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ご意見をお寄せください
「豊島区子ども・若者計画（素
案）」をまとめました

子ども・若者育成支援推進法第9
条第2項に基づき、素案を取りまと
めました。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す。
●閲覧できます
原案の全文は1月20日まで、子ど
も課、行政情報コーナー、区民事務
所、図書館、区民ひろば、区ホーム
ページで閲覧できます。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・住所
③氏名または団体名（代表者名・担
当者名）を記入し郵送かファクスか
E メールで1月20日（必着）までに
「子ども課計画グループ█FAX3980‐
5042、█EMA0017309@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当グループ窓口へ持
参も可※個別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2471

窓口受付（発券）終了時間のお知らせ

通知カード、マイナンバーカード、
住基カード関連業務などは、以下の
時間に受付を終了します◇平日…午
後4時30分まで、土・日曜日…午後
3時まで（総合窓口課のみ）◇該当窓
口…総合窓口課、東・西区民事務所
※対象となる業務などの詳細は区ホ
ームページを確認するか問い合わせ
てください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

高齢者ドライバーが関与する事
故が多発しています！

高齢者ドライバーの事故は、自分
では安全運転を心がけているつもり
でも、実際には安全運転とは言えな
い状況であったケースが多くみられ
ます。
◇加齢が運転に与える影響
①反射神経の衰え…とっさの行動や、
ブレーキ操作などが遅れる。
②心理的傾向…安全確認を面倒に感
じたり、自分は安全運転であるとい
う運転技術への過信がある。
③漫然運転…漫然と運転し、道路標
識や歩行者・自転車などを見落とす。
④視覚機能の低下…対向直進車のス
ピードや距離の判断を誤る。
◇体調の悪い時…運転前に体調を確
認し、無理な運転を控えましょう。
◇運転免許の自主返納…運転に自信
がなくなったり、家族から心配され
た方は、運転免許の自主返納を考え
てください。有効期限内に自主返納
した場合は、運転免許証と同様、銀
行口座の開設時などに身分証明書と
して使える運転経歴証明書を申請で
きます。家族も含め、もう一度一人
ひとりが交通安全について考えてみ
ましょう。
█問交通対策課庶務・交通安全グルー
プ☎3981‐4856

都内に勤務する調理師の皆さんへ

平成28年は、調理師業務従事者届
出の該当年です。これは調理師法に
定められた2年毎の届出です。都内
で調理業務に従事している方は、都
内保健所で届出用紙を受取り、平成
28年12月31日現在の調理業務従事状
況を、平成29年1月15日㈰までに各
届出先に郵送してください。区内在

住で勤務地が都外の方は、勤務先の
自治体に届出をしてください。
█問池袋保健所食品衛生担当係☎3987
‐4177

就活情報交換会

1月13日㈮ 午後4時30分～6時
生活産業プラザ◇就職・転職を成功
させるための就職活動をサポートす
る情報交換会◇平成29年3月卒業予
定者、30歳未満の就職・転職希望者。
█申電話かＥメールで「豊島区就職プ
ロジェクト運営事務局㈱学情☎3545
‐7330、█EMtoshima-info@gakujo.
ne.jp」へ。

ふくしのしごとＧＯ！ＤＯ！
合同就職面接会〈保育編〉

1月18日㈬ 午後1時30分～4時
（開場午後1時。午後3時30分受付
終了） ハローワーク池袋本庁舎（東
池袋3‐5‐13）◇池袋近辺約10園
による事業説明会。保育園の方と直
接相談などができる就職面接相談会
あり◇保育士、保育補助就職希望者
█申応募する保育園数の履歴書を持参
し、当日直接会場へ。
█問ハローワーク池袋ハートフルコー
ナー☎3987‐4367

就活応援セミナー&若年者向け
就職面接会 IN豊島

①就活応援セミナー…1月27日㈮
午後1時～3時30分 生活産業プラ
ザ◇面接対策、履歴書作成、自己分
析など◇30名█保1歳以上の未就学児。
5名。1月13日までに要予約。
②就職面接会 IN 豊島…2月3日㈮
午後1時30分～4時30分 ハローワ
ーク池袋サンシャイン庁舎2階（東
池袋3‐1‐1 サンシャイン60）。
いずれも◇44歳以下の求職者。

█申①は電話かファクスかＥメール
（3面記入例参照。保育希望は子ど
もの名前・年齢も記入）で「商工グル
ープ☎4566‐2742、█FAX5992‐7088、
█EMA0029099@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。②は履歴書を持参し、当
日直接会場へ。

勤務先などの健康保険証をお持
ちの方へ

国民健康保険以外の健康保険に加
入した方や、すでに加入している方
は、必ずご自身で国民健康保険をや
める手続きをしてください。勤務先
が手続きを行なうことはありません。
◇受付窓口…国民健康保険課、東・
西区民事務所。
◇持参するもの…国民健康保険証、

勤務先の健康保険証、印鑑、マイナ
ンバーカードまたは通知カード。
社会保険の加入が義務づけられて
いる事業所（①株式会社などの法人
事業所、②常時5人以上の従業員が
いる事業所、工場、商店などの個人
事業所※一部例外あり）に勤務して
いる方（パートやアルバイトの方は
労働日数や労働時間などの基準によ
り判断）は、社会保険（健康保険・厚
生年金保険）の被保険者となります。
該当する方は、事業主を通じて速や
かに勤務先の健康保険へ加入してく
ださい。勤務先の健康保険について
は、事業所の所在地を管理する年金
事務所に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

親子であそぼう！

1月29日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇身近にある材料を使
い親子でおもちゃ作り◇幼児～小学
生の子どもと保護者◇50名◇300円
█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。

住宅・不動産相談休止のお知らせ

◇年末年始の休止日…12月28日㈬、
平成29年1月4日㈬
█問住宅相談グループ☎3981‐2683

「いのちの森」冬の自然観察会
「いのちの森で遊ぼう！～校庭の
植物でこねこね石けんづくり～」

1月22日㈰ 午前9時30分～11時
30分 みらい館大明◇①フィールド
ワーク「みらい館大明の冬の自然観
察」、②ワークショップ「こねこね石
けんづくり」◇小学校3年生以下は
保護者同伴◇24名
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。参加者全員分の氏名、
子どもの年齢も記入）で1月11日ま
でに「環境事業グループ☎3981‐
2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.
lg.jp」へ※応募
者多数の場合は
抽選。1月13日
に当選者のみ通
知発送。

1月21日㈯ 午後1時30分～4時30分（午後4時受付終了）◇12月
に竣工し、3学期から使用を開始する池袋第三小学校新校舎の見学
会を開催します。上履き持参※自転車・自動車での来校は不可█申当
日直接会場へ。

█問学校改築推進グループ☎4566‐2789

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12/21 １２月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保

険料、介護保険料は平成２９年１月４日が納期限で
す。期限内納付をお願いします。

平成28年（2016年）
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池袋第三小学校新校舎の見学会

●「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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区民ひろば
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健  康健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

職員採用

官公署だより

池西フリマ出店者募集

1月28日㈯ 午前11時～午後4時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止�池西フリマ…100店舗（1店舗面
積2ｍ×2ｍ）※営業目的は不可◇
2，000円、�パネル展示…環境問題
に取り組む企業、団体のパネル展示
◇5団体◇5，000円
█申ファクスか Eメールで「としま N
PO推進協議会█FAX5951‐1508、█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

「豊島の森」環境講座冬の自然観察

1月29日㈰ 午前9時～正午 豊
島の森（区役所本庁舎10階）、雑司ヶ
谷霊園◇植物の冬芽、野鳥などの冬
らしい自然の観察と、すすきを使っ
た工作。講師…NPO 法人環境学習
研究会／谷村春樹氏◇区内在住の小
学生と保護者◇40名
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。全参加者の氏名、小学
生の場合は学年も記入）で1月18日
までに「環境事業グループ☎3981‐
2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ※応募者多
数の場合は抽選。1月20日に当選者
のみ通知発送。

子宮頸がん検診、乳がん検診の
受診期限が迫っています

平成28年度子宮頸がん検診、乳が
ん検診の受診期限は1月31日㈫です。
対象の方には5月下旬に受診券を送
付しました。ぜひ、この機会に受診
してください。
◇子宮頸がん検診…20歳以上で平成
29年3月31日現在の年齢が偶数年齢
の方と、平成23年度から検診未受診
で平成29年4月1日現在の年齢が21、
26、31、36、41歳の方※平成29年3
月31日現在の年齢が30、36、40歳の
方は細胞診と HPV（ヒトパピローマ
ウイルス）検査を併用して実施。
◇乳がん検診…40歳以上で平成29年
3月31日現在の年齢が偶数年齢の方
と、平成23年度から検診未受診で平
成29年4月1日現在の年齢が41、46、
51、56、61歳の方※受診券を紛失し
た方、転入者で検診を希望する方は
問い合わせてください。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

健康チャレンジ！対象事業
「からだメンテナンス」

1月23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◇区内在住の方優先◇20名◇飲

料水、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

健康チャレンジ！対象事業
「骨太教室（骨粗しょう症予防教
室）」（全2日）

①1月30日㈪ 午後1時30分から、
午後2時から、午後2時30分から、
各1時間程度、②2月6日㈪ 午後
2時～3時30分 長崎健康相談所◇
①骨密度測定と栄養士による食事の
話、②保健師による日常生活の話、
運動指導員による骨を丈夫にする運
動◇65歳未満の両日参加できる方で、
医師に運動を制限されていない方。
幼児以下の子どもがいる方優先◇30
名（1月30日は各回10名）█保2か月～
3歳児。6名（6日のみ）。先着順。
█申電話で長崎健康相談所☎3957‐
1191へ※応募者多数の場合は抽選。

防災イベントのボランティア募集

3月8日㈬に日本気象協会とＵＲ
都市機構がサンシャインシティ噴水
広場で開催する「イザ！カエルキャ
ラバン」など楽しく防災を学ぶイベ
ントの運営スタッフ◇20名程度。
█申1月20日までに「トクする！防災」
ホームページ█HP http : //tokusuru-
bosai.jp/event/event20161219.ht
ml から申込み※先着順。
█問ＵＲ都市機構事業開発チーム☎
5323‐0669

あうるの街のお正月
「新春・カタリ亭」

1月4日㈬ 午後2時開演 あう
るすぽっと◇日本の伝統語り芸を代
表する落語、講談、浪曲の三本立て。
新春らしい演目を公演◇おとな
1，000円、子ども（高校生以下）500円
※全席自由。
█申としまチケットセンター☎5391‐
0516へ。

『赤い鳥』を語り継ぐおばあちゃ
んのおはなし会

1月7日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇水木京太「不
思議な店」、小川未明「温泉へ出かけ
た雀」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

みらい館大明

①「お正月こどもまつり」…1月8日
㈰ 午後1～4時◇かるた、はねつ
き、コマ回しなどのお正月遊び。餅

たこ

つき。オリジナルの凧を作ってグラ
ウンドで凧あげ◇凧作りのみ50名※
当日先着順受付、②「食で身近な韓
国語（全4回＆食事会）」…1月12日
～2月9日 木曜日（2月2日は食
事会） 午後7時～8時30分◇基本
的な韓国語を習い、韓国料理店で実
践◇15名◇3，000円（別途食事会の費

用あり）、③「1月パソコン講座」…
ⓐ1月18日㈬／はじめての文字入力
（ウインドウズ10でパソコン体験）、
ⓑ19日㈭／インターネット入門、ⓒ
29日㈰／日曜エクセル2013入門◇ⓐ
ⓑは午後1～5時、ⓒは午前10時～
午後5時◇ⓑⓒはパソコン経験者◇
各10名◇ⓐⓑ3，000円、ⓒ5，000円
█申①は当日直接当館へ、②③は電話
か Eメールで「当館☎3986‐7186、
█EMmiraikan_taimei@yahoo.co.jp」
へ。当館窓口で直接申込みも可※②
③は先着順。

第2回お笑いいろもの演芸会

1月22日㈰ 午後1時30分～3時
30分 赤鳥庵（目白庭園内）◇おなか
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（3面記入例
参照。参加人数、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@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（午前9時
～午後5時）

みんなで踊ろう！
ブレイク・ザ・チェーン

1月31日㈫ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇200か国以
上で踊られている世界的な女性への
暴力防止のテーマダンスを練習し、
2月に披露。ミニ講座あり◇20名◇
動きやすい服装、運動靴、タオル持
参█保6か月以上未就学児。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@toshi
ma.lg.jp」へ※先着順。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…1月20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（※1月入会
は3月までの初年度会費1，000円、
2・3月入会は3月までの初年度年
会費無料）、②パソコン＆iPad 教室
…�無料体験教室／ⓐ1月26日㈭
午後0時45分～2時15分、�パソコ
ン入門（全4回）／ⓑ1月10～31日
火曜日 午後0時45分～2時15分◇
5，500円、�ワードⅠ（全4回）／ⓒ
1月7～28日 土曜日 午後0時45
分～2時15分◇5，700円、�iPad 入
門（全4回）／ⓓ1月7～28日 土曜
日 午後3時～4時30分、ⓔ1月11
日～2月1日 水曜日 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）／ⓕ1
月10日～2月28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。

「書評講座～ポップで表現！
私に響いたこの本～」（全4回）

1月21・28日、2月4・18日 土
曜日 午後2～4時 中央図書館◇
講師…書評家／佐藤壮広氏。ひとに
紹介したい本の書評・紹介文の書き
方をレクチャー・添削してもらい、
ポップを作成。ポップは当館で2月
25日㈯～3月23日㈭の間、展示◇20
名◇1，000円（高校生以下500円）█保6
か月以上未就学児。3名※1月12日
までの先着順。
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。ファクス番号、メール
アドレスも記入。保育希望は子ども
の氏名、年齢、人数も記入）で「図書
館課企画調整グループ☎3983‐7861、
█FAX3983‐9904、█EMA0027900@city.t
oshima.lg.jp」へ。当館窓口で直接
申込みも可※先着順。

ミニセミナー「グローバル化に
対応できる青年育成」

1月25日㈬ 午後6時30分～8時
区民活動センター◇20年間にわたる
途上国へのボランティア派遣を元に
日本の青年の変化と特徴・傾向を紹
介し、国際人の育成を考える。講師
…NPO 法人 CFF ジャパン／高梨
恵子氏◇20名█申ファクスで協働推進
グループ█FAX3981‐1213へ。区ホーム
ページから申込みも可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

平成28年度栄養技術講習会
（第2回）

1月31日㈫ 午後2時～4時30分
生活産業プラザ◇気になる子どもの
食行動への支援方法。講師…筑波大
学医学医療系准教授／水野智美氏◇
区内在住、在勤の管理栄養士・栄養
士◇60名
█申電話で1月23日までに健康推進課
☎3987‐4361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4日）

2月4日㈯・8日㈬・15日㈬・22
日㈬ 4日は午前9時30分～午後1
時（おもてなし講座）、午後2～4時
（語学講座）、8・15・22日は午後7
～9時（語学講座） 雑司が谷地域文
化創造館◇東京オリンピック・パラ
リンピックを見据えた「おもてなし
講座」と「語学講座（英語）」のコース
◇15歳以上（中学生を除く）で、都内
在住、在勤、在学の、全日程に参加
可能で、英語入門から初級（TOEIC
500点未満程度）の語学力の方◇36名
█申往復はがきで1月5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

淑徳大学公開講座

「大乗起信論を読む」（全5回）…1月
14日、2月4・18日、3月4・11日
土曜日 午後3時15分～4時45分
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。

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。

子育て支援課（非常勤職員）

①心理職◇子どもの発達に関する相
談など。
②子ども家庭支援ワーカー◇子ども
と家庭の総合相談など。

いずれも◇任期…4月1日～平成
30年3月31日█申申込書類（子育て支
援課で配布、区ホームページからダ
ウンロードも可）を1月25日（必着）
までに当課窓口へ持参か郵送。
█問子育て支援課庶務・事業グループ
☎4566‐2478

保育課・区立保育所勤務
（非常勤職員）

①保育アドバイザー◇保育入所に係
る相談・窓口受付など。
②保育所用務員◇施設維持管理など。
③保育所作業員◇修繕・工作・樹木
せんてい

剪定など。
④保育所管理作業員◇③に加えて業
務管理。
⑤保育所調理員◇調理業務など。
⑥短時間保育ヘルパー◇乳幼児保育
など。
⑦保育所主任調理員◇⑤に加えて育
成・指導。
いずれも◇任期…平成29年4月1

日から1年（更新あり）█申履歴書と資

格証または実務経験を証明する書類
（写し可）を1月20日までに当課窓口
へ本人が持参。
█問保育課総務総括グループ☎3981‐
2019

●警視庁
「110番の日キャンペーン」
1月10日㈫ 午後3時30分～4時
巣鴨地蔵通り█申当日直接会場へ。
█問警視庁通信指令本部☎3581‐4321
●東京都第三建設事務所
「神田川上流懇談会（第6期）」の委員
募集
東京都および神田川流域の5区2
市（新宿・文京・中野・杉並・豊島
・武蔵野・三鷹）は、江戸川橋上流
の神田川などについて情報や意見交
換を行なうための委員を募集します。
募集の詳細は、区ホームページか問
い合わせてください。
█問当事務所工事第二課工務担当☎
3387‐5137
●東京都都市整備局
「第216回東京都都市計画審議会」
2月3日㈮ 午後1時30分から

都庁会議室（新宿区西新宿2‐8‐
1）◇15名█申往復はがきで1月13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。
█問当局都市計画課☎5388‐3225
●豊島都税事務所
1月は「固定資産税（償却資産）の申
告月」です（23区内）
◇申告が必要な方…平成29年1月1
日現在、23区内に償却資産（機械や
備品などの事業用資産）をお持ちの
方◇申告期限…1月31日㈫※償却資
産の申告は電子申告（eLTAX／エル
タックス）も利用できます。詳細は
問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代）

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。

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

◆高南第一 「新春の集い」…1月
6日㈮ 午前10時30分～正午◇百
人一首とお正月あそび█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆南池袋 新春の集い「お楽しみ

ショー

バラエティ笑」…1月7日㈯ 午
後1時30分～3時20分◇三味線演
奏、落語で初笑い、みんなで歌お
う、元気に踊ってレクダンス。お
汁粉あり。出演…としま人材クラ
ブ█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆清和第一 「新春の調べ」…1月

こと

10日㈫ 午後1時30分から◇筝の
しのぶえ

演奏、篠笛と書のパフォーマンス
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆さくら第一 「新年の集い」…1
月12日㈭ 午後1時30分～3時◇

し し まい

寿獅子舞ほか。お汁粉あり。出演
…演芸集団成田家笑仙一座█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆仰高 「新年の集い」…1月16日
㈪ 午前10時30分～11時30分◇
え ど ばや し

「江戸囃子鼓太郎社中」による獅子
舞や正月祝舞など█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆長崎 「新春作品展」…1月19日
㈭・20日㈮ 午前10時～午後4時
※20日は午後3時まで◇ひろばを

利用している個人、サークル、団
体の作品を展示。無料喫茶コーナ
ー、焼き立てパンの販売█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆池袋本町 「新春紅白歌合戦」…
1月20日㈮ 午後1時30分～4時
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆目白 「新春の舞台発表会」…1
月21日㈯ 午後1時30分～4時◇
ひろば主催事業やサークルの活動
の成果を披露█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎5956‐5871
◆上池袋 「気軽にコーラス、優
雅な休日」…1月22日㈰ 午後1
時30分～2時30分◇楽譜が読めな
い人でも楽しく歌えるコーラスの
指導とミニコンサート。講師…音
大卒プロ集団「おとみっく」█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆豊成 「仏教に親しむ区民講座
Ⅱ」…1月26日「身近な仏教」、2
月9日「心を静める〈瞑想〉」、2月
23日「念珠づくり体験&仏具に触
れる」、3月9日「写経・写仏」、

そう わ か

3月23日「僧話花・茶話会（Q&A
形式）」 いずれも木曜日 午前10
時30分から█申いずれも当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆区民参加によるアートステージ
song クリスマスお・ん・が・く
12月23日㈷ 午後2時開演（30
分前開場） あうるすぽっと◇区
民とゲストによるクリスマスソン
グのステージ█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆豊島区管弦楽団＆吹奏楽団ニュ
ーイヤーコンサート
1月14日㈯ 管弦…午後1時開
演、吹奏…午後6時30分開演◇曲
目…管弦／「ラプソディ・イン・
ブルー」「美しく青きドナウ」ほか、
吹奏／「渡る世間は鬼ばかり」「『相
棒』のテーマ」ほか◇前売1，000円、
当日1，200円、中学生以下無料※
全席指定、管弦・吹奏セット券あ
り█申としまチケットセンター☎
5391‐0516
█問プランセクション☎3590‐7118
◆美術へのいざない 特別展「春
日大社千年の至宝」
1月24日㈫ 午後7時開演（45

分前開場） 南大塚ホール◇東京
国立博物館「特別展『春日大社千年
の至宝』」の見どころ紹介。講師…
同館主任研究員／酒井元樹氏◇
240名。参加者に招待券を進呈（1
名1枚）█申往復はがき（上部記入例
参照）で1月10日までに「〒171‐
0022 南池袋2‐34‐5藤和第2
ビル2階 美術へのいざない係」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●5館合同サークル発表会 新春
コンサート2017…1月14日㈯ 午
後1時30分開演 南大塚ホール◇
出演…ミュゼ・ダール吹奏楽団、

みやらびの会（琉球舞踊）、豊島ウ
クレレ倶楽部、ダンスキッズ PJT、
女声合唱団こーろ・えれがんつぁ
█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【113】親子で楽しむ調
律体験「調律師に学ぼう！ピアノ
の歴史と仕組み」…2月26日㈰
午後2～4時◇20組40名◇1，000
円◇1月26日（必着）
●巣鴨 ②【215】すがも文学講座
「テーマで読みとく文学～夢と現
実～」…2月10日～3月3日 金
曜日 午前10時～正午◇24名◇
2，200円◇1月23日（必着）、③
【216】おりがみ＆ORIAMI～紙の
折り紙と金網の折り紙～…2月18
日～3月11日 土曜日 午前10時
30分～正午◇20名◇5，000円◇1
月25日（必着）
●南大塚 ④【517】English Guid
e～英語で大塚の街を紹介しよう
～…2月1日～3月1日 水曜日
午後7～9時◇25名◇3，000円◇
1月10日（必着）
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上の方（①は小学生以
上の子どもと保護者）█申往復はが
き（上部記入例参照。講座名前の
番号、①は子どもの氏名・学年も
記入）で各館へ郵送。返信用はが
き持参で直接各館窓口申込みも可。
当財団ホームページからも申込み
可。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐
2637（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐
11）、南大塚☎3946‐4301（〒170
‐0005 南大塚2‐36‐1）

11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 0．06 0．06 0．06

25日 0．06 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。

●区役所本庁舎・店舗の自転車駐輪場（駐車場を除く）は、3時間無料です。3時間を超えると原則有料です。█問庁舎運営課☎4566‐2731
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※1 北大塚区民集会室は2月末まで休館。1月4日より受付のみ開始します。
※2 12月31日、1月1・2日も利用申込みの受付をしています。☎5396‐2873
※3 抽選申込締切は1月6日午前10時までです。
※4 区民ひろば西池袋は休館中です。
※5 駒込駅北・西巣鴨駅・巣鴨駅北・巣鴨駅南・巣鴨駅第三・目白駅東・目白駅西・

目白駅北・千登世橋自転車駐車場、そのほか道路上施設は年中無休です。
※6 会議室の受付抽選は1月10日です。
※7 12月26日は午前9時～午後5時です。
※8 12月29日は午前8時30分～午後6時です。

●豊島（平日準夜間）こども救急（都立大塚病院内）は、12月29日～1月4日は実施していません。
●年末・年始は混み合うため、電話で確認後、受診してください。
●午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。
●交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止することがあります。

●山中湖秀山荘、猪苗代四季の里は休まず営業しています。
●旧勤労福祉会館、豊島リサイクルセンター、郷土資料館は改修工事のため休館中です。

施 設 名 年末（まで） 年始（から）

区役所（東・西区民事務所、生活福祉課、西部生活福祉課
を含む）

12月28日㈬ 1月4日㈬

区民集会室
池袋第三、目白第一 12月28日㈬ 1月5日㈭

上記以外の区民集会室（※1） 12月28日㈬ 1月4日㈬

暮らしの
関係施設

南池袋斎場（※2） 12月30日㈮ 1月3日㈫

生活産業プラザ（※3）、区民ひろば（区民ひ
ろば集会室含む）（※4）

12月28日㈬
1月4日㈬

豊島清掃事務所 12月30日㈮

自転車保管所 12月28日㈬
1月4日㈬

自転車駐車場（※5） 12月31日㈯

男女平等推進センター（エポック10） 12月27日㈫ 1月5日㈭

保健・
福祉・
教育施設

高齢者総合相談センター（地域包括支援セン
ター）、心身障害者福祉センター、福祉作業
所、生活実習所、東・西障害支援センター、
池袋保健所、長崎健康相談所、子どもスキッ
プ、中高生センター、東・西子ども家庭支援
センター、区立保育園、教育センター、豊島
健康診査センター、豊島区民社会福祉協議会、
東京城北勤労者サービスセンター

12月28日㈬ 1月4日㈬

施 設 名 年末（まで） 年始（から）

文化施設

図書館 12月28日㈬ 1月5日㈭

熊谷守一美術館 12月24日㈯ 1月8日㈰

あうるすぽっと（舞台芸術交流センター）（※
6）

12月25日㈰ 1月4日㈬

としまアートステーションZ 12月25日㈰ 1月5日㈭

地域文化創造館（千早地域文化創造館多目的
ホール含む）

12月28日㈬ 1月4日㈬

みらい館大明 12月27日㈫ 1月5日㈭

体育施設

総合体育場、西巣鴨体育場、荒川野球場、雑
司が谷体育館、巣鴨体育館、南長崎スポーツ
センター（多目的広場を含む）、三芳グランド

12月28日㈬

1月4日㈬
豊島体育館（※7） 12月26日㈪

池袋スポーツセンター（※8） 12月29日㈭

観光・
公園施設

雑司が谷旧宣教師館 12月27日㈫ 1月5日㈭

雑司が谷案内処 12月23日㈷ 1月1日㈷

豊島区観光情報センター、トキワ荘通りお休
み処、池袋の森、目白の森、目白庭園

12月28日㈬ 1月4日㈬

土木事務所
公園管理事務所、道路工事事務所、放置自転
車対策事務所

12月28日㈬ 1月4日㈬

まちづくり
センター

染井、上池袋第一・第二、東池袋 12月27日㈫ 1月5日㈭

その他
開放施設

駒込福祉作業所会議室 12月27日㈫ 1月5日㈭

区民活動センター 12月26日㈪ 1月6日㈮

診療機関 診療日 受付時間 所在地 電話番号

内
科
・
小
児
科

休
日
診
療
所

池袋
休日診療所

12月29日㈭～
1月4日㈬

午前9時～正午
午後1時～午後9時30分

東池袋1‐20‐9
池袋保健所6階

3982‐0198

長崎
休日診療所

12月29日㈭～
1月4日㈬

午前9時～正午
午後1時～午後4時30分

長崎2‐27‐18
3階

3959‐3385

在
宅
当
番
医

阿部医院 12月31日㈯

午前9時～午後4時30分
※必ず当日事前に電話して
から受診してください。

巣鴨3‐17‐13 3918‐4350

くにや
クリニック

1月1日㈷
南大塚
2‐37‐11‐101

5319‐0873

山下診療所
大塚

1月2日㈪
北大塚2‐13‐1
GHYビル5F

3910‐6711

髙橋診療所 1月3日㈫ 東池袋5‐27‐8 3971‐0585

歯
科
池袋歯科休日
応急診療所

12月29日㈭～
1月4日㈬

午前9時～午後4時30分
※要電話予約。

東池袋1‐20‐9
池袋保健所6階
あぜりあ歯科診療所内

5985‐5577

薬
局
池袋
あうる薬局

12月29日㈭～
1月4日㈬

午前9時～午後9時40分
東池袋1‐20‐9
池袋保健所1階

3984‐7540

救急告示医療機関（14か所） 所在地 電話番号
医療法人社団生全会 池袋病院 東池袋3‐5‐4 3987‐2431
岡本病院 東池袋2‐5‐5 3987‐6580
医療法人社団愛語会 要町病院 要町1‐11‐13 3957‐3181
医療法人社団日心会 総合病院一心病院 北大塚1‐18‐7 3918‐1215
医療法人社団瑞雲会 高田馬場病院 高田3‐8‐9 3971‐5114
大同病院 高田3‐22‐8 3981‐3213
東京都立大塚病院 南大塚2‐8‐1 3941‐3211
医療法人社団仁泉会 としま昭和病院 南長崎5‐17‐9 3953‐5555
豊島中央病院 上池袋2‐42‐21 3916‐7211
医療法人社団大成会 長汐病院 池袋1‐5‐8 3984‐6161
医療法人社団雙和会 原整形外科病院 西池袋3‐36‐23 3988‐5005
医療法人社団卓秀会 平塚胃腸病院 西池袋3‐2‐16 3982‐1161
医療法人社団東弘会 山川病院 南大塚3‐9‐11 3982‐7798
医療法人社団育生會 山口病院 西巣鴨1‐19‐17 3915‐5885

年末年始 暮らしのガイド █問総務課総務グループ☎3981‐4451

施設などの開設状況

年末年始の休日診療・救急医療機関などのご案内 █問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

年末年始の休日診療 受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。 豊島区内救急医療機関

※診療科目が限定される場合があります。
必ず電話確認してから受診ください。

医療機関案内
東京都保健医療情報センター 東京消防庁

●救急相談センター（24時間受付） ☎＃7119または☎3212‐2323
●インターネットによる救急病院案内（受診可能な救急病院をホームページで案内しています。）
█HPhttp ://www.tfd.metro.tokyo.jp/kb/index.htm

●医療機関案内サービス「ひまわり」（音声案内・24時間受付）
☎5272‐0303
█HPhttp ://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
●聴覚障害者の方などの専用ファクス案内（24時間受付）█FAX5285‐8080
●外国語での医療情報サービス（毎日 午前9時～午後8時）
（英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語で対応）☎5285‐8181

東京都
●小児救急相談（午前9時～午後11時） ☎＃8000または☎5285‐8898
●豊島消防署☎3985‐0119 ●池袋消防署☎3988‐0119

4 広報としま情報版 平成28年（2016年）12月21日号 No.1719 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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