいアドバイス。茶菓子付き◇プ
レママと小学生までの子どもの保護
者◇30名◇300円█保6か月以上小学
生まで。30名。要予約█申ファクスか
E メールで「家庭倫理の会█FAX3973‐
8991、█EMkatei.rinri.toshima@gma
il.com」へ※先着順。
█問当会 根目沢☎080‐6544‐0345

マイナンバーの通知カードをま
だ受け取っていない方へ

「宛所なし」や「保管期間満了」など
の理由で、郵便局から区へ通知カー
ドが戻って来ています。平成27年10
月4日以前から区内在住の方の通知
カード受取りは、6月30日で終了で
す。7月からは再交付となり、手数
料500円がかかります。まだ受け取
っていない方は総合窓口課窓口で必
ず手続きをしてください。
█問住民記録第1・第2グループ☎
3981‐4782

平成28年度
「豊島区就職プロジェクト」

豊島区就職プロジェクトは、区が
行う若者就職支援事業です。
30歳未満の若者就職・転職希望者
と平成29年3月卒業予定の方の就職
活動を支援します。合同企業説明会
などの企業との出会いの場や、就職
・転職成功のためのセミナー、企業
見学ツアー、情報交換会など、多様
なコンテンツで皆さんの就職活動を
応援します。
詳細は豊島区就職プロジェクトホ
ームページ█HPhttps : //www.toshi
ma - shukatsu.
com/参照。
█問豊島区就職プ
ロジェクト運営
事務局 ㈱学情
☎5777‐2931

「人権身の上相談室」を開設します

6月1日㈬ 午後1～4時 区役
所本庁舎8階803会議室◇「人権擁護

委員の日」に、区の人権擁護委員が
お受けします█申当日直接会場へ。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

アスベスト分析調査の助成金制
度をご利用ください

飛散性のアスベストが使われてい
るかを確認する分析調査に対して、
今年度も引き続き助成を行ないます。
◇対象…区内建築物の所有者、区内
分譲共同住宅の管理組合。
◇助成内容…建物一棟につき1回、
上限25万円まで。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

6月19日㈰ 午前11時～午後2時
中池袋公園※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◇30店
舗（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）◇
1，000円█申往復はがきで6月9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。
█問ハローフリーマーケット 笈川☎
3973‐5824

夏休みぜん息児水泳教室

8月2日㈫～5日㈮ 午前9時～
正午 雑司が谷体育館◇ぜん息や自
己管理について学び、水泳を通して
心身を鍛える。水泳時も医師・看護
師の健康管理あり◇気管支ぜん息を
お持ちの区内在住の小学1年生～中
学3年生◇50名◇ロッカー代自己負
担。
█申電話で6月15
日までに公害保
健グループ☎
3987‐4220へ※
先着順。

第1回景観審議会

5月26日㈭ 午後2～4時 区役
所本庁舎5階507・508会議室█申当日
直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

豊島区行政情報公開・個人情報
保護審議会

5月31日㈫ 午後5時から 区役
所本庁舎5階507会議室█申当日直接
会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第171回都市計画審議会

6月2日㈭ 午後1時30分から
区役所本庁舎9階第一委員会室█申当
日直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

池袋めんそ～れ祭り
in サンシャイン60通り

5月29日㈰ 午前10時15分～午後
1時30分 サンシャイン60通り※荒
天中止◇沖縄を感じさせるエイサー
などのパフォーマンスイベントを開
催█申当日直接会場へ。
█問サンシャイン60通り祭り実行委員
会☎3989‐3317

街の生きものさがしウォーキン
グツアー

6月4日㈯※雨天の場合は5日㈰
午前10時～11時30分 南長崎はらっ
ぱ公園周辺◇街なかで、昆虫や野鳥
など季節の生きもの、植物を探しな
がら散策し、解説を受けて、記録を
残す◇小学3年生以下は保護者同伴
◇20名
█申電話かファクスかＥメールで「環
境政策課環境計画グループ☎3981‐
1597、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

京葉旭会第6回筑前琵琶演奏会

6月6日㈪ 午後1時（午後0時
30分開場） 東京芸術劇場◇ゲスト
…上原まり、水藤桜子◇280名◇全
席自由2，000円█申当日先着順受付。
█問京葉旭会 藤巻☎3957‐7432

レインボウ21サントリーホールデ
ビューコンサート2016東京音楽大
学プロデュース「プーランクの横
顔～そのとき彼が見たもの～」

6月8日㈬ 午後7時開演（午後
6時20分開場） サントリーホール
ブルーローズ（港区赤坂1‐13‐1）
◇曲目…全曲プーランク作曲作品、
出演…本学学生（一部卒業生）◇384
名◇全席自由2，000円
█申電話で当大学演奏課☎3982‐2496
へ※先着順。

にゅ～盆踊りの盆踊りリーダー
「しゃ～隊」募集

7月3日㈰・6日㈬・9日㈯・12
日㈫・14日㈭のいずれか1日 区内
8会場◇夏の風物詩「にゅ～盆踊り」
の事前ワークショップに参加して当
日会場を盛り上げる。会場など詳細
は、あうるすぽっとホームページ█HP
http : //www.owlspot.jp/参照◇
各会場30名◇一般1，000円、区民割
引（在住、在勤、在学の方は500円）
※区内在住の、65歳以上と小学生以
下は無料█申往復はがき（4面記入例
参照。希望会場、日時、参加種別
〈一般／区民割引〉、ワークショップ
参加経験の有無と回数も記入）で「〒
170‐0013 東池袋4‐5‐2ライ
ズアリーナビル3階 あうるすぽっ
とにゅ～盆踊り係」へ。当施設ホー
ムページから申込みも可※先着順。
█問当施設☎5391‐0751

景観まちづくり
キックオフイベント記念講演会

6月9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）◇福井県立大学学長／進士 五
十八氏による『「景観まちづくり」の
すすめ』と、「豊島区景観計画につい
て」の二本立て◇100名
█申電話かファクスかＥメールで6月
3日午後5時までに「都市計画グル
ープ☎4566‐2632、█FAX3980‐5135、
█EMA0022603@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。

親子DEダンス教室（全10回）

6月19日、7月10・24日 日曜日
※第4回以降未定 午前10時～11時
30分 東京芸術劇場ほか◇子どもと
保護者のストリートダンス教室。10
月29日㈯はイベント出演。講師…N
PO法人Wa-shoi理事長／田嶋つと
む氏、twinkle SMILE代表／柿沼菜
梨氏◇区内在住の5～10歳の子ども
と保護者（2名1組）。全回参加でき
る方◇20組◇1組13，000円（10回分）
◇運動のできる服装、上履き、水を
持参█申ファクスで6月5日までにN
PO法人Wa-shoi█FAX3957‐2654へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問当法人 芝崎☎080‐5377‐2664

みらい館大明

①パソコン教室…ⓐ6月8日㈬／見
栄えのよいチラシ作成（ワード2013
入門）、ⓑ15日㈬／チラシに表や写
真の挿入、ⓒ16日㈭／初めての文字
入力（パソコン体験）、ⓓ22日㈬／チ
ラシに図形を入れて華やかに
ⓐは午前10時～午後5時、ⓑⓒⓓ
は午後1～5時◇ⓐⓑⓓは文字入力
・マウス操作できる方、ⓒは初心者
◇各20名◇ⓐ4，500円、ⓑⓒⓓ3，000
円
②文化講座「池袋につどった絵かき
たち」（全2回）…6月10・17日 金
曜日 午前10時～正午 �第1回／
熊谷守一美術館31周年展を見学（現
地集合）、�第2回／講座「池袋につ
どった絵かきたち」。講師…区学芸
員◇20名◇1，000円（入館料含む）
③子どもモノづくり学校「～造形作
家さんとつくる～紙コプターを作ろ
う！」…6月19日㈰ 午後2～4時
◇着ぐるみなどを作るプロに教わる
工作教室◇小学生以下の子ども◇15
名◇1セット500円
█申いずれも電話かＥメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接当館窓口
申込みも可※先着順。

禁煙は何歳から始めても効果があります。ご自身、ご家族の健康のため、この機会
に禁煙について考えてみませんか？
たばこの煙の有害物質は体内に入ると血液に溶け、全身を回り、様々な病気や障害
の原因になります。咽頭がん、肺がんや心臓病、脳卒中などを引き起こすリスクを
高めます。
◇COPD（慢性閉塞性肺疾患）…COPDは、たばこ煙を主とする有害物質を長期に
吸入することで生じた肺の炎症疾患で、せき・たん・息切れの症状がみられ、ゆっ
くりと呼吸障害が進行します。患者の90％が喫煙者です。
◇ニコチン依存症…禁煙が難しいのは意思が弱いからではなく、習慣による「心理
的依存」とニコチンによる「身体的依存（ニコチン依存症）」によるものです。
◇「ニコチン依存症」の治療…�禁煙外来／保険適用は一定の条件を満たす必要があ
ります。受診前に必ず医療機関に問い合わせてください、�禁煙補助薬（パッチ、
ニコチンガム、内服薬）／ニコチン切れの症状を軽くします。医療機関、薬局など
で購入できます。医師、薬剤師などに相談してください。
█問池袋保健所健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174、長崎健康相談所保健指導
グループ☎3957‐1191

●「禁煙レストランとしま」登録店募集
店内全面禁煙の飲食店を「豊島区受動喫煙防止対策推進店」と
して登録します。店頭に登録ステッカーを提示していただく
と共に区が登録店情報をホームページなどで公開します。
◇第1次対象地区…南池袋1～3丁目、東池袋1・3・4丁
目※対象地区は順次拡大予定。
█問地域保健課がん対策・健康計画グループ☎3987‐4243

平成27年、新たに東京都に報告された HIV 感染者・AIDS
患者を合わせた数は435件で4年ぶりに減少しました。しか
し、20歳代と30歳代が65．2％と多くの割合を占めています。
HIV の感染は血液検査でわかります。HIV 感染の早期発

見が大切で、早く治療を開始すればAIDS の発症を遅らせた
り、症状を軽くしたりできます。
池袋保健所では、毎月 HIV 検査（血液検査）や相談を匿名

・無料で実施しています。6月は検査当日に結果がわかる即
日検査日を設けています。HIV 感染が心配な方、特に20歳
代を中心とした若年層の方には、ぜひこの機会に検査をお勧
めします。
また、池袋保健所1階にある AIDS 知ろう館（平日午前9

時～午後5時。年末年始は休館）では、HIV や AIDS に関す
る資料を取り揃えています。AIDS の起源や歴史、ウイルス
についての最新の考え方が書かれた本も自由に閲覧できます。
興味のある方はぜひお越しください。
●即日検査（匿名・無料）※要予約
6月13日㈪ 午後1時30分
～2時30分（結果説明は午後
2時45分から） 池袋保健所
2階
█申電話で健康推進課☎3987‐
4244（検査予約専用）へ。
█問当課☎3987‐4174（相談を
含む）

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。

●オープンカレッジ豊島特別受講制度
Ⓐ臨床仏教入門（全5回）…6月2日～11月17日 木曜
日 午後4時30分～6時◇講師…臨床仏教研究所研究
員／吉水岳彦氏◇30名、Ⓑはじめての仏像彫刻入門①
～掌に乗るお地蔵さまを彫ってみよう～（全5回）…5
月27日～7月22日 金曜日 午後5時45分～8時◇講
師…NPO法人仏像彫刻美術院会員／浅葉哲休氏◇10
名、Ⓒあなたにも楽しめる仏像彫刻①～自分のほとけ
さまに会える～（全8回）…5月27日～10月14日 金曜
日 午後5時45分～8時◇講師…NPO法人仏像彫刻
美術院理事長／榎本宣道氏◇12名
区内在住、在学、在勤の方はⒶⒷ5，000円、Ⓒ8，000
円※申込み時に明記（その他の方はⒶⒷ10，000円、Ⓒ
16，000円）。
●書道カレッジ
Ⓓビジネスで差がつく実用書道（基礎コース）（全12回）
…5月25日～平成29年2月22日 水曜日 午後6時20
分～7時50分◇講師…貞香会・東方書道院同人／中村

大如氏◇24，000円◇30名、Ⓔ篆刻実践講座～基礎から
創作まで～（専攻コース）（前・後期各5回）…前期／5
月26日～9月15日、後期／10月20日～平成29年2月23
日 木曜日 午後6時20分～7時50分◇講師…毎日書
道展審査会員／池田光希氏◇通年25，000円、前・後期
各12，500円◇20名、Ⓕ書道に親しむ（スペシャルコー
ス）（全12回）…5月27日～平成29年1月20日 金曜日
午前10時50分～午後0時20分◇講師…大正大学名誉教
授／赤平泰処氏◇24，000円◇30名、Ⓖ般若心経を書く
～仏教書道に親しむ～（全12回）…5月31日～平成29年
3月7日 火曜日 午後1時10分～2時40分◇講師…
天台宗書道連盟理事／奥山元照氏◇24，000円◇30名
オープンカレッジ書道カレッジとも、当大学巣鴨キ
ャンパス（西巣鴨3‐20‐1）◇別途登録料500円█申申
込書（大学配布の冊子巻末）かはがきかファクスかＥメ
ールか当大学ホームページで「〒170‐8470 西巣鴨3
‐20‐1 大正大学オープンカレッジ係、█FAX5907‐
3975、█EMoc@t-map.net、█HPhttp : //www.t-map.n
et」へ。受付終了後、振込用紙を送付※入金先着順。

█問当係�0120‐721‐310（平日午前10時～午後5時）

6月は「HIV検査・相談月間」です！5月31日～6月6日は
禁煙週間です

大 正 大 学

●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

職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

シルバー人材センター

①「入会説明会」…6月17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◇年度会費2，000円※要予約。
②「絵手紙教室」…6月9・23日 木
曜日※7月からは第1・3木曜日
午前10時～11時30分◇20名◇月額
1，000円
③パソコン&iPad教室…�無料体験
教室／ⓐ6月14日㈫ 午後0時45分
～2時15分、�パソコン入門（全4
回）／ⓑ6月3～24日 金曜日 午
後3時～4時30分◇5，500円、�ワ
ードⅠ（全4回）／ⓒ6月4～25日
土曜日 午後3時～4時30分◇
5，700円、�iPad 入門（全4回）／ⓓ
6月7～28日 火曜日 午後3時～
4時30分、ⓔ6月9～30日 木曜日
午後0時45分～2時15分◇ⓓⓔとも
5，800円
いずれもシルバー人材センター

█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ、③はⓐ～ⓔ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。

健康チャレンジ！対象事業
「暑さに向かって、もっと身体
を磨いて！」

6月22・29日、7月6・13日 水
曜日 午後1時30分～3時 駒込地
域文化創造館◇ストレッチやウォー
キングでインナーマッスルを鍛える
◇バスタオルかヨガマット、飲み物
持参。運動ができる服装で参加◇20
名◇各回500円
█申電話でアゼリアダンスステップ担
当 平尾☎3944‐0919へ※先着順。

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。

保育所調理員（非常勤職員）

6月5日㈰に実技・面接選考◇任
期…7月1日～平成29年3月31日
（更新可）█申履歴書（写真貼付）、資格
を証明する書類（写し可）を6月1日
までに当課窓口へ直接本人が持参。
█問総務総括グループ☎3981‐2019

高齢者元気あとおし事業参加者
説明会

6月3日㈮ 午前10～11時 豊島
ボランティアセンター活動室◇指定
された介護保険施設でのボランティ
ア活動を行なう。貯めたスタンプは
換金可◇区内在住で60歳以上の健康
な方◇20名◇健康保険証・運転免許
証など、住所と年齢が確認できるも
のを持参。
█申電話で当センター☎3984‐9375へ
※先着順。

●豊島都税事務所
①「5月は自動車税の納期です」
5月31日㈫までに金融機関、都税

事務所、指定のコンビニエンススト
アで納めてください。ペイジー対応
ATM、インターネット（モバイル）
バンキングやクレジットカードでも
納付可能です。
②「身体障害者手帳などをお持ちの
方へ、自動車税の減免手続はお済み
ですか」
一定の要件を満たす場合、自動車

税・自動車取得税の減免が受けられ
ます。
5月31日㈫まで（新たに自動車を取

得した方は登録の月から1か月以内）
に申請が必要です。
█問①②とも自動車税コールセンター
☎3525‐4066、当事務所☎3981‐
1211（代表）
●国土交通省
「羽田空港の機能強化についての説
明会」
羽田空港の機能強化に伴い、南風
時の到着便の一部が東長崎駅付近の
上空を南北に通過する新飛行経路案
について、パネル展示を行ない、参
加者の質問に答える形式の説明会を
実施します。
6月3日㈮ 午後1～7時 西部
区民事務所、6月5日㈰ 午前11時
～午後5時 南長崎第四区民集会室
█申いずれも当日直接会場へ。
█問国土交通省☎0570‐001‐160

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

◆さくら第一 「春の文化祭～舞
台発表～」…5月27日㈮ 午前10
時～午後3時◇各サークルなどの
舞台発表█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆朋有 「江戸のことば遊び」第1
回…6月3日㈮ 午後2時～4時

え

30分◇江戸文化・浮世繪・タバコ
道具や小物などの専門家を呼び、
浮世繪の尻取唄をうたう。講師…
湯浅淑子氏█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆南池袋 「防災・減災展～備え
あれば憂いなし～」…6月4日㈯
午後1時30分～3時◇講演、起震
車体験、防火衣での記念撮影など。
プレゼントあり█申当日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆千早 「千早まつり」…6月4日
㈯ 午前10時～午後3時30分◇踊
り、楽器演奏、歌の発表、作品展
示。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆高松 「ちょっといいお話」～こ

れも人生～…6月7日㈫ 午後1
時30分～3時30分◇川上弘美作
「椰子の実」、藤沢周平作「運の尽
き」ほか。出演…ちょっといいお
話の会█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆椎名町 「歴史講座」…6月24日
㈮ 午後2時～3時30分 南長崎
スポーツセンター会議室◇郷土の
歴史を学ぶ。講師…郷土史家／伊
藤榮洪氏█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆駒込 「パパとスタンプラリー」
…5月28日㈯ 午前10時～11時30
分◇休日にパパと一緒に身体を使
って遊ぶ。ママも大歓迎█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3917‐9873

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆シンデレラコンサート
El Cielo2020ライブ
6月10日㈮ 午前11時～正午
区民センター◇新鋭クラシック四
重奏団による、ピアソラの名曲を
中心としたオリジナルライブ。El
Cielo2020メンバー…桜井大士
（ヴァイオリン）、原永里子（チェ
ロ）、金森基（ベース）、高木梢（ピ
アノ）。曲目…リベルタンゴ、オ
ブリヴィオン、悪魔のロマンスほ
か◇全席指定1，000円※友の会割
引あり。
█申としまみらいチケットセンター
☎3590‐5321へ。
◆地域文化創造館
●駒込 ①【105】親子で作る紙管
こどもイスワークショップ…7月
27日㈬ 午前10時～正午◇区内在
住、在勤、在学の小学校低学年の
子どもとその保護者◇12組24名◇
2，000円◇6月20日必着
●南大塚 ②【507】落語講座～古
今東西落語事情（全4回）…7月21
日・8月4日 木曜日 午後7～
9時、7月29日㈮ 午後7時～8
時30分、8月18日㈭ 午後6時30
分～9時◇区内在住、在勤、在学
の18歳以上の方◇30名◇5，500円
◇6月28日必着、③おおたか静流
の声のお絵かき…8月1日㈪ 午
後3～8時◇4歳以上の方◇30名
◇小学生以下1，100円、一般1，700
円※小学生以下の子どもと、障害

のある方の同伴者は無料（1名ま
で）。申込み時に必ず同伴者名を
記入◇7月11日必着
●雑司が谷 ④【307】夏休み親子
陶芸教室「マグカップと小鉢を作
ろう！」（全4回）…7月23日㈯・
24日㈰・31日㈰、8月6日㈯ 午
後2～4時◇区内在住、在勤、在
学の小学生以上の子どもとその保
護者◇12組24名◇3，000円◇6月
30日必着、⑤【308】親子ペアで体
験！「私の夢はパティシエ」…7月
27日㈬・28日㈭ 午前9時30分～
正午 武蔵野調理師専門学校◇区
内在住、在勤、在学の小学生以上
の子どもとその保護者◇各日10組
20名◇2，000円◇6月30日必着
█申往復はがき（上記記入例参照。
講座の頭の3ケタの番号、親子講
座は保護者と子ども2名分の氏名
と年齢も記入）で各館へ郵送か返
信用はがき持参で窓口申込みも可。
①②④⑤は当財団ホームページか
らも申込み可。③は Eメール█EMe
ntry_minamiotuk@a.toshima.n
e.jp でも申込み可※いずれも応
募者多数の場合は抽選。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込 2‐2‐2）、南大塚☎

3946‐4301（〒170‐0005 南大塚
2‐36‐1）、雑司が谷☎3590‐
1253（〒171‐0032 雑司が谷 3
‐1‐7）

4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）

14日 0．04 0．07 0．05

27日 0．05 0．06 0．05

※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） 5月21日号 No.1691 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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