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子育て・教育子育て・教育 まちづくりまちづくり

私立幼稚園に在籍する幼児の保
護者に補助金を交付します

◇対象…平成22年4月2日～平成25
年4月1日生まれ、または平成28年
度中に満3歳になる幼児を私立幼稚
園に通わせている保護者で、保育料
を納めている区内在住の方。
詳しくは、申請書と一緒に配布す
る「補助金のご案内」をご覧ください。
█申申請書（対象者に各幼稚園から配
布）を、指定日までに各幼稚園へ提
出。
█問私立幼稚園グループ☎4566‐2481

離乳食講習会

8月9日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、

後期・完了期食の3つのグループに
分かれて、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（保護者のみ試食あり）、むし歯予
防を学ぶ◇離乳食の開始（5～6か
月）から完了期食の乳児の保護者◇
30組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ。
※先着順。

すくすく子育てセミナー
「子どもと生活習慣～イヤイヤ
期・反抗期どうするの？～」

8月28日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇我が子の長所をキャ
ッチするための優しいアドバイス。
茶菓子付き◇プレママから小学生ま
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.rin

ri.toshima@gmail.com」へ※先着
順。
█問当会 山本☎3973‐9486

ノーバディーズ・パーフェクト～
完璧な親なんていない～自分らし
い子育てを見つけよう（全6回）

9月7日～10月12日 水曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇子育ての悩みなどを話し
合い、自分に合った子育て方法を学
ぶカナダ生まれのプログラム。保育
付き◇区内在住で0～2歳未満の第
一子を育てている35歳未満の母親で
全回参加できる方◇10名
█申電話で7月25日午前10時～8月7
日の間に当センター☎5980‐5275か
直接当センター窓口へ※応募者多数
の場合は抽選。当選者には後日電話
連絡。

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

高齢者世帯等住替え家賃助成制度

区内の民間賃貸住宅に居住し、取
り壊しなどにより現在の住宅に住み
続けることが困難になり、転居しな
くてはならない高齢者世帯などに、
住替え後の家賃の一部を助成します。
█問住宅相談グループ☎3981‐2683

◇投票所…ご自宅に届く「選挙のお知らせ」か7月13日発行の「広報とし
ま・選挙特集号」を確認してください。投票は18歳未満の子ども同伴可。
※7月13日発行「広報としま・選挙特集号」の訂正…第25投票所の投票所
名は正しくは「西池袋中学校ロビー」です。お詫びして訂正します。
◇豊島区で投票できる方…次のすべてに該当する方。①日本国籍を持つ、
②平成10年8月1日以前に生まれた、③平成28年4月13日以前に豊島区
に転入を届出し、投票日現在、豊島区の選挙人名簿に登録されている。
※3月15日以降に都内へ転出した方は、投票できる場合があります。問
い合わせてください。
7月30日㈯までは便利な期日前投票所もご利用ください！（②～④は7
月24日からです）
豊島区で投票できる方は、区内5か所いずれでも投票可能です。
※「選挙のお知らせ」が届かないなどの場合でも、区の選挙人名簿に登録
されている方は投
票できます。投票
所で係員へ申し出
てください。
█問選挙管理委員会
事務局☎4566‐
2821

※30・31日は会場ごとに時間が異なります。
◇会場…池袋西口公園（メイン会場）、池袋駅西口駅前広場、東武百貨店8階屋上スカイデッキ広場、サン
シャインシティ地下1階噴水広場、としまセンタースクエア、東池袋中央公園
◇175チーム約4，500人によるフラのステージほか、ハワイアンバンドの演奏や模擬店・物産展など盛りだ
くさんで開催。詳しくは豊島区観光協会ホームページ█HPhttp ://www.kanko-toshima.jp/Event/event
_05.html をご覧ください█申当日直接会場へ。

█問東京フラフェスタ in 池袋実行委員会事務局☎3981‐5849

被災地の復興支援および熊本城修復支援について、多くの皆さまに
ご協力いただき、ありがとうございました。被災地の復興にはまだ時
間と費用が必要です。ご協力をお願いします。

�6月30日現在の支援金総額…7，128，666円
�受付期間…平成29年3月31日㈮まで
�受付方法…Ⓐ募金箱／区役所本庁舎、東部・西部区民事務所、各区
民ひろば、社会福祉協議会、Ⓑ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」※振込方法により手数料がかかる場合あり、Ⓒ窓口／総務課、
区民活動推進課、東部・西部区民事務所
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

�6月30日現在の義援金総額…169件／3，983，966円
�受付期間…平成29年3月31日㈮まで※日本赤十字社大分県支部は9
月30日㈮まで。
�受付方法…口座番号などの変更はありません。詳細は区ホームペー
ジ参照。
█問日本赤十字社東京都支部豊島区地区（区民活動推進課）☎4566‐2311

期日前投票所 開設時間
①区役所本庁舎8階 午前8時30分

～午後8時②東部・西部区民事務所（7／24～）
③西武池袋本店（7／24～）
（7階南Ｂ11番地 特設会場） 午前10時～

午後8時④東武百貨店池袋本店（7／24～）
（5階2番地 イベントルーム）

保険料の納め忘れはありませんか？
もう一度納付書をご確認ください7/21 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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7月29日㈮～31日㈰
●29日前夜祭…正午～午後8時※池袋西口公園会場のみ
●30日…午前11時～午後8時 ●31日…午前11時～午後8時

選挙権年齢は満18歳以上です

未未来来のの東東京京にに私私たたちちのの声声をを届届けけよようう！！ 支援金および義援金の受付期間延長

投票日 7月31日㈰ 午前7時～午後8時

「熊本城修復豊島区支援金」

「日本赤十字社 平成28年熊本地震災害義援金」

●「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
知事選挙

平成28年熊本地震被災地支援



低所得者　高齢者
ひとり親家庭など

住宅確保要配慮者 空き家オーナー

情報提供紹介など

環境・清掃環境・清掃

福  祉福  祉

名称
レジディアタワ
ー上池袋
（パーク棟）

こもれび千早

所在地 上池袋
1‐37‐5

千早
2‐26‐14

間取り
・家賃

1K
92，000円

1K・1DK
78，700～
116，400円

問
い
合
わ
せ
先

伊藤忠アーバン
コミュニティ㈱
担当 木村
☎3662‐5710

NPO法人
いちごの会
担当 岡野
☎042‐476‐
4115

健  康健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

梅雨が明けたらエコで快適な
「打ち水」を！
―8月1～7日は打ち水週間―

手軽にできるヒートアイランド対
策として有効な「打ち水」で、夏を快
適に過ごしましょう。
◇打ち水の注意点…①二次利用水
（風呂の残り湯、雨水など）を使用、
②朝・夕の日が高くない時間に行な
う、③通行人の邪魔にならないよう
注意、④滑りやすいところにまかな
い。
●打ち水の効果を実感できる「赤外
線放射温度計」の貸出し
地面の表面温度の変化を測定でき
ます。自由研究やイベントなどに活
用してください※電話で事前予約が
必要。詳細は問い合わせてください。
◇対象…区内在住、在勤の個人、区
内にある団体・事業所
█問環境事業グループ☎3981‐2771

環境とリサイクルに関する
ポスターコンクール作品募集

◇テーマ…地球温暖化対策、緑化推
進、エコドライブ、ポイ捨て・歩き
たばこ・落書きの防止、ごみ排出の
減量、再利用、リサイクル、地球環
境にやさしい生活、節電、食品ロス
（もったいない、残さない）など。
◇対象…区内在住、在学の小・中学
生
█申区内の学校に通学する方は学校を
通じ作品提出。区外の学校に通学す
る方は応募用紙を添付し8月29日～
9月2日（必着）に環境事業グループ
へ郵送か直接持参※詳細は募集案内
（当グループで配布。区ホームペー
ジからダウンロードも可）参照。
█問当グループ☎3981‐2771

サンシャインフリマ出店者募集

8月27日㈯ 午前11時～午後3時
東池袋中央公園※駐車場なし。雨天
中止◇50店舗（1店舗面積2ｍ×2
ｍ）営業目的は不可◇2，000円（一般
企業は5，000円）█申ファクスかＥメー
ルで「としまＮＰＯ推進協議会█FAX
5951‐1508、█EMen@toshima-npo.

org」へ。1名（1グループ）1通の
み※応募者多数の場合は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

60歳以上の高齢者向けの優良賃
貸住宅（空室）の入居者募集

入居者は抽選で決定します。抽選
にもれた方は待機者として登録し、
今後空室が発生した場合に順位に従
いあっせんします。
◇物件の概要

※家賃助成制度あり、別途敷金・共
益費。
◇入居待機者の登録期間…1年間
（認定事業者が定めた日から）
応募資格など詳しくは問い合わせ

てください。
█申電話で7月21～29日（土・日曜日
を除く。午前10時～午後5時）の間
に、各物件の問い合わせ先へ。

「としま健康長寿2016」
～達成！80歳で20本の歯～
表彰対象者を受け付けています

◇表彰対象…平成28年12月末日現在
80歳以上で20本以上自分の歯をお持
ちの区民の方█申9月8日までに豊島
区歯科医師会会員の歯科医院で検診
（無料）し、同時に申し込んでくださ
い。
�表彰式…11月19日㈯ 午後2時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇記念講演、「歯・口の健
康に関する図画・ポスターコンクー
ル」優秀者の表彰など█申当日直接会
場へ。

█問豊島区歯科医師会☎3946‐7696、
地域保健課☎3987‐4203

健康チャレンジ！対象事業
「からだバランス測定＆かんた
ん姿勢改善」

8月29日㈪ 午前の部…10時～正
午、午後の部…午後1～3時 デサ
ントフィットネスラウンジ目白椿の
坂（目白1‐4‐8）◇動きやすい服
装。室内用運動靴、タオル、飲料水
持参◇各部20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

有料広告募集

高齢者インフルエンザ予防接種の
お知らせの封筒に掲載する広告を募
集します。お知らせは対象者の自宅
に郵送しています。
◇部数…約5万5千通（65歳以上の
区民）
◇郵送時期…9月下旬（予定）
◇料金…3万円（長3封筒裏面7×
9㎝・刷色1色）、5万円（長3封筒
裏面7×18㎝・刷色1色）
█申8月3日午後5時（必着）までに申
込書、会社概要、広告原稿を健康推
進課管理・事業グループへ郵送か持
参。
█問当グループ☎3987‐4173

あうるのまちのあそびば（展示）

▲昨年の様子

8月30日㈫
まで 午前10
時～午後5時
あうるすぽっ
とホワイエな
ど◇アーティ
スト pang に
よる、たくさ
んの葉っぱを
作って遊べる参加型の作品や、段ボ
ール彫刻家／本濃研太の大きな「王
様」が、子どももおとなも遊べる“あ
そびば”に出現█申当日直接会場へ。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

身近な生きものを探してみよう！
「としま生きものさがし」

9月30日㈮まで 区内◇昆虫や植
物など身近な生きものの情報を募集。
区内で見つけた生きものに限る。調
査用紙などの入手や集計結果の閲覧
は区ホームページ参照。希望者には
専門家からメールでの生きもの解説
あり。自由研究にも利用可█申生きも
のを見つけたら調査用紙に記録し、
郵送かファクスかＥメールで「〒189
‐0013 東村山市栄町2‐28‐5
小河原ビル3階 ㈱生態計画研究所
としま生きものさがし係、█FAX042‐
390‐1237、█EMtoshima-ikimono@
eco-plan.jp」へ。
█問環境計画グループ☎3981‐1597

雑司が谷で「つながる」・「つなぐ」
―ＥＳＤをキーワードとする地域
づくりと人づくり

8月1日㈪ 午前10時30分～午後
5時30分 立教大学池袋キャンパス
7号館（西池袋3‐34‐1）◇近年、
住民が主体となってまちづくりを進
めている雑司が谷。そのための活動
などを共有する場を設け、地域づく
りと人づくりの可能性について考え
る◇200名█申立教大学ホームページ
█HP https ://spirit.rikkyo.ac.jp/ike
bukurogaku/Home.aspx、東京芸
術劇場ホームページ█HPhttps ://ww
w.geigeki.jp/performance/even
t145へ※先着順。
█問当大学 ESD研究所☎3985‐2686

みらい館大明

①花火大会…8月1日㈪ 午後6～
8時※雨天中止◇レクリエーション
と手持ち花火を楽しむ、②「懐かし
の～幻灯上映会～」…8月7日㈰
午後3時～4時30分◇1950年代制作
の3作品を当時の幻灯機を使って上
映。「東京を明るく清く美しく」「に
こよん」「わっしょいわっしょいぶん
ぶんぶん（原作…加古里子）」。進行
…早稲田大学演劇博物館招聘研究員
／鷲谷 花氏◇40名、③初心者対象
パソコン講座…ⓐ初めての文字入力
（パソコン体験）／8月24日㈬、ⓑイ
ンターネット入門／8月25日㈭ い
ずれも午後1～5時◇ウインドウズ

10使用◇ⓑは文字入力・マウス操作
できる方◇各10名◇各3，000円
█申①は当日直接会場へ。②③は電話
か Eメールで「みらい館大明☎3986
‐7186、█EMmiraikan_taimei@yah
oo.co.jp」へ。当館窓口で直接申込
みも可※先着順。

東京芸術劇場ナイトタイム・パイ
プオルガンコンサートVol．15

8月3日㈬ 午後7時30分開演
（午後6時30分開場）◇約60分間のコ
ンサート。J.S.バッハなど17世紀の
楽曲のほか、オルガンとトランペッ
トのアンサンブル◇約1，200名※未
就学児童不可◇1，000円※全席指定。
█申電話で東京芸術劇場ボックスオフ
ィス☎0570‐010‐296（休館日を除
く午前10時～午後7時）へ※先着順。

集会室開放行事
～小学生親子で楽しむ工作教室～

8月5日㈮ 第1回…午前10時30
分～11時30分、第2回…午後1時30
分～2時30分 西池袋第二区民集会
室◇色えんぴつを使って、プラバン
キーホルダーを作る◇区内在住の小
学生と保護者（4年生以上は子ども
のみの参加も可）◇各回15名
█申電話で福祉ホームさくらんぼ☎
5396‐9581へ※先着順。

イベント“夢の虹”
マンガは夢を与えてくれた

8月6日㈯ 午後6～9時 南長
崎2・3丁目◇募集した「ゆめ」のイ
ラストを使い、通称「トキワ荘通り」
に巨大なモザイクアートの虹を描く
█申当日直接会場へ。
●「ゆめ」の募集…直接トキワ荘通り
お休み処で用紙に描くかツイッター
（@rainbow7rch）へ投稿。詳細はイ
ベントウェブサイト█HPhttp : //toki
waso.tokyo/rainbow7rch/参照。
█問夢の虹実行委員会☎3954‐0719、
█EMdream@tokiwaso.tokyo

「赤い鳥」を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

8月6日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「戦
争はぼくをおとなにした」、江口 渙
「ある日の鬼ヶ島」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

目白庭園 赤鳥庵

①こども茶道体験…8月10日㈬ 午
前11時～正午◇小学生以上◇15名◇
800円（付添いの方500円）、②第33回
赤鳥寄席…8月27日㈯ 午後2時～
午後4時30分（午後1時30分受付、
入場整理券の配布は正午から）◇100
名◇1，200円█申往復はがきかファク
スかＥメール（4面記入例参照。フ
ァクス番号も記入。②は1通2名ま
で）で「〒171‐0031 目白3‐20‐
18 目白庭園管理事務所、█FAX5996‐
4886、█EM info-mejiro-garden@sei
bu-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。
█問当事務所☎5996‐4810

猪苗代四季の里
「釈迦堂川花火大会鑑賞ツアー」

8月19日㈮～21日㈰◇当施設に宿
泊し、世界遺産に認定された富岡製
糸工場や、福島県随一といわれる釈
迦堂川花火大会をめぐる2泊3日の
バスツアー。詳しくは問い合わせて
ください◇区内在住、在勤、在学の
方◇42名（最少催行人数25名）◇
35，900円（7食付）
█申電話で当施設☎0242‐63‐1616へ
※先着順。

平和記念コンサート2016
～平和を祈り、未来へ語り継ぐ～

8月23日㈫ 午後7時開演 東京
れんとう

芸術劇場◇交響曲「連祷-Litany-」（新
垣隆・東京初演）、スタジオジブリ

ほ た

作品「火垂るの墓」、「風立ちぬ」でつ
づる平和への願いと祈りの旋律◇未

就学児不可◇Ｓ席6，000円、Ａ席
5，000円、Ｂ席4，000円、Ｃ席3，500
円（各種割引、学生券などあり）
█申東京室内管弦楽団チケットサービ
ス☎6459‐0512、█HPhttp : //www.
tco.or.jp/へ。

出前寄席
「虎の子の年金は渡せない」

8月2日㈫ 午後1時30分～50分
区民ひろば富士見台◇悪質商法の手
口や対処方法などを落語で楽しく伝
える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

夏休み親子能楽体験講座

8月8日㈪ 午後2～4時 千曲
舞台（北大塚3‐32‐5出村ビル3

うた

階）◇謡や所作、笛や鼓のほか、能
面を着けて記念写真も可◇中学生以
下の子どもと保護者（高校生以上の
おとなのみの参加も可）◇30名◇1
組1，000円（おとなのみの参加も同額）
◇白足袋か白い靴下を持参
█申電話か Eメールで「狛江能楽普及
会 中村☎090‐1797‐5319、kom
aenougaku@gmail.com」へ※先着
順。

第2回としまビジサポセミナー
「カリスマ起業支援家が教える
起業成功の秘けつ」

8月19日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇1，000件以
上におよぶ新規ビジネスの立ち上げ
を支援してきたカリスマ起業支援家
が、起業成功の秘けつについて事例
を交えながら紹介。講師…富士市産
業支援センター f-Biz センター長／
小出宗昭氏◇起業を考えている方、
起業して5年以内の方※区内在住、
在勤、在学の方優先◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。参加人数、事業所名、
事業所所在地、メールアドレスも記
入）で「としまビジネスサポートセン
ター（商工グループ内）☎4566‐2742、
█FAX5992‐7088、█EMA0029099@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…8月19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パソコン＆iPad 教室…�無料体
験教室／ⓐ8月23日㈫ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全4
回）／ⓑ8月1～29日 月曜日 午
後3時～4時30分◇5，500円、�ワ
ードⅠ（全4回）／ⓒ7月29日～8月
26日 金曜日 午前10時～11時30分
◇5，700円、�iPad 入門（全4回）／
ⓓ7月29日～8月26日 金曜日 午
後0時45分～2時15分、ⓔ8月1～
29日 月曜日 午後0時45分～2時
15分◇ⓓⓔとも5，800円※8月11～
17日は夏休み、�エクセル夜間（全8
回）／ⓕ8月3日～9月28日 水曜

日 午後7時～8時30分◇14，000円
いずれもシルバー人材センター
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ。②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。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座

8月27日㈯ 午後1時～4時30分
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、簡
単な外国語で道案内などをしていた
だくボランティアを育成◇中学生を
除く15歳以上で、区内在住、在勤、
在学の、おおむね英検2級以上、T
OEIC500点以上に相当する語学力
の方※資格証明など不要◇60名█申往
復はがきで8月1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

介護職員初任者研修受講生募集中
（旧2級ヘルパー養成研修）

�講義・演習（計118時間）…9月5
日～12月21日 月・水・金曜日／午
後6～9時、土曜日／午前9時～午
後5時 �実習・見学（計28時間）…
10月31日～11月23日の間の4日間
特別養護老人ホーム風かおる里ほか
◇24名◇64，480円◇修了試験に合格
した方に修了証を発行█申所定の用紙
（豊島区社会福祉事業団に電話で請
求。当事業団ホームページ█HPhttp :
//www.toshimaj.or.jp からダウ
ンロードも可）を、8月19日（必着）
までに「〒170‐0001 西巣鴨2‐30
‐20 豊島区社会福祉事業団」へ郵
送か持参※応募者多数の場合は書類
選考。
█問当事業団☎5980‐0294

第36回区民ラジオ体操大会

8月7日㈰ 午前6時～6時50分
（午前5時40分受付） 総合体育場※
雨天中止◇ラジオ体操第一、第二、
みんなの体操█申当日直接会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 岡☎3971
‐8691

オリンピック・パラリンピック
気運醸成事業
米倉加奈子さんのバドミントン教室

8月20日㈯ 午前9時～正午 豊
島体育館◇元オリンピック選手によ
るバドミントン教室◇小学生、中学
生（小学3年生以下は保護者同伴）◇
100名◇上履き、運動しやすい服装、
タオル、飲み物、ラケット持参（貸
出しあり）█申区ホームページから申
込書をダウンロードのうえ、ファク
スで8月5日までにＮＰＯ法人豊島
区体育協会事務局█FAX3955‐0528へ※
先着順。
█問当事務局☎3955‐4858

平成29年4月にリニューアルオープン予定の
「としま産業振興プラザ（旧勤労福祉会館）」の愛称
を募集します。利用者や区民の皆さんにとって身
近でわかりやすく、親しみのある施設となるよう、
ご応募をお待ちしています。
◇内容…施設のイメージを表現した、誰もがわか
りやすく、親しみやすい愛称※自作未発表かつ他
著作物からの流用・模倣を行なっていないもの。
◇応募資格…区内在住、在勤、在学の方※1名1
点まで。
◇選考…区の選考委員会で決定。採用者には記念
品を贈呈。選考結果は決定次第、「広報としま」や
区ホームページで公表。
█申はがきかファクスか Eメール（4面記入例参照。

愛称〈ふりがな〉、愛称の意味、考えた理由、勤務
先名〈在勤者の場合〉、学校名〈在学者の場合〉も記
入）で、8月31日（必着）までに「生活産業課管理グ
ループ█FAX5992‐7088、
█EMA0014205@city.tos
hima.lg.jp」へ※個人
情報は区で適正に管理
し、今回の募集に必要
な業務のみに使用しま
す。採用された愛称に
関する一切の権利は区
に帰属します。採用に
あたり、やむを得ず一
部補作を行なう場合が

あります。応募作品は返却しません。その他詳細
は、区のホームページを参照してください。
█問当グループ☎4566‐2741

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。

高齢者やひとり親世帯などの方の中には、保証人が立てられないなど
の理由で、住まいの確保が困難な方がいます。一方で賃貸住宅のオーナ
ーの中には、空き家・空き室に悩んでいる方がいます。このミスマッチ
を解消し、誰もが安心して暮らし続けられる居住支援の仕組みを広げる
ため、区では居住支援協議会を設立しました。
当協議会では、居住支援の団体と連携して、問題の解消に取り組んで
います。住まいの確保のため、入居を拒まない住宅を登録した、「とし
ま居住支援バンク」を平成25年に開設。空き家オーナー向けセミナーの
開催などで制度の周知に努めています。
█問住宅施策推進グループ☎3981‐2655

3月下旬に対象の方へ送付した「高齢者肺炎球菌ワクチン接種のお知らせ」に同封した、「高齢者肺炎球菌ワクチン接種実施医療機関」の池袋保
健所の電話番号に誤りがありました。正しくは「☎3987‐4173」です。お詫びして訂正します。 █問健康推進課管理・事業グループ☎3987‐4173

【「としま産業振興プラザ」施設概要】
�所在地 西池袋2‐37‐4
�主なフロア構成（予定）

7階 郷土資料館
6階 会議室、多目的ホール
5階 会議室、音楽室、美術室、料理実習室、和室、工芸室
4階 地域活動交流センター、区内産業団体事務室
3階 男女平等推進センター（エポック10）
2階 区民ひろば西池袋
1階 指定管理者事務室、テナント

地下1階 観覧席
地下2階 体育室

居住支援シリーズ№1

居住支援協議会は住まいの問題に取り組んでいます

愛称を募集「としま産業振興プラザ（旧勤労福祉会館）」の します!

▲外観（イメージ）

「高齢者肺炎球菌ワクチン接種
実施医療機関」の訂正について

●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

2 3広報としま情報版 平成28年（2016年） 7月21日号 No.1699 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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職員採用 社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

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。

外国語通訳（臨時職員）

◇総合窓口課・区民相談課での中国
語または英語の通訳業務◇10月1日
～平成29年3月31日█申所定の申請書
（総合窓口課住民記録グループで配
布、区ホームページからダウンロー
ドも可）を、8月12日午後5時まで
に当グループへ本人が持参。
█問住民記録グループ☎3981‐4782
（内線2334）

身体障害者を対象とする
平成28年度特別区職員採用選考

◇日本国籍を有し、次の①～③に該

当する方。①身体障害者福祉法第15
条に定める身体障害者手帳を持つ方、
②昭和60年4月2日～平成11年4月
1日生まれ、③週38時間45分（1日
7時間45分）勤務可能◇Ⅲ類事務25
名程度（豊島区は今年度採用なし）。
一次試験は9月11日㈰。試験案内は
東京23区の各区役所、特別区人事委
員会事務局で配布█申①当委員ホーム
ページ█HP http ://www.tokyo23cit
y.or.jp/saiyou-siken.htmから8月
19日（受信有効）までに申込み、②郵
送で8月17日（消印有効）までに「〒
102‐0072 千代田区飯田橋3‐5
‐1 特別区人事委員会事務局任用
課」へ。
█問当委員会事務局任用課採用係☎
5210‐9787、区人事課人事グループ
☎3981‐1247

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
人に気づいたとき、声かけを行なっ
たり、関係機関につなげるなど地域
づくりの一端を担う「地域福祉サポ
ーター」の募集。
◇応募資格…区内在住、在学、在勤
の18歳以上の方（高校生不可）。難病
や障がいのある方も応募できます※
研修あり。
�説明会…8月18日㈭ 午後6～7
時 東池袋分庁舎3階会議室
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向（※ポイント
方式）※ひとり親・高齢者・心身障
害者・多子・車いす使用者世帯・特
に所得の低い一般世帯など、住宅困
窮度の高い世帯限定（審査あり）、②
単身者向・シルバーピア（抽せん）、
③事業再建者向定期使用住宅
◇募集案内・申込書の配布期間…8
月1日㈪～8月9日㈫

◇区内の配布場所…住宅課（区役所
本庁舎6階）、東・西部区民事務所、
東・西部障害支援センター、図書館
※③は当公社目白窓口センター（目
白2‐1‐1 目白 NT ビル5階）
と、住宅課で配布。
█問住宅供給公社募集センター◇募集
期間中☎0570‐010‐810◇募集期間
以外☎3498‐8894、█HPhttp : //ww
w.to-kousya.or.jp/
●東京都水道局
「節水のお願い」
今年は少雨傾向にあることから、
利根川水系ダム貯水量が急激に減少
しています。節水にご協力ください。
水源状況は水源状況ダイヤル☎3528
‐3900および都水道局ホームページ
█HPhttp ://www.waterworks.metr
o.tokyo.jp/参照。
█問当局お客さまセンター☎5326‐
1101

◆駒込 「納涼まつり」…7月29日
㈮ 午前10時～11時45分※受付は
11時まで◇ゲーム、盆踊りなど子
どももおと
なも楽しめ
る縁日█申当
日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば
☎3917‐
9873
◆椎名町 「夏休みお助け工作教
室」…7月30日㈯ 午後2～4時
◇夏休みの自由製作のヒントを提
供◇小学生※未就学児は年長児の
み（保護者同伴）◇5名█申電話で当
ひろば☎3950‐3042へ。直接窓口
申込みも可。
◆富士見台 富士見台子育てセミ
ナー「子育てにお父さんの力を！」
…7月30日㈯ 午前10時～正午
第1部／「子どもと一緒に遊ぼう」、
第2部／子育て講座「子育てにお
父さんの力を！」█申7月24日まで
に直接当ひろば窓口へ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆池袋本町 「盆踊り＆スイカ割
り」…8月3日㈬ 午前10時から
◇子どもからおとなまで、盆踊り
とスイカ割りを楽しむ█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆高松 「戦争を語り継ぐ2016
―戦争のない世界を願う―」…8
月6日㈯ 午後1時30分～3時30
分 第1部／一人芝居「花いちも

んめ」。出演…劇団東演／尾崎節
子氏。第2部／平和の願いを込め
て折り鶴を折る、など█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆長崎 「夏休みスイカ割りとゲ
ーム大会」―夏休みの一日、ゲー
ムとスイカ割りで楽しみましょう
―…8月6日㈯ 午後1時30分～
3時 第1部／ゲーム大会、第2
部／スイカ
割り█申当日
直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば
☎3554‐
4411
◆南大塚 手作り教室「IC カード
ケース」…8月6日㈯ 午前10時
～午後1時◇皮でＩＣカードケー
スを作成。講師…奥平雅智氏◇小
学3年生以下は保護者同伴◇20名
◇300円█申直接当ひろば窓口へ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆豊成
①「紙ひこうきを飛ばそう！」…8
月6日㈯ 午前10時30分～11時30
分◇紙ひこうきを作成し、飛ばし
た距離を競う
②「夏休みこども自習室」…7月25
日㈪～8月22日㈪ 午前9時～午
後5時※日曜日、祝日除く◇夏休
みの宿題や勉強のために自習室開
放
█申いずれも直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494

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

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第182回庁舎ランチタイムコン
サート～13人で奏でる華やかなハ
ーモニー～
8月2日㈫ 正午～午後0時35

分 としまセンタースクエア◇管
楽合奏＆コントラバス◇出演…東
京音楽大学◇曲目…モーツァルト
「セレナード第10番変ロ長調」より、
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
①「わいわいひろっぱ」…8月6日
㈯ 午前10時～午後3時◇親子で
楽しめる区民センター夏の恒例イ
ベント◇ステージ…「ＪＡＡダン
ス発表会」10時30分から、「バル
ーンアーティスト・まちのバルー
ン体験」 11時から◇ワークショ
ップ…ダンボールでミニ ASIMO
を作ろう！（30名※要事前申込み）、
きゃりーぱみゅぱみゅ風髪どめ作
りほか◇縁日…ポップコーン、駄
菓子、ヨーヨー、産直など◇小学
生以下先着100名にお楽しみ袋プ
レゼント、②「清水みおり『切り絵
作品展』～一片一片の紙片に生命
と愛を！」…8月5日㈮～9月10
日㈯ 午前9時～午後8時（8月
15日、9月10日は午後5時まで）
█問ホールセクション☎3984‐7601
◆地域文化創造館
●千早 オールディースポップス
コンサートin千早…8月28日㈰
午後2時開演◇80名◇600円█申電
話か直接当館窓口へ※先着順。
●南大塚 第96回南大塚ホール落

語会…8月18日㈭ 午後6時30分
開演◇友の会1，000円、一般（前売）
1，200円、一般（当日）1，300円█申各
地域文化創造館窓口にてチケット
発売中。当館のみ電話予約可
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【106】イタリアンシェ
フに教わる南イタリアこだわりの
スープ…9月29日、10月27日 木
曜日 午後3時～4時30分◇20名
◇3，600円◇8月31日必着、②
【107】はじめての和菓子作り～秋
の彩り～…10月12日、11月2・30
日 水曜日 午後7～9時◇16名
◇4，500円◇9月12日必着
●南大塚 ③【510】「大塚ものがた
り～まちの変遷をさぐる～」（全4
回）…9月17日～10月8日 土曜
日 午後2～4時（10月1日は4
時30分まで）◇25名◇2，600円◇8
月15日必着
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上（③は区外も可）の方
█申往復はがき（上部記入例参照。
講座の頭の3ケタの番号も記入）
で各館へ郵送。返信用はがき持参
で、各地域文化創造館窓口申込み
も可。当財団ホームページからも
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）、千早☎3974‐1335（〒
171‐0044 千早2‐35‐12）

6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）

10日 0．04 0．06 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） 7月21日号 No.1699 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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