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認知症 知って安心!

もしかして認知症？と心配な時は、お近くの高齢者
総合相談センターにちょっと相談してみませんか？
今後の生活に安心感が持てます。

もしかして認知症？と心配な時は お近

認知症は、相談できます。

No.2

　認知症は、身近な病気です。
認知症の方や家族の方が相談
することで、症状の進行に応じ
たかかわり方やその支援につい
て知ることができ、今後の備え
や道しるべになります。
　住み慣れた地域でさまざまな
人とのつながりを保てば、認知
症があっても安心して生活でき
ます。
　まずは、当センターに相談し
てみませんか？

高齢者総合相談センターで配布しています

豊島区認知症ケアパス

認知症や医療・介護
などの情報について
紹介しています。

認知症の初期症状や
進行による症状や生
活の変化に合わせた
サービス情報をまと
めています。認知症対策グループ

☎4566 - 2433

認知症パンフレット

パブリックコメントパブリックコメント
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個人住民税賦課徴収に関する事
務の「特定個人情報保護評価書」
を一部修正しました

課税資料電算入力などの業務委託
開始に伴い、上記評価書を一部修正
しました。一部修正にあたりパブリ
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
本評価書は10月20日まで、税務課、
行政情報コーナー、区ホームページ
で閲覧できます。また個人情報保護
委員会（内閣府）のマイナンバー保護
評価Webのホームページ█HPhttp://
www.ppc.go.jp/mynumberでも
検索・閲覧できます。
█問税務課庶務グループ☎4566‐2351

「選挙のお知らせ」に点字シール
を貼ります

衆議院議員補欠選挙（10月23日執
行）「選挙のお知らせ」に点字シール
を貼ります※以前申し込んだ方は、
再度の申込み不要です。
█申希望者は電話で9月30日までに選
挙管理委員会事務局☎4566‐2821へ。

教育支援資金

収入が一定基準を超えない世帯を
対象に無利子で入学金、授業料など
を貸し付ける制度です。必要な学費
に応じた金額を上限額の範囲で貸付
します。
◇内容…①就学支度費（入学金のみ）
限度額500，000円、②教育支援費（授
業料など）月上限額／高等学校・専
修学校（高等課程）35，000～52，500円、
高等専門学校60，000～90，000円、短
期大学・専修学校（専門課程）60，000

～90，000円、大学65，000～97，500円
◇借受人…就学者、連帯借受人…生
計中心者、連帯保証人…原則不要。
◇据置期間…卒業後6か月
◇返済期間…14年以内
◇相談窓口…くらし・しごと相談支
援センター※申請には条件があり、
必要書類の提出などがあります。相
談から資金交付まで2か月程度必要
です。余裕をみて相談してください。
█問当センター☎4566‐2454

離乳食講習会

10月4日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇お口の機能の発達
に合わせた離乳食の進め方や調理の
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。

東部区民事務所の自動交付機の
停止について

東部区民事務所の漏電検査に伴う
停電のため、自動交付機を停止しま
す。なお、ほかの施設の自動交付機
は通常通り稼働します。
◇停止日…9月24日㈯ 終日
█問証明グループ☎3981‐4766

食品衛生街頭相談

9月24日㈯ 午前10時～午後4時
池袋西口公園◇相談窓口、パネル展
示、クイズ、手洗いチェッカーを使
った実験など。クイズに答えた方先
着500名に参加賞をプレゼント█申当
日直接会場へ。
█問食品衛生担当係☎3987‐4177

不動産街頭無料相談会

10月1日㈯ 午前10時～午後4時
メトロポリタンプラザビル1階自由
通路（西池袋1‐11‐1）◇弁護士、
司法書士、税理士および宅建主任者
による相談会◇都内在住の方◇40名

程度█申当日先着順受付。
█問（公社）全日本不動産協会東京都本
部豊島文京支部☎5940‐8151

住まいの無料相談フェア

10月11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）◇地震・災害対策、相続
相談、土地のお悩み、マンション管
理など、住まいに関する様々な相談
に各専門家が応じます。
█申電話で東京都建築士事務所協会豊
島支部☎3984‐2448へ※当日直接参
加も可。

東池袋四丁目2番街区地区市街地
再開発事業等の原案説明会および
公告縦覧、意見募集をします

●都市計画原案説明会…10月5日㈬
午後7時～8時30分 あうるすぽっ
と█申当日直接会場へ。

●都市計画原案の縦覧、意見募集
◇縦覧期間・場所…10月3～17日の
間に都市計画課窓口
◇意見募集期間…10月3～24日
◇提出方法…郵送かファクスで10月
24日（消印有効）までに当課都市計画
グループ█FAX3980‐5135へ。直接当課
窓口へ持参も可。
█問当グループ☎4566‐2632

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、
助成します。
◇対象…①区内建築物の所有者、②
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

10月23日㈰ 午後2～4時（午後1時30分開場） としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
2人に1人ががんになる時代と言われるように、がんは身近な病気です。がんサバイバーの方

や支援者の方のお話を聞いて、がんについて考えてみませんか。ミニコンサートあり◇300名
第1部「あきらめない!!がん治療も2アウトから」◇講師…元読売巨人軍投手／横山忠夫氏
第2部「がんになってからの家計を考える」◇講師…NPOがんと暮らしを考える会理事長／賢見
卓也氏
█申はがきか電話かファクスか Eメールで「〒170‐0013 東池袋1‐20‐9 がん対策・健康計
画グループ☎3987‐4243、█FAX3987‐4110、█EMA0016901@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。空席が
あれば当日参加も可。

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9/21 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。
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豊島区がん対策推進特別講演会 「がんと暮らし」

▲横山忠夫氏 ▲賢見卓也氏

●「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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健  康健  康

講演・講習講演・講習
リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①中池袋公園…10月16日㈰ 午前11
時～午後2時◇区内在住、在勤、在
学の個人またはグループ◇30店舗
（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）◇1，000
円②東池袋中央公園…10月22日㈯
午前11時～午後3時◇50店舗（1店
舗面積2ｍ×2ｍ）◇2，000円（一般
企業は5，000円）
いずれも駐車場なし。雨天中止。
営業目的は不可。
█申①は往復はがきで10月6日（必着）
までに「〒171‐0043 要町3‐3‐8
笈川」へ。②はファクスかＥメール
で「としまNPO推進協議会█FAX5951‐
1508、█EMen@toshima-npo.org」へ。
いずれも1名（1グループ）1通のみ
※応募者多数の場合は抽選。
█問①はハローフリーマーケット 笈
川☎3973‐5824、②は幅上☎5951‐
1508

9月24～30日は結核予防週間です

結核は、今も流行中です。日本で
は、毎年2万人ほどの人が結核を発
病し、2千人近くの人が命を落とし

ています。区では平成27年、102名
の結核患者の新規登録がありました。
長引くせき、たん、倦怠感、発熱

などの症状があるときは早めに受診
してください。また、定期健診など
の機会を見つけて、毎年1回、胸部
Ｘ線検査を受けましょう。定期健診
と早めの受診を心がけましょう。
█問感染症グループ☎3987‐4182

豊島区歯科医師会 口腔がん検診

11月16日、12月21日、平成29年1
月18日、2月15日、3月15日 水曜
日 午後2～4時（午後1時30分受
付開始） あぜりあ歯科診療所◇区
内在住の方◇各40名◇保険証持参。
█申9月13日（午前9時30分～午後4
時30分 火～土曜日）から電話であ
ぜりあ歯科診療所☎3987‐2425か歯
科相談窓口☎3987‐2370へ※先着順。

口腔ケア講座と栄養講座

10月19日㈬ 旧高田豊寿園（高田
3‐38‐7）
①口腔ケア講座…午前10時30分～正
午◇歯科医師による噛む力や飲み込
むための筋肉を鍛える体操、唾液の
分泌を促すマッサージなどの講義。
②栄養講座…午後1時30分～3時◇
管理栄養士による食生活の改善方法
や必要な栄養素などの講義。
いずれも◇区内在住で65歳以上の

方◇各40名
█申電話で介護予防グループ☎4566‐

2434（平日のみ）へ※先着順。

もの忘れ相談事業区民公開講座
「認知症の早期診断と予防～今か
ら知って備える認知症のこと～」

10月22日㈯ 午後2～4時 豊島
区医師会館（西池袋3‐22‐16）◇講
師…東京女子医科大学神経内科学教
室講師／吉澤浩志氏◇区内在住、在
勤の方◇100名█申電話かファクスで
10月8日までに「豊島区医師会事務
局☎3986‐2321、█FAX3984‐5921」へ
※先着順。
█問認知症対策グループ☎4566‐2433

第49回ふくろ祭り

①前夜祭…9月24日㈯ 午後0時40
み こし

分～7時40分、②御輿の祭典…9月
25日㈰ 正午～午後8時
※10月8日㈯・9日㈰には第17回東
京よさこいを開催。
いずれも池袋駅西口周辺◇詳細は、

ふくろ祭り協議会ホームページ█HPht
tps : //www.yosa
koitokyo.gr. jp /参
照█申当日直接会場へ。
█問当協議会☎3986‐
7933

第26回わくわく冒険まつり

9月25日㈰ 午前10時～午後2時

長崎小学校◇表彰式、体験・遊びコ
ーナー、模擬店など。一部有料コー
ナーあり█申当日直接会場へ
█問当まつり実行委員会事務局（区民
ひろば富士見台内）☎3950‐6871

『赤い鳥』を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

10月1日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「小
さな草と太陽」、宇野浩二「地蔵の村」
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

オータムコンサート

10月2日㈰ 午後2時～3時30分
雑司が谷旧宣教師館◇ドニゼッティ
「ソナタ」、ライネッケ「バラード」、
ピアソラ「リベルタンゴ」、いずみた
く「見上げてごらん夜の星を」ほか█申
当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

松風花道会
創流百周年記念いけばな展

10月15日㈯・16日㈰ 午前10時～
午後6時 東京芸術劇場◇植物に心
を託した個性豊かな150作品を展示
█申当日直接会場へ。
█問（公社）松風花道会☎5940‐2918

エポック10シネマ「タイピスト！」

10月20日㈭ 午前の部…10時～正
午、午後の部…午後2～4時 生活

産業プラザ◇1950年代のフランス。
主人公ローズはタイプライター全仏
大会に挑む◇30名█保6か月以上～未
就学児。定員あり。要予約。
█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。

千早図書館 千早進歩自由夢例月
会「バイオリンとチェロの世界」

10月29日㈯ 午後2～4時（午後
1時30分開場）◇奏者…佐藤 美代子、
三好明子、大石 修。曲目…貴志康
一「月」、ヴィオッティ「弦楽三重奏
曲」ほか。解説つき。プログラムを
当日配布◇小学生以上◇50名█申当日
先着順受付。
█問当館☎3955‐8361

「ミシェル・プラッソン＆読売
日本交響楽団」ご招待

10月29日㈯ 午後3時開演（午後
2時開場） 東京芸術劇場◇83歳と
なるフランス人マエストロ、ミシェ
ル・プラッソン来日公演。ラヴェル
のボレロなど、至高のオールフラン
スプログラム◇未就学児童不可◇Ｓ
席10組20名█申往復はがきで9月30日
（必着）までに「〒171‐0021 西池袋
1‐8‐1 東京芸術劇場『マエス
トロ』係」へ※応募者多数の場合は抽
選。落選者には優待案内返送。
█問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）

出前寄席
「便利だから狙われる、お金！」

9月30日㈮ 午後1時30～50分
区民ひろば朝日◇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

みらい館大明

①パソコン10月講座「エクセル2013
を学ぶ」…ⓐ10月5日㈬／エクセル
入門（表作成）、ⓑ12日㈬／計算や関
数、データベース機能、ⓒ19日㈬／
印刷やグラフ・シートの作成 ⓐは
午前10時～午後5時、ⓑⓒは午後1
～5時◇ⓑⓒはエクセル経験者向け。
全講座文字入力・マウス操作できる
方◇10名◇ⓐ5，000円、ⓑⓒ3，000円。
②シニアのための「楽しく安全な入
浴を学ぶ講座」…10月20日㈭ 午後
1時～2時30分◇入浴の基礎知識と
効果、正しい入浴法、入浴時の危険
回避ノウハウなどを学ぶ。講師…
（一社）高齢者入浴アドバイザー協会
代表理事／鈴木知明氏◇20名◇
2，000円
█申①②とも電話か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。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…ⓐ10月13日㈭ 午
前10時～正午 長崎第三区民集会室、
ⓑ10月14日㈮ 午前9時30分～正午
当センター◇12月まで入会キャンペ
ーン実施中◇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。
②体操教室（月3回）…10月3日から
月曜日 午後1時30分～3時 自宅
でもできるストレッチ体操で、膝痛
や腰痛の緩和に努める◇25名◇月額
2，000円※先着順。
③パソコン＆iPad 教室…�無料体
験教室／ⓒ10月21日㈮ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）／ⓓ10月5日～26日 水曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）／ⓔ10月4日～10
月25日 火曜日 午後3時～4時30
分◇5，700円、�iPad 入門（全4回）
／ⓕ10月3日～10月24日 月曜日
午前10時～11時30分、ⓖ10月6日～
10月27日 木曜日 午後0時45分～
2時15分◇ⓕⓖとも5，800円、�夜
間エクセル講座（全8回）／ⓗ10月5
日～11月23日 水曜日 午後7時～
8時30分◇14，000円
②③と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。

時短で簡単！上手な洗濯のコツ

10月14日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇洗剤や洗濯
の基本やコツ、注意点を覚え、日々
の洗濯を時短で簡単、快適に行なう
方法を学ぶ。ニットの手洗いも実演
◇区内在住、在勤、
在学の方◇30名
█申電話で消費生活
グループ☎4566‐
2416へ※先着順。

介護職員初任者研修（旧ホーム
ヘルパー2級）受講生募集

●講義・演習…10月22日～12月17日
土・日曜日 午前10時～午後5時30
分※日により時間変更あり◇別途自
宅学習用課題あり、●実習・見学…
11月7日～12月2日の間の2日間
（土・日曜日を除く）
いずれも特別養護老人ホーム山吹
の里、特別養護老人ホーム文京くす
のきの郷（文京区大塚4‐18‐1）ほ
か◇20名◇59，000円◇修了試験合格
者に修了証を授与。詳細は（社福）フ
ロンティアホームページ█HPhttp : //
www.frontier-sw.or.jp/index.ph
p 参照█申申込書（当法人に電話で請
求。当法人ホームページからダウン
ロードも可）を10月14日（必着）までに
「〒171‐0014 池袋4‐29‐6‐204
（社福）フロンティア研修担当」へ郵
送※応募者多数の場合は書類選考。
█問（社福）フロンティア☎5949‐5995

1 リオ・オリンピック閉幕
閉会式の東京大会 PRは世界中の話題をさらい、東京大会に対する期待
が一気に高まっています。世界からスポットライトを浴びるこのチャンス
を逃さず、国際アート・カルチャー都市として、豊島区の多様な魅力を発
信し、世界中から人々を迎えたいと考えています。

2 平成27年度決算について
一般会計決算額は歳入1，400億4，100万円、歳出1，367億1，800万円で過去

最大規模となりました。新庁舎保留床等購入のための取り崩しにより、前
年度決算では一時的に起債残高を下回っていた基金残高も、旧庁舎跡地活
用収入を積み立て、再び基金残高が起債残高を約146億円上回る黒字の状
況となりました。今後も計画的かつ安定的な財政運営を念頭に、健全財政
を継続してまいります。

3 国際アート・カルチャー都市の推進
日本・中国・韓国から一都市を選定し様々な文化プログラムを通して交
流を深める国家プロジェクト「東アジア文化都市」の2019年開催都市に立候
補します。年間を通じて開催されるイベントは区民にとっても多彩な文化
芸術に触れる機会となり、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向
けた文化芸術によるレガシーの構築につなげていきます。

4 女性にやさしいまちづくりの推進
としまエコミューゼタウン2階に私立認可保育所を誘致します。国や地
方自治体の庁舎が入るビルに認可保育所が設置されるのは「全国初」であり、
国内でも例のない少子化対策の先進事例として全国に誇れる取組みとなり
ます。引き続き、あらゆる手を尽くして待機児童ゼロに取り組んでまいり
ます。また、「女性にやさしいまちづくり」のカギとなるワークスタイル変
革には、部下のワーク・ライフ・バランスを考えながら、組織の業績も結
果を出す経営者・管理職を指す「イクボス」の存在が重要となっており、区
内の主要な企業の皆様と「オール豊島」でイクボス宣言をします。

5 池袋駅周辺まちづくり
「国際戦略総合特区」の一つであり、アジア地域の業務統括拠点や研究開
発拠点のより一層の集積を目指し、外国企業誘致プロジェクトを進める
「アジアヘッドクォーター特区」に、池袋副都心エリアの追加申請をしまし
た。今年度内には特区に指定される見込みであり、国際アート・カルチャ

にぎ

ー都市として、世界から人が集まり、賑わいと活力あふれる都市となるよ

う、外国企業の誘致の検討を行なっていきます。また、各方面から好評を
いただいている南池袋公園のほか、池袋駅周辺の池袋西口公園、中池袋公
園、今後整備予定の造幣局跡地の防災公園を含めた4つの公園それぞれの
特色を活かし、憩いと賑わいと防災の拠点となるよう整備します。2020年
東京オリンピック・パラリンピックまでには、この「4つの公園」と新公会
堂を始めとする「8つの劇場」により、まち全体が劇場都市となり、来街者
がわくわくするような、魅力あふれる池袋にしてまいります。

6 災害に強いまちづくり
9月8日に本区の総合防災訓練では初の「図上訓練」を実施しました。想

定される被害に基づいた実際的なシナリオに即した訓練は、災害対策本部
の災害対応能力を向上させ、各種計画、マニュアルの実行性の検証・改善
と職員の意識を変革し、防災体制の整備を効果的に実施するための最善の
方法です。このような実践的な訓練を重ねることにより、職員の災害対応
能力を高め、区民の安全安心のために全力を尽くしてまいります。また、
熊本地震視察の教訓として救援物資の「物流体制の確立」と「福祉救援セン
ターの整備」が課題となっており、防災協定締結自治体との「パッケージ支
援」と「災害弱者への旅館等の提供」について大筋で合意に至りました。協
定締結自治体間で相互に「支援物資」「積み下ろし要員」「輸送車両」を一つの
パッケージにし、一定期間の支援を要請することで災害初動時の物流体制
の強化を図ります。さらに「福祉救援センター」の補完手段として、旅館や
ホテルを無償で相互に提供することにしました。

7 共生社会の推進
生活困窮者自立支援事業として庁舎4階福祉総合フロアに設置した「く

らし・しごと相談支援センター」や一時生活支援施設として開設した「自立
支援センター豊島寮」では大きな実績を上げています。今後も、生活困窮
者の早期自立に向け一層の支援の充実に努めてまいります。

8 教育としまの推進
区内初の池袋本町地区小・中併設型連携校が開校しました。洗練された

デザインの4階建て校舎は、小・中学生が共に育ち合う学びの拠点、緑の
拠点であり、災害時には地域防災の拠点としての姿を現しています。小中
共用の職員室や21世紀型学習スキルを引き出す学習情報センター、可動式
屋根・床を備えたプール、家庭科室やランチルームなど、小・中学校で共
有する「シェアリング」の教育理念を掲げ、義務教育9年間の意義深い学び
と育ちの連続性を獲得する仕組みが体現されています。

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。

※敬称略。役職は在職時のもの。

自治功労（11名）
●町会長（4名）
戸張 眞克 雑司が谷一丁目町会会長
細川 博久 南大塚一丁目宮若町会

会長
本多 春彦 長崎四丁目町会会長
宮田 和昌 池袋東口本町会会長
●区政連絡会委員（1名）
小野賢一郎 第五地区区政連絡会委員
●附属機関の委員（6名）
神田 将 豊島区公害健康被害認

定審査会委員
太田 勝敏 自転車等駐車対策協議

会会長
柳田 好史 自転車等駐車対策協議

会委員
佐々木隆爾 文化財保護審議会会長
大石 学 文化財保護審議会委員
菊池 徹夫 同

社会福祉事業功労（23名）
●社会福祉関係団体の長（4名）
井澤 清 折戸千春会会長
小森 政子 池袋百齢会会長
櫻井 弘清 江戸橋寿会会長
下田 順啓 永和会会長

●社会福祉施設に勤務する職員（13名）
吉本 孝之 特別養護老人ホームア

トリエ村特養長
髙橋 樹世 特別養護老人ホーム風

かおる里職員
松本 謙一 同
五十嵐裕二 特別養護老人ホーム養

浩荘副施設長
小島 信彦 高齢者在宅サービスセ

ンターアトリエ村所長
中川 裕美 高齢者在宅サービスセ

ンターアトリエ村職員
安部 英助 高齢者在宅サービスセン

ター上池袋豊寿園園長
久保田晴夫 高齢者在宅サービスセ

ンター長崎第二豊寿園
職員

高橋 久美 グループホーム小菊の
家職員

榎本歌代子 共同作業所オーク理事長
近藤 淳 ガーデニング施設長
松永久美子 染井クリエイト施設長
佐藤美砂子 私立しいの実保育園保

育士
●各種相談員等（2名）
青木 智子 青少年育成委員会委員
髙野 好昭 同
●保護司（4名）
安藤 豊 保護司
小菅 敦子 同

新富 喜美 保護司
吉成喜美子 同

保健衛生功労（10名）
●社会福祉施設嘱託医（1名）
末延 清志 西池袋第二保育園保育

園医
●区立小中学校医等（8名）
猪狩 和子 南池袋小学校学校医
内田 祐子 池袋第一小学校学校医
大藏 眞一 巣鴨北中学校学校医
岡﨑 健二 千登世橋中学校学校医
毛塚 博行 西巣鴨中学校学校薬剤師
田﨑 崇 巣鴨北中学校学校薬剤師
宮川 裕子 池袋小学校学校医
谷津 悟 豊成小学校学校医
●区の行う保健衛生事業に貢献しそ
の功績が顕著な者（1名）
西川 嘉伸 豊島区精神科産業医

教育功労（4名）
●区立小中学校 PTA会長（1名）
玉木 泰司 巣鴨小学校ＰＴＡ会長
●幼稚園設置者（1名）
松平 賴武 私立もみじ幼稚園設置者
●幼稚園に勤務する職員（1名）
福永 恭子 私立もみじ幼稚園園長
●区の行う教育事業に貢献しその功
績が顕著な者（1名）
川島みすい ひかり文庫朗読会音訳

奉仕者

産業振興功労（2名）
●産業振興関係団体の長（2名）
中谷 暠夫 西池袋要町商店会会長
濵野 章保 長和会会長

公共事業功労（26名）
●公共事業関係団体の長（8名）
髙橋ちゑこ 豊島青色申告会副会長

新井 徳子 豊島青色申告会監事
篠﨑 功 同
横森 正子 同
吉野 祐一 豊島青色申告会理事
鈴木 孝雄 豊島法人会会長
根本 弘三 豊島間税会会長
富樫 泰明 東池袋地区補助81号線

沿道まちづくり協議会
会長

●各種相談員等（3名）
大川 隆之 法律相談員
澤田 稔 同
足立 尚久 住宅相談員
●消防団員（15名）
梅澤 光法 豊島消防団団員
大久保 仁 同
勝俣 聡嗣 同
早野 一義 同
若林 隆志 同
荒井 正裕 池袋消防団団員
泉谷 剛 同
岡村 晴雄 同
佐藤 裕子 同
高野 直紀 同
殿岡 託 同
永倉 忠 同
永倉 正江 同
西村 龍二 同
渡辺 漸 同

公益功労（7名）
●徳行者（4名）
瀬戸乙次郎 地域美化ボランティア
曽根 靖史 同
田中 文子 同
松村かつ子 同
●人命救助者（3名）
池田 裕一 人命救助者
篠原 章泰 同
横澤 栄子 同

「豊島区表彰条例」に基づく平成28年豊島区功労者が、表彰審査会の審
査を経て決定しました。区功労者とは、長年にわたり豊島区の振興発展
・区民福祉の向上に貢献し、その功績が著しい方です。
今回表彰されるのは次の83名で、10月1日、としまセンタースクエア

（区役所本庁舎1階）で表彰式が行なわれます。
█問総務グループ☎3981‐4451

第3回区議会定例会区長招集あいさつ 9月9日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。

平成28年豊島区功労者を表彰します

●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） 9月21日号 No.1707 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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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

社会福祉協議会社会福祉協議会

家庭教育講座（駒込中学校）
「思春期の子どもとココロ通わ
すお家の片づけ」

10月29日㈯ 午前10時～正午 当
校会議室◇整理収納アドバイザー／
松林 奈萌子氏から、家族にとって
居心地の良い心と空間の片づけ法を
学ぶ◇30名◇筆記用具、室内履き持
参。
█申電話かファクスかＥメールで10月
14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。

男女平等推進センター共催事業

①思春期の子どもの世界第13回～思
春期の感性豊かな自己表現を感受す
る～…10月22日㈯ 午前10時～正午
立教大学池袋キャンパス太刀川記念
館（西池袋3‐34‐1）◇思春期の子
どもとの関わり方について専門家の
講義を聞き、親子関係を見直す◇思
春期の子どもの保護者◇100名、②
ハロウィンアイシングクッキー講座
…10月27日㈭ 午前10時～正午◇生

活産業プラザ◇魔法の砂糖でアイシ
ングクッキーづくり◇子育て中の母
親◇20名◇600円、③親子で学ぶ自
然観察…10月30日㈰ 午前10時～正
午 生活産業プラザ◇自然クイズ、
観察ゲーム、ロープワークを通じて
観察力を高める◇年長～小学校低学
年の子どもと保護者◇20組40名
いずれも█保6か月以上未就学児。
要予約。定員あり。
█申電話かファクスか E メールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

大正大学書道カレッジ

①水墨画を楽しむ（スペシャルコー
ス後期全6回）…10月12日～平成29
年2月15日 水曜日 午前10時50分
～午後0時20分◇講師…竹心書画院
院長／大野宜白氏◇要水墨画道具
②基礎からの書道～李白の詩を書く
～（基礎コース後期全12回）…10月13
日～平成29年3月2日 木曜日 午
前10時50分～午後0時20分◇講師…
毎日書道展審査会員／荒木大樹氏
③篆刻を楽しむ（専攻コース後期全
6回）…10月20日～平成29年3月9
日 木曜日 Ａコマ／午後1時10分
～2時40分、Ｂコマ／午後2時50分

～4時20分◇講師…毎日書道展審査
会員／池田光希氏◇要篆刻道具
①②とも◇30名◇24，000円、③は

◇20名◇30，000円
いずれ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、█EMo
c@t-map.net、█HP http ://www.t-
map.net」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）

歩こう会「駒込駅から染井霊園
・とげぬき地蔵そしてスポーツ
まつり会場へ」

10月10日㈷ 午前9時50分 ＪＲ
山手線駒込駅北口駅前公園（染井吉
野桜記念公園）集合◇染井霊園・と
げぬき地蔵とスポーツまつり会場へ
（約5㎞）◇300円█申当日集合場所で
受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

災害ボランティア養成講座
（全2回）

大規模災害発生時に区内での支援
活動などを行なう災害ボランティア
を募集。本講座受講後に登録可。
①10月20日㈭ 午前9時30分～正午
生活産業プラザ、②10月27日㈭ 午
後1～3時30分 池袋防災館◇①災
害ボランティアや災害ボランティア
センターの役割、災害について考え
るなど、②防災体験ツアー◇区内在
住、在勤、在学で両日参加できる方
◇30名
█申電話で10月14日までに豊島ボラン
ティアセンター☎3984‐9375へ。

◆高南第一 「高南ひろばまつり」
…9月24日㈯ 午後2時～5時30
分 高南小学校校庭◇イベントコ
ーナー（ブラスバンド、ダンス、
ミニゲームなど）、買い物広場、
子ども遊びコーナー、飲物・食物
コーナーほか█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆西巣鴨第二 「にしすがも友遊
まつり」…9月24日㈯ 午後1～
3時 当ひろば・菊かおる園・西
巣鴨幼稚園園庭█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆清和第一 「清和文化祭」…9月
30日㈮、10月1日㈯ 午前10時～
午後3時◇サークル、事業の作品
展示および舞台発表。10月1日午
後はジャズコンサート█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆千早 「運動会」…10月13日㈭
午後1時30分～3時30分◇紅白玉
入れ、仮装競技、
パン食い競争な
ど█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎
3959‐2281

◆さくら第二 「ふれあい運動会」
…10月7日㈮ 午前10時30分～正
午◇参加賞あり◇80名█申直接当ひ
ろば窓口へ※先着順。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆朋有 「第5回フォークコンサ
ート」…10月15日㈯ 午後1時30
分～2時30分◇懐かしいピーター
・ポール＆マリーのサウンドを楽
しむ。出演…スパロウズ█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆さくら第一 「秋の文化祭～作
品展～」…10月21日㈮・22日㈯
午前10時～午後4時30分（22日は
午後3時まで）◇サークル・個人
作品の展示、カードケース作り、
喫茶コーナー、パン、ビーズ小物
の販売あり█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆長崎 「第9回み～んなのひろ
ばまつり」…10月22日㈯ 午後1
時～3時30分◇オープニング（長
崎小学校2年生の合唱）、ゲーム
・食べ物・手作りコーナーなど█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411

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2回スマイル大合唱フェステ
ィバル
11月18日㈮ 午後3時（2時開
場） 東京芸術劇場◇故中島啓江
が中心となった全国の合唱団によ
るコンサート。ゲスト…岡本知高、
天満敦子ほか。曲目…威風堂々、
ふるさと、ほか◇全席指定5，000
円█申としまチケットセンター☎
5391‐0516（休館日を除く午前10
時～午後7時）※発売中。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●南大塚 第97回南大塚ホール落
語会…11月17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でチケット発
売中。当館のみ電話予約可。
◆文化カレッジ受講生募集中
●駒込 ①【108】駒込エリアガイ
ドボランティア養成講座Ⅱ～すぐ
に役立つガイド向け英会話～…11
月6・13・27日 日曜日◇2，000
円、②【110】童門冬二の歴史人物
講座「井伊直虎の郷土愛と家族愛」
…11月17・24日 木曜日◇1，400
円、③【112】古典文学講座「枕草子
～清少納言が伝えたかったこと～」
…12月1・8日 木曜日◇1，500円
●巣鴨 ④【212】アドラー心理学
とその周辺～生きづらさを見直す
ために～…11月14日～12月5日
月曜日◇2，200円
●南大塚 ⑤【515】親子蕎麦打ち
（小学生以上）…11月23日㈷◇
2，000円
●雑司が谷 ⑥【311】初めての日

本画「季節の花を描く」…10月17日、
11月7日、21日 月曜日◇6，500
円、⑦【312】コーラス講座「さあ、
歌いましょう！楽しく、気軽に」
…10月19日～11月16日 水曜日◇
3，200円、⑧【313】新国立劇場へ
「セビリアの理髪師」を観に行こう
！…11月15日㈫・22日㈫・27日㈰
◇2，000円※鑑賞料別途、⑨【314】
クリスマスを和食で楽しむ…11月
24日、12月1日 木曜日◇5，000円
●千早 ⑩【409】家庭でできるフ
レンチ＆イタリアン…11月5日・
26日 土曜日◇3，000円、⑪【411】
エリアガイドボランティア養成講
座「旧長崎町なるほどゼミナール
Ⅵ～トキワ荘があった長崎地域の
歴史とトキワ荘ゆかりの地を巡り
ます～」…11月12日㈯・19日㈯・
27日㈰◇1，700円、⑫【412】アート
クレイシルバー（銀粘土）でオリジ
ナルアクセサリーを作ろう！…11
月18日、12月2・16日 金曜日◇
6，000円、⑬【413】女性のためのデ
ジカメ入門講座～都会の美しい紅
葉を撮りましょう！…11月24日、
12月1・8日 木曜日◇2，000円
●「としまガイド養成講座（入門コ
ース）」（全10回）…11月19日～2月
25日 土曜日◇3，000円
申込方法など詳細は、財団ニュ
ース「みらい」9月号および10月号、
当財団ホームページ、または各館
に問合せ。
█問駒込☎3940‐2400、巣鴨☎3576
‐2637、南大塚☎3946‐4301、雑
司が谷☎3590‐1253、千早☎3974
‐1335

8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）

4日 校庭
改修工事中

測定休止

0．06 0．06

19日 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） 9月21日号 No.1707 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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