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実証実験期間の時間帯は
自動車の通行はご遠慮ください。

実証実験
実施場所

池袋駅東口を歩行者にやさしい
空間にしてみませんか？

福  祉福  祉

対象者の区分 自己負担
上限額

世帯全員
が住民税
非課税

①被保険者本人が老
齢福祉年金を受けて
いる方など 15，000円

／月②被保険者本人の合
計所得金額と課税年
金収入額の合計額が
80万円以下の方など
③上記以外の方など
※1

24，600円
／月

本人また
は世帯員
が住民税
課税者

④一般 37，200円
／月

⑤現役並み所得者
※2

44，400円
／月

※1 年金などの収入が全くない方や、収入が
少なく確定申告の必要がないとされている方で
も、住民税の申告をしていない方は、所得状況
がわからないため③の区分に該当する場合あり。
所得状況が判明すれば②に該当する場合もあ

るので、収入がない（少ない）方でも必ず住民税
の申告をしてください。

※2 同一世帯に、課税所得145万円以上の65
歳以上の被保険者がいる方。ただし、65歳以上
の被保険者の合計年収が単身383万円、2人以
上520万円に満たない場合は申請により、自己
負担上限額が37，200円となる場合があります。

環境・清掃環境・清掃

助成対象機器 助成額
太陽光発電システ
ム

2万円／kW（一般・集合
ともに上限4kW）

自然循環式太陽熱
温水器 2万円（一律）

強制循環式ソーラ
ーシステム 5万円（一律）

雨水貯水槽
1万円（設置費3～5万円
未満）
2万円（設置費5万円以上）

エネファーム 8万円（一律）

HEMS 機器本体価格の3分の1
（上限2万円）

蓄電システム 機器費の20％（上限15万円）
LED 照明器具（集
合住宅共用部分） 設置費の20％（上限15万円）

くらし等くらし等

介護保険には高額介護サービス
費の支給制度があります

同月内に利用したサービスの自己
負担（1割または2割）の合計額（同
一世帯内に複数の利用者がいる場合
には世帯合計額）が、下表の自己負
担上限額を超えるときは、超えた分
が支給されます。該当される方には、
お知らせを送付します。
◇申請に必要なもの…金融機関の口
座番号がわかるもの、印鑑。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

平成28年度豊島区エコ住宅普及
促進費用助成金のご案内

住宅向け（一般住宅・集合住宅）の
新エネ・省エネ機器設置などの費用
に対する助成を行ないます。
�対象
◇一般住宅…区内にある自身が居住
する住宅に、太陽光発電システム、

太陽熱温水器、雨水貯水槽、燃料電
池コージェネレーションシステム
（エネファーム）、エネルギー管理シ
ステム（HEMS）、蓄電システムを設
置しようとする個人◇集合住宅…区
内にある自身が所有する集合住宅の
共用部分に、太陽光発電システム、
LED照明器具を設置しようとする個
人（区外居住者は対象外）、または区
内の分譲集合住宅の管理組合など。
�助成申請受付期間
平成29年1月31日（太陽光発電シ

ステムのみ平成29年1月15日）まで。
受付期間内でも、予算の範囲に達し
た時点で申請受付を終了※必ず、機
器設置工事の開始前に申請してくだ
さい█申申請書（環境事業グループで
配布。区ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を記入し、必
要書類を添えて、当グループへ郵送
か持参。
█問当グループ☎3981‐2771

目白の森で遊ぼう

11月5日㈯※小雨決行 午後1～
4時 目白の森◇ムクロジの実工作、
ドングリ工作、木の葉のしおりづく
り█申当日直接会場へ。
█問豊島みどりの会☎・█FAX3982‐5569

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

11月20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11月10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

豊島区融資あっせんのご案内

区では、区内の中小企業者が経営
の安定や、設備の最新化などに要す
る資金を円滑に調達できるよう、金
融機関と東京信用保証協会の協力で、
低利な融資のあっせんを行なってい
ます。また、利子や保証料の一部を
補助して事業活動をサポートしてい
ます。
今年度から起業資金の利子本人負

担を0にするとともに、信用保証料

の負担を都制度と併用することで
50％補助できるようになりました。
詳しくはとしまビジネスサポートセ
ンターホームページ█HPhttp : //ww
w.toshima-biz.com/をご覧くださ
い█申必要書類（当センターホームペ
ージからダウンロード）を直接当セ
ンター窓口へ持参（起業資金の場合
のみ電話で要予約）。
█問当センター☎5992‐7022

マイナンバーカードを作りません
か？コンビニで証明書が取れます

住民票の写し、税証明書などをコ
ンビニで取得することができます。
自動交付機の利用は平成30年12月末
で終了予定ですので、ご利用くださ
い。マイナンバーカードの申請から
受け取りまでに6～8週間かかりま
す。
█問証明グループ☎3981‐4766

あいみつ

11月26日…第1回／画家靉光をモデルとした映画『復活』の上映と渡邉聡監督のトーク
12月3日…第2回／対談形式でアトリエの芸術家たちの暮らしや旧長崎地域を検証
いずれも土曜日 午後2～4時 あうるすぽっと◇60名◇500円

█申電話かファクスかＥメールで「当館企画調整グループ☎3983‐7861、█FAX3983‐9904、
█EMA0027900@city.toshima.lg.jp」へ。当館窓口で直接申込みも可（午前10時～午後5時）
※先着順。

池袋駅東口を歩
行者にやさしい空
間にするため、駅
からまちなかへ向
かう来街者が多く
通行する道路で、
自動車の通行を控
えてもらい、歩行
者が安心・快適に
通行してもらう取
組みを実施します。
期間中の自動車の
通行はご遠慮くだ
さい。詳しくは区
ホームページで確
認してください。
◇実験期間…11月12日㈯・13㈰・19日㈯・20日㈰ 正午～午後7時
◇対象路線…駅前明治通りから旧三越裏通りの区間

█問交通政策グループ☎4566‐2635

保険料や税金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10/21 １０月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療

保険料、介護保険料および第３期分の特別区民
税・都民税（普通徴収）は、１０月３１日が納期限で
す。期限内納付にご協力ください。

平成28年（2016年）
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中央図書館地域研究ゼミナール
「池袋モンパルナス～芸術家たちの生きた街」
（全2回）

▲映画『復活』の一場面

～ご協力ください～

●「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。



傍聴できます傍聴できます

健  康健  康

講演・講習講演・講習

第2回豊島区男女共同参画推進
会議

11月1日㈫ 午後6時30分から
生活産業プラザ3階大会議室█申開始
10分前までに直接会場へ。
█問男女平等推進センター庶務・計画
調整グループ☎5952‐9501

無料健診のすすめ！女性の骨太健
診・男性の生活習慣病予防健診

健康に過ごすための第1歩は、自
分の身体を正しく知ることです。毎
年健診を受け、健康状態・変化を把
握しましょう。検査の後に結果の見
方や日常生活を改善するヒントなど
の健康講座があります。今年度中に
20～39歳になる区民の方が無料で受
診できます※要予約。月1回実施。
詳しくは問い合わせてください。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4172

日本福祉教育専門学校公開講座
「認知症を理解する～認知症の方
と向き合う初歩的な関わりかた～」

10月29日㈯ 午後1～2時 当校
高田校舎（高田3‐6‐15）◇認知症
の方との向き合い方や初歩的な関わ
り方を、実際の体験を交えてわかり
やすく説明。講師…当校介護福祉学
科長／八子 久美子氏◇区内在住、
在勤、在学の方◇40名
█申電話かファクスで「当校☎3982‐
2511、█FAX3982‐5133」へ※先着順。

健康チャレンジ！対象事業

①街の巨匠に学ぶ「行楽弁当に最適
な野菜料理の極意を学ぼう」…11月
11日㈮ 午後1時30分～3時30分
WACCA 池袋キッチンスタジオ Lu
pe（東池袋1‐8‐1）◇講師…ベ

ジフルティーチャー／小松晴世氏◇
3回シリーズ中1回のみ参加可◇48
名、②「ぜん息・COPDの方へ～薬
の使い方と注意点～」…11月22日㈫
午後2～4時 池袋保健所◇区内在
住の呼吸器疾患をお持ちの方やその
家族◇30名、③「セルフメディケー
ションとクスリ～手軽にできる健康
管理～」…11月27日㈰ 午前10時～
正午 生活産業プラザ◇終了後、薬
と栄養の相談も可能◇80名
②③とも◇講師…豊島区薬剤師会

会長／遠藤 信一郎氏。
█申電話で①③は保健事業グループ☎
3987‐4660、②は公害保健グループ
☎3987‐4220へ※いずれも先着順。

豊島区医師会区民公開講座
せき

「長引く咳は風邪ではありません」

11月12日㈯ 午後2時30分～4時
30分 豊島区医師会館4階講堂（西

せき

池袋3‐22‐16）◇長引く咳と、肺
せき

がん、結核、肺炎、ＣＯＰＤ、咳ぜ
ん息などとの関連性を学ぶ。講師…
聖路加国際病院呼吸器内科副医長／
仁多寅彦氏、池袋大谷クリニック院
長／大谷義夫氏◇100名█申電話かフ
ァクスで「豊島区医師会☎3986‐
2321、█FAX3984‐5921」へ※先着順。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

てんかんとこころのストレス～
てんかんの基礎 症状と対応～

11月30日㈬ 午後2～4時 池袋
保健所◇100人に1人いると言われ
るてんかんについて、発作の症状や、
発作型や症候群、検査や治療法、発
作時の対応、日常生活での注意点な
どを学ぶ◇区内在住、在勤、在学の
方◇40名
█申電話で精神保健グループ☎3987‐
4231へ※先着順。

東京音楽大学Ｊ館ロビーコンサー
ト「第104回東敦子メモリアル・シ
リーズ『サティを知る～エリック
・サティ生誕150周年を迎えて』」

10月26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…サ
ティ「ジムノぺディ」「ジュトゥヴ」、
ドビュッシー「雨の庭」ほか█申当日直
接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

東日本大震災復興支援イベント
第8回大塚商人祭り

10月29日㈯・30日㈰ 午前10時～
午後5時（30日は午後4時まで） Ｊ
Ｒ大塚駅前南北広場南北自由通路◇
区内商店と被災地東北5県をはじめ
とする区の交流都市による飲食、物
販、観光展。ブラスバンド、よさこ
い、ゆるキャラ大集合などのアトラ
クション█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局☎3949‐5111

第15回すがもビジネスフェア
「四の市」

11月4日㈮ 午前10時～午後3時
巣鴨信用金庫本店（巣鴨2‐10‐2）
◇地域事業者の出展による、高齢者
向けのグルメ・健康グッズなどの商
品とサービスの展示、販売█申当日直
接会場へ。
█問当フェア事務局☎3918‐0196

第20回親子ふれあいまつり

11月15日㈫ 10時30分～正午 区
民ひろば富士見台◇人形劇団による
お楽しみ劇場、遊びの広場、健康相
談所コーナー、手形コーナーなど◇
乳幼児と保護者█申当日直接会場へ。
█問区民ひろば富士見台☎3950‐6871

第21回こころまつり

11月19日㈯ 午前10時45分～午後

2時30分 長崎小学校◇長崎小学校
児童による長崎獅子舞とダンスキッ
ズ、千早高校吹奏楽部による演奏な
どの舞台発表。参加団体による各種
販売█申当日直接会場へ。
●ボランティアを募集します…前日
または当日のボランティア█申事前に
電話でサンハウス☎3972‐2375へ。
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

秋の庭園ライトアップ

11月25日㈮～12月4日㈰ 午後5
時30分～9時（最終入園8時30分）
目白庭園◇色づく庭園をライトアッ
プ。期間中に赤鳥庵で以下のイベン
トも開催◇200円（入園料）※未就学
児無料█申当日直接会場へ。
�期間中のイベント（要申込み）

そう

①筝・尺八コンサート…11月25日㈮
が がく

午後7～8時、②雅楽コンサート…
11月26日㈯ 午後6時30分～7時30

しょう

分◇雅な笙の響きの世界を紅葉とと
もに楽しむ、③チェロと癒しの調べ
…12月1日㈭ 午後7～8時◇チェ
ロとクレセントによる癒しのコンサ
ート、④魅惑のインド舞踊…12月3
日㈯ 午後6時30分～7時30分、⑤
シャンソンコンサート…12月4日㈰
午後6時30分～7時30分◇夜のひと
ときをゆっくり、シャンソンで楽し
む。
いずれも◇60名◇1，000円（ライト

アップ入園料含む）█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）で「〒171
‐0031 目白3‐20‐18 目白庭園
管理事務所、█FAX5996‐4886、█EMinfo
-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。
█問当事務所☎5996‐4810

Echika 池袋ギャラリー
「障害者アート展」開催

10月31日㈪～11月30日㈬ 当ギャ
ラリー（東京メトロ副都心線池袋駅
構内）◇「第9回豊島区障害者美術展
（ときめき想造展）」の受賞作品約9

点を展示。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766

千早図書館
千早進歩自由夢11月例会「落語会」

11月19日㈯ 午前10時～正午（午
前9時30分開場）◇出演…三遊亭窓
輝師匠。演目は当日のお楽しみ◇50
名█申当日直接会場へ※先着順。
█問当館☎3955‐8361

東京音楽大学シンフォニーオー
ケストラ定期演奏会

12月6日㈫ 午後7時開演（午後
6時30分開場） 東京芸術劇場◇指
揮…秋山和慶、曲目…R.ワーグナー
「ニュルンベルクのマイスタージン
ガー：前奏曲」、G.マーラー「交響曲
第5番嬰ハ短調」◇1，999名※全席指
定◇1，500円█申前売り…東京芸術劇
場ボックスオフィス☎0570‐010‐
296、当大学Ａ館地下カワイ売店※
店頭販売のみ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

出前講座「防災の備え」

10月30日㈰ 午前10～11時 区民
ひろば富士見台◇突然の災害に備え、
心構えと準備すべき防災用品につい
て学ぶ。東京都消費者啓発員がわか
りやすく説明█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出張講座「悪質商法にご用心」

11月1日㈫ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば千早◇最近の事例
などを紹介し、だまされないための
注意点や対処方法を伝える█申当日直
接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

家庭教育講座

①親子で学ぼう「護身術」（富士見台
小学校）…11月5日㈯ 午前10時～

正午 当校体育館◇いざという時、
自分の身を守る対処法を親子で学ぶ。
講師…トライフォース柔術アカデミ
ー／新明佑介氏◇小学生と保護者
（未就学児は保護者同伴）◇40組（2
名1組）◇動きやすい服装、室内履
き、飲み物、タオル持参。
②「子育て中のからだをストレッチ」
（池袋幼稚園）…11月9日㈬ 午前9
時30分～11時30分 みらい館大明◇
肩こり・腰痛などの不調を整えるた
めのストレッチや改善方法などを学
ぶ。講師…武術太極拳指導者／小野
里美氏◇子育て中の保護者◇60名◇
バスタオルかヨガマット持参。
█申電話かファクスか Eメールで①は
11月4日、②は10月28日までに「庶
務課庶務グループ☎3981‐1141、█FAX
3980‐5163、█EMA0024004@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

みらい館大明

①豊島区若者支援事業「ブックカフ
ェとアートステーションＺ～主体的
な活動をはぐくむ場所～」…11月5
日㈯ 午後3～5時◇若者が主体的
に学ぶきっかけを作る場をブックカ
フェでどのように築いてきたのかを
他の事例を交えながら議論。進行…
劇作家／岸井大輔氏、スピーカー…
としまアートステーション構想事務
局長／石幡 愛氏、みらい館大明副
館長◇30名◇社会人のみ500円
②パソコン教室「チラシ作成に役立
つワード講座」…ⓐ11月10日㈭…ワ
ード2013入門、ⓑ17日㈭…写真や表
の挿入、ⓒ24日㈭…図形を使った装
飾◇ⓐは午前10時～午後5時、ⓑⓒ
は午後1～5時◇文字入力・マウス
操作できる方、ⓑⓒはワード経験者
（ウインドウズ10使用）◇各10名◇ⓐ
4，500円、ⓑⓒ3，000円
③「カリグラフィーでオリジナルク
リスマスカードを作ろう！」（全2回）
…11月18日、12月2日 金曜日 午
後2～4時◇講師…カリグラフィー
ネットワーク会員／牧 幸子氏◇15
名◇2，000円

④歴史裏話「戦国真田家のその後」…
11月24日㈭ 午後2時～3時30分◇
テレビドラマなどで脚光を浴びてい

まつえい

る戦国真田家の末裔が、真田家のそ
の後について秘話を語る。講師…書
道家／眞田朱燕氏◇12名
█申いずれも電話か Eメールで「みら
い館大明☎3986‐7186、█EMmiraika
n_taimei@yahoo.co.jp」へ。当館
窓口で直接申込みも可※先着順。

豊島区マンション管理士会セミ
ナー

11月12日㈯ 午後1時20分～4時
40分 生活産業プラザ◇講演会「高
経年マンションへの対応策」「大規模
修繕工事の進め方」と、マンション
関連法律相談（4件まで。要事前申
込み）、個別相談、グループ討議◇
区内の分譲マンションの管理組合役
員および区分所有者◇30名█申ファク
スか Eメールで「（一社）豊島区マン
ション管理士会事務局█FAX6912‐7713、
█EMinfo@mankan-toshima.com」へ
※先着順。
█問当管理士会☎6912‐7713

時短で簡単！上手な掃除のコツ

11月16日㈬ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇洗剤や掃除
の基本やコツ、注意点を覚えて日々
の掃除を時短
で簡単、快適
に行なう◇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。

シルバー人材センター

①入会説明会…11月18日㈮ 午前9
時30分～正午◇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パソコン＆iPad 教室…�無料体
験教室／ⓐ11月19日㈯ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）／ⓑ11月3～24日 木曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）／ⓒ11月2～23日
水曜日 午前10時～11時30分◇
5，700円、�iPad 入門（全4回）／ⓓ
10月31日～11月21日 月曜日 午後
0時45分～2時15分、ⓔ11月2日～
23日 水曜日 午後3時～4時30分
◇ⓓⓔとも5，800円、�夜間エクセ
ル講座（全8回）／ⓕ11月1日～12月
20日 火曜日 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。

健康チャレンジ！対象事業
「シニア世代の食事」

11月18日㈮ 午後6時から（午後
5時30分から受付） 武蔵野栄養専
門学校（南池袋3‐12‐5）◇当校管
理栄養士／板垣 裕氏から、免疫力
を高める食事の摂り方などを学ぶ◇
スポーツ・レクリエーション活動を
しているシニア世代の方や指導者、
食について関心のある方◇60名█申所
定の申込書（区ホームページからダ
ウンロードも可）に必要事項を記入
し、11月11日までにファクスで NP
O法人豊島区体育協会█FAX3955‐0528
へ※先着順。
█問豊島区レクリエーション協会 木
津☎3983‐4075

学習院大学臨床心理学専攻・附
属心理相談室 子どもの発達支
援公開シンポジウム

11月20日㈰ 午後2時～4時30分
（午後1時30分開場） 学習院創立百
周年記念会館正堂（目白1‐5‐1）
◇講演…「ありのままのわが子をみ
る大事さと難しさ―『発達』という視
点を味方につけて―」、講師…田中
千穂子氏ほか◇300名█申E メールか
ファクス（4面記入例参照。件名「発
達支援公開シンポジウム」も記入）で
11月15日までに「当大学臨床心理講
演会事務局█EMgucpkoenkai@gmail.
com、█FAX5992‐9316」へ※先着順。
█問当大学心理学科事務室 地井☎
5992‐1104

家庭教育学級小学校高学年コース
「反抗期の子どもとコミュニケー
ション」

11月24日㈭ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇反抗期の子どもが発
信するメッセージからコミュニケー
ションを学ぶ。講師…親業訓練シニ
アインストラクター／久保まゆみ氏
◇80名
█申電話かファクスかＥメールで11月
17日までに「生涯学習グループ☎
4566‐2762、█FAX3981‐1577、█EMA00
14606@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

適切な管理をせずに空き家を放置してしまうと、防災・防犯・衛生・景
観など様々な問題が発生する恐れがあります。空き家は個人の財産であり、
建物の維持管理は、所有者や管理者の方の責任において適切に管理するも
のです。平成25年住宅・土地統計調査において当区の空き家率は15．8％と
23区内で最も高い割合となっています。区では、空き家に関して「老朽建
物対策」および「空き家の利活用」の取組みを進めています。

●老朽建物対策
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基
づき、著しく保安上危険である、著しく景観を
損なっている、著しく衛生上有害となる、周辺
の生活環境の保全を図るため放置する事が不適
切であるなどの場合には、助言・指導・勧告な
どを行ないます。それぞれのケースに応じ、建
物などの維持管理のための支援をします。区か
ら命令を受けている不良建物を除却する際には
助成が受けられる場合もあります。詳しくは問
い合わせてください。

█問建築課許可・耐震グループ☎3981‐0590

●空き家の利活用
◆居住支援事業…NPOなどと協働して、住まいにお困りの方と空き家の
マッチングや、入居後の生活支援活動を行なっています。

█問住宅課施策推進グループ☎3981‐2655
●空き家オーナー向けセミナー…11月19日㈯ 区民ひろば清和第一 午後
2～4時◇豊島区居住支援協議会および高齢者入居支援をしているNPO
コミュニティランドスケープの活動紹介◇30名█申電話で施策推進グループ
へ※先着順
◆リノベーションまちづくり事業…空き家・空き店舗などの遊休不動産を
活用して、まちの再生に取り組み、「住んで子育てして、働きながら暮ら
し続けられるまち」の実現を目指します。
リノベーションスクールでは、所有者から提出された不動産を題材に活

用プランを作成します。
█問住宅課マンショングループ☎3981‐1385

※「居住支援事業」「リノベーションまちづくり事業」では、オーナーからの
活用可能な物件を募集しています。

●空き家実態調査を実施しています
区内全域の空き家件数や分布状況、外観目視による建物状況などの詳細

を把握するための現地調査を行なっています。また、利活用などに関する
所有者の意向調査を行ないます。現地調査は区の腕章および身分証を携帯
した調査員が行ないます。ご協力をお願いします。

█問住宅課施策推進グループ☎3981‐2655

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。

●事例1…インターネットで「在宅ワーク」を検索したと
ころ「1日10分の作業で、月収100万円」とあった。業者
に問い合わせると、1万円の情報商材を買うようメール
が届き「まもなく売り切れ」と急がされて購入した。さら
に「サプリメントの通販ビジネスで、当社が販売用のブ
ログの作成と在庫管理は行ない、万全にサポートする」
と言われ、ブログ作成費用やサプリメントの仕入れ代と
して30万円を払った。絶対に儲かると説明されたのに、
商品が売れない。解約し、返金してほしい。

●事例2…メールマガ
ジンで「6か月で代金
以上の収入がなかった場合は、返金する」という広告を
見て、20万円の情報商材を購入した。業者から提供され
たソフトを使い、ブログに化粧品の宣伝を書き、それを
見て化粧品を購入してくれる人がいれば、報酬が得られ
るという内容だった。しかし、6か月で数千円の収入し
かなかったので、業者に返金を求めたところ、「返金の
条件に合わない」という理由で断られた。納得できない。

インターネットの広告やメールを見て儲け話や内職方法の
情報（※）を購入したが、解約を申し出ても業者が解約、返金
に応じないという相談が増加しています。
（※）情報商材といいます。

インターネットで販売される儲け話、内職情報に注意！10月は住生活月間です
～身近な空き家はどんな空き家？～

ア
ド
バ
イ
ス

①安易に「簡単に儲かる」というような広告を信じて、情報商材を購入しない
ようにしましょう、②情報商材は、事前に内容を確認できないので、儲け話
をうたった誇大広告には気を付けましょう、③返金保証の約束が守られると
は限りません。安易に契約しないようにしましょう。

█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515（平日午前9時30分～午後4時）

●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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講演・講習講演・講習

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

幸せなママになるレッスン
～私が私であるために～

11月27日㈰ 午後2時～4時30分
生活産業プラザ◇子育て中の母親の
自己肯定感を高める講座◇シングル
マザー、子育て中の母親◇60名█保6
か月以上の未就学児。定員あり。
█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。

淑徳大学公開講座

①「スペインとフラメンコを知る」
（全5回）…10月28日、11月4・18日、
12月2・9日 金曜日、②「古代史
展望―出雲神話について」（全3回）
…10月28日、11月11・25日 金曜日、
③「日本の詩を読む」（全7回）…10月
31日、11月21日、12月12・19日、平
成29年2月6・20日、3月6日 月
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。

リサイクルセンター

11月15日㈫から平成29年3月3日
㈮（予定）まで大規模改修のため休館
します◇リサイクル家具の抽選…11
月14日㈪まで、抽選申込み／10月29
日㈯～11月14日㈪正午、当選品の引
取り／11月29日㈫まで◇廃食油回収
…11月28日㈪まで※回収休止中は、
近くの回収場所を利用してください。
█問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981‐1142

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

人に気づきや声かけを行ない、関係
機関につなげたり地域作りの一役を
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…11月11日㈮ 午後2～3
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。

●豊島税務署
「年末調整関係用紙の事前配布」
10月26日㈬ 午前10時～午後4時
◇支給人員50名以上の方や早めに必
要な方へ配布█申当日直接当署へ。
█問当署源泉所得税担当☎3984‐2171
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者の募集」
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向・単身向）、②定期使用住宅（若年
ファミリー向・多子世帯向）、③若
年ファミリー向※詳細は募集案内を
参照◇募集案内・申込書配布期間…
11月1日㈫～11日㈮◇区内の配布場

所…住宅課、東・西区民事務所、東
・西部障害支援センター、図書館、
当公社目白窓口センター（目白2‐
1‐1 目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター…募集期間中
☎0570‐010‐810、募集期間以外☎
3498‐8894（土日除く）、█HPhttp : //
www.to-kousya.or.jp/
●東京都都市整備局
「第215回東京都都市計画審議会」
11月17日㈭ 午後1時30分から
都庁会議室◇15名█申往復はがきで10
月28日（消印有効）までに「〒163‐
8001 東京都都市整備局都市計画課」
へ※1名1通。応募者多数の場合は
抽選。
█問東京都都市計画課☎5388‐3225

◆南大塚 「ハロウィンパーティ
ー」…10月25日㈫ 午前10時30分
～11時30分※午前10時～10時30分
受付◇思い思いの仮装で集まり、
ハロウィンの部屋を探索█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3946‐7665
◆高南第二 「子育て応援！フリ
ーマーケット」…11月4日㈮ 午
前10時30分～11時45分◇子どもの
服や靴、おもちゃなど█申当日直接
当ひろばへ※出店希望者は事前に
問い合わせてください。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆千早 「収穫祭」…11月5日㈯
午前10時～午後3時◇ゲーム、宮
内良コンサート、おにぎり豚汁セ
ット（100円）█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆要 「ひろば芸術祭」…�作品展
／11月5日㈯～11日㈮ 午前9時
～午後5時※11日は正午まで、�
ベリーダンス／11月5日㈯ 午前
11時～11時45分◇出演…立教大学
サークル█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3972‐6338
◆富士見台 富士見台子育てセミ
ナー「思春期、反抗期の子育て」…
11月5日㈯ 午前10時～正午◇キ
ャリア教育の専門家の実体験を踏
まえた講演█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆清和 「清和ひろばまつり」…11
月12日㈯ 午前11時～午後2時◇
清和小学校校庭（ＳＬ、輪投げ、
ボーリング、玉入れ、体験コーナ
ー、模擬店など）、区民ひろば清
和第二（未就学児遊びコーナー）
█問当ひろば☎5974‐5464
◆朋有 「朋有まつり」…11月12日
㈯ 午後1時～3時30分◇サーク

ル発表、作品展示（11月11日㈮午
前9時から）、バリ舞踊、ゲーム
コーナー、朋有喫茶など█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆目白 「目白ひろばまつり」…11
月12日㈯ 午後1時30分～3時30
分◇オープニングステージ、地域
協力団体による縁日など█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5956‐5871
◆南池袋 ひろばまつり「第11回
みみずくフェスタ」…11月13日㈰
午前11時～午後2時30分◇子ども
たちのダンス、いきいき体操、
「山猫軒シェフ伊とう」の手廻しオ
ルガン show、食事コーナー、ゲ
ームコーナー、音大生のコンサー
トほか█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆高松 「ファミレス社会をどう
生きるか―若いあなたと考える―」
…11月19日㈯ 午後1時30分～3
時30分◇これからの社会（家族の
いないファミレス社会、介護のな
いケアレス社会）をどう生きるか
を考える。講師…樋口恵子氏█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆椎名町 「第9回ひろばまつり」
…11月19日㈯ 午後1時15分～4
時◇各種ゲーム、模擬店、体験コ
ーナーを通して世代間交流█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆池袋 「文化祭（作品展）」…11月
21日㈪・22日㈫ 午前10時～午後
4時30分◇サークル活動やひろば
事業の中で制作した作品を展示█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3982‐9658

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

◆豊島区総合美術展
①「日本画・洋画・彫刻・工芸・
書」…11月4日㈮～8日㈫ 午前
10時～午後6時（4日午後1時か
ら、8日午後5時まで） 東京芸
術劇場ギャラリー1、②「いけ花」
…11月6日㈰～8日㈫ 午前10時
～午後6時（8日午後5時まで）
東京芸術劇場ギャラリー2
█問プランセクション☎3590‐7118
◆区民作品展 作品募集
平成29年2月4日㈯～6日㈪

としまセンタースクエア（区役所
本庁舎1階）█申所定の申込書（各地
域文化創造館などで配布）を郵送
かファクスで11月30日（必着）まで
に当セクションか、各地域文化創
造館窓口へ。当財団ホームページ
からも申込み可。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●雑司が谷 ①第25弾！雑司が谷
ワンコイン落語会…11月20日㈰
午後3時開演◇出演…瀧川鯉橋◇
100名◇500円◇█申各地域文化創造
館窓口、雑司が谷案内処でチケッ
ト発売中※先着順、②第8回ベビ
ーカーコンサート マリンバと弦

楽器のアンサンブル…12月7日㈬
午前11時開演◇出演…松本律子、
上原千穂◇50組◇区内在住、在勤
の親子█申11月5日から電話か直接
当館窓口へ※先着順。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【213】中国文化を知る
～水墨画体験～…12月1日～15日
木曜日 午後3～5時 北京語言
大学東京校（南池袋2‐29‐14）◇
20名◇1，500円
●雑司が谷 ②【316】終活講座「エ
ンディングノートの書き方」…11
月12日㈯ 午前10時30分～正午◇
36名◇ノート希望者は実費540円
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上█申①は往復はがき（上
部記入例参照。講座番号【213】も
記入）で11月15日（必着）までに当
館へ、または返信用はがき持参で
各地域文化創造館窓口へ。当財団
ホームページからも申込み可※応
募者多数の場合は抽選。②は電話
か直接当館窓口へ※先着順。
█問巣鴨☎3576‐2637（〒170‐0002
巣鴨4‐15‐11）、雑司が谷☎
3590‐1253（〒171‐0032 雑司
が谷3‐1‐7）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
9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）

1日 校庭改修
工事中

測定休止

0．06 0．06

15日 0．07 0．06

30日 0．06 0．06
※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）10月21日号 No.1711 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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