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国際アート・カルチャー都市としま

4・5面

ほかにも夏のイベント盛りだくさん！2・3面もご覧ください。

原作／ミヒャエル・エンデ　脚本・演出／吉田小夏（青☆組）　音楽・編曲／ザッハトルテ
◇主催…としま文化創造プロジェクト実行委員会(豊島区、豊島区教育委員会、NPO
法人アートネットワーク・ジャパン、NPO法人芸術家と子どもたち)
◇全席指定…前売・当日とも／子ども（小学生以下）500円、中学生・高校生1,000円。
おとな(前売)1,500円・(当日)2,000円　※0歳から入場可能。3歳未満無料(保護者
の膝上の場合。席が必要な場合は有料）◇チケット発売開始…7月2日㈯
●あうるすぽっとチケットコール
 　http://www.owlspot.jp/　☎5391-0516（午前10時～午後7時）

■問 NPO法人アートネットワーク・ジャパン☎5961－5200

子どもに見せたい舞台vol.10　「モモ」
今年は名作『モモ』を、本シリーズ初となる女性の演出家が舞台化します。
この夏、不思議な少女モモと一緒に劇場でひと時を過ごしてみませんか。

HP ※受付開始・当日券の発売／開演の60分前、開場／開演の30分前
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公演スケジュール

目と耳に楽しい、時間を巡る物語

じぶんの心臓の音を聞いたことがありますか？ この、トクン
トクンという音のことを、鼓動と呼びます。時計の1秒と、
心臓のトクン、時を刻むところは似ているけれど、違うもの
のような気もします。時間ってなんでしょう？ モモならば、
知っているかもしれない。さぁ、モモと一緒に、時間の秘
密をみつける冒険にでかけましょう。(演出家の言葉より)

http://toshima-saf.jpHP

みんなの
居場所

フラッと立ち寄れる中高生注目！

コドウ

4・5面4・5面
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夏のイベント大特集
行っ
て、見

て、体験して！

行っ
て、見

て、体験して！

文化
・
芸術

①よみしばい「アラジンと魔法の
ランプ－アラビアンナイトより－」

芝居の楽しさと豊かさを気軽に体感。3人の俳優が何役も演じ分けながら、アラビアンナイトの世界へ皆さんを誘います。
◇演出…倉迫康史、出演… 小林 至、平佐喜子、岩倉真彩　
◇子どもからおとなまで(3歳以下は保護者同伴) ①8月20日土　午前10時30分から　区民ひろば仰高

②8月21日日　午前10時30分から　区民ひろば富士見台
③8月21日日　午後3時から　　　　区民ひろば千早
④8月23日火　午後3時から　　　　区民ひろば高松
⑤8月24日水　午前10時30分から　区民ひろば朝日
⑥8月27日土　午前10時30分から　区民ひろば上池袋
⑦8月28日日　午前11時から　　　区民ひろば南池袋

☎5907-3471
☎3950-6871
☎3959-2281
☎3973-7420
☎5974-0566
☎3576-6916
☎3984-5896

■申 7月4日から電話で各区民ひろばへ※予約優先。当日参加も可。

謎解き
7月23日土～31日日　

◇小学生　■申当日直接各図書館へ。　

①この謎が解けるかな?「図書館タンテイ」

■中央図書館「SOS! 竜宮城救出大作戦！」
乙姫さまからピンチを知らせる手紙が届いた。5つの謎を解いて
呪われた竜宮城から仲間たちを救い出せ！
■問当館☎3983-7861

■駒込図書館「まぼろしの桜をさかせよう！」
クイズを解いて、桜の花びらをゲット！５枚あつめてまぼろしの
桜を咲かせよう！
■問当館☎3940-5751

■巣鴨図書館「じぞうトラベル」
「じぞうトラベル」始めました。いろいろな乗り物に乗って旅をし
よう。行き先は、お楽しみに！
■問当館☎3910-3608

開館時～午後４時30分　各図書館児童コーナー
■上池袋図書館「きえたカミィをさがせ！」
図書館のマスコット、カミィがいなくなっちゃった!?
暗号を解いて、カミィを見つけてね。
■問当館☎3940-1779

■池袋図書館
「めざせ三ッ星タンテイ！～海賊からの挑戦状～」
児童室にちらばる海賊からの問題を解いて、タンテイ
手帳を完成させよう！ 君は何星タンテイかな？
■問当館☎3985-7981

■目白図書館「ムッシュ、タイムマシンにのる！」
ムッシュと一緒に、タイムトラベルに出かけよう！
■問当館☎3950-7121

■千早図書館「海底図書館」
海にはいろんな生きものや、不思議なことがいっぱい。楽しいことを探しにいこう。
■問当館☎3955-8361

■問商工グループ
   ☎4566-2742①毎年好評！ものづくり体験＆見学をしよう

■ 親子で楽しいものづくりの時間♪「夏休み親子伝統工芸教室」

②まちの景観の魅力を再発見！雑司が谷まちあるき学校

工作
・
体験

●友禅体験をしてみよう　◇2,000円
●ハンカチに何でも自由に描いてみよう　◇1,000円
　◇各７組程度　■問土田英彦☎3915-5347
●ハンカチに友禅の色挿しをしてみよう
　◇1,500円◇親子3組6名　■問大久保 紀保☎3986-7037

８月３日水　午前の部…午前10時～正午、午後の部…午後１～３時　生活産業プラザ
◇小学生と保護者◇講座の料金は１名分(材料費)　 ■申電話で各講師宅へ※先着順。

手描友禅
●スツール(背もたれのない椅子）
　を作ってみよう
　◇子ども用1，300円、おとな用1,500円
　◇各６組程度
　■問渡邉 勉☎3951-2890

籐工芸
●親子で作ろう、
　シルバーアクセサリー
　◇子ども…クローバープレート、
　おとな…指輪◇1,500円
　◇各4組　■問島 功☎3973-3014

貴金属  装身具

7月30日土　午前9時30分～正午　都電荒川線「鬼子母神前」集合　区民ひろば南池袋解散
◇雑司が谷のまちを、「としま案内人雑司ヶ谷」と巡り、景観資源を見つけよう。最後はクイズ形式のワークショップ。
鬼子母神堂特別拝観あり。記念品付き◇小学生と保護者(保護者1名あたり子ども3名まで）◇20組※先着順。　
 ■申電話かファクスかメールで「都市計画グループ☎4566-2632、■FAX3980-5135、■EM A0022603＠city.toshima.lg.jp」へ。

■ものづくりの現場を見に行こう！「親子工場見学バスツアー」(小学3・4・5年生向け)

●Aコース…スーパーバッグ㈱(製袋)・㈱関越物産(食品)　
　7月21日木　午前7時45分～午後6時頃　豊島公会堂前集合／池袋解散

●Bコース…大正製薬㈱(医薬品)・㈱ウエマツ(印刷) 　
　7月27日水　午前8時15分～午後4時30分頃　豊島公会堂前集合／池袋解散

いずれも◇昼食付き◇区内在住、在勤、在学の親子(1家族3名まで。
小学生以上)◇1名1,500円（昼食代含む）◇各40名
■申往復はがきで7月12日(必着)までに生活産業課工場見学担当へ。
※応募者多数の場合は抽選。

◇講師…東京都金融広報委員会金融広報アドバイザー／吉田淳子氏
◇区内在住・在学の小学生と保護者◇25組◇貯金箱を持ち帰る袋を持参。
 ■申電話で消費生活センター☎4566-2416へ※先着順。

親子でお金の上手な使い方をクイズ形式で学んでみませんか？ 夏休みの自由課題にピッタリな貯金箱もつくります。
７月30日土　午後２～４時頃　生活産業プラザ　
①お金の大切さと上手な使い方を学ぼう
②二択クイズ「お金博士をめざせ！」
③貯金箱工作。おこづかい帳プレゼント

②消費生活講座「親子で学ぼうお金のはなし～貯金箱づくり～」

はがきなどの記入例
①イベント・コース名
②住所
③氏名(ふりがな)
④子ども氏名・学年
⑤日中連絡できる電話番号
⑥在勤先、学校名など
⑦その他必要事項

①「豊島の森」環境講座  水生生物・昆虫観察

②「いのちの森」夏の自然観察会
　いのちの森で遊ぼう！～はじめての植物標本作り～ 

自然

7月

8月7日日　午前９時30分～11時30分　みらい館大明　
◇小学３年生以下は保護者同伴◇25名

講演会
8月9日火　午後7時～8時30分　
あうるすぽっと

劇場がまちづくりに果たす役割とは？
劇場の構想づくりから運営を通
じて、劇場がまちづくりに果た
す役割を考える。
◇講師…株式会社シアター
ワークショップ代表取締役／
伊東正示氏、ファシリテーター…
髙井真明氏◇300名◇1,000円 
■申ファクスかEメールで「コミュニティ大
学グループ■FAX3981-1577、■EM A0014
606@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。
■問当グループ☎5992-7079

■申電話かファクスかEメールで、①は7月22日②は29日までに「環境事業グループ
☎3981-2771、■FAX3980-5134、■EM A0029180＠city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。

7月31日日　午前9時～11時45分　区役所10階屋上庭園
「豊島の森」など
◇水生生物の観察や昆虫探し、ストーンペインティングなど。
※雨天・強風時は別内容◇小学生と保護者◇40名
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劇場にかける夢
～笑顔あふれるまちづくり～
劇場にかける夢
～笑顔あふれるまちづくり～

いのちの森いのちの森

7月14日木～8月30日火　
あうるすぽっと  ほか

■「おこりんぼ」
　「黄色いクツ下の夢」
　「ア・マノ」　
　7月22日金～24日日　区民センター

■子どもに見せたい
　舞台vol.10「モモ」　
　8月13日土～21日日

演劇やダンス、パフォーマンスまで、家族で楽しめる作品が大集合！ この夏はみんなで文化・芸術にふれよう。
時間など、詳しくは下記カレンダーか、当イベントホームページ　http://www.owlspot.jp/をご覧ください。HPHP

②あうるの街の夏まつり2016

■「Cuerdo-クエルド-」 
　7月30日土、31日日

■バレエノア
　「紙ひこうき」　
　7月26日火、27日水

■あうるすぽっと＋
　大駱駝艦プロデュース
　「はだかの王様」
　8月25日木～28日日

「はだかの王様」「オムツ党走る！」

■「オムツ党走る！」　
　7月23日土、24日日

■問あうるすぽっと☎5391-0751

■近藤良平・コンドルズ「にゅ～盆踊り」
　7月16日土、17日日　池袋西口公園
　毎年恒例の大盆踊り大会です。

■子供のためのシェイクスピア「オセロー」　
　7月14日木～19日火

■あうるのまちのあそびば≪展示≫
　７月15日金～８月30日火
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　区内に２つある中高生センター｢ジャンプ｣は、中高生がつくる、
中高生のための居場所です。職員は、中高生が放課後を自らの
意思でコーディネートできるよう寄り添っています。居場所として
や自主活動の拠点とするために、居心地がよく、来館しやすい環
境・雰囲気づくりを心掛けています。皆さんの｢声」を吸い上げ、
「やりたい｣を形にします。また、中高生の日常に接している福祉
職として、中高生情報を発信し、「中高生のいま」を伝えることで
応援してくれる地域づくり・環境づくりを目指していきます。

中高生センタージャンプの
職員からのメッセージ

ジャンプに行けば、
思いっきり体を
動かせるんだよね。

ジャンプで
おしゃべりしたり、
歌ったりして

過ごすのが楽しいよ。

スタジオもあるし、
バンド練習

ガンバってます！ ジャンプ東池袋
東池袋2-38-10  2階

　いろいろなスポーツを楽しみたいならジャンプ
東池袋です！
　屋上ではバスケやサッカー、ホールではダンス
や卓球、ビリヤードなどができます。
　楽しみ方はスポーツだけではありません。スタ
ジオでバンド練習に打ち込むのもよし。好きな場
所でくつろぐだけでもよし。
　思い思いの時間を過ごすことができますよ。
■問当センター☎3971-4931

体を動かすなら

　「ナナメの関係」だから話せることもある

　6年ほど前から、区の子どもの権利擁護委員として子どもと保護
者を支える仕事をしてきました。事例の大半は乳幼児と小学生でし
たが、普段弁護士として扱う子どもの問題は10代後半がほとんど。
それで悩みをかかえる中高生がこんなに少ないはずはないと感じ、
私からジャンプでの出張相談をお願いしました。弁護士が児童館に
出入りしているのは、全国でもここだけではないでしょうか。
　ジャンプでは子どもたちとおしゃべりをする中で、必ず法律や社
会のしくみに触れるようにしています。裁判のしくみや、弁護士の仕
事、友達とは普段あまり話さないような政治の話などにも興味を
もってくれますよ。また、東池袋では掲示板、長崎では交換ノートを
利用して思いを自由に書いてもらっています。本来、身近な親や先
生がじっくり話を聞ければよいのでしょうが、皆忙しい。そこで「ナ
ナメの関係」と呼んでいる私のような人間の出番になります。　　

　子どもの人生は子どもが主役

　人生の主役は彼ら自身です。たとえば親が離婚することになった
とき、どちらについていくのか、私は子どもの意見に耳を傾けます。
それは時にベストな選択ではないかもしれません。でも大人からの
押しつけではなく、自分の気持ちを尊重してもらえたという体験が
重要であり、つまずいても主体的に次の一歩を踏み出せるのです。
　そのように子どもたちの気持ちに共感し、彼らの代弁者となって
人生をサポートするのが、弁護士である私の役割だと考えていま
す。子どもたちには、法律とはルールで縛るためのものでなく、一人
ひとりが大切な人間として扱われるためにあるんだよ、自分を大切
にするんだよと折に触れメッセージしています。そういう意味でも、
ジャンプが自分らしく振る舞える心の居場所となるよう、弁護士と
して、また一人の大人としてお手伝いしていきたいと思います。

弁護士が出張相談
自分を大切にするんだよ、

と伝えています

山下敏雅さん 弁護士。豊島区子どもの権利擁護委員。
3年前から月に1回、ジャンプ東池袋、
ジャンプ長崎で出張相談を行なっている。

本をきっかけに
おもしろい出会い
があるよ。

みらい館大明ブックカフェ
池袋3-30-8

　みらい館大明ブックカフェは文字どおり、小説やマンガをはじめとした数千
冊の本のなかで、落ち着いた時間を過ごすことができる場所です。
　また、高校生だけでなく、20代までの色々な人がつどい、交流していくな
かで新しい発見に出会えるようなイベントも開催しています。
　詳しくは当サイト　http://taimeibookcafe.netを参照してください。

◇開設日…月～木曜日／午後４～8時、土・日曜日、祝日／午後1～6時
■問当館☎3986-7186

本を読んだり、おしゃべりしたり

HP

「ライフデザインカフェ」聞いてみたいよ先輩に
気になるけれどなかなか聞けない仕事のことを聞いてみる会。

作業日 持ち寄ったアイデアや活動を経験豊富なコーディネーターと共有
しながら、新しいヒントや仲間とも出会える交流会

ジャンプ長崎
長崎2-24-13

　ジャンプ長崎でできること。
　1階の調理室では食事やお菓子が作れるし、
図書コーナーや多目的室では飲食も、マンガを
読むこともできます。
　2階の音楽スタジオでは楽器の練習や、静か
な時間を過ごせる学習室などもあります。
　訪れた中高生一人ひとりの居場所を用意して
います。
　フラッと来て、何か思いついたら
やってみる。そんな使い方は
いかがでしょうか？
■問当センター
☎3972-0035

のんびりするだけでも

自習室は静かで
勉強がはかどるので、
いつも利用しています。

ジャンプって
場所があること、

先輩に教えてもらうまで
知らなかったよ。

初めて
挑戦したピザ作り。
どんな味か、
ちょっとドキドキ。

学校が終わったら
ジャンプに集合！

みんなの居場所
フラッと立ち寄れる

豊島区には、中高生がフラッと立ち寄れる居場所があります。

バンド練習やスポーツに打ち込んだり、勉強をしたり、

あるいは何となく時間を過ごしてみたりと、過ごし方は自由自在。

日常の居場所としてジャンプやみらい館大明で、

思い思いの時間を過ごしてみませんか？
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2016 としまエコライフフェア
７月23日㈯　午前10時～午後４時　としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
いろいろな企画や展示が盛りだくさん。楽しみながら、環境にやさしい暮らしについて考えてみましょう！
■問環境事業グループ☎3981-2771

夏休みの
自由研究の
ヒントに！

役立つ
エコ情報！

展示・ワークショップなど
～見て・聞いて・感じてエコ体験！～

展示９団体、ワーク
ショップなど８団体
が出展。
スタンプラリーで
プレゼントを差し上げます。
ブースを回ってスタンプを集めましょう！

区役所10階屋上庭園「豊島の森」
観察ツアー

●集合時間…第1回／午前10時、第2回／午前11時30分
※雨天・強風による「豊島の森」
閉園の場合は中止。
◇講師の解説を聞きながら植
物や生きものなどを観察。各回
30分程度◇各回15名
◇帽子・虫よけを持参。
■申集合時間までに当フェア会場
の受付前へ※当日先着順受付。

としまグリーンウェイブ2016　
標語　入賞作品展

｢緑化の推進｣と｢生物多様性の保全｣をテーマに募集した、標語の
入賞作品を展示します。

「いのちの森」苗木の配布

◇当フェア会場のスタンプラリーでスタン
プを3個以上集めた方にプレゼント。
◇苗木の種類…クチナシ、ジンチョウゲ、
マンリョウ、センリョウ、ナンテン(各種
100本)※各回1名3本まで。各回半数ず
つ在庫を分けて配布。なくなり次第終了。
■申当日直接会場へ。マンリョウ

ジンチョウゲ

●配布時間…第1回／午前10時30分から、第2回／午後2時から

絵画、書などの障害者アート(パラアート)作品を国内外から集めて、
国際展を開催。専門家により審査・選出された約140点を展示します。
ぜひご覧ください。　■申当日直接会場へ。

2016
パラアートTOKYO
日・中・韓

3カ国を中心とした国際交流展
７月15日㈮～19日㈫　午前10時～午後6時
（15日は午前11時から、19日は午後2時まで）
としまセンタースクエア（区役所本庁舎１階）

新たなアート分野として注目されている障害者アート。その活動の多
様化につなげるシンポジウムです。
◇司会…元NHKエグゼクティブアナウンサー／古屋和雄氏◇150名
■申ファクスかEメールで｢(公財)日本チャリティ協会■FAX3359-7964、
■EM info@ paraart.jp｣へ※先着順。

シンポジウム「障害者アートの未来」
７月16日㈯　午後2～ 4時

区議会本会議場(区役所本庁舎８階)

■問障害福祉課政策推進グループ☎3981－1766

「ジェットシェル号」久保貴寛 「ムカシクジラの家族」七海進治

今回のマルシェプラスは、キャンプや海、お祭り
などの｢夏｣がテーマ。かわいいハンドメイド小物
や雑貨、パン・焼き菓子などを販売します！
■問障害福祉課施設支援グループ☎3981-1786

8月4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)

ほかにも
いろいろ

施設ごとに魅力ある作品が勢ぞろい！
ぜひ、お気に入りのひとつを見つけにきてください。

•縁日の定番、わたあめや射的
•ワークショップ｢親子でくるみボタンのヘアアクセサリー作り｣
•ほっと一息カフェコーナー　•ライブペインティング

はあとの木マルシェ＋（プラス）
～GO!GO!Heartフェス～

｢はあとの木｣は、区内９か所の障害福祉施設が
発信するハンドメイドの雑貨ブランドです。

開催

いずれも西部子ども家庭支援センター
◇1歳6か月までの子どもがいる母親
（スマイル講座に初めて参加する方）
◇各15名◇スマイルカード１枚につき、１回の参加。

どちらかの講座を選ん
で申込んでください。
◇当日スマイルカード
持参。
■保各15名。要予約。
■申 7月1日㈮午前10時
から電話で当センター
☎5966－3131 へ。直
接窓口申込みも可※先
着順。

●作文コンテスト表彰・発表
区立小・中学生を対象に、「いのち」「社会を明るくする
運動」をテーマに実施した作文コンテストの優秀作文発
表・表彰。

●合唱・演舞・演奏音楽会
合唱／すがも児童合唱団
ギター演奏／中高生センタージャンプ東池袋
冨士元囃子／冨士元囃子連中
楽器演奏／東京音楽大学
■申当日直接会場へ。

7月10日㈰　午後１時30分～４時40分　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

■問子ども課地域支援グループ☎3981-2187

区民のつどい

スマイルカード（平成28年度版）

作文コンテスト表彰の様子

すべての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場で力をあわせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

【行動目標】
●犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組みを進めよう
●犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

●出所者などの事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと
●帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと
●薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること

①｢産後のこころとからだ｣
7月25日㈪　 午後2時30分～ 4時
◇講師…都立大塚病院神経科医師／松井康絵氏

②｢豊かな遊び×ことばの発達｣
8月5日㈮　 午後2時～午後3時30分
◇講師…臨床心理士／五十嵐 元子氏

第66回“社会を明るくする運動” ママのスマイル講座

犯罪のない明るい社会へ 7月は全国強調月間です

この目標に向け、以下の取組みを行ないます。

更生ペンギン
ホゴちゃん

夏休みにバーベキューやキャンプをお考えの
方も多いのではないでしょうか。楽しい野外
での食事ですが、注意したいのが食中毒。夏
は、食中毒菌の活動も活発になります。
生肉や魚介類についている食中毒菌は、増殖
しても外見や味、においは変わらないため、
気づかずに食べてしまうことも。特に乳幼児
や高齢者は、重症化するケースもありますので、
十分に注意しましょう。

●調理・食事をするときのポイント
・肉や魚介類を切った後は、まな板と包丁をよく洗う。
・肉・魚を焼くトングや箸は、盛り付けや食事に使わない。
・生肉や魚介類を触った手指はよく洗う。
・ひき肉や鶏の胸肉などの厚い部分は中心まで十分に火を通す。
・肉が半生焼きのときは、再度しっかり焼いて食べる。

●半生肉料理にも注意
昨年の都内での食中毒発生原因の第２位は、半生肉に付着したカンピロバクターという食中毒菌。
鶏たたきや炙り肉などの食事をなるべく控えることが食中毒の予防になります。

●家庭での予防方法
日頃から整腸作用を持つ乳酸菌が多い食品（ヨーグルト、ぬか漬など）を含む、バランスのよい三度
の食事をとり、食中毒菌に負けない抵抗力をつけましょう。
要冷蔵の生鮮食品や加工食品は、購入後すぐに冷蔵庫などに保存し、開封後は期限にかかわらず
早めに食べましょう。※冷凍保存すると食中毒菌は増えませんが、なくなるわけではありません。

バーベキューの季節 食中毒に注意
～生肉はしっかり焼きましょう～

■問食品衛生担当係☎3987－4177

知っていますか？消費期限と賞味期限の違い

消費期限
どんな
意味なの？

賞味期限

保存方法を守れば、腐敗な
どの心配がなく安全な期限

保存方法を守れば、品質
が良好に保たれる期限

どのような
食品が
対象なの？

精肉、刺身、弁当、惣菜、
調理パン、生菓子類など

冷凍食品、ハム、スナック
菓子類、乳製品など

加工食品は、
保存方法も
よく確認して、
上手に利用
しましょう。

あぶ

出展テーマ 出展団体

窓のリフォームで健康・省エネ！ エコ窓普及促進会

環境と人にやさしいリサイクル石けん！ ヱスケー石鹸㈱

「もしも」のときのトイレを作ろう！ 管路管理総合研究所

部屋が暗い！でも電気はイヤ！
その悩み、解決の秘密は？ スカイライトチューブ関東（㈱牛久工務店）

エアコン稼働中は、ドアを閉めよう！ NPO 法人全国自動ドア産業振興会

エネルギーのスマート化で省エネ・CO2削減を！ 東京ガス㈱北部支店 東京ガスライフバル豊島

しおりづくり NPO 法人東京城北環境カウンセラー協議会

暮らしを支え、未来の環境を創る下水道 東京都下水道局北部下水道事務所

水を大切にする都市を目指して 東京都水道局豊島営業所

家庭の省エネクイズ！ 区環境政策課

ごみの減量と3R 運動の啓発 区ごみ減量推進課

23 区のごみ処理費
なべフライパンなどの回収（出展団体が回収） 豊島・健康と環境を守る会

プールのヤゴ救出作戦 としま生態系環境学習リーダー会

日本の電力のあるべき姿を
いっしょに考えませんか？ としまでエネルギーを考える会

ドングリであそぼう！ 豊島みどりの会

牛乳パックの小物づくり NPO 法人ゆいまある～エコ・創作和紙工芸～

蝶の道プロジェクト 立教大学阿部ゼミナール



「豊島区国際アート・カルチャー都市構想
実現戦略（概要版）」を策定しました

８月から
後期高齢者医療被保険者証が

新しくなります

減額認定証が
８月から新しくなります

後期高齢者医療制度

参議院議員選挙の投票に行こう！
18歳から選挙権！

デパートでもできる期日前投票！
国際アート・カルチャー都市
～都市構想から実現戦略へ～
　昨年の新庁舎竣工に続いて、旧庁舎跡地と豊
島公会堂跡地で、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。
　東京オリンピック・パラリンピック競技大会が
開催される2020年を中間目標に、まさに「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、国際アート・カルチャー都
市懇話会委員の皆さんのご意見を踏まえ、「文
化」「国際」「空間」の３つによる「実現戦略」を策
定しました。
　なお、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
のご意見をお聴きしました。
　「実現戦略」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、概要版は７月１日(予定)から、文化デザイン課、行政情報コーナー、
区民事務所、図書館で閲覧、行政情報コーナーで購入できます。

■問文化デザイン課国際アート・カルチャー都市推進グループ☎4566-2753

　現在ご使用中のオレンジ色の保険証の有効期
限は、７月31日です。８月から使用できる保険
証(藤色)を簡易書留郵便で７月22日以降に送
付します。新しい保険証は、平成30年７月31日
までの有効期間です。手元に届きましたら、氏
名・生年月日・負担割合(表１)などの記載内容
を確認してください。
　なお、自己負担割合を３割負担から１割負担に
変更できる場合があります。(表２)に該当すると
思われる方には「基準収入額適用申請書」を送付
しましたので、申請してください。医療費の自己
負担限度額(表３)についてなど、詳しくは問い
合わせてください。

■問後期高齢者医療グループ☎3981-1332

　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認
定証（以下、減額認定証）をお持ちの方で、８月以
降も対象となる方には、新しい減額認定証を７月下
旬に普通郵便で送付します。

被保険者証受取りの注意点
・簡易書留郵便は郵便受けには投函せず、郵便局員が直接お渡しします(受取り記録の
ため)。
・確実に届くよう、郵便受けに名前の表示をお願
いします。
・不在の場合は、「郵便物お預かりのお知らせ」を
置いて郵便局に持ち帰り、一定期間(約一週間程
度)保管します。その間に郵便局へ連絡し、受け
取ってください。
・保管期間が過ぎると区に戻されます。
※「転送届」を出していても転送されませんので注
意してください。

●現役並み所得…（表1）参照。ただし、昭和20年1月2日以降生まれ
の被保険者及び同じ世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合
計額が210万円以下であれば、所得区分は「一般」となります。
●区分Ⅱ…世帯の全員が住民税非課税であって、区分Ⅰに該当しない方
●区分Ⅰ…世帯の全員が住民税非課税であって、世帯全員の年金収入
が80万円以下（その他所得がない）の方または老齢福祉年金受給者

投票所…詳しくはご自宅に届く「選挙のお知らせ」を
確認してください※変更になった投票所があります。

住所に関係なく、区内５か所いずれでも投票でき
ます。

●区役所本庁舎8階
　7月9日㈯まで　午前8時30分～午後8時
●東部・西部区民事務所
　7月3日㈰～ 9日㈯　午前8時30分～午後8時
●西武池袋本店(7階南B－11特設会場)
　7月3日㈰～ 9日㈯　午前10時～午後8時
●東武百貨店池袋本店
　(5階2番地　イベントルーム)
　7月3日㈰～ 9日㈯　午前10時～午後8時

（表1）自己負担割合

自己負担の
割合

1割

3割

一般
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員が
いずれも145万円未満の場合

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に
145万円以上の方がいる場合

現役並み所得

所得区分
平成28年度住民税課税所得
（平成27年中の所得から算出）

（表3）1か月の自己負担限度額

負担割合

3割

1割

一般

区分Ⅱ

区分Ⅰ

住民税
非課税等

現役並み所得

所得区分
外来（個人ごと）
の限度額

44,400円

12,000円

8,000円

44,400円

80,100円＋
（10割分の医療費-
267,000円)×1％

外来＋入院（世帯ごと）
の限度額

（表2）3割負担から1割負担に変更できる場合(基準収入額適用申請）

後期高齢者医療
被保険者数

世帯に一人

世帯に複数

収入判定基準
 （平成27年1月から12月までの収入で判定）

収入額が383万円未満
ただし383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険
制度に加入の70～ 74歳の方がいる場合は、その方
と被保険者の収入合計額が520万円未満

収入合計額が520万円未満

24,600円

15,000円

●有効期間…８月～平成29年７月
●対象者…後期高齢者医療制度の加入者で、世帯
全員の住民税（平成28年度）が非課税の方
※交付対象で減額認定証をお持ちでない方は、申請
が必要です。■問後期高齢者医療グループ☎3981-1332

投票日
7月10日㈰　午前7時～午後8時

期日前投票
選挙のめいすいくん

パブリック
コメント

■問選挙管理委員会事務局☎4566-2821
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平成28年7月31日有効期限の
「国民健康保険特定疾病療養受
療証」をお持ちの方へ

7月末に前年の所得をもとに自己
負担限度額を判定した、新しい「特
定疾病療養受療証」を送付します。
◇対象…慢性腎不全で人工透析を受
けている70歳未満の方。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

高齢受給者証をお持ちの方へ
7月25日に新しい高齢受給者証
を送付します

高齢受給者証の更新は、毎年8月
に行ないます。該当世帯の前年の所
得状況（平成27年中）に基づき、一部
負担割合を再度判定し、新しい高齢
受給者証を黄色い封筒の普通郵便で
送付します。詳しくは問い合わせて
ください。
█問国民健康保険課資格・保険料グル
ープ☎4566‐2377

7月～平成29年6月分の国民年
金保険料免除申請の受付を開始

◇免除申請できる方…国民年金1号
加入中で経済的に保険料の支払いが
困難な方。ただし、本人や配偶者・
世帯主の前年所得などに基づく審査
があります※退職などで保険料を納
めることが難しい方には、前年所得
に基づくことなく制度を利用できる
場合があります。
◇その他の制度…①学生納付特例制
度（学生の方）、②学生以外の50歳未
満の方が世帯主の所得が多くても申
請できる納付猶予制度。
国民年金保険料を未納のまま放置

すると、老齢基礎年金や障害基礎年
金などを受け取れない場合がありま
す。詳しくは問い合わせてください。
█問国民年金グループ☎3981‐1954、
池袋年金事務所☎3988‐6011

原爆被爆者の方へ見舞金を給付
します

7月1日現在区内在住の被爆者の

方に、見舞金（16，000円）を給付しま
す。受給には窓口での申請が必要で
す。見舞金は8月下旬に振込みます。
前年度までに区で見舞金の給付を受
けた方は申請する必要はありません。
◇申請に必要なもの…①被爆者健康
手帳、②本人名義の預金通帳または
口座番号がわかるもの、③印鑑
█申7月31日までに障害者在宅支援グ
ループ、東部・西部障害支援センタ
ーへ必要書類を持参。
█問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、█FAX3943‐
9763、西部障害支援センター☎3974
‐5531、█FAX3959‐8260

障害者アート教室（全10回）

8月28日㈰、9月11日㈰・25日㈰、
10月9日㈰・23日㈰、11月13日㈰・
27日㈰、12月11日㈰、平成29年1月
29日㈰、2月26日㈰ 午後2～4時
駒込福祉作業所ほか◇気軽にアート
を体験。作品は障害者美術展などに
出品、展示◇区内在住、在勤、在学、
通所施設利用の18歳以上の方で、愛
の手帳か身体障害者手帳か精神保健
福祉手帳をお持ちの方、または難病

・発達障害などの方◇20名
█申電話かファクスかEメールで7月
29日までに「政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303、█EMA00
15600@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

高齢者などの入居支援事業

住宅に困窮する区内の高齢者、障
害者、ひとり親家庭の方に、住宅の
情報提供や、民間の保証会社を活用
した身元保証代替制度の紹介をして
います。詳しくは問い合わせてくだ
さい。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

豊島清掃工場個人見学会

7月9日㈯ 午前10時～11時30分
当工場（上池袋2‐5‐1）※車での
来場不可◇50名
█申電話で7月7日までに当工場☎
3910‐5300へ※先着順。

肝炎ウイルスの患者・感染者は全国で300～370万人、都内で20
～30万人と推定され、国内最大級の感染症と言われています。肝
炎ウイルスに感染しても自覚症状が出ない場合もあり、感染に気
づいていない人が多くいます。進行すると肝硬変や肝がんのよう
な命にかかわる病気に移行する可能性があります。
肝炎ウイルスの感染は血液検査でわかります（右表参照）。早期
に適切な医療を受ければ、深刻な症状を防ぐことができます。肝
機能に異常がなくても、一回は検査を受けましょう。検査結果が
陽性の方には、精密検査費用や医療費の助成制度（インターフェ
ロン・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療）が
あります。
また、赤ちゃんの時にワクチンを接種するとＢ型肝炎の抗体を
獲得できます。区では生後2～12か月の赤ちゃんにＢ型肝炎ワク
チン接種の費用助成をしています。

█問池袋保健所健康推進課☎3987‐4182

昨年4月から平成28年4月までの間で、区の待機児童
は約100名減少し、過去8年間で最少人数になっていま
す。認可保育所10園、小規模保育所6園の新設などによ
り、過去最大の922名の定員拡大を行なった成果です。
一方、保育需要も前年度比で460名の増加があり、こ

ちらも過去最大の増加人数です。
今年度は、「認可保育所などの新設」、「認証保育所の

認可施設への移行」、「既存の保育施設の定員枠の増加」
などに取り組み、平成29年度末までに待機児童ゼロをめ
ざします。

█問保育課施設型給付グループ☎3981‐1823

豊島区Ｂ型・Ｃ型
肝炎ウイルス検査（無料）

池袋保健所Ｂ型・Ｃ型
肝炎ウイルス検査（無料）

受診期間 平成29年2月28日まで 年12回 月曜日か金曜日
いずれも午前

場所 区内の実施医療機関 池袋保健所

対象者 平成14年度以降肝炎ウイルス検査を
受けていない、20歳以上の区民の方16歳以上の区民の方

検査内容 肝炎ウイルス検査（Ｂ型・Ｃ型） 肝炎ウイルス検査（Ｂ型・Ｃ型）

申込み方法

平成29年2月15日（必着）までに電話
で地域保健課保健事業グループ☎
3987‐4660へ。電子申請、はがき
（〒170‐0013 東池袋1‐20‐9）、
ファクス█FAX6311‐6840、直接当課窓
口（池袋保健所4階）、池袋保健所出
張窓口（区役所本庁舎4階）、長崎健
康相談所窓口での申込みも可。

事前に電話で池袋保健所健康推
進課☎3987‐4244（平日午前8
時30分～午後5時）へ。直接当
課窓口申込みも可。

「としま情報スクエア」

7/1 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）

No.1697
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7月28日は日本肝炎デー（世界肝炎デー）

●「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。



夏を元気に!感染症を予防して感染症を予防して 認知症 知って安心!認知症 知って安心!
認知症は、より良い環境と
適切なかかわりで、ご本人も家族も
その人らしい生活を続けることができます。 

認知症サポーターは、認知症の人やその家族を温かく見守
る「応援者」です。認知症サポーター養成講座では、認知症
の正しい知識や付き合い方について学びます。受講後は認
知症サポーターの目印であるオレンジリングがもらえます。
講座は随時開催されます。詳しくは、区ホームページなど
でご確認ください。

最近○○さん、同じことばかり言っていて
心配よね。 

私たちにできることはないかしら。
認知症の事を知りたいわね。 

そうそう、区民ひろばでも家の
鍵をいつも探しているわよね。

○○さん、認知症
なのかしら？

認知症サポーターになりませんか 

認知症対策グループ ☎4566 - 2433
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夏だ!
みんなで参加しよう

健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

第43回青少年相撲大会

猪苗代四季の里【夏】
プチアウトドア
まんぷくステーキ付きバーベキュープラン

「お子さんお孫さんとぶら巣鴨」知らなかった巣鴨散歩

親子で盆石体験～石と砂で風景を描いてみよう～

豊島区シルバー人材センター40周年記念事業 夏休み企画
小学生のための英会話レッスン
～ファジーで適当にがんばる英会話～（全4回）

みらい館大明 子どもモノづくり学校シリーズ

池袋子ども映画プロジェクト（全4回）

夏休み親子体験教室
う ち わ

変化朝顔で団扇をつくろう!

第4回豊島区学童水泳記録会

健康チャレンジ！対象事業
「からだメンテナンス 体幹ト
レーニング＆リラックス」

8月1日㈪ 午前10時～11時30分
デサントフィットネスラウンジ目白
椿の坂（目白1‐4‐8）◇体幹トレ
ーニング、有酸素運動などを取り入
れた簡単な運動講座。講師…からだ
メンテナンスクラス主宰者／水井博
子氏◇飲料水、タオル持参◇20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

「平成29年度区民活動支援事業
補助金」助成事業を募集します

自主的に公益的な活動をしている
区民活動団体の事業に対して助成し
ます。対象団体や事業、助成額など
詳しくは区ホームページをご覧くだ
さい。
◇補助金額…申請事業費の50％以内
かつ3～100万円の範囲内（実績が2
年未満の新規事業は要件緩和あり）。
█申申請書（区民活動推進課で配布。
区ホームページからもダウンロード
可）を8月22日までに当課へ持参。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

としま産業振興プラザ（旧勤労
福祉会館）の指定管理者を募集
します

としま産業振興プラザは現在大規
模改修により休館中。平成29年4月
リニューアルオープン予定です。詳
しくは7月4日から区ホームページ
に掲載します。

◇指定管理期間…平成29年4月1日
から5年間。
█問生活産業課管理グループ☎4566‐
2741

平成28年度豊島区スポーツ表彰
団体を募集します

スポーツ活動を通じて、豊島区に
おけるスポーツの振興・発展に貢献
した者または団体を表彰します。
◇対象…区内在住・在学・在勤の方。
�スポーツ栄誉賞…国際大会（オリ
ンピック大会・世界選手権大会など）
に出場した者または団体。
�スポーツ奨励賞…関東大会または
都民大会において、優勝した者また
は団体。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

豊島区就職プロジェクト

�豊島区合同企業説明会…7月8日
㈮ サンシャインシティ文化会館2
F展示ホールD（東池袋3‐1‐4）
①合同企業説明会／午後1時～4時
30分◇区内の優良企業40社が参加。
個別相談ブースあり、②求職者向け
セミナー／午後1時～1時30分◇就
職活動の進め方や、就職活動を有利
に進めるうえで見直すべきポイント
について、③女性向けセミナー／午
後1時～1時30分◇女性ならではの
就活の悩みや改善策について。
�豊島区求職者情報交換会…7月15
日㈮ 午後4時30分～6時 生活産
業プラザ◇就職活動の成功体験や失
敗談などを話し合う。スタッフがフ
ァシリテーターとして参加。
いずれも◇平成29年3月卒業予定

者、30歳未満の就職・転職希望者。

履歴書不要█申当日直接会場へ。入退
場自由。
█問豊島区就職プロジェクト運営事務
局☎5777‐2935

巣鴨図書館 巣鴨キネマ「古都」

7月10日㈰ 午後2時（午後1時
30分開場）◇原作…川端康成。監督
…市川崑。出演…山口百恵、三浦友
和、實川延若、岸恵子ほか（1980年
・126分）◇30名█申当日先着順受付。
█問当館☎3910‐3608

東京音楽大学演奏会

①J 館ロビーコンサート「東敦子メ
モリアル・シリーズ『癒しのとき』」
…7月13日㈬ 正午～午後0時30分
（午前11時45分開場） 当大学 J館ロ
ビー（南池袋3‐4‐5）◇曲目…
「四季」より「春」第一楽章、「森の情
景」より第1曲「入口」、美しきロス
マリンほか、②東京音楽大学付属音
楽教室演奏会…7月17日㈰ 午後1
時～4時30分予定（午後0時30分開
場） トッパンホール（文京区水道1
‐3‐3）◇音楽教室の生徒による
ピアノ独奏曲、ヴァイオリン協奏曲、
ソプラノ独唱など◇350名█申①は当
日直接会場へ、②は当日先着順受付。
█問①は当大学演奏課☎3982‐2496、
②は当大学付属音楽教室☎3982‐
4073。

出前寄席
「虎の子の年金は渡せない」

7月14日㈭ 午後2時40分～3時
区民ひろば千早◇落語で悪質商法の
手口や対処方法
などを伝える█申
当日直接会場へ。
█問消費生活グル
ープ☎4566‐
2416

みらい館大明「作り方の秘訣伝
授！回文づくりに挑戦」

7月26日㈫ 午後1～3時◇上か
ら読んでも下から読んでも同じ文章
である「回文」の作り方を学ぶ。講師
…回文ミュージシャン／回文ブルー
ス氏◇15名◇500円
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

豊島区シルバー人材センター
40周年記念事業「ワンコインゆ
かた着付けサービス」

7月30日㈯ 午前10時～午後4時
30分 区民センター◇隅田川花火大
会当日のゆかたの着付け。ヘアメイ
ク用ブースを無料で利用可。希望者
は着替えや手荷物の配送可（有料）◇
女性限定◇50名◇500円
█申電話で当センター☎3982‐9533へ。

健康チャレンジ！対象事業
「メニューコンクール区民審査
員募集！」

“としま豊かな食コンクール”では、
高校生の部と学生の部の区民審査員
を募集しています。ぜひ参加してく
ださい。参加者には、健康チャレン
ジ！50ポイントを差し上げます。
8月4日㈭ 高校生の部…午前11
時10分～午後1時、学生の部…午後
2時40分～4時30分 WACCA池
袋キッチンスタジオLupe（東池袋1
‐8‐1）◇区内在住、在勤、在学
の方◇各部24名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第1回お笑いいろもの演芸会

8月7日㈰ 午後1時30分～3時
30分 赤鳥庵（目白庭園内）◇お腹の

底から笑える漫談など◇80名◇500
円（未就学児無料）█申往復はがきかフ
ァクスかＥメール（4面記入例参照。
参加者全員の氏名、年齢、ファクス
番号も記入）で「〒171‐0031 目白
3‐20‐18 目白庭園管理事務所、
█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp」へ。当事務所
で直接申込みも可。電話申込み不可
※先着順。
█問当庭園☎5996‐4810（午前9時～
午後5時）

起業に役立つセミナー②「資金
調達の基本と事業計画の作り方」

7月21日㈭ 午後2時～4時30分
区民センター◇起業に詳しい税理士
／湊 義和氏が、開業に必要な資金
の調達方法や事業計画の作成方法に
ついて説明◇起業を考えている方、
創業間もない方◇40名
█申電話で東京商工会議所豊島支部☎
5951‐1100へ※先着順。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全3日）

8月24日㈬ 午後1時～4時30分、
25日㈭・26日㈮ 午前10時～午後4
時 生活産業プラザ◇東京オリンピ
ック・パラリンピック開催を見据え
た「おもてなし講座」と「語学講座（英
語）」※25・26日の昼食は各自で用意
◇次のすべてに該当する方。中学生
を除く15歳以上。区内在住、在勤、
在学で全日程に参加可能。英語入門
から初級（TOEIC500点未満程度）の
方◇36名█申往復はがきで7月15日
（必着）までに「文化観光課外国人お
もてなし語学ボランティア育成講座
係」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

簿記講座「日商簿記3級」（全16回）

9月13日～11月15日 火・木曜日
（10月18日と祝日を除く） 午後6時
30分～8時30分 生活産業プラザ◇
日商簿記3級の全範囲。講師…東京
税理士会豊島支部所属税理士／坪倉
久美子氏◇区内在住、在勤の初心者
◇60名◇一般13，000円、東京城北勤

労者サービスセンター会員10，000円
█申電話かファクスか E メール（4面
記入例参照。勤務先と昼間の連絡先
電話番号も記入。Ｅメールの添付フ
ァイル不可）で9月8日までに「東京
城北勤労者サービスセンター☎3980
‐3133、█FAX3971‐3163、█EMinfo@to
kyo-kinrou.jp」へ※先着順。受講案
内は後日郵送。

生涯学習オープンスクール

※詳細の問い合わせ、申込みは直接
各校へ。
●早稲田速記医療福祉専門学校
①「速記が書けて読める！」…7月21
日㈭、②「毎日の生活を元気にすご
そう！」…7月23日㈯
█申当校☎3208‐8461、█FAX3209‐6454
●東京電子専門学校
③「モノ作りを支える技術動向」…7

月22日㈮、④「クイズで学ぶ Faceb
ook、LINE、Twitter」…7月22日㈮
█申当校☎3982‐3131、█FAX3980‐6404
●日本外国語専門学校
⑤「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…7月28日㈭
◇500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041
●創形美術学校
⑥「たのしい銅版画講座」…7月30日
㈯・31日㈰、⑦「プチテンペラ画を
描いてみよう！」…7月31日㈰
█申当校☎3986‐1981、█FAX3986‐1982

淑徳大学公開講座

①「現象学・存在論・欲望論…哲学
の現代的地平の総括」…7月30日㈯、
②「NPOってなんだろう入門講座」
（全4回）…8月27日、9月10・17・
24日 土曜日
いずれも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@daijo.shukutoku.ac.jp」へ。

●夏かぜの症状と予防対策
�咽頭結膜熱…発熱、咽頭炎、結膜炎が主症状で、プールを介して流
行し、「プール熱」とも呼ばれます。

こうくう

�ヘルパンギーナ…突然の高熱、口腔内の水疱や発赤が特徴的な症状
です。
�手足口病…口の中、手、足を中心に出る水疱性の発疹が主症状です。

�予防と対策…手洗いとうがいを励行し、ほかの人とのタオル・ハン
カチの貸し借りは避けましょう。夏かぜにかかったら特効薬はなく、
ウイルスが体内からなくなるのを待つしかありません。安静を保ち、
栄養と水分を補給し、無理をしないことが大切です。

●蚊媒介感染症の症状と予防対策
�デング熱、チクングニア熱…突然の発熱、頭痛、関節痛、発疹など。
�ジカウイルス感染症…一般的にデング熱、チクングニア熱より軽症
といわれていますが、妊娠中の感染と胎児の小頭症や、感染後の神
経障害発症との関連性が報告されていて、注意が必要です。

�予防と対策…蚊に刺されないようにすることが最も大切です。長そ
でシャツ、長ズボンを着て、ディート（DEET）などの有効成分を含
む虫よけ剤を使いましょう。また、蚊媒介感染症は海外で多く発生
しているため、流行地へ渡航する場合は予防対策を徹底してくださ
い。

█問健康推進課感染症グループ☎3987‐4182

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。

�学校別対抗試合…7月9日㈯ 午前10時から◇池袋第一・池袋第三・池
袋・池袋本町小学校の児童。
�個人戦…7月10日㈰ 午前9時30分受付開始、午前10時取組開始、午後
3時30分終了予定◇取組は幼児、小学生、中学生の順◇幼児、小・中学生
※小学生にお楽しみ抽選会あり。
いずれも氷川神社内（池袋本町3‐14）█申当日直接会場へ。

█問池袋本町宮元青年会 横江☎090‐5395‐5468

7月15日㈮～8月31日㈬◇当施設（福島県耶麻郡猪苗代町字見祢山1番
地）に宿泊し、野外炊飯場でバーベキューの夕食を選べるプランを用意。
子どもには1ドリンクと手持ち花火1袋をプレゼント◇区内在住、在勤、
在学の方◇平日…おとな7，070円（入湯税込）、小学生4，550円、幼児3，010
円。休前日…おとな8，100円（入湯税込）、小学生5，270円、幼児3，480円※
8月10～15日の料金は問い合わせてください。
█申電話で当施設☎0242‐63‐1616へ。「広報としまを見た」と伝えてください。

7月23日㈯ 午前9時50分～正午 ＪＲ巣鴨駅正面口集合（都電庚申塚
駅解散）◇区内ボランティアガイド団体が巣鴨地区周辺を案内◇子どもと
その保護者◇20組40名◇1組500円（当日集金）█申往復はがきで7月15日（必
着）までに「〒170‐0004 北大塚1‐15‐10 東部区民事務所2階 とし
ま案内人駒込・染井・巣鴨ツアー申込係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

7月24日㈰ 午前10時30分～11時30分 赤鳥庵（目白庭園内）◇漆の盆の
上に風景を作る盆石を体験。400年の伝統を持つ石州流八世家元と日本の
伝統文化に触れる◇小学校4年生以上の子どもとその保護者◇5組█申往復
はがきかファクスかＥメール（イベント名、参加者全員の氏名、子どもの

年齢、ファクス番号も記入）で「〒171‐0031 目白3‐20‐18 目白庭園
管理事務所、█FAX5996‐4886、█EM info-mejiro-garden@seibu-la.co.jp」へ。
当事務所で直接申込みも可。電話申込み不可※先着順。
█問当庭園☎5996‐4810（午前9時～午後5時）

�前期クラス…7月26日㈫・27日㈬、8月2日㈫・3日㈬ 午前10時～11
時30分
�後期クラス…8月15日㈪・16日㈫・22日㈪・23日㈫ 午後2時30分～4時
いずれもシルバー人材センター◇10名◇小学4・5年生◇2，500円
█申7月4日午前9時から電話で当センター☎3982‐9533へ※先着順。

8月8日㈪～10日㈬・12日㈮ 午前10時～午後4時◇子どもがプロの指
導のもとで台本作りから撮影までを行なう、短期集中型映画制作ワークシ
ョップ。講師…映像制作ディレクター／けんもくやすお氏◇小・中学生。
子どものみで参加可◇15名◇500円
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.co.
jp」へ※先着順。

8月20日㈯ 午前10時～正午 雑司が谷旧宣教師館◇区内在住、在学の
小学生とその保護者（4年生以上は子どものみの参加も可）◇5組10名█申往
復はがきで7月20日（必着）までに「〒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。
█問当館☎3985‐4081

8月27日㈯ 午前9時～11時30分（午前8時受付開始） 南長崎スポーツ
センター◇個人（自由形、平泳ぎ各25ｍ、50ｍ※1、2年生は25ｍのみ）、
リレー（100ｍ、200ｍ）。1名2種目まで（リレーは除く）◇区内在住、在学
の小学生◇250名◇600円█申申込み用紙（各小学校、巣鴨体育館、雑司が谷
体育館、南長崎スポーツセンターで配布。豊島区水泳連盟ホームページ█HP
http : //homepage2.nifty.com/toshima-suieirenmei/からダウンロー
ドも可）に参加費を添えて、7月23・24日午前10時～午後2時の間に健康
プラザとしま1階ロビーへ持参※先着順。
█問当連盟 佐藤☎3943‐6397

●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。█問庁舎運営課☎4566‐2731
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平成28年6月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 25,852
(＋35)

174,241
(＋37)

283,362
(＋53)
143,059
140,303

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。

スポーツスポーツ

職員採用

官公署だより

●女子栄養大学
①一般公開講座「ビタミンを逃さな
い効率的な料理法」…7月16日㈯
午前10時～11時30分 当大学調理実
習室（駒込3‐24‐3）◇講師による
調理の実演を見学しながら料理方法
を学ぶ。試食あり。講師…当大学短
期大学部准教授／豊満 美峰子氏◇
10名◇1，000円
●帝京平成大学
②特別公開講演「カラダを知って健
康ライフ！～やりたいことのできる
カラダづくり～」…7月30日㈯ 午
後2～4時 当大学池袋キャンパス
（東池袋2‐51‐4）◇筋力・柔軟性
・敏捷性の低下による生活上の問題
について、実践を交えながら解説。
講師…当大学准教授／原口力也氏◇
100名◇500円
いずれも█申ファクスか Eメールで

「コミュニティ大学グループ█FAX3981
‐1577、█EMA0014606@city.toshim
a.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎5992‐7079

三芳グランド運動場登録手続き
変更のお知らせ

これまで三芳グランド窓口でのみ
申請可能だった運動場の個人・団体
登録の申請手続きが、7月1日から
学習・スポーツ課窓口でもできるよ
うになりました。申請から2週間程
度で利用者ＩＤを発行します。区ホ
ームページで詳細を確認のうえ、必
要書類を当課窓口へ持参してくださ
い。
※野球場とテニスコートについては、
学習・スポーツ課での手続きはでき
ません。従来どおり総合体育場、三

芳グランド窓口をご利用ください。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

第73回
区民グラウンド・ゴルフ大会

7月30日㈯※雨天時は8月12日㈮
午後4時30分～8時30分 総合体育
場◇運動できる服。道具の貸出しあ
り◇区内在住、在勤の方◇1，000円
█申7月8日
までに電話
で豊島区グ
ラウンド・
ゴルフ協会
野口☎3918
‐4968へ。
要予約。

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。

豊島区職員募集

①Ⅱ類・保育士…20歳以上38歳未満
※平成29年4月1日時点で、保育士
となる資格を有し、都道府県知事の
登録を受けている方（平成29年3月
31日までに取得・登録見込みも含む）
◇15名
②Ⅰ類・栄養士…30歳未満※管理栄
養士の免許を現に有する方、または
第30回管理栄養士に合格した方（平
成29年3月31日までに免許申請完了
が必要）◇若干名
いずれも█申指定の申込み用紙（人

事課等で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）を8月5日（消印
有効）までに人事グループへ郵送※
8月1～5日（午前8時30分～午後
5時）は当グループ窓口で申込みも
可。
█問当グループ☎3981‐1247

長崎健康相談所保健師（臨時職員）

乳児健診、健康相談、家庭訪問な
どの地区活動◇任期…8月1日～平
成29年3月31日█申履歴書（写真貼付）
と保健師免許（写し）を7月22日（必
着）までに当相談所へ郵送か持参。
█問当相談所☎3957‐1191

●東京都総務局防災管理課
復興まちづくりシンポジウム「専門
家と共に考える～復興準備編」
7月19日㈫ 午後2～5時（午後

1時30分開場） 東京都庁第一本庁
舎5階（新宿区西新宿2‐8‐1）◇
明治大学大学院特任教授／中林一樹
氏の基調講演、東京都の基調報告、
パネルディスカッションなど◇500
名█申7月12日までにファクスで災害
復興まちづくり支援機構シンポジウ
ム実行委員会事務局█FAX3515‐1193へ。
当会事務局ホームページ█HP http://

www.tokyo.jicpa.or.jp/symposi
um2016から申込みも可。
█問当会事務局☎3515‐1184、当課☎
5388‐2587
●豊島都税事務所
「災害などで甚大な被害を受けた方
には都税を減免する制度があります」
風水害や地震、火災などで甚大な
被害を受けた場合、納期限が到来し
ていない税金を被害の程度などによ
り軽減または免除する制度や、納税
を猶予する制度があります。詳しく
は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

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。

�「歌舞伎万華鏡」毎月1回月曜日
午前10時～正午 東京芸術劇場ほ
か◇入会金1，000円、月額2，000円
（会場費含む）█問室橋☎3971‐8761
�社交ダンス「むらさき会」 毎週
土曜日 午後6～9時 雑司が谷
地域文化創造館◇入会金1，500円、
月額4，500円█問大橋☎3957‐6894
�女声合唱団「いにしえの風」 毎
週土曜日 午後2時～4時30分
区民ひろば南池袋ほか◇月額
5，000円█問中島☎3957‐2556
�「太極拳長崎」 毎週金曜日 午
前10～11時 区民ひろば長崎◇月
額1，500円█問中島☎3957‐2556
�健康長寿体操「大明自彊術」 毎
月第2～4月曜日 午前9時30分
～11時30分 みらい館大明◇入会
金1，000円、月額2，200円█問多田☎
3915‐9636

�健康長寿体操「日と水の会」 毎
月第1～3水曜日 午前9時30分
～11時30分 健康プラザとしま◇
入会金1，000円、月額2，200円█問多
田☎3915‐9636
�「東京池袋川柳会」 毎月第3日
曜日 午後1～5時 東京芸術劇
場◇月額1，000円█問井関☎3971‐
6131
�カラオケ教室「巣鴨火耀会」 毎
月第2・4火曜日 午後1時30分
～4時50分 区民ひろば清和第一
◇月額1，200円█問福田☎3915‐
1397
�健康体操「自彊術すがも会」 毎
週月曜日 午前10時～11時30分
区民ひろば清和第一ほか◇入会金
1，000円、月額2，000円█問荒木☎
3915‐0618
�「英会話サークルアゼリア」 毎
週金曜日 午後3時～4時30分
みらい館大明◇初級から中級の方
◇月額5，400円█問丹波☎080‐5087
‐1053

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 平成28年（2016年） 7月1日号 No.1697 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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