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●お知らせ●
「広報としま」特集版9月号は、「としまplus」（冊
子判16ページ）として発行し、全世帯に個別配
布します。10月号からは通常どおり配布します。
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【妙見堂】

重要文化財指定にあたって
法明寺 住職　近江正典さん

　このたび雑司ヶ谷　子母

神堂が国の重要文化財指

定を受けることになり、喜びと

ともに改めて責任の重さに身

の引き締まる思いです。　

子母神堂本殿は寛文4年

（1664）、広島藩主浅野光

晟公夫人の自昌院殿英信

日妙大姉の寄進により建立

され、寛文6年（1666）に開

堂供養が行なわれました。

今年で開堂350年になり、

このような年に重要文化財

指定を受けることに深い感慨

を覚えます。

　今回の指定までには地元

はもとより大勢の皆様のお力

添えをいただきました。特に日本女子大学名誉教授の永村眞先生には調査

以前の段階からご指導をいただき感謝に堪えません。また日頃から雑司が谷

地域のまちづくりにご丹精をいただいている高野之夫区長様をはじめ豊島区

役所の皆様、文化財保護のためにご尽力を頂いている三田一則教育長様、

豊島区教育委員会、東京都教育委員会の皆様、防災、防犯面で特段

のご配慮をいただいている豊島消防署、消防団の方々、目白警察署の皆

様など、　子母神堂を取り巻く地域の皆様の切れ目ないご支援の賜がこの

指定につながったものであり、深く感謝申し上げます。また、私の師父であり

法明寺先代の近江正隆師が昭和50年から4年をかけて行なった昭和大修

理も大きな要因となりました。解体復元という　子母神堂建立以来の大工事

を施したことで保存状態が際立っていたのです。こうした歴代の労苦により護

り伝えられてきたお堂は、江戸時代から伝わる御会式の再興やすすきみみずく

保存会の結成などを促し、そうした活動が一昨年の日本ユネスコ協会連盟の

未来遺産登録、昨年の万灯練供養の豊島区無形民俗文化財指定へとつ

ながり、　子母神堂の重要文化財指定に結実したものだと思います。改め

て関係者の皆様に感謝申し上げます。

　　子母神堂は単に文化的な遺産としてだけではなく、今も人 の々祈りの場

所であり、心のよりどころとして信仰を継承しています。今後も地域の皆様、

参詣の皆様が集い憩う場所として　子母神堂を護持していきたいと思います。

　雑司ヶ谷　子母神堂の本殿は広島藩主浅野光晟の正室自
昌院の寄進により広島地方の匠の手により建立されたため、広
島地域の寺社と類似した装飾が施されている部分が見られます。

　日蓮宗では、法華経の守護神として
の　子母神信仰とともに、北極星の精
を、息災延命を守護する北辰妙見大
菩薩としての信仰もあります。　子母神
堂と密接な関連があることから、妙見
堂も附指定とされました。

　本年5月、文化審議会は文部科学大臣に、「雑司ヶ谷　子母神堂」を重

要文化財として指定するよう答申しました。今は安産祈願や初参りに訪れる親

子の姿が数多く見られる　子母神堂ですが、堂としての起源は１６世紀つまり室

町時代までさかのぼります。雑司ヶ谷の畑から掘り出された　子母神像をまつる

　子母神堂は、江戸時代になると様 な々願いをかなえる、特に子どもの成長を

まもる霊験仏として、江戸町から多くの参詣者を迎えるようになりました。重要文

化財に指定された　子母神堂は、本殿・幣殿・拝殿から構成されます。寛

文４年（１６６４）、法華宗（日蓮宗）の熱心な信者であった広島藩主浅野光晟

の正室自昌院により本殿の造営が始まり、同６年に落慶しました。既に重要文

化財に指定されている護国寺観音堂よりも半世紀も前に造営された　子母神

堂の見事な建物が、重要文化財として指定されたことを、地域に関わる一人と

して大きな慶びとしたいと思います。

日本女子大学名誉教授　永村 眞さん
雑司ヶ谷　子母神堂が重要文化財に

永村 眞さん
プロフィール

日本女子大学名誉教授として日本中世史を専門に研究。
江戸時代の雑司が谷についても造詣が深い。

鬼

つけたりしてい

【本殿・内部】
　本殿内部は黒漆喰の壁に金
箔押しの天井など、大名家によ
る建築にふさわしい見事な造
りになっています。納められて
いる宮殿（厨子）は、正保３
年（1646）年の造立ですが部
分的に元禄期にも手が入れら
れています。

　本殿が広島地方の寺社建築の特徴を備えているのに
対して、拝殿は江戸中期における華やかな意匠で構成され
た礼拝空間を創出しています。また、相の間（幣殿）も壮麗
ですが、軒を支える組物の形は本殿よりも簡素なものとなって
います。これは寛文８年（1668）の江戸幕府による建築制限
令に適合させたことによるものです。

【拝殿】

　かつて、鬼子母神は自分の
子どもを育てるため人間の子ども
をとらえる鬼として恐れられていま
した。
　それを見かねたお釈迦様が
鬼子母神の子どもを隠したとこ
ろ、自分の子どもを失うという深い
悲しみを知った鬼子母神は悔
いを改めて、子どもを守る神となり
ました。
　改心した鬼子母神には角が
無いので、「　」が使われるよう
になりました。

　子母神の鬼の字に
点がないのはなぜ？

くうでん

くろしっくい

つの

◉自由学園明日館 ◉豊島長崎の富士塚

豊島区内にある国の重要文化財

　大正10年（1921）、羽仁吉一、もと子夫妻が創立した自由
学園の校舎として、フランク・ロイド・ライトの設計により建設され
ました。平成9年に国の重要文化財に指定されました。

　東京都内にある江戸時代に築造された富士塚の中でもよ
く原型をとどめていることから、昭和54年に国の重要有形民俗
文化財に指定されました。

豊島区内の国重要文化財巡り健康ウォークラリー
区内の３つの重要文化財を見学するウォークラリーを10月に開催します。詳細が決まり次第、
「広報としま」や区のホームページでお知らせします。 ■問文化財グループ☎3981－1190



　子母神堂は、 地域の誇り、 地域の宝
花園中会長

堀口 吉三郎 さん

　雑司ヶ谷　子母神堂は昭
和35年に東京都有形文化
財の指定を受けました。それ
から56年後の今年5月、文
化庁文化審議会の答申を
経て国の重要文化財に指
定されました。　子母神堂
の境内は子どもたちの遊び
場であり、さまざまな思い出
のある場所です。
　重要文化財と聞くと敷居が
高いと感じますが、地域との結
びつきが変わらぬよう願います。

雑司が谷七福神の会会長

渡邉隆男 さん

　５月21日付け新聞朝刊
を開くと、雑司ヶ谷　子
母神堂の歴史的な朗報
がカラー写真で掲載され、
私は思わずこの記事に感
動し、万歳三唱を唱えた。
我が故郷のシンボルがお国
の宝として、重要文化財（建
造物）に指定され、地元の喜び
は最高点に達した次第です。
　この地域には多数の文化財が共存し、未来の子どもたちに継承す
る貴重な遺産がまた一つ増え、地域活性化の糧となる礎に格別の感
謝を申し上げます。

妙見講講元

渡辺晃一 さん

　国の重要文化財指
定は開堂350年と併せ
て二重の喜びです。
　　子母神堂はご尊
像が室町時代に掘り出
され、天正６年（1578年）
当地に村の人 が々堂宇を
建立しました。昭和51～54
年の解体復元の昭和大修理の
折には妙見堂も修復され、昭和55年11月妙見講が発足しました。　
子母神様を信仰し奉仕する精神が日常生活に息づくこの文化を、引き
継ぎ後世に伝えてゆかなければなりません。これからも多くの方がご参拝
に来られますよう、願っております。

御会式連合会会長

川井 誠 さん

　このたび、　子母神堂が重
要文化財に指定されましたこ
と、誠に喜ばしく思っています。
　350年の長きにわたり雑司
が谷に鎮座し庶民に愛され
てきた　子母神堂は、地
元の私たちには大変身近な
存在で、御会式練供養に
とってはそのクライマックスを飾
る晴れの舞台でもあります。
　今後もその存在を誇らしく思う
とともに大切に守っていきたいと考
えています。

豊島ユネスコ協会会長

平井 憲太郎 さん

　　子母神堂の重要文
化財指定、おめでとうご
ざいます。
　平成26年の日本ユ
ネスコ協会連盟のプロ
ジェクト未来遺産指定
は、100年後の子ども
達に豊かな自然や文化
を受け継いでいくことを可能
にした取組みが認められたもの
ですが、その中心である　子母神堂へ
のこの指定により、これまで以上に雑司が谷での地域活動が活発に
なることを期待します。

緑のこみちの会会長

柴田 武 さん

　雑司が谷地域で生活する私
たちにとって　子母神一帯は、
目を瞑れば四季折 の々懐
かしい風景が浮かび、当た
り前にそこに存在し、私たち
の一部になっています。
　緑のこみちの会は、雑司ヶ
谷霊園外周部の万年塀の生
垣化からスタートし、今年で活
動18年目を迎えます。開堂350
年の　子母神堂にあやかり、私たち
も“緑のこみち”が当たり前にそこにあり、雑
司が谷の風景の一部となるよう、頑張りたいと思います。

としま案内人雑司ヶ谷会長

小池陸子 さん

　このたび｢　子母神堂｣が国
の重要文化財に指定されまし
たことを心よりお慶び申し上げ
ます。
　私どもは日頃｢江戸名所
図絵｣を見ながらガイドをし
ていますが、皆さん　子母
神堂のほかに、子授け公
孫樹・石仁王など境内に
今も変わらずに同じ姿が残っ
ていることに驚かれます。
　お堂を350年、代々守り続け
られたことに感謝申し上げます。

豊島区教育委員会教育長  三田一則

　世紀の慶事に関係者として立ち会えましたことは、望外の喜びです。
雑司ヶ谷　子母神堂の歴史的・意匠的な特徴が文化財として高く
評価されたわけです。私が実際に拝見した折、
保存性の高い木材や漆、金箔、精巧な金の
金具などを駆使し、今日まで当時の輝きを伝え
ている素晴らしい姿に、改めて感動いたしました。
匠の技の素晴らしさと併せて、東奔西走さ
れて寺宝を守り抜かれた歴代の御
住持および御檀家の皆様に深甚
なる敬意を表する次第です。今
後は国の宝として、広く内外にそ
の歴史的・文化的価値を発
信してまいりたいと思います。

　長年保存に尽力されてきた
法明寺関係者の皆様に心より
お祝いとお礼を申し上げます。
　私は欅並木の参道で生ま
れ、　子母神境内で遊び
育ちました。母なる｢　子母
神様｣を中心とした素晴らし
い雑司が谷の文化や景観
が、今回の重要文化財へ
の指定を機に、末永く引き継
がれていくことを願っています。
おめでとうございます。

　子母神大門欅並木
保存会会長

田中 伸 さん

武芳稲荷講講元

児玉 章 さん

　先般の雑司が谷地区の未
来遺産に続き今回、　子母
神堂が重要文化財の指定
を受けたことは、雑司が谷に
生まれ　子母神堂の境内
で遊び育った私にとっては
何よりの喜びです。
　昭和の大修理の折に
建物の内部を見る機会が
あり、改めて全体のみならず、
彫刻などの素晴らしさに感動し
ました。多くの方に知ってほしい
地元の宝です。

豊島区長  高野之夫

　私たち日本人が大切にしてきた四季折々
の営みを今に伝える雑司ヶ谷　子母神堂
は、地域の皆さんの｢心」のよりどころであ
り、地域の宝であり、そして区の誇りです。
今回の国重要文化財指定は、建物として
の歴史的な価値はもとより、お堂を中
心に息づく、地域の文化を大切に
する｢心｣が評価されたものと受け止
めています。変わりゆく時代の中で、
変わらぬ価値を、雑司が谷地域が
守り続けてきた歴史と文化の遺産
を、次の世代に大切に受け継いで
いきたいと思います。

撮影　草信純雅

　子母神を守る活動で地域を支えている皆さんから、
喜びのお言葉をいただきました。

つぶ
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2020年東京オリンピック・パラリンピックがやってくる
秩父宮記念スポーツ博物館巡回展
in豊島区

日本が初めて出場した1912年ストックホルムオリンピックから
2020年に迎える東京オリンピック・パラリンピックまでの貴重
な資料約150点を展示します。会場でオリンピック・パラリン
ピックの軌跡をたどってみませんか？今回は、一足早く巡回展
の様子をのぞいてみましょう！
■問スポーツ振興グループ☎4566-2764

東京で
初開催！

８月８日㈪～ 26日㈮　午前９時～午後６時
としまセンタースクエア(区役所本庁舎１階)
※８日は正午から、26日は午後３時まで開館。

スタンプ全部
押せるかな

◇主催…（独）日本スポーツ振興センター、NPO法人日本スポーツ芸術協会、
　　　　　　（公財）日本オリンピック委員会、豊島区
◇協力…（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

1964年　
東京大会
体操選手による
寄せ書き

1964年東京大会
デレゲーションユニフォーム

1964年東京大会　
公式ポスター

スタンプラリー＆
応援メッセージボード
毎日実施！

ステージ

講演会や
健康サークルの
発表会をするよ

1964年　
東京大会
金銀銅メダル

①杉山祥子　8月13日㈯
バレーボール元日本代表。
2004、2008年オリンピック出場。

会期中、
毎日プログラムを実施！
フラダンス・チアリーディング・空手の発
表会やヨガ・太極拳・空手の入門体験な
ど。スケジュールなど詳しくは区ホーム
ページをご参照ください。

関連イベント
●庁舎まるごとミュージアム(区役所本庁舎
4、6、8階)で五輪関連ポスターを展示。

●中央図書館でもオリンピック・パラリンピッ
クコーナーを開設中。

世界に発信！　
劇場版アニソンワールド

人と動物が共生できる
社会をめざして

～わたしの「つくる」があなたを「まもる」～

第44回 東京大塚阿波おどり

永井豪の数々のヒット作品を、オーケスト
ラ演奏で映像とともに上演します。ゲスト
をお呼びしてのスペシャルステージを予定。
お楽しみに！
■料金（全席指定）…S席7,000円、
A席6,500円、B席5,000円

昭和46年に地元商店街
の主催で始まって以来、
44回を迎える地域に親し
まれているお祭りです。
1,000人以上の「踊り手」
と「お囃子」が参加し、鳴
り物の響きと「ヤットサー」
「ヤットヤット！」の掛け声
で盛り上がります。趣向
を凝らした各連の踊りを、
ぜひお楽しみください。
■問東京大塚阿波おどり実
行委員会☎3971-0324

災害時に役立つグッズの入ったお守りサイズの「防災
お守り袋」を自由にデコレーション。災害について考
えながら、あなただけのお守りを作ってみましょう！
◇40名◇1,000円
■申 8月19日までに必要項目(参加人数・代表者氏名・
ふりがな・住所・メールアドレス・電話番号)を記入し、
Eメールかファクスで「ツクモル運営会社『ヒゲプロ』
■EM info@tsukumoru.com、■FAX6721－1379」へ ※先着順。
■問女性にやさしいまちづくり担当課☎4566－2513

東京芸術劇場コンサートホール
8月26日㈮　午後5時から　南大塚ホール

8月27日㈯　午後4時30分～午後8時30分　
大塚駅南口周辺　※荒天時中止

第１弾

永井豪×オーケストラ　ダイナミックコンサート
～映像とオーケストラサウンドで蘇る永井豪の世界～
9月18日㈰　
①午後3時②午後7時
（各回45分前開場）

オトメイト 
シンフォニックコンサート
9月19日㈷
午後5時30分（60分前開場）
大人気女性向け恋愛ゲーム「薄桜鬼」「AMNESIA」
「Code:Realize ～創世の姫君～」の楽曲を生オー
ケストラで演奏。壮大な演奏をバックに、テーマ
曲歌唱、完全録り下ろしの新作ドラマを披露。
■料金（全席指定）…S席7,900円、A席6,900円

※2日間とも未就学児入場不可。詳しくはとしま未来文化財団ホームページ
■HP http://www.toshima-mirai.jpをご覧ください。
■申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。
■問当財団プランセクション☎3590-7118

多彩なゲストと映像を交えたオリジナル作品をオーケストラ演奏でつづり、国
際アート・カルチャー都市としまの魅力を広く発信する2日間。

ペットは、心に安らぎを与えてくれる大切な家族の一員です。
ペットをめぐるトラブルを避け、ルールとマナーを守り、人も動物
も暮らしやすい環境をつくりましょう。動物を捨てることは犯罪
です。一生涯、愛情を持って飼い続けてください。
■問生活衛生係☎3987－4175

●飼い犬の登録（一生涯に1回）　鑑札を交付します。
◇対象…生後91日以上の犬◇受付…池袋保健所、区民事務所◇手数料…3,000円
●狂犬病予防注射済みの申請（毎年１回）　注射済票を交付します。
◇対象…生後91日以上の犬◇受付…池袋保健所◇手数料…550円
◇必要なもの…獣医師発行の注射済証明書
●犬が人を咬んだとき　次の対応をとらなければなりません。
•被害者の応急手当や医療機関への受診などの必要な処置をとる
•事故発生から24時間以内に保健所へ届ける
•48時間以内に獣医師に依頼して「狂犬病の感染検査」を受ける
●犬に咬まれたとき
被害者は、咬傷事故被害の届出をすることができます。保健所は、加害犬の飼い主に再
発防止などの指導を行ないます。
●飼い主のマナー
•昼夜を問わず放し飼いをしない　•外出時は、犬をリードから離さない
•飼育場所は常に清潔に保つ　
•社会生活に適応するよう、無駄吠えさせないなどのしつけを行なう
•散歩中のフン・尿の始末を行なう

●室内飼育　猫にとって屋外は危険がいっぱいです。猫は広
い空間でなくても、上下に運動ができれば満足します。交通事
故や失踪、伝染病感染の防止になりますので、室内で飼いま
しょう。
●身元の表示　首輪などに連絡先が分かるものをつけましょ
う。飼い主のいない猫になってしまうことを防ぎます。
●増やさないのも愛です　不妊・去勢手術をさせましょう。
発情期の鳴き声を抑え、マーキングによる強い臭気もなくなり
ます。
●飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を一部助成します
助成額…オス2,000円、メス4,000円
※飼い主がいないことの判定が必要。

しつけでの困りごとや、飼うための準備につ
いて愛玩動物飼養管理士がお答えします。
◇相談日…毎月1回（「広報としま」毎月11日
号掲載「保健所カレンダー」参照）
■申電話で当係☎3987－4175へ。

今いる猫一代限りを見守る
「地域猫活動」を推進します
地域猫活動とは、衛生面に配慮し、
日々の世話をしながら、飼い主のいな
い猫を増やさない活動です。地域の
方々が、飼い主のいない猫に不妊・去
勢手術を施し、餌やりのルールを決め、
フン・尿の清掃などを行ないます。皆
さんの活動へのご協力をお願いします。

◇約100名　■申当日先着順受付

開幕宣言と、東京音楽大学学生による
オリンピック音楽コンサート

講演会　午前10時～11時30分

スポーツ・健康教室開幕セレモニー 8月8日㈪　午前11時～正午
■申当日直接会場へ

②初瀬勇輔　8月14日㈰
NPO法人日本視覚障害者柔道連盟
理事。2008年パラリンピック出場。

③髙橋雄介　8月20日㈯
中央大学理工学部教授。JOCオリン
ピック強化スタッフ(水泳)。数多くの
オリンピック選手を育成指導。

④皆川賢太郎　8月21日㈰
プロスキーヤー。1998年、2002年、2006
年、2010年に男子回転でオリンピック出
場。2006年トリノ五輪では4位入賞。

1912年
ストックホルム大会の
三島弥彦選手使用スパイク

1936年ベルリン大会
友情のメダル

Ⓒ永井豪/ダイナミック企画

ⒸIDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

前夜祭

本祭

8月23日㈫　午前９時30分～ 11時30分　
南池袋公園内｢Racines FARM to PARK｣２階

第2弾

犬 の飼い方のルール

か

か

こうしょう

犬・猫の
しつけ相談
（予約制）

猫 の飼い方のルール

飼い主は次のことが法律などで義務づけられています

不妊・去勢手術
済みの猫には、
耳にカットの目印
があります！

はやし

親子で
参加！ 防災ワークショップ

ラシーヌ ファーム トゥ パーク

導入展示

21964年東京オリンピック・
　パラリンピック

3日本で行なわれた
　冬季オリンピック

4新しい日本そして
　 輝く未来へ

5豊島区に
　ゆかりのある
　品々

お土産もあるよ
来てね！

スポーツ教室に
参加してみよう

前の東京オリンピック、
懐かしいなー

冬季は
長野と札幌で
開催してるのか

これが
聖火トーチ
かぁ

表彰台で
写真が撮れるよ！
わーい 

はい、
チーズ

1964年　
東京大会
聖火トーチ

1日本のオリンピック
　参加黎明期

トラック

メダルのレプリカに
触れてみよう

実際に使った
トラックの上に立てるよ！

よーいドン

いろんな
年代の展示が
あるね



　緊急時の避難場所
となる体育館は、小中
それぞれに配置。太陽
光発電やマンホールト
イレなど、災害用設備
も充実しています。

池袋本町小学校・池袋中学校  新校舎竣工
豊島区初の小中連携校

小・中・地域がつながる 連携・エコ・防災の拠点
防災連携・エコ

　平成28年6月に、池袋本町小学校と池
袋中学校の新校舎が竣工しました。豊島
区で初となる校舎併設型小中連携校とし
て、2学期から授業を開始します。
　小中学校がさまざまな施設をシェアリン
グ（共用）しながら、連携・協働して９年
間の学びの連続性を確保できる校舎です。

■問学校改築推進グループ☎4566-2789

　外構の桜並木や屋上・壁面緑化など
の豊かな緑や、ガラスを用いた開放的な
構造で、地域と学校が互いに見守り合い
ながら繋がる拠点となります。

▲太陽光発電

▲ビオトープ

小学校体育館▶

▲写真提供…日刊建設工業新聞社

▲昇降口のステンドグラス…製作・写真提供／クレアーレ熱海ゆがわら工房

新校舎の見学会を
開催します
9月10日㈯　
午後１時30分～４時30分
◇上履き持参　■申当日直接会場へ。

所在地　池袋本町一丁目43番１号
敷地面積　12,349.71㎡　
建築面積　  6,810.08㎡
延床面積　17,271.41㎡　
構造　鉄筋コンクリート造、地上４階

新校舎の概要

▲学習情報センター… ICT環境を完備した
図書館と学習スペース。

プール…可動す
る屋根と床を設
置し、小中学生
が共用します。

▶

小学校低学年
教室…校庭か
ら直接出入り
ができます。

▶

▲武道場…教育連携をしている秋田県
　能代市産秋田杉を使用。
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税・国保・年金税・国保・年金 子育て・教育子育て・教育

特別区民税・都民税のお支払い
はお済みですか

第1期分（6月30日納期限）の納付
が確認できなかった方へ、8月2日
に督促状を発送します。期限内に納
付してください。納め忘れを防ぐた
めには便利な口座振替を利用してく
ださい。病気や退職などでやむをえ
ず納期限までに納付することができ
ない場合や生活が困窮している場合
には、分割納付などの相談を行なっ
ています。早めに税務課整理グルー
プへ相談してください。
█問当グループ☎4566‐2362

国民健康保険加入者の方へ
「医療費のお知らせ」を発送します

医療機関に支払われる医療費の総
額を知るとともに、健康の大切さを
考えるきっかけにしていただくため、
加入者の方が診療を受けた内容を世
帯主あてにお知らせします。このお
知らせによる手続きの必要はありま
せん。
◇発送時期…8月下旬ごろ
◇内容…平成27年11月～平成28年4
月までの医療費※窓口支払額（1～
3割）ではなく、総医療費（10割）を
記載。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

児童扶養手当・特別児童扶養手
当・ひとり親家庭等医療費助成
受給者の皆さんへ

現況届の案内を7月下旬～8月上
旬に送付します。現況届の提出がな
いと、手当・助成が受けられなくな
ります。必ず提出してください。
◇受付…8月31日まで（特別児童扶
養手当は8月12日～9月9日の間）
に子育て支援課児童給付グループ窓
口へ
※8月20日㈯・28日㈰の午前9時～
午後5時にも提出できます。
█問当グループ☎3981‐1417

新規開設認可保育施設「（仮称）
あい・あい保育園東池袋園」の
入園児童を募集

◇所在地…東池袋3‐22‐17セント
ラルプレイスビル1階
◇定員…38名（0歳児6名、1歳児
10名、2歳児11名、3歳児11名※来
年度以降は、4・5歳児も受入予定）
◇開園日…11月1日（予定）※工事遅
延などで開園が延期される場合あり。
◇募集期間…第1次選考の申込み／
8月1日～9月9日まで、第2次選
考の申込み／9月20日～10月11日。
第2次選考は、第1次選考の欠員が
ある場合のみ実施※12月1日入園か
らはほかの認可保育施設の申込締切

と同じ。
█申必要書類をすべてそろえ、入園グ
ループへ持参。すでに保育施設の入
園申込み済みで、11月入園まで書類
の有効期限がある場合は希望園変更
の届出で申込みが可能。必要書類な
どは各認可保育施設、東・西子ども
家庭支援センター、東・西区民事務
所、保育課入園グループで配布して
いる「平成28年度豊島区認可保育施
設入園のしおり」を参照。区ホーム
ページからも閲覧可。
█問入園グループ☎3981‐2140

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

8月17日㈬ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏◇卒乳
を考えている区内
在住の保護者◇30
名
█申電話で健康推進
課☎3987‐4174へ
※先着順。

8月28日㈰中学校説明会・小学
校入学相談会（手話通訳あり）

①中学校説明会…午前9時30分～11
時30分（午前9時から受付）※説明終
了後、個別相談を実施◇説明…区立
中学校の教育内容と特色ある教育活
動、隣接校選択制など。個別相談…
中学校生活、就学手続き、特別支援
教育など◇来年度に中学校入学予定

の子どもと保護者。
②小学校入学相談会…午後1時30分
～4時30分（午後1時から受付）※説
明終了後、個別相談を実施◇説明…
区立小学校について、隣接校選択制、
放課後事業など。個別相談…小学校
教育、就学手続き、特別支援教育、
放課後事業など◇来年度に小学校入
学予定の子どもと保護者。
いずれも帝京平成大学冲永記念ホ
ール（東池袋2‐51‐4）※未就学児
の同伴可█申当日直接会場へ。
█問学事グループ☎3981‐1174

立教大学＆たまひよ共催企画
「ママ tomoパパ tomoカレッジ」
働くママのための1DAY講座

9月3日㈯ 午前10時～午後3時
立教大学池袋キャンパス（西池袋3
‐34‐1）◇日本スターバックス物
語に学ぶフォロワーシップ論、リス
クマネジメント、先輩パパママトー
クセッション「保活・園選び」、「両
立・キャリア形成」ほか◇子育て中
のママとその家族（プレママとプレ
パパ可）◇ママ150名、パパ100名◇
ママとパパ4，000円、ママのみ3，000
円█申㈱ベネッセコーポレーションホ
ームページ█HPhttp : //women.ben
esse.ne.jp/cos/common/mama
tomo/osusume/college.html へ
※先着順。
█問男女平等推進センター☎5952‐
9501、当カレッジ運営事務局█HP t-toi
awase@mail.benesse.co.jp

8月29日㈪から池袋本町小学校校舎内に「子どもスキップ池袋本町」を開
設します。これにより池袋本町児童館は閉館となります。保護者の就労や
疾病などの事情により、放課後に児童を預かる「学童クラブ」も併設されて
います。詳しくは、区のホームページをご覧ください。
●対象児童…当該小学校に通学、または区内在住の小学生。保護者の緊急
連絡先を確認するためにスキップへの届出（用紙は各「子どもスキップ」で
配付）が必要です。
●開設時間など①一般利用児童…平日／授業終了後～校庭開放終了時間、
学校休業日／午前10時～校庭開放終了時間※校庭開放終了時間は季節など

によって変わります。②学童クラブ利用児童…平日／授業終了後～午後6
時、学校休業日／午前9時～午後6時（土曜日は午後5時まで）
●休業日…日曜日・祝日・年末年始（12月29日～平成29年1月3日）
●学童クラブ利用料…月額4，000円※減額・免除の制度があります。
●一般利用の仕方…ⓐ放課後一度帰宅してから利用する、ⓑ放課後ランド
セルを持ったまま直接利用する（直接利用）※集団下校時などには直接利用
はできません。

█問子ども課放課後対策グループ☎3981‐1058

�広島に原爆が投下された日…
8月6日㈯ 午前8時15分
�長崎に原爆が投下された日…
8月9日㈫ 午前11時02分
�全国戦没者追悼式…8月15日
㈪ 正午

◇原爆被災パネル展
8月1～31日 区役所本庁舎4階

の開庁時間 庁舎まるごとミュージ
アム（区役所本庁舎4階回廊）█申当日
直接会場へ。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

「としま情報スクエア」

8/1 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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戦没者の慰霊と世界の恒久平和への
願いを込めて黙とうをささげましょう
戦没者の慰霊と世界の恒久平和への
願いを込めて黙とうをささげましょう

▲昨年の様子

●「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。



環境・清掃環境・清掃

福  祉福  祉

くらし等くらし等

健  康
募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

豊島清掃工場個人見学会

8月13・27日 土曜日 午前10時
～11時30分 当工場（上池袋2‐5
‐1）※車の来場不可◇50名
█申電話で各開催日の2日前までに当
工場☎3910‐5300へ※先着順。

みらい館大明「いのちの森」開放日

8月28日、9月25日 日曜日 午
後1～5時◇区の植樹事業で誕生し
た「いのちの森」を自由に見学。校庭
で遊ぶことも可█申当日直接当館へ。
�「いのちの森」を見守り育てる運営
ボランティア募集中…詳しくは当館
へ問い合わせてください。
█問当館☎3986‐7186

わかばパソコンクラブ初級編

9月7日～10月19日 水曜日 午
後1時20分～3時20分 心身障害者
福祉センター◇ワードで文字・文章
入力などの基礎的内容を学ぶ◇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。ゆっくりでも文字入力
できる方限定。視覚障害の方は除く。
初回の方優先※送迎バス希望の方は
要相談◇4名◇テキスト代など実費。
█申電話かファクスで8月18日までに
「当センター☎3953‐2811、█FAX3953

‐9441」へ※先着順。

「としま南池袋ミーティングル
ーム」を開設します

区民センターの改築期間中、代替
会議室として開設します。
◇所在地…南池袋2‐34‐5 藤和
第2ビル3階
◇開設時期…9月利用分から
◇抽選申込み…12月利用分から※事
前に団体登録が必要です。詳細は問
い合わせてください。
█問としま未来文化財団☎3984‐7601

消費者標語の募集

◇テーマなど…日々の生活の中で気
付いたことや実践していることなど。
文字数は、五・七・五の17文字が基
本。声に出して読みやすければ、17
文字でなくても可◇対象…区内在住、
在学の小学4～6年生◇展示…9月
16・17日に開催する消費生活展で掲
示。詳細は募集案内（消費生活セン
ターで配布。区ホームページからダ
ウンロードも可）を参照█申はがきか
ファクスか窓口持参で8月15日（必
着）までに、標語（1名1点のみ）、
学校名、学年、氏名（展示の際に支
障がある場合はペンネームも可）を
記入し、当センター█FAX5992‐7024へ。
█問当センター☎4566‐2416

平成28年度
5区合同ビジネスネット

10月21日㈮ 午後1時～5時15分

文京シビックホール小ホール（文京
区春日1‐16‐21）◇製造業の企業
を対象とした、新規販路開拓・情報
交換のための個別商談会。発注企業
は公募のほか招致も実施。大学によ
る研究紹介や文京区印刷関連企業の
事業や製品などの紹介◇製造業の企
業◇1社2，000円※発注企業は無料
█申8月5日までに所定の参加申込書
を提出。参加申込書など詳細は文京
区ホームページ█HPhttp://www.city.
bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokig
yo/chusho/businessnet.html参照。
█問文京区経済課産業振興係☎5803‐
1173

8月から「長寿健診」が始まります

疾病の早期発見・治療、生活習慣
病の予防のため、毎年受診しましょ
う。対象となる方には7月下旬に受
診券を発送しました。8月以降に案
内が届かない場合で、受診を希望さ
れる方は問い合わせてください。
◇対象…後期高齢者医療制度に加入
している方（主に昭和16年9月30日
以前に生まれた方）
◇受診期間・場所…11月30日㈬まで
区内実施医療機関
◇検査項目…問診、身体測定、血圧
測定、診察、血液検査、尿検査と胸
部Ｘ線検査※心電図検査は平成29年
3月31日現在偶数年齢の方のみ。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

帝京平成大学臨床心理専門職大
学院平成28年度公開講演

8月27日㈯ 午後1時30分～4時
帝京平成大学池袋キャンパス本館
416講義室（東池袋2‐51‐4）◇公
開講演「新しい時代に求められる臨
床心理士のあり方～英米との比較か
ら～」。講師…国立精神・神経医療
研究センター／菊池 安希子氏、伊
藤正哉氏。臨床心理学研究科の紹介
◇500名█申当日直接会場へ。
█問当大学臨床心理センター☎5979‐
6659（月～土曜日 午前10時～午後
5時）

健康チャレンジ！対象事業
「メタボリックシンドローム予防教
室～あの日のお腹にかえりたい～」

9月1日㈭ 午後1時30分～4時
長崎健康相談所◇メタボリックシン
ドロームの予防と食事の話、運動実
技、体成分測定（体重・骨格筋量・
体脂肪量・基礎代謝量）◇区内在住、
在勤で医師に運動を制限されていな
い方（65歳未満の方優先）◇25名
█申電話かファクスで「長崎健康相談
所☎3957‐1191、█FAX3958‐2188」へ
※先着順。

健康チャレンジ！対象事業

①「姿勢良くなれ体操教室」…9月5
日㈪ 午前11時15分～午後0時15分
雑司が谷体育館◇姿勢を良くして肩
こり、ひざ痛、腰痛などを緩和する
動き◇40名、②「健康寿命を延ばす
には～快適な毎日を送る技～」…9
月11日㈰ 午前10時～正午 生活産

業プラザ◇講師…二葉栄養専門学校
校長／小川 万紀子氏。講演会終了
後、薬と栄養の相談可◇80名、③
「かくれ高血圧に気をつけて！」…9
月16日㈮ 午後6時30分～8時30分
生活産業プラザ◇講師…池袋大久保
医院院長／山根明子氏◇80名、④
「ボディメイク 体幹を意識したエ
クササイズ」…9月19日㈷ 午前10
時30分～11時30分 スポーツクラブ
ルネサンス早稲田（高田1‐19‐24）
◇40名
①④は◇動きやすい服装、上履き、
タオル持参。
█申いずれも電話で保健事業グループ
☎3987‐4660へ※先着順。

豊島区自転車等駐車対策協議会
の委員を募集します

◇活動内容…年数回の協議会（平日
の日中開催）へ出席し、自転車など
の駐車対策に関する重要事項につい
て協議
◇応募資格…自転車問題に関心があ
る区内在住の方で、応募時点で20歳
以上の方。国および地方公共団体の
議員または常勤の公務員でない方。
区の審議会などの公募委員を2つ以
上委嘱されていない方
◇募集人員…2名程度
◇任期…10月1日～平成30年9月30
日（予定）
◇報酬…会議出席ごとの支払
◇選考方法…小論文「豊島区の自転
車交通の現状と、今後の安全・安心
な利活用について」（800字程度、様
式不問）※必要に応じて電話問合せ
あり。書類選考合格者は面接を行な
う。結果は8月下旬に応募者個別に
通知
█申小論文（4面記入例参照。職業、
生年月日も記入）を8月1～15日（消
印有効）の間に交通対策課自転車計
画グループへ郵送か持参※応募書類
は返却不可。
█問当グループ☎3981‐2169

第2回豊島区障害者・障害福祉
計画推進会議

8月22日㈪ 午後6時30分～午後
8時30分 区役所本庁舎5階507会
議室
█申前日午後5時までに電話かファク
スで「障害福祉課政策推進グループ
☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」へ。

都電荒川線スタンプラリー

8月1日㈪～9月25日㈰ スタン
プ設置場所は計9か所※区内のスタ
ンプ設置場所は①区役所本庁舎1階、
②雑司が谷案内処◇都電荒川線沿線
4区（荒川区、北区、豊島区、新宿
区）の名所をまわるスタンプラリー。

集めたスタンプの数に応じて、沿線
4区や東京都交通局のグッズを抽選
で進呈█申当日直接会場へ。
█問都電荒川線スタンプラリー事務局
☎6910‐2559（午前9時～午後5時
受付）

池袋西口としま商人まつり

8月6日㈯・7日㈰ 午前10時～
午後6時※7日は午後5時まで 池
袋西口公園◇オープニングセレモニ
ー…6日 午前11時から。区内各商
店および交流都市による飲食・物品
販売、観光物産店、各種団体による
「夏の演舞の集い」█申当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

駒込図書館

①おはなしのはこ夏スペシャル～怪
談・昔ばなし特集！～…8月6日㈯
午後1時30分から◇あつい夏にゾク
ゾク、ドッキリする、日本と外国の
こわいはなし特集◇幼児～小学生
②わくわく工作会～動くおもちゃを
作ろう～…8月13・27日 土曜日
午後1時30分から◇身近な物を使っ
て動くおもちゃを作る。13日はやさ
しい工作、27日は少しレベルアップ
した工作に挑戦。工作会は、どちら
か1日のみの参加も可◇4歳～小学
生◇20名
いずれも駒込地域文化創造館
█申①は当日直接会場へ、②は電話で
駒込図書館☎3940‐5751へ。当館で
直接申込みも可。

みらい館大明

①大明シネマ「グスコーブドリの伝
記」…8月14日㈰ 午前10時30分開
始、午後2時開始◇原作／宮沢賢治、
監督／杉井ギサブロー氏◇2012年ア
ニメーション作品◇各回30名
②日本食文化考察シリーズ第11弾
「みなと町の郷土料理と日本酒」…第
1回／9月4日 大阪編大門酒造
（利休梅）、第2回／9月11日 福岡
編高橋商店（繁枡）、第3回／9月18
日 神奈川編久保田酒造（相模灘）
いずれも日曜日 午後3～6時◇
フードコンサルタント／久保田 淳
氏が進行・提供する郷土料理と自信
の日本酒で異なる地域の食文化を体
感。各回県の観光課、醸造関係者の
レクチャーあり◇20歳以上◇各回25
名◇全回11，000円（1回4，000円、2
回7，500円）
③本格イングリッシュガーデン～管
理講座～（全4回）…8月28日、9月
25日、10月30日、11月27日 日曜日
午後2～4時◇5月に植えたイング
リッシュガーデンの管理を元 RHSJ
英国王立園芸協会日本支部理事／佐
藤勇武氏の指導で実践し、庭を美し
く手入れする方法を学ぶ◇各回20組
◇1回1，500円※5月に実施済みの
当講座に参加した方1回500円※小
学生以下は無料（保護者同伴）。1回
のみの参加も可。
█申①～③とも電話か E メールで「当
館☎3986‐7186、█EMmiraikan_taim
ei@yahoo.co.jp」へ。当館窓口で
直接申込みも可※先着順。

第31回日本の海洋画展

8月22日㈪～28日㈰ 午前11時～
午後7時（22日午後2～6時、28日
午後4時まで） 東京芸術劇場◇現
代画壇を一堂に集めた海洋画展█申当
日直接会場へ。
█問（一財）全日本海員福祉センター☎
3475‐5391

第1回としま再エネ会議
「『2050年の天気予報』から考え
る豊島区のエネルギー」

9月3日㈯ 午後2～4時 豊島
清掃事務所◇気象予報士が予測する
2050年の区の天気をもとに、身近な
温暖化問題と今後の再生可能エネル
ギーについて考える。講師…気象予
報士／岩谷忠幸氏ほか◇高校生以上
◇50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。

東京音楽大学第9回ピアノ教員
によるコンサート～ローナン・
オホラピアノリサイタル～

9月10日㈯ 午後4時開演 東京
音楽大学100周年記念ホール（南池袋
3‐4‐5）◇シェーンベルク／6
つの小さなピアノ曲作品19、ワーグ
ナー＝リスト／イゾルデの愛の死ほ
か◇806名
█申電話かＥメール（4面記入例参照。
件名「東京音大・ピアノ教員コンサ
ート整理券希望」、希望枚数も記入）
で、「新演奏家協会『東京音楽大学ピ
アノ教員コンサート係』☎3561‐
5012（月～金曜日午前10時～午後6
時）、█EMdesk2@shin-en.jp」へ※先
着順。

第5回西武線沿線
フォトコンテスト作品募集

◇テーマ…西武線沿線の魅力あふれ
るワンシーン（名所、イベント、風
景など）を募集◇規定など…1名5
点まで。アマチュア・未発表のもの
に限る◇結果発表…10月上旬までに
入賞者へ通知、11月に表彰式を行な
う予定█申専用の応募画面（区ホーム
ページからリンク）から、8月31日
までに作品データを送信。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

雑司が谷未来遺産
フォトコンテスト作品募集

◇テーマ…末来に残したい雑司が谷
（当地の魅力を表す人・物・景色な
ど）◇応募規定…Ａ4版写真（カラー、
モノクロ可）、未発表のもの█申所定
の応募用紙（区ホームページからダ
ウンロードも可）を作品裏面に貼り、
10月31日（必着）までに雑司が谷未来
遺産推進協議会事務局（雑司が谷地
域文化創造館内
雑司が谷3‐1
‐7）へ郵送か
持参。
█問当館☎3590‐
1253

川村学園女子大学「女子中高校生
向け『外国人講師の英会話教室』」

8月9日㈫、10日㈬ 午後0時30
分受付開始 当大学目白キャンパス
（目白3‐1‐19）◇中学生コース…
ショッピングやレストラン、ホーム
ステイの英会話など。高校生コース
…海外旅行の英会話、日本文化と海
外文化の違いなど◇区内の中学校・
高等学校に在学する女子生徒◇各コ
ース10名程度█申E メール（4面記入
例参照。件名「夏の英会話教室参加
希望」学校名、学年も記入）で当大学
█EMmejirokouza@kgwu.ac.jp へ。
1件につき1名※先着順。
█問当大学☎3951‐0111

区民プロデュース講座（hoihoi-
mama）「夏休み企画・親子で
苔玉作り」

8月21日㈰ 午前9時30分～11時
30分 千早地域文化創造館◇植物や
苔、土に触れて学び、オリジナルの
苔玉を作る。講師…苔Hasuke／小林
祐氏◇子どもと保護者◇10組◇1組
1，500円█申Ｅメールで8月13日まで
に「hoihoi-mama█EMhoihoimama.t
oshima@gmail.com」へ※先着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

徳川林政史研究所公開講座
「天保期の社会と人物」（全5回）

9月1・8・15・29日、10月6日
木曜日 午後6時30分～8時 生活
産業プラザ◇江戸時代の古文書をテ
キストにしてくずし字を解読し、天
保期の時代像について解説。詳細は
区ホームページ参照◇80名█申往復は
がきで8月16日（必着）までに庶務課
文化財グループへ※1名1通。応募
者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

家庭教育講座（目白小学校）
「親子で楽しもう！和楽器演奏会
＆尺八体験」

9月24日㈯ 午前10時～11時30分
目白小学校体育館◇和楽器（尺八、
そう

筝、三味線）について学び、尺八の
演奏にチャレンジ◇100名◇室内履
き、下足袋、ハンカチ持参
█申電話かファクスかＥメールで8月
20日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

淑徳大学公開講座
「シナジー効果を引き出す
コーチング中級」（全5回）

8月30日～9月27日 火曜日◇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。

2学期に、学校参観週間を実施します。公開時間は実施園・学校や日にちによって異なるため、問い合わせてください。日曜日の公開はありません。
また、各校では、心の教育を推進するため、すべての学級で道徳の授業を公開する「道徳授業地区公開講座」や月1回程度の「としま土曜公開授業」も実施し
ています。学習に取り組む子どもたちの様子をぜひご覧ください◇上履き、上履き袋持参█申当日直接園・学校へ。受付で記名。

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。

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地
区公開講座

目白小学校
☎3987‐4801 9月3日㈯～8日㈭ 9月3日、10月8日、11月5日 9月3日

長崎小学校
☎3956‐8146 9月10日㈯～15日㈭ 9月10日、12月10日 9月10日

要小学校
☎3956‐8151 9月15日㈭～21日㈬ 9月3日、10月15日 10月15日

椎名町小学校
☎3953‐6461 9月13日㈫～17日㈯ 9月17日、10月22日、11月5日、12月3日 10月22日

富士見台小学校
☎3953‐6472 9月1日㈭～7日㈬ 9月3日、12月3日 1学期に

実施済み
千早小学校
☎3956‐8154 9月24日㈯～29日㈭ 9月24日、10月22日 9月24日

高松小学校
☎3956‐8157 9月5日㈪～9日㈮ 10月22日、12月3日 2月4日

さくら小学校
☎3956‐8164 9月20日㈫～24日㈯ 9月24日、11月12日、12月10日 9月24日

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地
区公開講座

駒込中学校
☎3918‐2105 9月5日㈪～9日㈮ 9月17日、11月12日 1学期に

実施済み
巣鴨北中学校
☎3918‐2144 9月5日㈪～10日㈯ 9月10日、10月15日、11月12日 9月10日

西巣鴨中学校
☎3986‐0661 9月5日㈪～10日㈯ 9月10日、11月12日 10月5日

池袋中学校
☎3986‐5435 9月12日㈪～16日㈮ 9月24日、11月12日、12月3日 11月12日

西池袋中学校
☎3986‐5427 9月5日㈪～10日㈯ 9月10日、10月1日、11月12日 1学期に

実施済み
千登世橋中学校
☎3987‐6285 10月11日㈫～15日㈯ 9月3日、10月15日、11月12日、12月3日 1学期に

実施済み
千川中学校
☎3956‐8171 9月23日㈮～29日㈭ 9月3日、11月12日 1学期に

実施済み
明豊中学校
☎3956‐8174 9月26日㈪～30日㈮ 9月3日、11月12日、12月10日 1学期に

実施済み

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地
区公開講座

仰高小学校
☎3918‐2325 9月3日㈯～7日㈬ 9月3日、10月8日、11月5日 9月3日

駒込小学校
☎3918‐5691 10月11日㈫～14日㈮ 9月10日、10月15日、11月12日、12月3日 9月10日

巣鴨小学校
☎3946‐9551

10月13日㈭～18日㈫
※15日㈯を除く 9月10日、11月12日 1月28日

清和小学校
☎3918‐2605 9月5日㈪～9日㈮ 12月3日 1月21日

西巣鴨小学校
☎3918‐6345 9月8日㈭～13日㈫ 9月10日、11月5日、12月3日 1月21日

豊成小学校
☎3918‐2315 9月28日㈬～10月4日㈫ 9月10日、11月19日、12月10日 1月21日

朋有小学校
☎3987‐6275 9月8日㈭～13日㈫ 9月10日、10月15日、11月19日、12月3日 12月6日

朝日小学校
☎3918‐2339 9月10日㈯～15日㈭ 9月10日、10月8日、11月19日 9月10日

池袋第一小学校
☎3916‐3435 8月31日㈬～9月3日㈯ 9月3日、10月8日、11月12日、12月10日 1月14日

池袋本町小学校
☎3986‐7166 9月12日㈪～9月16日㈮11月12日 2月18日

池袋第三小学校
☎6697‐3041

9月3日㈯～9月9日㈮
※7日㈬を除く 9月3日、10月22日、11月12日、12月10日 1学期に

実施済み
池袋小学校
☎3986‐2858 9月10日㈯～15日㈭ 9月10日、10月15日、11月19日、12月3日 9月10日

南池袋小学校
☎3987‐6278

9月6日㈫～10日㈯
※7日㈬を除く 9月10日、11月12・26日 1学期に

実施済み
高南小学校
☎3987‐6266 9月3日㈯～8日㈭ 9月3日、10月1日、11月5日 9月3日

幼稚園名 実施期間

西巣鴨幼稚園 ☎3915‐813110月6日㈭・7日㈮

池袋幼稚園 ☎3986‐82339月28日㈬・29日㈭

南長崎幼稚園 ☎3950‐28619月14日㈬・15日㈭

区立幼稚園、小・中学校参観週間区立幼稚園、小・中学校参観週間 █問指導課☎3981‐1145█問指導課☎3981‐1145

幼

稚

園

小

学

校

小

学

校

中

学

校

●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） 8月1日号 No.1701 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1



平成28年7月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口人口と世帯世帯人口と世帯 25,868
(＋16)

174,229
(－12)

283,410
(＋48)
143,076
140,334

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。

 

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

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「家庭にあるものを使って、こん
なことができる！」…8月6日㈯
午前10時～正午
█申当校☎3208‐8461、█FAX3209‐6454
●日本外国語専門学校
②「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…8月25日㈭
午後1時～2時30分
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041
●東京電子専門学校
③「コンパクトデジカメ、スマフォ
できれいな写真を撮る講座」…8月
26日㈮ 午前10時～正午、④「デジ
カメ写真の編集入門」…8月26日㈮
午後1～3時、⑤「人型ロボット『P
epper』と触れ合ってみよう」…8月
27日㈯ 午前10時～正午、⑥「オリ
ジナルＴシャツ作りに挑戦」…8月
27日㈯ 午後1～3時
█申当校☎3982‐3131、█FAX3980‐6404

ジュニアボウリング教室

8月21日㈰ 午前9時～正午 池
袋ロサボウル（西池袋1‐37‐12）◇
ゲームをしながらボウリングのルー
ルやマナーを楽しく学ぶ◇区内在住、
在学の小学生◇20名◇500円
█申電話かファクス（区ホームページ
から申込書をダウンロード）で「豊島
区ボウリング連盟 岩井☎3988‐
8456（池袋ロサボウル内）、█FAX3971‐
1801」へ※先着順。

区民親子釣り教室「ハゼ釣り」

9月22日㈷ 午前6時30分 旧豊

島公会堂前出発 千葉県木更津方面
◇区内在住、在勤、在学の方とその
家族◇50名◇2，500円◇釣り具（貸竿
あり）、クーラーボックス、雨具、
昼食、飲料水など持参。
█申電話で9月15日までに豊島区釣友
連合会事務局 佐橋☎3916‐3647へ
※先着順。

第69回豊島区民体育大会

◇区内在住、在勤の方
●卓球…9月4日㈰ 豊島体育館█申
8月22日までに田辺☎3959‐4423へ。
●剣道…10月2日㈰ 豊島体育館█申
9月5日までに小野塚☎3942‐2865
へ。
●テニス…9月11日㈰から 総合体
育場・三芳グランド█申8月6日まで
に石☎3988‐5634へ。
●レスリング…9月18日㈰ 雑司が
谷体育館█申9月10日までに加瀬☎
3972‐8052へ。
●ダンススポーツ…9月25日㈰ 雑

しら す

司が谷体育館█申8月20日までに白数
☎3530‐2349へ。
●ゴルフ…9月28日㈬ 鳩山カント
リークラブ█申9月2日までに小林☎
3981‐1619へ。
●クレー射撃…9月19日㈷ 成田射
撃場◇銃砲所持許可者█申当日午前10
時までに小池☎090‐3232‐5934へ。
※他の種目は今後掲載予定。
█問当スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

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。

授業づくり支援員（臨時職員）

◇区立小学校で担任とともにチーム
ティーチングや授業の準備および計

画立案を行なう◇任期…9月1日～
平成29年3月31日█申履歴書（写真貼
付）、教員免許状の写し、合格証書
の写し、自己申告カード（区ホーム
ページからダウンロード可）を8月
17日（必着）までに指導課庶務・事業
グループへ郵送か当課窓口へ直接本
人が持参。
█問当グループ☎3981‐1145

区立幼稚園臨時職員（登録制）

�特別支援指導員…担任教諭の学級
指導補助など◇勤務日数…週5日程
度。1日3～6時間、�預かり保育
指導員…預かり保育の指導など◇週
2～3日。1日3～6時間█申履歴書
（写真付き）、資格証（写）を学務課学
事グループ窓口へ持参※要事前連絡。
█問当グループ☎3981‐1174

サポートとしま「老い支度講座」
～元気な今から始める準備～
（全2回）

①「今すぐできる生前整理」…9月6
日㈫◇講師…整理コーディネーター
／石見良教氏、②「もしもの時に想
いを残す“遺言”」…9月9日㈮◇講
師…弁護士／冨永忠祐氏。
いずれも午後2～4時 生活産業

プラザ◇区内在住で両日とも参加で
きる方◇80名
█申8月1日午前9時から電話かファ
クスで「サポートとしま☎3981‐
2940、█FAX3981‐2946」へ※先着順。

●東京都教育庁
「中学校卒業程度認定試験」
10月27日㈭ 東京都教職員研修セ
ンター（文京区本郷一丁目3番3号）

◇試験科目…国語、社会、数学、理
科、外国語（英語）◇対象者…義務教
育を猶予・免除された方または卒業
できなかった方、外国籍で平成29年
3月31日までに満15歳以上になる方
◇受験案内など配布場所…文部科学
省または東京都教育庁█申指定の願書
などを8月22日～9月9日の間に、
文部科学省生涯学習政策局生涯学習
推進課へ提出。
█問地域教育支援部義務教育課小中学
校係☎5320‐6752
●自衛隊豊島出張所
「自衛官募集」
◇種目…①航空学生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生（女性）、④自衛
官候補生（男性）、⑤防衛大学校学生
（一般前期）、⑥防衛医科大学校医学
科・看護学科学生◇資格…①⑤⑥は
高卒（見込含む）で21歳未満の方、②
③④は18歳以上27歳未満の方◇受付
期間…①②③は9月8日まで、⑤⑥
は9月5～30日、④は随時。
詳しくは問い合わせてください。
█問当出張所☎3982‐7075
●（公財）東京都福祉保健財団
「東京都子育て支援員研修（第2期）
の受講者募集」
◇研修内容…保育や子育て支援分野
の各事業に従事する上で必要な知識
や技能などを有する「子育て支援員」
の養成研修（地域保育・地域子育て
支援・放課後児童・社会的養護の各
コース）。詳細は当財団ホームペー
ジ█HPhttp : //www.fukushizaidan.
jp/111kosodateshien/、都ホーム
ページ█HP http : //www.fukushiho
ken.metro.tokyo.jp/kodomo/ka
tei/kosodateshieninkensyuu01.h
tml 参照。
█問当財団人材養成部福祉人材養成室
子育て支援員担当☎3344‐8533

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。

�太極拳「元気！ながさきの会」
毎月第3・4水曜日 午後1時30
分～3時30分 区民ひろば椎名町
◇60歳以上◇月額1，500円█問大森
☎3952‐0614
�社交ダンス「DS さくら会」 毎
週火曜日 午後6時30分～8時
西池袋第二区民集会室◇入会金
1，000円、月額3，500円█問桐野☎
3941‐5700
�「鷗座池袋句会」 毎月第1日曜
日・第4金曜日 午後1時～4時
30分 南大塚地域文化創造館◇1

回1，000円█問宮澤☎3959‐1934
�「リトルエールズ茶道」 毎月1
回 土曜日または日曜日 午前9
時～正午 雑司が谷地域文化創造
館◇5歳以上の子どもと保護者◇
月額1，500円█問チダムバラム☎6903
‐6673
�フラワーアレンジ「Flower Ro
om」 毎週火曜日 午前10時30
分～正午 西池袋第二区民集会室
◇1回4，200円（材料費含む）█問田
中☎5640‐8745
�「碁楽会」 毎週水曜日 午後1
～4時頃 心身障害者福祉センタ
ー◇主に心身障害者の方◇月額
100円█問林☎5966‐4694
�女声合唱団「コール・アダージ

ョ」 毎週月曜日 午前10時～正
午 千早地域文化創造館など◇女
性の方◇入会金1，000円、月額
5，000円█問中村☎3957‐3695
�筆ペン「翠玄会」 毎月第1・3
月曜日 午前10時～11時30分 雑
司が谷地域文化創造館◇月額
3，500円█問菅野☎3950‐2693
�「クラフトバンドを楽しむ会」
毎月第2・4金曜日 午前10時～
正午 巣鴨地域文化創造館◇入会
金1，000円、月額2，000円█問葛山☎
3958‐5236
�社交ダンス「東池袋ダンスクラ
ブ」 毎週土曜日 午前9時30分
～10時30分、10時45分～11時45分
東池袋第四区民集会室◇入会金
2，000円、月額4，000円█問坂本☎
5974‐6780

広告
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