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ご意見をお寄せください
「豊島区空家等対策計画」（素案）
をまとめました

「空家等対策の推進に関する特別
措置法」および「空家等に関する施策
を総合的かつ計画的に実施するため
の基本的な指針（国交省）」に基づき
「豊島区空家等対策計画」（素案）をま
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
素案の全文は3月14日まで、建築
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3月14日（必着）までに
「建築課許可・耐震グループ█FAX3980
‐5136、█EMA0023000@city.toshim
a.lg.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☎3981‐0590

国民健康保険料の催告書を2月
20日に送付しました

◇対象者…平成28年度11月期までの
未納がある方。
◇納付方法…催告書で2月28日まで
に金融機関、コンビニエンスストア、

区役所、東・西区民事務所窓口でお
支払いください。保険料は国民健康
保険制度の貴重な財源です。期限内
納付に協力してください。納付が困
難な場合や遅れる場合は、相談して
ください。
█問整理収納グループ☎3981‐1294

軽自動車・バイクなどの廃車手
続きを忘れずにしてください

軽自動車税は4月1日現在登録の
ある方に課税されます。廃棄、譲渡、
盗難にあったなどで廃車手続きをし
ていない方は、3月31日までに廃車
手続きをしてください。
◇届出先…①豊島区ナンバーの原動
機付自転車（125㏄以下）・ミニカー
・小型特殊自動車／区税務課☎4566
‐2352、②軽二輪車（125㏄超の二輪
車）・二輪の小型自動車（250㏄超の
二輪車）／練馬自動車検査登録事務

所☎050‐5540‐2032、③四輪の軽
自動車（660㏄以下）／軽自動車検査
協会東京主管事務所練馬支所☎050
‐3816‐3101
█問税務課軽自動車税担当☎4566‐
2352

国民年金の60歳以降の任意加入
制度

60歳以上で、老齢基礎年金の受給
資格がない方や、年金額を満額に近
づけたい方は、65歳（条件により70
歳）になるまで任意加入できます。
保険料は原則口座振替です。
◇老齢基礎年金の受給資格…「国民
年金保険料を納めた期間および免除
を受けた期間」「厚生年金・共済年金
の加入期間」「国民年金第3号被保険
者期間」などを合計して25年以上が
必要です。
█問国民年金グループ☎3981‐1954

登録制自転車置場は路上や公園内に区画を区切って設けられた暫定
の施設です。年度途中での変更はできません。確認のうえ、申し込ん
でください※大塚駅南自転車駐車場開設に伴い、大塚駅南口Ａ、Ｂお
よび大塚台公園内登録制自転車置場は5月末で閉鎖するため、平成29
年度の募集はしません。
◇対象…4月から利用希望の方※現在利用している方も新たに申し込
んでください。団体・法人の利用はできません。
◇利用料金（年額）…下表参照。一度納入された料金は返還できません。
※生活保護・児童扶養手当を受けている方、身体障害者手帳・愛の手
帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、利用料金が減免されま
す。申し出てください。

平成25年12月
に「マンガの聖
地としま」の散
策拠点としてオ
ープン。約3年
で5万人を超え、
1月28日には記
念セレモニーが
開催されました。
トキワ荘は手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二
雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫らのマンガ家が、青春時
代を過ごした伝説的なアパートで、平成32（2020）年3月
には「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム」として復
元される予定です。

�前半…南長崎まち歩き「トキワ荘のあっ
た町～スポットめぐり～」／午後1～2時
西武池袋線椎名町駅改札前。
�後半…トークイベント「トキワ荘からス
タジオゼロへ、そして現在のアニメまで」
／午後2時20分～3時30分 区民ひろば富
士見台◇ゲスト…杉並アニメーションミュ
ージアム館長／鈴木伸一氏、専修大学文学
部客員教授／幸森軍也氏
◇定員…30名
█申往復はがき（4面記入例参照。参加希望者全員の氏名、「3周年記念イベント」
も記入）で2月28日（必着）までに「〒171‐0052 南長崎2‐3‐2 トキワ荘通
りお休み処」へ※応募者多数の場合は抽選。

●郵送での申込み※応募者多数の場合は抽選。
①神田川第一登録制自転車置場…はがき（4面記入例参照。置場名、自転車の防
犯登録番号も記入）で、3月6日（必着）までに当グループへ。
②東池袋登録制自転車置場（原付50㏄以下）…はがき（4面記入例参照。置場名、
原付のナンバーも記入）で、3月15日（必着）までに当グループへ。
●窓口での申込み
①②以外の置場…3月5～15日の間に、シルバー人材センター1階受付所（下表
参照）で申請用紙に必要事項を記入し、料金を支払ってください※自転車の防犯
登録番号が必要です。先着順ではありません。期間内に申し込んで下さい。

駅 名称 所在地 受付場所 受付期間 受付時間
利用車種 利用料金（年額）

自転車 原付 自転車 原付
高田馬場 神田川第一 高田3‐9先 交通対策課（郵送） 郵送受付（3月6日必着） ○ ‐ 6，000 ‐
池袋
（東口）

池袋六ツ又交差点 東池袋1‐47先 シルバー人材センター1階
東池袋2‐55‐6
☎5950‐6820

3月5～15日
午前9時～
午後5時

○ ‐ 6，000 ‐
池袋東大橋下 東池袋1‐49先 ○ ‐ 6，000 ‐

有楽町線
東池袋

東池袋（自転車） 南池袋2‐49～
4‐18先

○ ‐ 6，000 ‐
東池袋（原付） 交通対策課（郵送） 郵送受付（3月15日必着） ‐ 〇 ‐ 9，000

※原動機付自転車は50㏄以下です。規格外の場合は、申込みの後でも利用登録を取り消します。
※池袋六ツ又交差点および池袋東大橋下については、ラックの指定はありません。

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2/21 ２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２月２８日が納期限です。期限
内納付をお願いします。

平成29年（2017年）

No.1726
〈毎月１・１１・２１日発行〉

発行：豊島区 編集：政策経営部広報課
〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

ト キ ワ 荘 通 り お 休 み 処
どころ

█問当お休み処☎6674‐2518

豊島区トキワ荘通りお休み処開設3周年記念イベント来館者が5万人を突破しました！
3月12日㈰

◀
セ
レ
モ
ニ
ー
の
様
子

▲鈴木伸一氏とモニュメント Ⓒ鈴木伸一

登録制自転車置場の利用者を募集します █問自転車対策グループ☎3981‐4847

申込み方法 ※置場によって異なります。

登
録
制
自
転
車
置
場

●「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。



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

福  祉福  祉

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

券種 新料金 現行料金
小 10㍑券

（1セット10枚） 760円 690円

中 20㍑券
（1セット10枚）1，520円 1，380円

大 45㍑券
（1セット10枚）3，420円 3，100円

特大70㍑券
（1セット5枚）2，660円 2，415円

健  康健  康

まちづくりまちづくり

募  集募  集

講演・講習講演・講習

臨時福祉給付金（経済対策分）の
お知らせ

4月からの消費税率10％引上げが
延期されたことに伴い、経済対策の
一環として社会全体の所得の底上げ
に寄与するため、平成31年9月まで
の2年6か月分を一括して支給しま
す。対象と思われる方には3月28日
以降に申請書を郵送する予定です。
※平成28年度臨時福祉給付金の受付
は終了しました。
◇対象者…平成28年度の住民税（均
等割）が課税されていない方※課税
されている方の扶養親族、生活保護
受給中の方などは対象外。
◇支給額…15，000円（1回限り）
◇申請期限…7月31日㈪消印有効
◇申請先…平成28年1月1日時点で
住民登録をしている区市町村
◇受付・相談窓口の開設時間など…
3月28日㈫から 午前8時30分～午
後5時15分（土・日曜日、祝日を除
く） 生活産業プラザ
█問臨時給付金専用コールセンター☎
6890‐9249（午前8時30分～午後6
時30分※土・日曜日、祝日を除く）

登録手話通訳者の認定試験の実施

◇日時…3月19日㈰ 午前10時から
◇会場…心身障害者福祉センター
◇対象…次の全てに該当する方。①
区内在住、在勤、在学で20歳以上、
②区手話講習会専門コース（同等レ
ベルの他自治体講習会も可）修了者
または手話通訳士・統一試験の有資
格者、③研修会（月4回）に出席可能
な方
◇科目…筆記、手話読み取り、手話

表現、面接█申往復はがき（4面記入
例参照。日中連絡可能な電話番号、
職業、手話歴、区外在住者は勤務
（通学）先の名称と所在地も記入）で
3月4日（消印有効）までに障害福祉
課手話通訳者認定試験担当へ郵送か
持参。
█問当課管理グル―プ☎3981‐1963

繁忙期に伴う総合窓口課
平日受付（発券）時間変更

◇対象期間…3月13日㈪～4月10日
㈪※土・日曜日の受付時間は原則午
後3時まで。詳細は区ホームページ
などを確認してください。
◇平日受付時間…午前8時30分～午
後4時※午後4時までに発券機で番
号札をお取りください。
◇手続き内容…転入、転居、転出な
どの届出、印鑑登録、マイナンバー
関連手続きなど。
※戸籍届出、証明発行は午後5時ま
で発券できます。なお、3月中旬～
5月中旬は総合窓口課窓口は大変混
雑します。受付までに1時間以上か
かる場合もあるため、時間に余裕を
もってお越しください。転入届や転
居届などの手続きは比較的待ち時間
の少ない区民事務所でも扱っていま
すので、ぜひ利用してください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

多重債務110番を実施します

3月6日㈪・7日㈫ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
多額の借金でお困りの方、一人で悩
まず早めに相談してください。電話
か来所で受け付けます。東京都消費
生活総合センターと連携して実施◇

区内在住、在勤、在学の方。
█問消費生活センター（相談専用）☎
3984‐5515

事業系および粗大ごみの処理手
数料を改定します

10月1日からの事業系一般廃棄物
処理手数料の改定により、事業系有
料ごみ処理券の料金が変更になりま
す。また、粗大ごみ処理手数料も10
月1日以降の申込み分から変更にな
ります。詳細は区ホームページ参照。
█問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981‐1142
事業系有料ごみ処理券

リサイクルセンター再オープン

改修工事が完了し、3月4日㈯か
ら再オープンします。
◇廃食油回収…3月27日㈪から
█問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981‐1142

骨髄移植ドナー支援事業のご案内

骨髄移植ドナーの負担軽減と登録
まっしょうけっかん

者拡大のため、骨髄・末梢血幹細胞
を提供した方およびその方が従事す
る事業所に奨励金を交付します。

◇対象…次の全てに該当する方。①
（公財）日本骨髄バンクが実施する骨
髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞
の提供を完了し、これを証明する書
類の交付を受けた方、②骨髄などの
提供時に区内に住民登録がある方お
よびその方が従事する国内の事業所。
◇奨励金…ドナー／1日2万円、事
業所／1日1万円※いずれもドナー
が通院（検査）・入院に要した日数
（通算7日を上限）。
◇申請期限…骨髄・未梢血幹細胞採
取に伴う入院をして退院した翌日か
ら1年以内。
※詳細は区ホームページ参照か問い
合わせてください。骨髄移植の詳細
は、当バンクのホームページ█HP htt
p ://www.jmdp.or.jp/参照。
█申所定の申請書（池袋保健所地域保
健課窓口で配布。区ホームページか
らダウンロードも可）と、当バンク
が発行する証明書を、当課窓口へ郵
送か持参。
█問当課管理グループ☎3987‐4203

カラダのこれからデザインCafe

3月4日㈯ 午前10時～11時45分
あうるすぽっと◇家庭や職場の「働
きざかり」の時期と一致する更年期。
正しく理解し、心と身体をリフレッ
シュする楽しいトークと簡単なエク
ササイズ◇70名◇500円
█申電話か Eメール
で「NPO法人ちぇ
ぶら 永田☎080
‐3483‐7880、█EM
info@chebura.c
om」へ※先着順。

健康チャレンジ！対象事業

①「測定会」…3月4日㈯ 午前10時
～午後4時 池袋保健所◇体内の筋

肉量や脂肪量を部位別に測定。血管
年齢測定も同時実施◇200名
②「適度な運動～何をどれだけやれ
ばいいの？実践してみよう」…3月
22日㈬ 午後6時30分～8時30分
生活産業プラザ◇日々の運動の方法
や適量について、楽しみながら学ぶ。
3か月実践プログラム付き。測定会
で効果を測定。講師…東京都健康長
寿医療センター研究所／清野 諭氏
◇50名
③「気軽に取り組むウォーキング型
サーキット」…3月20日㈷ スポー
ツクラブルネサンス早稲田（高田1
‐19‐24）◇無酸素運動と有酸素運
動とを交互に行う「サーキット運動」
をウォーキングを通じて実践◇40名
◇上履き、タオル、飲料水持参。
④「免疫力を高めてがん予防」…3月
29日㈬ 午後6時30分～8時 生活
産業プラザ◇がん予防の観点から免
疫力の高め方を学ぶ。講師…帯津三
敬病院名誉院長／帯津良一氏◇100
名█申①は当日直接会場へ、②③④は
電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。
█問当グループ☎3987‐4660

住宅・不動産相談

◇日時・場所…3月1～29日 水曜
日 午後1～4時 区役所本庁舎4
階409会議室█申当日3時30分までに
直接会場へ。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

健康プラン推進会議区民委員

4月1日現在20歳以上で、2月21

日時点で区内在住の、健康プラン改
定案作成のために年5回平日夜間の
会議に出席できる方◇人数…3名以
内◇報酬…1回13，700円◇任期…委
嘱の日（7月予定）から2年間█申所定
の申込書（がん対策・健康計画グル
ープで配布。区ホームページからダ
ウンロードも可。800字程度の作文
あり）を3月14日（必着）までに当グ
ループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4243

わたしのつくるが、あなたをま
もる 防災グッズ作り体験！

2月26日㈰ 午後2～5時 日の
出ファクトリー（東池袋2‐6‐2
‐205）◇災害時に役立つグッズを作
るワークショップ。区限定ふくろう
バージョンの動物ホイッスルを作成
◇中学生以上◇12名◇2，000円█申E
メールかホームページ（4面記入例
参照。メールアドレスも記入）で2
月24日までに「ツクモル█EMinfo@tsu
kumoru.com、█HP tsukumoru.com」
へ※先着順。
█問女性にやさ
しいまちづく
り担当課☎
4566‐2513

第10回としまものづくりメッセ
～ものづくりの魅力がいっぱい！～

3月2日㈭～4日㈯ 午前10時～
午後5時※最終日は午後4時まで
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）◇区
内企業を中心に幅広い分野の企業が、
製品や技術をＰＲする産業見本市。
ビジネス書年間売上1位を獲得した
「伝え方が9割」の著者／佐々木 圭

一氏によるワークショップや女性起
業家講演会、ものづくり体験教室な
ど多数開催。詳細は当イベントホー
ムページ█HPhttp ://www.toshima-
messe.jp/参照。
█問としまものづくりメッセ実行委員
会事務局（区商工グループ）☎4566‐
2742

「赤い鳥」を語り継ぐおばあちゃ
んのおはなし会

3月4日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「幽
霊船」、佐藤春夫「蛙の王女」█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

いけぶくろ防災フェスタ2017

3月8日㈬ 午前11時～午後6時
サンシャインシティ地下1階噴水広
場◇「イザ！カエルキャラバン」の防
災体験や保存食の試食など、日本気
象協会とUR都市機構による家族で
学ぶ防災イベント。運営スタッフも
募集中。詳細は当イベントホームペ
ージ█HPhttps ://tokusuru-bosai.jp
/event/event20161219.html参照。
█問UR 都市機構事業開発チーム☎
5323‐0915

東北支援チャリティ上映会
「願いと揺らぎ～震災から1年
後の波伝谷に生きる人びと～」

3月9日㈭ 午後5時30分開場
午後6時開演
午後9時終了
（予定） とし
まセンタース
クエア（区役
所本庁舎1階）
◇南三陸町を
舞台にした映
画の上映会。

監督の舞台あいさつあり◇1，000円
（高校生以下無料）※収益は南三陸町
へ寄付█申E メールで防災ボランティ
ア灯りの会█EMakarinokaitokyo@ya
hoo.co.jp へ※先着順。
█問防災危機管理課訓練グループ☎
4566‐2572

第11回「社会貢献活動見本市」

3月11日㈯ 午前11時～午後5時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇社会貢献活動を行なう
ＮＰＯ法人やボランティア団体、Ｃ
ＳＲ活動企業など、約50団体の活動
をパネル展示で紹介。地域貢献活動
に関する記念シンポジウムも開催█申
当日直接会場へ。
█問ＮＰＯ法人としまＮＰＯ推進協議
会☎5951‐1508

みらい館大明

①3月パソコン講座「春から就職す
る人のための2日間集中講座第2弾」
…ⓐ3月11日㈯／ワードでビジネス
文書、ⓑ3月18日㈯／パワーポイン
ト入門◇いずれも午前10時～午後5
時◇パソコン経験者◇各8名◇2回
6，000円（各4，500円）
②若者支援事業「Artoon Bash!（学
校まるごとコスプレ学園祭）」…3月
19日㈰ 午前11時～午後5時◇学校
や近隣の公園、商店を会場としたコ
スプレ撮影会◇500名◇2，600円
█申①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はEメールでウィザ
ード・ワンド█EMinfo@wizardwand.
co.jp へ※いずれも先着順。
█問当館☎3986‐7186

特定健診などで眼底写真を撮ることがあると思いますが、
何がわかるのでしょうか。
眼底は唯一血管を直接見ることができる組織なので、「高

血圧」や「高脂血症」に伴う動脈硬化や血管の詰まり具合を見
ることで、「脳梗塞」や「心筋梗塞」の予防や早期発見の手助け
となります。また、糖尿病の三大合併症である網膜症は小さ
な出血から始まるので、眼底写真から「糖尿病」が見つかるこ
ともあります。更に視神経乳頭の腫れから「頭の病気」が見つ
かることもあります。
目の病気が発見されることもあります。「緑内障」は視神経
が萎縮して視野が欠ける病気ですが、かなり進行しないと自
分では気づきません。緑内障のほとんどが健診での眼底検査

で見つかっているのです。また最近は
「加齢黄斑変性症」などの黄斑（網膜の中
心）の病気も増えています。ものが歪ん
で見えたり、真ん中が見えなくなったり
する病気群です。早期発見により失明を
防ぐことができます。

豊島区医師会
長崎眼科診療所 末野利治

気分が落ち込んだ時やからだに不調を感じた時に、悩みを相談
できる機関があります。ストレスをためる前に、まずは保健師に
相談してください。
█問池袋保健所健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
（いずれも月～金曜日午前8時30分～午後5時）
◇こころの健康展示…2月25日㈯～3月23日㈭ 中央図書館◇関連図書の展示、

リーフレットの配布。

●東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
3月27日㈪～31日㈮（各日とも24時間）☎0570‐087478

●自殺予防いのちの電話
3月10日㈮午前8時～11日㈯午前8時（24時間）�0120‐783‐556
●54時間特別相談（東京自殺防止センター）
3月4日㈯午前0時～6日㈪午前6時�0120‐58‐9090

●自死遺族傾聴電話（グリーフケア・サポートプラザ）
3月14日㈫～17日㈮ 午前10時～午後10時☎3796‐5453

●自死遺族相談ダイヤル（全国自死遺族総合支援センター）
3月20日㈪～22日㈬ 午前11時～午後7時☎3261‐4350
●多重債務110番（東京都消費生活総合センター）
3月6日㈪・7日㈫ 午前9時～午後5時☎3235‐1155
●有終支援いのちの山彦電話～傾聴電話～（有終支援いのちの山彦電話）
3月1～31日 正午～午後8時（月～木曜日）、正午～午後10時（金曜日）、正
午～午後8時（土・日曜日、祝日）☎3842‐5311

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。

ちょっとした女性特有の疾患や月経についての相談、将
来の妊娠に備えたアドバイスなど、専門職がトータルで
サポートをします。
◇日時など…毎月1回水曜日午後 池袋保健所◇産婦人
科医師（女性）、助産師、保健師、栄養士、歯科衛生士に
よる個別相談◇おおむね40代までの女性◇5名
█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ※先着順。

◇日時など…毎月1回水曜日午前 池袋保健所◇骨密度
測定を含めた健診と健康講座◇20～39歳の方◇50名
█申予約専用電話☎3987‐4244へ※先着順。

出産前からの切れ目のない支援の仕組みを築き、一人ひとりの女性のライフプラン形成を支援して、安心して子どもを生み
育てられる地域社会の実現を目指した取組みをしています。
◇「としま見る知るモバイル」…健康・結婚・妊娠・出産・子育てに関する情報を配信しています。
◇健康情報発信スペース「�子母神plus」池袋保健所…健康や仕事、子育てについて考えるきっかけや、ライフプランを考え
る力を育むサポートとして、こころとからだの健康情報や子育て情報などを発信しています。ぜひご来所ください。

最近、若い女性の「やせ」が増加しています。「やせ」は日常の体調不良や体力低下、また不妊や
低体重児の出産、将来的な骨粗しょう症の原因など様々な健康リスクをかかえやすくなります。
◇食事…1日3食を基本とし、主食（ごはん・パンなど）・主菜（肉・魚など）・副菜（野菜・海
藻など）をそろえ、お弁当や外食の時も量は少なくても主食・主菜・副菜をなるべくそろえ
るようにこころがけましょう。
◇適度な運動…骨や筋肉を丈夫にし、適正な体重管理とともに健康的で美しいからだを目指し
ましょう。

子宮頸がん・乳がんは早期に発見すれば治すことができます。早期発見のために20歳になった
ら子宮頸がん検診（30、36、40歳の方はHPV 検査併用子宮頸がん検診を実施）を、40歳になっ
たら乳がん検診を定期的に受けましょう。█問地域保健課☎3987‐4660

区ではライフステージごとに変わる女性の心身
の状態に応じた健康を支援しています。
█問健康推進課☎3987‐4174
長崎健康相談所☎3957‐1191

▲永田京子氏
NPO法人 ちぇ
ぶら代表理事

気づいてください！体と心の限界サイン
眼底写真検査からわかる
全身の病気、目の病気

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203 3月1～8日は女性の健康週間です

●女性のための専門相談 ●女性の「やせ」と食事について

3月は東京都の自殺対策強化月間
「自殺防止！東京キャンペーン」

●女性の骨太健診 ●がん検診を受けましょう

◀「
と
し
ま
見
る
知
る
モ
バ
イ
ル
」

●としま�子母神プロジェクト

イラスト…東海大学
眼科教授／河合憲司

●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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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

官公署だより

シルバー人材センター
あわせ

①「着付け教室（袷の着方と帯結び）」
（全3回）…3月3日㈮・7日㈫・10
日㈮ 午後1時30分～3時◇女性の
方◇10名◇5，000円◇着物、帯、必
要な小物は持参、②「入会説明会」…
3月17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※3月入会は初年度年会費
無料
█申いずれも電話で当センター☎3982
‐9533へ※①は先着順。

区民活動支援講座
「社会貢献活動の扉を開こう③
文化・スポーツ編」

3月14日㈫ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇文化・スポ
ーツ分野の社会貢献活動の事例など
を学ぶ。講師…としまＮＰＯ推進協
議会代表理事／柳田好史氏ほか◇40
名█申ファクスで3月7日までに協働
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

「日常の『ああそうなんだ』を披
露する講演会」を一緒に運営し
てみませんか？

3月17日㈮ 午後6時～7時30分
南大塚地域文化創造館◇講演会を共
に企画・運営する方を募集。当日は
実現までのプランを作成◇コーディ
ネーター／阿部 剛氏、サポーター
／西川栄治氏、辻 秀幸氏◇25名█申
ファクスか Eメールで「コミュニテ
ィ大学グループ█FAX3981‐1577、█EMA
0014606@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。
█問当グループ☎5992‐7079

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。
�クレー射撃…3月20日㈷ 成田射
撃場◇散弾銃所持許可者█申当日10時

までに「クレー射撃連盟 小池☎090
‐3232‐5934」へ。
�ボウリング…3月26日㈰ 池袋ロ
サボウル█申大会当日までに「ボウリ
ング連盟 岩井☎3988‐8456」へ。
�ソフトボール…4月9・16日 日
曜日 千川中学校█申3月17日までに
「ソフトボール協会 清水☎3974‐
3582」へ。
�ソフトテニス…4月9日㈰ 総合
体育場█申3月20日までに「ソフトテ
ニス連盟 三好☎3941‐4739」へ。
�ゲートボール…4月11日㈫ 総合
体育場█申3月21日までに「ゲートボ
ール協会 山田☎3971‐9084」へ。
�バドミントン…4月23日㈰ 豊島
体育館█申4月5日までに「バドミン
トン協会 佐藤☎5976‐4459」へ。
�柔道…5月3
日㈷ 雑司が谷
体育館█申4月15
日までに「柔道
会 井橋☎090
‐3206‐9911」
へ。

●警視庁運転免許本部
「改正道路交通法が3月12日から施
行されます」
高齢運転者の交通安全対策の推進
のため、加齢による認知機能の低下
に着目した臨時認知機能検査制度や
臨時高齢者講習制度の新設、その他
制度の見直しなどが行なわれます。
また、免許制度について、車両総重
量7．5トン未満（最大積載量4．5トン
未満）の自動車を運転することがで
きる準中型免許が新設されます。
█問当本部☎6717‐3137（代表）

◆池袋 「ひなまつりとお茶会」…
3月2日㈭ ①コンサート…午前
11時から、②お茶会…正午から◇
出演…山内陽子ほか█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3982‐9658
◆高南第二 「ひなまつり会」…3
月3日㈮ 午前10時30分～11時30
分◇季節の歌や楽しいパフォーマ
ンスでひな祭りのお祝い。出演…
劇団アニマル王子█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆西巣鴨第一 ①「ひな祭り寄席」
…3月3日㈮ 午後1時30分から
◇出演…桂竹千代、②「さくらコ
ンサート」…3月22日㈬ 午後1
時30分から◇出演…スウィング・
チェリーズ█申いずれも当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆長崎 「ひなまつりお楽しみ会」
…3月3日㈮ 午後1時30分～3
時◇幼児プログラムに参加の親子
によるうた。ジャガモンドの漫才。
櫻川流江戸芸
かっぽれ█申当
日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎
3554‐4411
◆さくら第二 「第11回ひろばさ
くらまつり」…3月4日㈯ 午後
1時20分～3時30分◇オープニン
グステージ（要太鼓）、食べ物、ゲ
ーム、バザーなど█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆目白 「スプリングコンサート」
…3月5日㈰ 午後2～3時◇地

元の若き音楽家、對馬兄弟による
弦楽コンサート█申当日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎5956‐5871
◆椎名町 「お達者応援団」…3月
10日㈮ 午後1時30分から、午後
2時から、午後2時30分から（各
回30分）◇としまお達者応援団に
よる握力、片足立ち、歩行速度な
どの体力測定と健康について懇談
◇各10名
█申電話で当ひろば☎3950‐3042へ。
窓口で直接申込みも可。
◆南池袋 「ビタミンミュージッ
クコンサート」～歌って笑って早
くも春爛漫～…3月12日㈰ 午後
2～3時◇二期会BLOCビタミン
ミュージックによる歌のコンサー
ト。「荒城の月」、「あわて床屋」、
歌劇「カルメン」より「ハバネラ」ほ
か█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆朝日 劇団ぽけっとによる「カ
ラーファンタジー」…3月13日㈪
午前11時～11時30分◇音楽劇「や
さいのパーティー」ほか◇乳幼児
と保護者◇30組
█申2月27日から電話で当ひろば☎
5974‐0566へ。窓口で直接申込み
も可。
◆西巣鴨第二 「お楽しみ会」…3
月17日㈮ 午前11時から◇劇団ぽ
けっと公演█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆清和第二 「春のお楽しみ会」…
3月25日㈯ 午後2～3時◇大道
芸のパフォーマンス、お楽しみ写
真撮影。出演…クラウン Toga█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756

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。
※詳細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

◆第186回庁舎ランチタイムコン
サート～春を届ける ソプラノの
歌声～…3月8日㈬ 正午～午後
0時35分 としまセンタースクエ
ア◇曲目…瀧廉太郎「花」、岡野貞
一「朧月夜」、プッチーニ「歌劇『ラ
・ボエーム』より『私が街を歩く
と』」ほか█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆目白三人の会…3月20日㈷ 午
後6時開演 東京芸術劇場プレイ
ハウス◇日本舞踊／花柳千代、現
代舞踊／芙二三枝子、クラシック
・バレエ／小林紀子による舞踊鑑
賞講座へ招待◇区内在住の方◇50
組100名█申往復はがきで3月10日
（必着）までに「〒171‐0022 南池
袋2‐34‐5‐2階 としま未来
文化財団目白係」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●駒込 ①青島広志駒込少年少女
合唱団第5回定期演奏会…3月11
日㈯ 午後1時開演（30分前開場）
南大塚ホール◇監修・歌唱指導／
青島広志、歌唱・振付指導／小野
勉、歌唱指導／清水一成、ピアノ
伴奏／村上千絵█申当日直接会場へ、
②青島広志駒込少年少女合唱団第
6期生団員募集…4月22日～平成
30年3月10日 土曜日◇全22回
12，000円（教材費別途）◇ⓐジュニ

アコース（4歳～6歳）、ⓑ小中学
生コース（小中学生）◇ⓐⓑとも原
則区内在住、在学の方※申込み方
法など詳細は当財団ホームページ
参照。2月26日締切。
●巣鴨 ③すがもハートフルコン
サート2017～愛をこめて～…3月
19日㈰ 午後2時開演（30分前開
場）◇アンサンブル Vivace◇90
名█申当日直接会場へ。
●千早 ④オールディーズポップ
スコンサート in 千早…3月18日
㈯ 午後2時開演（30分前開場）◇
福島環＆大明バンド◇80名◇600
円█申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 【201】童門冬二の歴史人
物講座「日本のポピュリズムの例」
…4月13・20日 木曜日 午後2
～3時◇区内在住、在勤、在学で
18歳以上の方◇60名◇1，400円
█申往復はがき（上部記入例参照。
講座名前の番号も記入）で3月29
日（必着）までに当館へ郵送か返信
用はがき持参で直接各館窓口へ。
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）、千早☎3974‐1335（〒171‐
0044 千早2‐35‐12）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
1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）

5日 0．06 0．06 0．05

17日 0．05 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29年（2017年） 2月21日号 No.1726 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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