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20歳前の病気などにより障害基
礎年金を受けている方へ

平成28年分の収入の申告を必ずし
てください。平成29年度の障害基礎
年金受給のための資料となります。
収入のない方も申告が必要です。申
告がないと状況が確認できないため、
一時的に年金の支給が止まることが
あります。
◇対象…20歳前からの病気やけがに
よる障害基礎年金（年金証書のコー
ド番号が2650または6350）を受けて
いる方。
◇申告先…税務課（障害基礎年金以
外の収入があり、税務署へ確定申告
する方は税務課への申告は不要です）。
█問国民年金グループ☎3981‐1952

医療費の支払いにお困りの方へ

●高額療養資金の貸付
国民健康保険（国保）加入者で医療
機関への支払いが困難な方へ、高額
療養費支給見込み額（入院時の食事
代、差額ベッド代は対象外）の9割
の範囲内で資金をお貸しします（無
利子）。
◇申請に必要なもの…診療内容のわ
かる請求書、保険証、世帯主の印鑑、
銀行口座の分かるもの。
●一部負担金の減額・免除
国保加入者が、災害や失業などの
特別な事情で一時的に生活が困難に
なり、医療費を支払えない場合、所
定の条件に該当した方は3か月を限
度として医療費の一部負担金を減額
または免除できる場合があります。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

東京税理士会
「税理士記念日」街頭無料相談

2月23日㈭ 午前10時30分～午後

3時30分 メトロポリタンプラザビ
ル1階自由通路（西池袋1‐11‐1）
◇相続、贈与、新規開業、住宅取得
など税理士業務に関する相談█申当日
直接会場へ。
█問当会豊島支部☎3981‐4585

とげぬき地蔵尊遺産相続セミナ
ー・無料法律相談会

2月24日㈮、3月24日㈮ セミナ
ー…正午～午後1時、相談会…午後
1～4時 とげぬき地蔵尊高岩寺信
徒会館（巣鴨3‐35‐2）◇弁護士に
よる、高齢者の遺言、相続などセミ
ナーと法律相談◇区内在住、在勤、
在学の方█申電話で第二東京弁護士会
☎3581‐2250へ※要予約。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

就活力アップセミナー
～知っておきたい就活のコツ～

3月3日㈮ 午前11時～正午 サ
ンシャインシティ文化会館4階展示
ホール B（東池袋3‐1‐1）※第10
回としまものづくりメッセ会場内◇
就職相談で質問の多い「書類作成」
「面接」について。講師…ハローワー
ク池袋学生支援コーナー／立山 智
保子氏◇学生および正社員経験の少
ない若年者など█申当日直接会場へ。
█問商工グループ☎4566‐2742

平成29年度重度心身障害者
土曜余暇教室参加者募集

①参加者募集…4月から原則第3土
曜日 午前10時～午後3時 心身障
害者福祉センターほか◇ボランティ
アスタッフとの交流やグループでレ
クリエーション・外出などを楽しむ
◇区内在住の18～65歳未満の重度心
身障害者の方※医療行為を必要とせ
ず、グループでの活動が可能な方。
つばさクラブなどの他の活動に参加
していない方◇20名程度。
②運営スタッフ募集…ボランティア
スタッフ募集中。詳細は問い合わせ

てください。
█申①は電話かファクスで3月3日ま
でに「心身障害者福祉センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ※応
募者多数の場合は抽選。

平成28年度のおたふくかぜワク
チン予防接種の費用助成（経過
措置）は3月31日㈮までです

経過措置対象者は3歳以上就学前
の子ども（誕生日が平成22年4月1
日～平成26年4月2日）です※すで
に区の助成を受けた場合は対象外。
平成29年度からは区内に住民登録

があり、区の助成を受けたことがな
い1～3歳の誕生日前日の子どもの
みとなります。
◇実施方法…予診票を豊島区か新宿
区の指定医療機関に持参し、接種
（医療機関によっては要予約）。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

ミニセミナー「ちびっこママの
ための外遊び はじめのいっぽ」

2月24日㈮ 午前11時～午後0時
30分 池袋本町第二区民集会室◇外
遊びの楽しさ、子どもの育ちへの効
果を伝える。グループワークあり。
講師…NPO 法人豊島子どもWAK
UWAKU ネットワーク／佐藤公俊
氏◇20名█保6か月以上未就学児。定
員あり。受付後電話連絡█申ファクス
（4面記入例参照。保育希望は2月
17日までに子どもの氏名、年齢を記
入）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

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①池袋第二公園…3月12日㈰ 午前

10時30分～午後2時◇20店舗（1店
舗面積2ｍ×2ｍ）、②中池袋公園
…3月12日㈰ 午前11時～午後2時
◇30店舗（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）
いずれも駐車場なし。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◇1，000
円█申①はファクスか E メールで「み
んなのえんがわ池袋事務局█FAX6659‐
6776、█EMengawa@toshima-npo.o
rg」へ、1名（1グループ）1通のみ
※先着順。②は往復はがきで3月2
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①は当事務局 楢原☎6659‐6777
（午後1～5時）、②はハローフリー
マーケット 笈川☎3973‐5824

平成28年度高齢者肺炎球菌ワクチ
ン接種期間は3月31日㈮までです

対象の方には平成28年3月下旬に
予診票を発送しました。
◇接種期間…3月31日㈮まで※平成
28年度対象の方は、上記期間を過ぎ
ると費用助成は受けられません。
◇対象者…はじめて肺炎球菌ワクチ
ンを接種する方で、区内に住民登録
があり、次の①か②に該当する方。
①平成28年4月2日～平成29年4月
1日の間に65・70・75・80・85・90
・95・100歳になる方、②60歳以上
65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸
器、ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能のいずれかに障害があり、
身体障害者手帳1級を持ち、日常生
活が極度に制限される方。
◇自己負担額…4，000円※生活保護
を受給中の方などに免除制度あり。
◇実施方法…予診票を23区内指定医
療機関に持参（医療機関によっては
要予約）。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

いつ発生してもおかしくない首都直下
地震などの大地震。小さな子どもにもわ
かりやすく、女性にも役に立つ防災・減
災がぎゅっとつまった「知って」「そなえ
る」体験型防災イベントです。ぜひ、家
族でお気軽にお越しください！
█申いずれも当日直接会場へ。
█問防災危機管理課☎3981‐2100

●大地震へのソナエ
◇ステージ…身近な地震防
災についてのトークショー
◇ワークショップ…避難時
に役立つ美容法、防災グッ
ズ作り、災害時のトイレの
使い方、防災カードゲーム
など

●ぎゅっとぼうさい博！
2017
�防災スペシャリストへ
の道
�防災ヒューマンライブ
ラリー
�「今日からはじめるソ
ナエ」セミナー など

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2/11 住民票の写し、印鑑証明書、税証明書をコンビニ

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。
�問証明グループ�３９８１‐４７６６
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「大地震へのソナエ」＆「ぎゅっとぼうさい博！2017」体験型防災イベント
2月18日㈯ 午前10時～午後4時 サンシャインシティ文化会館2階展示ホールＤ（東池袋3‐1‐1）

●「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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「禁煙レストランとしま」の対象
エリアを拡大します

4月から、店内全面禁煙の飲食店
登録制度「禁煙レストランとしま」の
対象エリアが区内全域に広がります。
登録店は登録ステッカーを店頭など
に掲示するほか、登録情報を区のホ
ームページで公開します。登録方法
など詳細は区ホームページ参照か問
い合わせてください。
█問がん対策・健康計
画グループ☎3987‐
4243

健康チャレンジ！対象事業
専門医からのアドバイス
「気管支ぜん息とどう付き合うか」

3月2日㈭ 午後2～4時 池袋
保健所◇呼吸器内科医から学び理解
を深め自己管理に役立てる。講師…
みやけ医院院長／三宅修司氏◇気管
支ぜん息で療養中の方と家族◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

豊島・北・板橋・練馬区合同糖尿
病区民公開講座～糖尿病と食事～

3月4日㈯ 午後1時30分～3時
40分（午後1時開場） 練馬文化セン
ター小ホール（練馬区練馬1‐17‐
37）◇①講演「血糖値をさらに良くす
る食事と運動のヒント」。講師…聖
マリアンナ医科大学代謝・内分泌内
科教授／田中 逸氏、②講演「地中海
式健康和食で健康長寿をめざそう」。
講師…練馬総合病院副院長／柳川達

生氏◇500名█申当日先着順受付。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

生活協力員募集

福祉住宅に入居し、入居者対応な
どを行なう。4月1日現在、25歳以
上55歳未満の方。
◇勤務時間…平日の午前・午後2時
間ずつ勤務◇謝礼…月額7万8千円
◇任期…4月1日～平成30年3月31
日（更新可）█申申込書（区ホームペー
ジからダウンロード）と履歴書（写真
貼付）を2月24日（必着）までに郵送
か本人が窓口へ持参。
█問住宅課管理グループ☎3981‐2637

「第5回西武線沿線フォトコン
テスト」入賞作品展

2月24日㈮まで（2月11・12日を
除く） 午前8時30分～午後5時15
分※土・日曜日は午前9時～午後5
時 まるごとミュージアム（区役所
本庁舎4階）東・北面◇西武線沿線
地域の魅力に触れる作品展█申当日直
接会場へ。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

東武東上線沿線サミット
開運スタンプラリー開催中

2月28日㈫まで 東武東上線沿線
（スタンプ設置場所は計4か所※区
内は雑司が谷案内処）◇東武東上線
沿線の豊島区、川越市、東松山市、

寄居町の各スポットを回り、すべて
のスタンプを集めると抽選で名産品
をプレゼント█申当日直接会場へ。
█問観光振興グループ☎5992‐7018

猫の世界 inWACCA2017

2月22日㈬～26日㈰ 午前11時～
午後9時 WACCA池袋（東池袋1
‐8‐1）◇保護猫活動の PR ブー
ス、獣医師によるセミナー、フォト
コンテストほか█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会☎048‐973‐3670

東京音楽大学 J 館ロビーコン
サート「第106回東敦子メモリア
ル・シリーズ『タンゴの革命児、
ピアソラの魅力に迫る』」

2月22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「タン
ゴの歴史」「アヴェ・マリア」「リベルタ
ンゴ」ほか。演奏…佐々木 大芽、山
田唯雄、森 光平█申当日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

第54回豊島区高齢者クラブ連合会
「芸能まつり」

2月23日㈭ 午前9時30分開場
�午前の部…午前10時開演、�午後
の部…午後1時開演 としまセンタ
ースクエア（区役所本庁舎1階）◇舞
踊、民謡、コーラス、フラダンスな
どの発表█申当日直接会場へ。
█問当会☎5950‐2511（火・木曜日の
み）、区高齢者福祉課☎4566‐2429

豊島区立中学校文化部
［作品フェスタ］Vol．4

3月4日㈯ 午後1～5時、5日
㈰ 午前9時～午後5時、6日㈪

午前9時～正午 としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇区立8
中学校の文化部の作品を展示。生徒
が実演するイベントもあり。展示、
実演する部は学校ごとに異なる█申当
日直接会場へ。
█問地域支援グループ☎3981‐2187

巣鴨図書館バックヤードツアー

2月26日㈰ 午前10～11時（予定）、
午後2～3時（予定）※各回開始5分前
までに集合◇中学生以上◇各回5名
█申電話で巣鴨図書館☎3910‐3608へ。
当館窓口で直接申込みも可※先着順。

区商連65周年記念定期音楽祭
「心に響くマンドリン名曲集」

6月25日㈰ 午後1時開演 東京
芸術劇場◇演奏…宮田蝶子と東京マ
ンドリン宮田楽団、指揮…坂本和彦
氏、ゲスト…ギター／荘村清志氏◇
全席指定Ｓ席2，000円、Ａ席1，000円
█申電話で豊島区商店街連合会☎3981
‐5445へ※先着順。

太陽光パネル組立体験講座
「市民参画型の Do it ourselves
体験・学習会」

2月19日㈰ 午後2時～4時30分
みらい館大明◇専門家の指導のもと、
屋根に穴を開けずに設置できるタイ
プの太陽光パネルを参加者が組み立
て、設置する。講師…たまエンパワ
ー㈱／山川 勇一郎氏◇15名◇500円
█申電話でとしまでエネルギーを考え
る会（FoE Japan 内事務局）☎6909
‐5983へ※先着順。

出前寄席「母に振り込むバラード」

2月21日㈫ 午後2時30分～2時
50分 区民ひろば要◇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

ああそうなんだ倶楽部
「江戸の寺社巡り自由が丘・等
々力渓谷・二子玉川を歩く」

2月25日㈯ 午後1～4時 東急
東横線自由が丘駅正面口改札口前広
場集合、東急田園都市線二子玉川駅
解散◇講師…大正大学仏教青年会メ
ンバー◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで2月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

日本福祉教育専門学校公開講座
「認知症を理解する～だれでも
今からできる認知症予防～」

2月25日㈯ 午後1～2時 当校
高田校舎（高田3‐6‐15）◇食事、
生活習慣、運動、脳トレなど、生活
の中で誰もができる認知症予防のコ
ツ。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。

区民ひろばシニア変身講座

2月25日㈯ 午前10時～正午 区
民ひろば千早◇第一部「多世代交流
によるコミュニティ創り～アクティ
ブシニアの役割と期待～」…コミュ
ニティにおけるシニアの役割を学ぶ、
第二部「ファッション編」…シニア世

し ゃ れ

代のお洒落をプロのコーディネータ
ーがアドバイス。講師…立教セカン
ドステージ大学教員／坪野谷 雅之
氏、当大学修了生／堀本惠子氏◇20
名程度。
█申電話で地域区民ひろば課自主運営
支援グループ☎3981‐1507へ※先着
順。

みらい館大明

①「産後ママあつまれ！抱っこひも
の付け方＆歩き方講座」…2月28日
㈫ 午前10時30分～正午◇抱っこひ
もを正しく付けて体を楽に。講師…
ビューティスペシャリスト／岡野真
美氏◇乳幼児の母親◇20名◇1，000
円█保2月14日までに要予約。6か月
以上未就学児。10名※先着順。子ど
も1名500円
②セミナー「健康診査の最前線」…3
月10日㈮ 午後2時～3時30分 豊
島健康診査センター◇検査機器MRI、
CT の見学と健康診断など健康管理
について。講師…区保健師◇15名
③日本食文化考察シリーズ第12弾
「三県三様 栃木、秋田、愛媛の酒
と食」（全3回）…第1回／3月12日
栃木県編「大那」（菊の里酒造㈱）、第
2回／3月26日 秋田県編「白瀑」
（山本㈴）、第3回／4月9日 愛媛
県編「京ひな」（酒六酒造㈱）

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30名◇
全回11，000円（1回4，000円、2回
7，500円）
█申①は Eメールで「Ane ママグルー
プ TOMATO█EManemama.tomato
@gmail.com」へ※先着順。②③は
電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。
█問当館☎3986‐7186

スキルアップ講座
「話し方が変われば自信に変わる！
人前での話し方講座」

3月7日㈫ 午前10時～正午 生活
産業プラザ◇人前での話し方につい
て、ナレーターやリポーターが使う
プロの技術を、日常から実践できる
簡単なやり方で学ぶ。講師…自信が
つく話し方講師／輿ひかり氏◇30名
█申電話か Eメールで「生涯学習グル
ープ☎4566‐2762、█EMA0014606@ci
ty.toshima.lg.jp」へ※先着順。

サクラの元気を調べよう

3月12日㈰ 午前10時～正午 駒
込地域文化創造館◇ソメイヨシノに
ついての基礎知識講義、公園でのサ
クラの観察、花数調査◇25名█申往復
はがきか Eメール（4面記入例参照。
件名「『サクラの元気を調べよう』参
加希望」も記入）で2月25日（消印有
効）までに緑化推進グループ█EMA002
3700@city.toshima.lg.jp へ※応募
者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐4940

パソコン＆iPad教室

�無料体験教室…①3月22日㈬ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…②3月9～30日 木
曜日 午後3時～4時30分◇5，500
円、�ワードⅠ（全4回）…③3月8
～29日 水曜日 午後3時～4時30
分、④3月7～28日 火曜日 午前
10時～11時30分◇③④とも5，700円、
�iPad 入門（全4回）…⑤3月6～
27日 月曜日 午後0時45分～2時
15分、⑥3月10～31日 金曜日 午
前10時～11時30分◇⑤⑥とも5，800
円、�夜間エクセル講座（全8回）…
⑦3月7日～4月25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①～⑦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。
█問当センター☎3982‐9533

平成29年度手話講習会（各37回）

4月25日～平成30年3月13日（予
定） 火曜日 �昼の部…午前10時
～正午、�夜の部…午後6時45分～
8時45分 心身障害者福祉センター
◇①入門コース…手話未経験者、②

応用コース…本区入門コース修了の
方（ほかの講習会経験者は問い合わ
せてください）、③専門コース…応
用コース修了程度以上の方（選考あ
り。4月16日㈰実施予定）◇15歳以
上で区内在住、在勤、在学の方◇①
各30名、②③各若干名◇①3，240円
（予定）、②当講習会入門コース未修
了の場合のみ教材費負担、③3，024
円（予定）█申往復はがき（4面記入例
参照。日中連絡できる電話番号、希
望コース、昼夜の別、専門コースの
方は手話経験年数か応用コース修了
年度、在勤者は勤務先住所と電話番
号、在学者は学校名も記入）で3月
17日（消印有効）までに「〒171‐0031
目白5‐18‐8 心身障害者福祉セ
ンター」へ※①②は、応募者多数の
場合は抽選。
█問当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441

区民ウォーキング大会

3月5日㈰ 午前9時50分 ＪＲ
山手線巣鴨駅駅前広場集合◇巣鴨と
げぬき地蔵から六義園、旧古河庭園
と名園を散策（約6．5㎞）◇300円█申当
日集合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

第70回都民体育大会豊島区予選会

※申込み・詳細は、直接各競技担当
へ。他競技は今後掲載予定。
�サッカー…3月5日㈰ 三芳グラ
ンド█申2月25日までに「サッカー協
会 佐藤☎090‐4965‐6061」へ。
�なぎなた…3月5日㈰ 雑司が谷
体育館█申2月25日までに「なぎなた
連盟 隠岐☎3971‐1973」へ。
�弓道…3月5日㈰ 総合体育場
（弓射場）█申大会当日9時までに「弓
道連盟 久保☎3955‐8733」へ。
�卓球…3月12日㈰ 豊島体育館█申
2月27日までに「卓球連盟 田辺☎
3959‐4423」へ。
�軟式野球…3月12日～5月28日

日曜日 総合体育場、三芳グランド、
荒川野球場█申2月20日までに「軟式
野球連盟 前田☎3981‐4628」へ。
�空手…3月19日㈰ 池袋スポーツ
センター█申2月25日までに「空手道
連盟 根本☎090‐7844‐3844」へ。
�テニス…男子4月2・16日 日曜
日 三芳グランド、女子4月2日㈰
総合体育場█申3
月10日までに
「テニス連盟
鈴木☎3987‐
2756」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。

文化財保護専門員（非常勤職員）

◇埋蔵文化財および一般文化財◇4
月1日～平成30年3月31日（更新あ
り）█申履歴書、課題論文、調査経歴
・業績目録（埋蔵文化財のみ）を2月
28日までに当課へ持参か簡易書留で
郵送。
█問文化財グループ☎3981‐1190

国民健康保険外国語対応相談員
（非常勤職員）

◇国民健康保険課に来庁した方の通
訳や電話対応（中国語）◇任期…4月
1日～平成30年3月31日（更新あり）
█申申込書（区ホームページからダウ
ンロード可）または履歴書（いずれも
写真貼付）を2月17日（必着）までに
当課整理収納グループへ本人が持参
か郵送。
█問当グループ☎3981‐1294

区立保育園勤務（臨時職員）

◇保育補助◇任期…4月1日～平成
29年9月30日（更新あり）█申履歴書
（写真貼付）と、資格を有する方は証
明する書類（写し）を3月17日までに
当課窓口へ本人が持参※要事前連絡。
█問保育課総務総括グループ☎3981‐
2019

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。

染井よしの桜の里駒込協議会を中心に、
活動・催しが予定されています。

●そめいよしの さくら開花予想クイズ2017
～日本を代表する桜“そめいよしの”発祥の地、駒込～
「駒込小学校にある基準樹木『駒桜』、今年の開花日はいつになるでし
ょう？」
◇予想締切日…3月15日㈬
応募方法など詳細は駒込地域文化創造館ホームページ█HPhttp://ww
w.toshima-mirai.jp/center/e_komagome/参照。
█問当館☎3940‐2400

●としまブランド「染井櫻生酒セット」予約受付中
3月20日㈷解禁！ 桜のふるさと江戸染井村発の
お花見用のお酒です。
◇予約締切日…2月22日㈬
█申染井櫻実行委員会事務局☎5974‐1171

こんなとき 必要なもの 届出先

入
る
と
き

① 豊島区に転入した 本人確認書類（保険証即日受取りの場合）

（共通）預（貯）金通帳、通
帳届出印またはキャッシ
ュカード（※）

総合窓口課、
東・西区民事務所

② 外国籍の方で住民基本台帳法の対象となった
（3か月を超える在留資格を取得した）

パスポート、在留カードまたは、特別永住者証明書
（ただし在留資格が特定活動の場合は指定書も必要です）

国民健康保険課、
東・西区民事務所

③ 職場の健康保険などをやめた
扶養から抜けた

資格喪失証明書・離職票・退職証明書など、資格喪失年
月日のわかるもの
本人確認書類（保険証即日受取りの場合）

④ 子どもが生まれた 本人確認書類（保険証即日受取りの場合）

⑤ 生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書、本人確認書類（保険証即日受取り
の場合）

や
め
る
と
き

⑥ 豊島区から転出する 国民健康保険証 （共通）印鑑、顔写真付公
的機関発行の本人確認書
類（2万円以下の還付金
即日受取りの場合）

総合窓口課、
東・西区民事務所

⑦ 職場の健康保険に入った、家族の扶養になった 会社などの健康保険証、国民健康保険証 国民健康保険課、
東・西区民事務所⑧ 生活保護を受けるようになった 保護開始決定通知書、国民健康保険証

⑨ 死亡した 喪失の届出不要（葬祭費の支給は、申請が必要です）
⑩ 後期高齢者医療制度の対象になった 喪失の届出不要

⑪ 外国籍の方で在留資格がなくなった
喪失の届出不要（ただし、3か月以下の在留資格になった、または在留資格がなくなった方が新たに
3か月を超える在留資格を取得し、再度住民登録をしたときは、パスポートと在留カードなどを持参
し、届出てください。在留資格が「特定活動」の場合は、指定書も必要です）

そ
の
他

⑫ 氏名が変わった、区内で転居した 変更する方全員分の国民健康保険証 総合窓口課、
東・西区民事務所

⑬ 世帯を一緒にした、世帯を分けた
世帯主が変わった 変更する方全員分の国民健康保険証、本人確認書類、印鑑 国民健康保険課、

東・西区民事務所
⑭ 保険証を破損・汚損・紛失した 国民健康保険証（破損、汚損の場合）、本人確認書類（保険証即日受取りの場合）

必ず14日以内に届出をしましょう
█問資格・保険料グループ☎4566・2377国民健康保険に入るとき、やめるときは必ず届け出てください

いよいよソメイヨシノの
季節がやってきます

●保険料の納付状況によっては総合窓口課、東・西区民事務所で手続きできない場合もあります。
●マイナンバーカード（個人番号カード）または通知カードをお持ちの方は、上記必要なものと併せて持参してください。
●本人確認書類…運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付のもの。
●住民票上、別世帯の方が申請に来庁する場合…委任状が必要です。様式・記入見本は区ホームページからダウンロード可。
●加入手続きが遅れた場合…保険料は、国民健康保険に加入する理由の生じた月にさかのぼって（最大2年間）支払っていただきます。その間の診療は全額自己負担です。
●やめる手続きが遅れた場合…国民健康保険証で診療を受けてしまった時は、国民健康保険から医療機関へ支払った医療費を、後日返していただきます。
●保険料の支払い方法…原則、口座振替です。預（貯）金通帳、通帳届出印を持参してください。
（※）ペイジー口座振替受付サービスを行なっています。対象金融機関のキャッシュカードを持参いただくだけで、通帳届出印がなくても口座振替の受付が可能です。

申込み月の翌月期分から振替を開始します（対象金融機関の詳細は問い合わせてください）。

●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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予約制等の事業は随時受け付けて
いるため、定員に達していることが
ありますのでご了承ください。

保健所カレンダー月
33 ○申込みは、前日までに各施設へ

○詳細は直接施設へ問い合わせてください体育施設へ行こう

社会福祉協議会

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。説明会に参加し、本講座を
受講後に登録可。
①説明会…2月22日㈬ 午後7～8
時 区役所東池袋分庁舎3階◇災害
ボランティア活動報告など、②養成
講座…3月18日㈯ 午前9時30分～
午後3時30分 生活産業プラザ、池
袋防災館（西池袋2‐37‐8）◇午前

は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、午後は防災体験ツアー◇区内
在住、在勤、在学で両日とも参加で
きる方◇30名
█申電話で3月3日までに豊島ボラン
ティアセンター☎3984‐9375へ。

傾聴ボランティア入門講座
（全3回）

①3月10日㈮、②3月12日㈰～23日
㈭の間で1日、③3月27日㈪◇講義、
ロールプレイ、傾聴ボランティア体
験（区内の指定高齢者施設で1日）な
どを通して傾聴の基本的な技術を学
ぶ。講師…NPO法人P.L.A専任講師

◇区内在住、在勤、在学で、ボラン
ティア活動を行なう意思があり3日
間とも参加できる方◇40名◇300円
①③は午後1時30分～4時30分

生活産業プラザなど。詳細はホーム
ページなどでご確認ください。
█申2月13日～3月3日の間に豊島ボ
ランティアセンター☎3984‐9375へ
※先着順。

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会・施設見学会

3月16日㈭ 午後2～4時 菊か
おる園◇指定された介護保険施設で
ボランティア活動を行なう。貯めた
スタンプは換金可。当施設職員によ

る PR と施設見学あり◇区内在住で
60歳以上の健康な方◇20名◇健康保
険証や運転免許証など、住所と年齢
が確認できるものを持参。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

手づくり布のおもちゃ教室

3月23日㈭ 午後1時30分～4時
区役所東池袋分庁舎◇ボランティア
団体の活動紹介、鈴が鳴るにぎにぎ

と

棒（ラトル）作り。講師…グループ豊
む

夢◇100円◇15名█保詳細は問い合わ
せてください。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆初めてでも安心 ①リラックス
ヨガ（全4回）…水曜日◇4，000円、
②初めてのベリーダンス～腰周り
痩せ（全3回）…月曜日◇3，000円、
③初めてのフラダンス（全5回）…
木曜日◇5，000円
◆年配の方にもおすすめ ④健康
気功教室～肩こり・腰痛克服（全
4回）…火曜日◇4，000円、⑤のび
のび体操～おおむね60歳以上対象
（全5回）…水曜日◇5，000円
◆小学生対象教室 ⑥ジュニア H
IPHOP ダンス（全3回）…月曜日、
⑦キッズ HIPHOP ダンス（全3回）
…土曜日◇⑥⑦ともに1回1，050
円。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆3月コース型教室 月曜日（全
3回）①朝の健康体操…午前9時
45分～10時45分◇3，570円、②肩
こり腰痛ケア体操…午後1時30分
～2時15分◇2，270円、③ストレ
ッチ…午後2時25分～3時10分◇
2，270円、水曜日（全5回）④ヨガ
…午前11時～正午、⑤フラダンス
…午後0時20分～1時20分、⑥フ
ラメンコ…午後3時10分～4時10
分、⑦ストレッチ＆ワークアウト
…午後7時30分～8時30分◇④～
⑦は5，940円、木曜日（全5回）⑧
リズム＆リラックス…午後0時30
分～1時30分◇5，940円、金曜日

（全5回）⑨フラダンス…午前11時
～正午◇5，940円、⑩キッズダン
ス（年長～小学校6年生）…午後4
時15分～5時15分◇5，940円、⑪
おとなバレエ初級（16歳から）…午
後6時30分～7時30分◇7，020円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆背泳ぎ入門教室 金曜日（全4
回）…3月3～24日◇午後3時～
3時55分◇4，000円◇16歳以上◇
10名█申往復はがきで2月20日（必
着）までに「〒170‐0012 上池袋
2‐5‐1 池袋スポーツセンタ
ー」へ。当施設へ直接申込みも可
（52円はがき1枚持参）※応募者多
数の場合は抽選。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆子どもスイミング（第1クール
4～6月）①親子ベビー（3か月～
2歳）…月曜日 正午から、②2
～4歳…月曜日 午後3時から、
火・木・土曜日 午後2時から、
③4～6歳…午後3時から、④5
～8歳…午後4時から、⑤小学生
以上…午後5時から、⑥4種目取
得者…午後6時から（③～⑥は月
～木・土曜日）、⑦4歳以上の級
別クラス…日曜日 午前10時30分
から、午前11時
30分から◇いず
れも12，342円
※詳細は問い合
わせてください。

3月 母子健康相談

3日㈮ 区民ひろば駒込 午後1時30分～2時
8日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
21日㈫ 区民ひろば高南第二 午前10時～10時30分
█問池袋保健所☎3987‐4174

15日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
27日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分

█問長崎健康相談所☎3957‐1191

事業名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

1歳児歯科健診・総合相談
対象〈1歳～1歳3か月児〉〔予約制〕

9・23日㈭
午前9時～9時30分

こども歯科健診 対象〈2歳・2歳6か
月・3歳6か月～4歳児〉〔予約制〕

2・16・30日㈭
午前9～10時

14・28日㈫
午前9～10時

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
11日㈯
①午前9時20分～11時30分
②午後1時20分～4時

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）〔予約制〕※対
象…平成28年度20歳～40歳未満の男性

10日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…平成28年度20歳～40歳未満の女
性

8日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時30分～9時40分

健康（保健・栄養）相談〔予約制〕 10日㈮
午後1時15分～2時30分

15日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 9日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 8日㈬
午後1時15分～2時30分

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

10日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ
の

健
康

こころの相談〔予約制〕 15日㈬ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 13日㈪ 午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症な
ど、健康に関する相談を受けています。
平日午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時 面接相談は要予約
█問公害保健グループ☎3987‐4220

飼い犬・飼い猫のしつけ相談〔予約制〕 23日㈭午後1時30分～4時
█問生活衛生係☎3987‐4175

母親学級〔予約制〕 10・17・24日㈮
午後0時40分～3時30分

1・8・15日㈬
午後0時40分～3時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

6日㈪
午後1時30分～2時30分

広告 広告（内容は各広告主に問い合わせてください） 広告

4 広報としま情報版 平成29年（2017年） 2月11日号 No.1725 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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