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国際アート・カルチャー都市としま広  報
主な内容
4・5面

自宅にいられなくなったら、
どこへ避難する？

Ａ.交番 Ｂ.近くの学校

Ｃ.駅　 Ｄ.コンビニ

避難時に持ち出すリュックの
中身で一番大切なのは？

Ａ.水や食料 Ｂ.照明器具

Ｃ.情報収集機器 Ｄ.処方薬やメガネ

揺れている時、家にいたら
まずどうする？

Ａ.
ドアや窓を開ける

Ｂ.
ガスの元栓を閉める

Ｃ.
机の下に隠れる

Ｄ.
貴重品を探す

震災時の行動として
間違っているのは？

エレベーターに
いた時の行動は？

地震直後、周りがまっくらに。
安全に明かりを確保するには？

地震が
発生！

防 災 研 究レポート
完 全 保 存 版

防 災 知 識
あ れ こ れ ク イ ズ

クイズの答えは2・3面で！

Ａ.買い物かご
をかぶる

Ｂ.そのまま走り
続ける

Ｃ.柱や壁の
そばで待機

Ｄ.比較的新しい
ビルのなかへ

Ａ.電気のスイッチ
を入れる

Ｂ.ブレーカーを
上げる

Ｃ.ろうそくに
火をつける

Ｄ.懐中電灯を
つける

Ａ.１階のボタン
を押す

Ｂ.非常ボタン
を押す

Ｃ.すべてのボタン
を押す

Ｄ.そのまま
何もしない

対談：「としま」の文化発信力
能楽師／観世喜正氏×高野区長

スーパー

地下街 ビルの密集
した繁華街

車で移動中



家に被害があり
生活できない

家に戻る
在宅

現在地の状況（火災や避難指示など）を確認

危険がない

一時集合場所・（広域）避難場所へ向かう
（小・中学校、近所の公園）

救援センターへ避難（避難所）

避難指示がある 火災の危険がある

最後の判断は
自分でしよう！

《行動を考える編》その① 防災マップを作ろう！

《行動を考える編》その② 避難のシミュレーション　

《情報収集について》 日頃からツイッターのフォローや
メルマガの登録をして備えよう。

●簡易トイレ

●笛 ●地図

●充電器 ●家族の写真●お菓子など

女性や親子の視点を取り入れた災害に
役立つグッズを制作。気軽に参加できる
ワークショップも開催しています。詳細は
「としまscope」　http://toshima-sco
pe.city/参照。　

HPHP

オフィスでも 自作で楽しく

ツクモル by Toshimaプロジェクト
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防災情報メモ

避難のタイミングが生死の分かれ目になる場合があります。ラジオ・テレビや行政などからの情報、
自分の目や耳で確かめた情報をもとに、避難の判断は他人任せにせず、自分で行ないます。

《ものを備える編》

この企画のために区役所内の各部署の力を結集！日々の備えについて、
様 な々角度から考えました。防災の役立つポイントやヒントをお伝えします。

→〈Ｃ.机の下に隠れる〉 
何よりもまず身の安全を守りましょう。揺れが大きくなる
と机に潜ることも難しくなります。揺れを感じた時、緊
急地震速報が鳴った時は、速やかに行動しましょう。

揺れている時、家にいたら
まずどうする？

→〈Ｂ.車で移動中：そのまま走り続ける〉 
災害時の道路は緊急車両以外の通行が制限されます。車を左端へ停車し
て避難しましょう。車を離れる際は、キーをつけたままロックはしないでください。

震災時の行動として
間違っているのは？

→〈Ｂ.近くの学校〉 
災害情報や飲食料を入手したり、ケガの手当て
ができるのは、災害時に「救援センター（避難
所)」として機能する、学校などです。

自宅にいられなくなったら、
どこへ避難する？

→〈Ｄ.処方薬やメガネ〉
個人的な持ち物は、避難先で用意できません。
薬など命にかかわるものは、1週間分程度の備
蓄が必要です。

避難時に持ち出すリュックの
中身で一番大切なのは？

防災研究班の研究レポート

持ち出しリュック自分のオリジナルを
考えて備えよう！
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震災で支援が届かないときのために、「１週
間分」の備蓄が必要だと言われています。な
くなったら困るものを多めに買い置き、古いも
のから使う、これが日常備蓄です。日頃使う
ものだから、管
理や継続が簡
単。自宅での避
難に備えましょう。

日常備 安心日常備 安心安心

［無印良品］「わたしの備え。いつものもし
も」をテーマに、普段使いできるものを防災
用品として提案。備えは日常のなかにあるこ
とが大切で、それらを使いこなせてこそ本当
の防災力になると考えています。

［東急ハンズ池袋店］様々な用途の、
幅広い防災グッズを扱っています。東急ハ
ンズオリジナルの持ち出しセットは、被災経
験のある社員の実体験に基づいて作ってい
ます。

防 災 グ ッ ズ

研 究 ！

防災グッズも
日々進化
してるね

ＬＥＤ持ち運び
できるあかり
普段使いはもちろん、停電時には
自動で点灯し、持ち運びも可能。

歯磨きシート

シートを指に巻き付けて歯の汚れ
をふき取ります。旅行でも便利。

素材を生かした
カレー
備蓄食は定期的に食べてその分
を買い足していくのがおすすめ。

スイッチ断ボールⅢ
地震が起こるとボール
が落下、ブレーカー
を落として通電火災を防ぎます。

消える魔球

投げて消すボール型消火剤。初
期消火で大きな火災を防ぎます。

缶 de
ボローニャ
3年間保存できるデニッシュパン
の缶詰です。缶切りなしでOK。

Ⅲ
ル
ー
災を防ぎます。

に巻き付けて歯の汚れ
す。旅行でも便利。

備
を買

球

ボール型消火剤。初
きな火災を防ぎます。

缶
ボ
3年
の

るデニ シ パ

(広域)避難場所と
残留地区

災害対策センター
（区役所本庁舎5階）

区内すべての小・中学校、みらい館大明、
南長崎スポーツ公園などが指定されていま
す。自分の住む地域の避難先は、必ず
確認しておきましょう。

(広域)避難場所は火災などから身を守る
場所で、大きな公園などが都から指定され
ています。残留地区は燃えづらい建物が
多い区域です。身に危険を感じなければ
自宅に留まりましょう。

災害時になると、災害対策本部として災
害対策の拠点となります。本部では、危
機管理監を中心に各部署が連携します。

避難訓練

様々な避難訓練が町会単位で行なわれま
す。いざというときのためにも、日頃から近
所の方とコミュニケーションをしっかり取り、
地域で防災力を高めましょう。

震災時の避難先
「救援センター」

①ブレーカーを落とす。
②ガスの元栓を閉める。
③安否メモを残す。
④伝言板・SNSで避難
　先を連絡。
⑤避難時は落ち着いて行動する。
⑥配慮が必要な方への思いやりと
　支援を心がける。

意点意点意

出火の
原因

を作らな
い

のが大
切！

安全・安心メール ツイッター フェイスブック

非常時の集合場所
や、帰宅ルートも
話し合ってみよう

防災情
報は

こちら
から

日頃から

緊急時は

外国人の方へ

豊島区安全・安心メールやツイッター、フェイスブックで防災情報などを随
時発信しています。区内全域の防災地図は、防災危機管理課窓口(区役
所本庁舎5階)で配布しており、区ホームページからもダウンロードできます。

区内各所の防災行政無線から、緊急情報を放送します。豊島区安全・
安心メールやツイッター、フェイスブックなどでも災害情報を発信します。

外国人のための生活インフォメーション(英語・中国語・韓国語対応)　
　http://www.city.toshima.lg.jp/info/index.htmlで、防災情報
を確認できます。
HPHP

災害に役立つものや、危険なものを検討する。

防災知識あれこれクイズ　答え

地域
まちづくり課
地域

まちづくり課
防災危機
管理課
防災危機
管理課

区民活動
推進課
区民活動
推進課

地域
保健課
地域
保健課

（循環備蓄）

町会によって、まずは一時集合場所に集まる場合や、
一時集合場所と救援センターが同じ場合があります。
自らの判断で直接救援センターへ向かっても大丈夫です。

停電時 は

た

的に食べてその分

非常時は命を守ることが最優先。避難する際に持ち出せる必要最低限のものを
入れた「非常用持ち出しリュック」を用意しておきましょう。

●ナイフ

●毛布 ●乾電池●お薬手帳・処方薬 ●救急セット ●携帯ラジオ

●衣類 ●通帳・印鑑 ●食品・水 など

●歩きやすい靴　 ●メガネ

通勤中でも

→〈Ｄ.懐中電灯をつける〉 
電気や火をつけたり、ブレーカーをあげる時に、火災や爆発の危険があります。
普段からすぐ使える場所に懐中電灯を置きましょう。

地震直後、周りがまっくらに。
安全に明かりを確保するには？

t-toshima@sg-m.jp
に空メールでも登録可

「豊島区防災危機管理課」で検索でも登録可

照明部門 衛生部門 食品部門

防火部門 消火部門 食品部門

家のまわりの地形や危険な場所、その対策などを把握
しておきましょう。いざというときに早めの対応ができ、安
全な場所に避難することができます。

鉄道、主要道路、狭い通路などを書き込む。
公園、河川、火災に強い建物、木造
密集地域などに色を塗る。

官公署や医療機関、
避難所などに印をつける。

防災 成の
ポイント

防災 成の
ポイントイポ ント

●住んでいる地域の環
境と災害の危険度を
知る。

●離ればなれになったと
きの集合場所や避難
場所、避難経路などを
家族で共有する。

　　　　→〈Ｃ.すべてのボタンを押す〉 
非常時にエレベーターを使うのは危険です。最初に止まった階で降ります。

エレベーターにいた時の行動は？　
作り方

●衣類

毛布 ●乾電池

●お菓子など

も

●地図

が日常備蓄です。日頃使う

●笛

も

●ナイフ

在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅

。

難

時時時時時時時
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文化の発祥は人が集う場所から

区長◉豊島区が目指す国際アート・カルチャー
都市構想の一環として、昨年４月に南池袋公園
をリニューアルいたしまして、昨秋にはここをメ
イン会場に狂言師の野村万蔵先生演出による「大
田楽いけぶくろ絵巻」を開催し、大いに盛り上が
りました。日本の古典芸能は野外から生まれた
という話も聞いておりますので、私はこの公園に
能舞台をつくりたいと考えているんです。
観世◉おっしゃる通り、「芝居」という言葉がある
ように、もともと古典芸能は野外の芝の上で行
なわれていました。かつて奈良の興福寺の薪

たきぎのう

能
では、事前に僧兵が芝の上に半紙を敷いて足で
踏み、芝の湿り具合で上演できるかどうか確か
めていたそうです。また、能はもともと神事です
ので、お寺や神社の境内で行なわれていたので
すが、昔はそれらが最も人が集まる場所でした。
人が集まる所に必ず芸能があって、そこで流行
が生まれ、文化の発祥地になっていったんです

は、能が600年前から
やっていたことなんで
す。昨年「としま能の
会」の「小

こ か じ

鍛冶」という
演目で私が演じた稲荷
明神という役は、600
年前当時では「神様で
ございます」なんて舞
台に出てくるのは荒唐
無稽なことだったと思
うのですが（笑）、ある
意味同じようなことを
今ゲームやアニメの世
界でやっている。です
ので、両者が現代になって融合したというのは、
ごく自然なことだと言えるかもしれません。
区長◉今日は、来月30日開催の「第30回としま
能の会」のパンフレットに載せるキャラクターの
原画をお持ちいただいたそうですが……。
観世◉こちらです（右写真）。豊島区に仕事場が
ある漫画家の藤田和日郎先生に、今回の演目「土
蜘
ぐ も

蛛」のイメージで描いていただきました。能だ
けの世界観ではなく、マンガやアニメなどいろい
ろなアートとこうしたコラボレーションができる、
歴史と現代の接点がこういう形になっていくとい
うことを、ぜひアピールしていきたいですね。
区長◉素晴らしい絵ですね。第30回という記念
すべき節目に、「としま能の会」がさらに大きく広
がっていく予感がします。

新たな人の流れが生まれる期待

観世◉「としま能の会」は、サンシャイン60の下
で行なわれた「としま薪能」が始まりで、私が最
初に出演したのは大学生の時でした。静かな森
やお寺の境内ではなく、すぐそこにサンシャイン
60がそびえている光景は、とてもインパクトがあ
りましたね。古典芸能と現代のものとのマッチン
グということが、その頃から取り組まれていたわ
けです。能は古典芸能の中でも特に縁が遠いよ
うに思われがちですが、先ほど申しましたように
薪能など野外での「芝居」は昔から芸能の最初の
入り口として機能してきた興行です。それが引き
継がれて今の「としま能の会」となっているわけで
すから、そういう意味では決して手の届かないも
のではないと思います。最初に区長がおっしゃっ
た、南池袋公園に能舞台をということが実現す
れば、野外でも屋内でも伝統芸能が観られて、
観に来る人の新しい流れも生まれるのではない

ね。南池袋公園はまさに、かつてのお寺や神社
に代わり、区がそういう場所をつくったというこ
とでしょうね。
区長◉南池袋公園以外にも、新たな文化拠点と
して庁舎跡地エリアに８つの劇場をつくる計画が
進んでおりますが、その中で新区民センターに
は和の稽古場もできます。喜正先生は一般の方
に能のお稽古などもされていらっしゃいますね。
観世◉能は江戸時代から習い事として行なわれ
ていましたので、現代の人にも入りやすい体制を
整えれば興味を持っていただけるのではと、体
験講座などを開催しております。これまで多くの
方にご参加いただき、そのまま能のファンになっ
てくださった方もいらっしゃるので、発信をきち
んとしていけばまだまだ多くの方を惹

ひ

きつけられ
る芸能なんだなと実感しております。

６００年前の能とアニメの共通点

観世◉私が若い頃は、音楽でも芸能でも「欧米の

でしょうか。
区長◉南池袋公園は空がとてもきれいですから
ね。夜は星がきれいですし、改めて豊島区にあ
んな空があったんだなと感じるぐらい素敵な公園
になりましたから、多くの人に訪れてほしいです
ね。
観世◉また、新たな人の流れという点では、日
本を訪れる外国の方も増えていますね。そうした
方や能が初めての若い方にも気軽に足を運んで
いただけるよう、私は一昨年から上演中にタブ
レット端末で演目の解説などの情報を多言語で
提供する試みも進めております。
区長◉それは良い試みですね。この３月には国
際アニメーション映画祭「東京アニメアワード
フェスティバル」が池袋で開かれるなど、国内外
に向けて池袋はアニメの聖地としての実績を積
み上げております。しかしそれだけではなく、同
時に日本文化の基本である古典芸能を大事にし
て、それらを融合させることで世界から多くのお
客様を招き入れられる豊島区になると考えており
ますので、ぜひ今後ともお力をお貸しいただきた
いと思っております。

ものがかっこいい」という風潮がありました。し
かしちょうど21世紀に入った頃、和のブームと
いいますか、日本文化を見直す風潮が自然な流
れで現れてきました。たとえば以前は花火大会
などで女性が浴衣を着ても、彼氏は「浴衣なんか
嫌だ」と（笑）。それが今はカップルで浴衣を着て
いる若い人も多いですね。能を含め古典芸能に
対しても、興味を持ってみようという雰囲気があ
ると感じています。
区長◉昨年、喜正先生がご出演された「第29回
としま能の会」には、若い人がたくさん観にいら
していましたね。こんなことは「としま能の会」の
長い歴史で初めてで、私も驚きました。これは
喜正先生と人気ゲームとのコラボレーションで作
製したパンフレットが非常に注目を集めたおかげ
で、あまりの人気にこのパンフレットは私の手元
にもなくなってしまったほどです（笑）。
観世◉最近のゲームやアニメでは、歴史に根ざ
した事象をキャラクターにして描いており、それ
が斬新だと大変人気になっています。これは実

観世◉豊島区のまちづくりを古典文化と一緒に
とおっしゃっていただけるのは、私も大変ありが
たく、心強く思います。何より、新しい文化と融
合してというのが、非常にうれしいことです。
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第29回としま能の会　小鍛冶　松風

道成寺

第30回  としま能の会～能楽に棲
す

む 妖怪たち～
4月30日㈰  午後3時30分開演（午後3時開場）   東京芸術劇場プレイハウス
今年のテーマは、「妖怪」にまつわる能・狂言。
演目／主な出演者

●解説　観世喜正
●宝生流　仕舞「鵺

ぬえ

」／ 亀井雄二
●和泉流　狂言「茸

くさびら

」／野村万蔵・野村萬
●観世流 能「土

つち

蜘
ぐ

蛛
も

」／ 観世喜正

能「土蜘蛛」
シテ／観世喜正
写真／青木信二

チケット料金（全席指定）  
S席4,000円、A席3,500円、S席学生2,000円、A席学生1,500円
※解説タブレット席あり。友の会割引あり。
学生券は要学生証提示。未就学児入場不可。
申 3月1日㈬10時から一般販売。電話でとしまチケット
センター☎5391-0516( 午前10 時～午後7 時)へ。

矢来能楽堂

▲「第29回としま能の会」
にて人気ゲーム「刀剣乱
舞-ONLINE-」とのコラボ
レーションを実施。

※漫画家／藤田和日郎氏作画の特別コラボレーションチラシは、区有施設などで配布中。

いずれもシテ／観世喜正

©2015-2017 DMM GAMES/Nitroplus

つち

観世喜正 観世流シテ方。父・観世喜之氏に師事。公益社団法人能楽協会理事。東京を中
心に国内外の公演に多数出演するほか、講演や体験教室、多言語で演目の解説な
どを配信するタブレット端末の導入など、能の普及に多角的に取り組む。
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4月1日㈯から、おもに乳幼児と保護者を対象とした｢子育てひ
ろば｣が始まります。1月から試行的にオープンしています。ぜひ
ご利用ください。
アスレチックや乗り物、乳幼児用の遊具があります。３階には
明るく広い｢なかよしアリーナ｣があり、天候に関係なく遊ぶこ
とができます。事業の詳細は毎月発行の予定表や区ホーム
ページをご覧ください。
■問当ひろば（池袋本町3-9-4）☎3986-0041

ゲストステージや抽選会など親子
向けのイベントが盛りだくさん！企業ブースなども多数出展しています。
授乳室、キッズスペース、ベビーカー置き場があり、安心して楽しめます。
■問リトル・ママフェスタ実行委員会☎6453-8903

【区民ひろば池袋本町】
子育てひろばが始まります

リトル・ママフェスタＴＯＫＹＯ2017春

３月８日㈬・９日㈭　午前10時～午後4時30分（入退場自由）　
池袋サンシャインシティワールドインポートマートビル４階 
展示ホールＡ（東池袋3-1-4）

これまで区内約100か所で「学校の森」「いのちの森」づくりを進めてきた「グリーン
としま」再生プロジェクト。「としまグリーンウェイブ2017」ではこれをさらに進め、
みどりの波を広げます。植樹や木の手入れ、樹木とふれあう活動やイベントにぜひご
参加ください。
※グリーンウェイブ…国際生物多様性の日(５月22日)を中心に、植樹などを行ない、生物
多様性を理解するきっかけとする活動。

■問環境事業グループ☎3981-2771

グリーンウェイブ活動をしませんか？

家族で、学校、幼稚園、保育園で、勤
め先などで、木を植え育て親しむグ
ループを作り参加登録してください。
木を植えよう！
自宅の庭に、幼稚園の園庭に、マン
ションの共有部の植え込みに。希望
者へ苗木を差し上げます。
木を育てよう！
庭木や玄関先の植え込みの樹木を
剪定したり、落ち葉を掃いたりし、手入れをしましょう。
木に親しもう！
あなたの周りにはどんな木があるかな?!　木があるといろいろな生きものもやって
くる。木や集まる生きものを観察したり、葉や実を材料に工作したり、木で楽しもう。

●登録方法…「『グリーンウェイブ2017』参加登録書・実施計画書」(環境政策課で
配布。区ホームページでダウンロードも可)を郵送かファクスかEメール(代表者氏
名・住所、電話番号を記入)で｢環境事業グループ■FAX3980-5134、■EMA0029180

　@city.toshima.lg.jp｣へ。直接当グループ窓口へ持参も可。
●苗木を希望する場合…登録時に申込み。4月14日㈮締切※苗木は5月14日㈰、区
役所本庁舎で引渡し。詳細は通知します。

広がれ！みどりの波！

３月１日～６月15日
日本を代表する桜｢ソメイヨシノ｣は、江戸近郊の染井村
(現在の豊島区駒込地域の一部)が発祥の地といわれてい
ます。暖かい日に区内の名所を巡ってみませんか。詳細は
区ホームページをご確認ください。 
■問観光計画グループ☎3981－4623 

▶１月12日、発祥地駒込の写真
スポットがついに完成。駒込図
書館入口でそめふくちゃんを
探してみよう！

ソメイヨシノ発祥の地をPRするため、さくらグッズを
作製し、区内のイベントなどで配布しています。

●染井櫻開花まつり　3月20日㈷　染井銀座商店街
●春の全国交通安全運動と第39回すがも染井吉野桜まつり
　3月25日㈯　JR巣鴨駅周辺の国道17号線沿いなど
●第18回染井よしの桜祭り
　4月2日㈰　染井吉野桜記念公園
※そのほかの桜まつりの日程は、町会
掲示板(3月中旬掲示開始予定)のポ
スターでもご確認いただけます。

2階のソメイヨシノアーカイブ（展
示フロア）では３月末に音声説明
機能が追加される予定です。

豊島区
PRキャラクター
そめふくちゃん

活動グループ募集

グリーンウェイブのイベントに参加しませんか？
期間中、樹木やみどりに関わる講座やイベントを実施します。申込み方法など詳細は
順次、広報としまや区ホームページでお知らせします。
●予定事業…5月14日㈰／区役所屋上庭園｢豊島の森｣観察会、5月21日㈰／池袋
本町電車の見える公園｢いのちの森｣観察会、6月4日㈰／つる植物・｢いのちの森｣
苗木配布、ほか、緑のカーテン講習会など。

平成28年度も交流都市との親交を深めるため、ソメ
イヨシノ発祥地、駒込の苗木植樹を実施しています。 
●栃木県那須烏山市…那須烏山市立境小学校5本、

清水川せせらぎ公園5本
●宮城県登米市…登米市石ノ森ふれあいセンター
グラウンド10本 

●群馬県前橋市…みやぎ千本桜の森公園3本（予定） 

せんてい

昨年12月19日および本年2月2日の２回にわたり、セーフコミュニティ
国際認証の再認証に向けた事前指導を受けました。
指導当日は、各対策委員会の地域代表と外傷サーベイランス委員会
委員長が、指導員に対し今までの取組みなどを発表しました。
今後は指導員からの指摘事項やアドバイスを各対策委員会の活動に
生かし、11月に予定されている本審査に臨みます。
■問セーフコミュニティ推進グループ☎3981－1782

●セーフコミュニティとは？
世界保健機関（WHO）が推奨する、安全・安心まちづくりの国
際認証制度です。住民・地域団体・行政が継続して、不慮の事
故やけがの予防に取り組んでいる都市が認証されます。平成24
年11月、本区は世界で296番目、東京都内では初めてこの国
際認証を取得しました。
セーフコミュニティの認証制度は、5年に一度の再認証という手
続きが設けられています。

みんなでつくる　セーフコミュニティとしま
～続けよう安全・安心まちづくり～

29年度再認証に向けた事前指導を実施しました！

発表資料
一部抜粋

●セーフコミュニティへの取組み方
地域団体などの幅広い「連携・協働」と具体的な事故やけがの
データ収集、原因分析などによる「科学的手法の活用」で、生活
の安全・安心と健康の質を高めていくまちづくり活動を続けて
います。

セーフコミュニティの実現に向けて各対策委員会が中心となって
活動しています。

自
殺
・
う
つ
病
の
予
防

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
防
止

児
童
虐
待
の
防
止

地
震
災
害
の
防
止

繁
華
街
の
安
全

自
転
車
利
用
の
安
全

障
害
者
の
安
全

高
齢
者
の
安
全

子
ど
も
の
け
が
・
事
故
予
防

豊島区セーフコミュニティ推進協議会
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学習院大学

春の区内大学巡り

平成29年度春季特別展「宮廷装束の世界」

◇宮中の装い、いまここに―。皇室
ゆかりの装束をひろく紹介する、学
習院ならではの展覧会です。華やか
な雅の世界をお楽しみください。
■申当日直接会場へ。
■問当大学史料館☎5992-1173

※日曜日、祝日は閉室。4月16日㈰
「オール学習院の集いの日」は開室。

4月1日㈯～5月27日㈯　午前10時～午後５時
当大学史料館展示室
(目白1-5-1 北2号館1階)

北白川宮永久王妃祥子殿下料五衣唐衣裳
（一般社団法人霞会館・衣紋道研究会所蔵）

立教大学
江戸川乱歩記念大衆文化研究センター　
トークイベント 乱歩・読書・「おたく」
～われらはみな幻影の城主～

◇江戸川乱歩の功績と魅力を積極的に発信してきた当
センターで、設立10年目の節目にトークイベントを開催。
乱歩邸の公開も行
ないます。講師…
浅羽通明氏
■申当日直接会場へ。
■問当センター
☎3985－4641

3月11日㈯　午後2～4時　
当大学池袋キャンパス５号館5124教室（西池袋３－34－1）

すがも花街道プロジェクト
「平成29年4月 あさ市」

◇「いのりと希望の路」をキー
ワードに、大学と地域が連携。
東日本大震災被災地の復興
支援を目的に、東北地方の
野菜などを販売します。
■申当日直接会場へ。
■問当大学鴨台プロジェクトセ
ンター☎5394-3062

4月15日㈯　午前9時～午後1時
当大学巣鴨キャンパス
（西巣鴨3－20－1）

女子栄養大学大正大学
生涯学習センター
平成29年度こども料理教室（前期）

◇包丁の持ち方、食材の扱い方などの料
理の基本や、バランスよく食べることの重
要性をわかりやすく丁寧に教えます。
◇小・中学生◇50名◇15,000円（税込）
■申ホームページで当大学生涯学習セン
ター香川料理教室■HPhttp://www2.eiyo.
ac.jp/llsc/へ。
■問当教室☎3576－2483

4月16日、5月21日、6月25日、7月16日、9月10日　日曜日　
午前9時30分～午後0時30分　
当大学生涯学習センター（駒込3－24－3）



1月21日に落成式、施設見学会を開催

池袋第三小学校  
新校舎が完成しました

学びの拠点として頼れる池三小

池袋第三小学校の新校舎は、
昨年12月に完成し、1月から使用を開始しました。
■問学校施設課学校改築推進グループ☎4566-2789

所在地　　西池袋三丁目14番3号
敷地面積　校舎棟／5,602.75㎡
　　　　　別棟／716.34㎡　
延床面積　校舎棟／6,739.15㎡
　　　　　別棟／614.83㎡
構造　　　鉄筋コンクリート造
階数　　　校舎棟／地上4階
　　　　　別棟／地上2階

施設概要

1,160名の方にご来場いただき
ました。

別棟1階　
子どもスキップ池袋第三

周辺環境と調和し
共生するオアシス

地域の
防災拠点

開放的で
快適な学習環境

効率的で
多機能な施設

子どもスキップ池
袋第三も開設され、
子どもスキップ事
業（学童クラブ・一
般利用）、放課後子
ども教室を実施し
ています。

体育館は冷暖房を完備
し、防災備蓄倉庫に直
結しています。

運動会の観覧席に
なるバルコニーを
２階に設けるなど、
コンパクトな校舎
ながら学校や地域
の方々が利用しや
すい環境です。
また、このバルコ
ニーで別棟に移動
することも可能です。

南に面する普通教室、多
様な学びができる多目
的スペースなど、児童の
快適な学習環境を確保
しています。

校舎全体にレンガ調の
タイルを採用し、地域の
伝統を取り入れたシン
ボル性のある学校です。

■問子どもスキップ…子ども課放課後対策グループ☎3981-1058
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国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

　平成29年度の一般会計当初予算規模は1,167億71万円で、対前年度比51億699万円の減、4.2％のマイナスとなりました。
　また、特別会計を含めた予算規模は1,815億855万円で前年度に比べ30億7,831万円の減、1.7％のマイナスとなっています。
　なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。

平成29年度予算 （  ）内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。　
数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。

　日本経済は、雇用環境の改善傾向が見られるものの、中国経済の減速・アメリ
カ合衆国新政権の動向など、海外経済の不確実性が一段と増しており、楽観で
きる状況にありません。また、円高基調で法人住民税収減が想定されるなど、歳
入環境も予断を許さない状況です。
　こうした中、29年度予算は、持続発展都市に向けた様々な新規拡充事業を実
施すると共に、｢子育て｣｢福祉｣｢防災｣など、区民生活の基盤をなす分野に大き
く重点を置く、安心して住み続けられるまちの創造に向けた施策の充実に、最
優先に取り組む予算となりました。

　区民生活を支える様々な施策の充実を図りつつ、老朽化した公共施設の改
築・改修需要への対応にも臨機応変に対応していくためには、安定的で持続的
な財政基盤の構築が不可欠です。29年度予算の規模は、学校改築の完了に伴う
投資的経費の減などが要因となり、5年ぶりにマイナスとなりました。また、4

編成方針

持続可能な行財政運営の確立

財政計画グループ☎4566 - 2521

平成　 年度予算（案）がまとまりました29

平成29年度予算を 1 万円に置き換えると、このような使い道になります
高齢者・障害者福祉、生活保護
など

3,379円

幼稚園、小・中学校、放課後対策
（子どもスキップ）など

1,932円

広報、電算、その他区役所の
運営など

729円

まちづくり、防災など

526円

保育園の運営、児童手当の給
付など

733円
環境対策、清掃、リサイクル
など

道路、自転車対策など

351円

健康づくり、保健所の運営
など

344円

文化、スポーツ、図書館など

359円
区民ひろばの運営など

88円

商工業・観光の振興、勤労者
福祉など

99円

各基金の積立て（貯蓄）

58円

選挙・監査

25円

公園・児童遊園、緑化など

338円
区議会の運営

60円

税を集めるため

92円

299円

借入金の返済

401円

戸籍事務、区民事務所の運営
など

187円

閲覧できます
　予算(案）の概要は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。

1,167 
億
71
万
円

一
般
会
計
歳
入

歳
出
予
算
総
額

文化・芸術、商店街・中小企業の振興など
文化商工費 42億2‚231万円(3.6％)

道路･公園の整備、自転車対策、緑化推進など
土木費 74億9‚110万円（6.4％）

まちづくり、区営・区立住宅の管理運営など
都市整備費 56億5‚997万円（4.8％）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
環境清掃費 40億9‚985万円（3.5％）

各種健康対策、保健所の運営など
衛生費 39億4‚879万円(3.4％)

戸籍事務、区民事務所運営､防災対策など
総務費 133億1‚755万円(11.4％)

議会費､公債費、諸支出金および予備費
その他 180億6‚176万円(15.5％)

特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
特別区税 311億3‚079万円(26.7%)

消費税の一部が区市町村に交付されるもの
地方消費税交付金 73億4‚600万円(6.3％)

都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自
主的な運営を確保することを目的として交付されるもの

特別区交付金 291億円(24.9％)

国や都から交付を受ける負担金・補助金など
国・都支出金 301億1,660万円(25.8％)

施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金
特別区債 50億2,610万円(4.3％)

地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､分担金及び負担金、
使用料及び手数料､基金繰入金など

その他 139億8,122万円(12.0％)

歳　

入

歳　

出

平成2 9年度会計別予算

1,167億   71万円

648億   785万円

373億2,266万円

59億7,681万円

215億   838万円

1,815億   855万円

1,218億   769万円

627億7,917万円

368億7,352万円

57億9,937万円

201億   627万円

1,845億8,686万円

4.2％減

3.2％増

1.2％増

3.1％増

7.0％増

1.7％減

平成29年度 平成28年度 増減

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

区　分

合　計

一 般 会 計
特 別 会 計

年連続で財政調整基金の取り崩しをせずに予算を編成することができ、堅実的
な予算となりました。

教育費 91億6‚910万円(7.9％)
幼稚園､小・中学校､子どもスキップ、図書館の運営
など

福祉費 507億3‚028万円(43.5％)
高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園の運営など

●平成2９年度予算重点事業は「広報としま4月 1日号(特集版)」に掲載します。

「としま情報スクエア」

3/1 区内のケーブルテレビ（としまテレビ）で区の情
報番組を生放送でお届けします。
◇毎週木曜日～翌月曜日 午前１１時から２０分間
◇再放送３回（午後５時・１０時、翌朝午前７時）平成29年（2017年）

No.1728
〈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/

●「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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パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

健  康

傍聴できます

募  集募  集

講演・講習講演・講習

Ⅰ～Ⅲの各素案について、より多くのご意見を反映させ
るため、パブリックコメント（意見公募手続）制度に基づ
き区民の皆さんのご意見をお聴きします。
Ⅰ．「未来戦略推進プラン2017」（案）をまとめました
「未来戦略推進プラン」は「豊島区基本計画2016～2025」
の実施計画として、施策や事業の内容を具体的に示すも
のです。同時に、区の目指す将来像の実現に向けた政策

つ な

相互間の繋がりや、施策の重点化における考え方を示し
ています。プランの計画期間は平成29～31年度で、新た
な内容や修正を加えつつ、毎年度改定していきます。
Ⅱ．「豊島区立図書館基本計画」（素案）をまとめました
区立図書館が区民に果たしていく役割や取り組むべき

事業を明確にしました。
Ⅲ．「豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関す
る条例」（案）を策定しました
路上の通行の障害となるように設置または放置されて

いる物件（立て看板、商品台など）に関して、区と区民
（区内事業者を含む）の責務を明確にし、安全安心な通行
空間を確保するための手続きに関し、必要な事項を定め
ました。

●閲覧できます
いずれも行政情報コーナー、図書館、区民事務所、区

ホームページで閲覧できます。Ⅰは企画課、Ⅲは道路管
理課、区民ひろばでも閲覧可。

●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、Ⅰは3月30日（必着）までに「企画課未来戦略推
進グループ」、Ⅱは3月31日（必着）までに「中央図書館管
理グループ」、Ⅲは4月7日（必着）までに「道路管理課監
察美化係」へ。
※いずれも直接各担当課窓口へ持参も可。なお、個別に
直接回答はしません。

█問Ⅰ未来戦略推進グループ☎4566‐2512、█FAX3980‐5093、
█EMA0010108@city.toshima.lg.jp
Ⅱ中央図書館管理グループ☎3983‐7861、█FAX3983‐9904、
█EMA0027900@city.toshima.lg.jp
Ⅲ監察美化係☎4566‐2675、█FAX3981‐4844、█EMA002320
6@city.toshima.lg.jp

1 国際アート・カルチャー都市実現に向けて

⑴文化戦略
昨年初開催の「東京芸術祭」で実施した「大田

楽いけぶくろ絵巻」は日本古来の伝統芸能とコ
スプレを融合させ、会場の南池袋公園は大変な
熱気に包まれました。今後も伝統文化に親しむ
機会を積極的に提供し、世界に向けて発信して
いきます。また、トキワ荘を復元し、マンガ・
アニメミュージアムとして整備する「基本計画」
の素案がまとまり、来年度は施設の建物・展示
の設計に入ります。さらに、春の「東京アニメ
・アワード・フェスティバル」、秋の「オータム
・カルチャー・フェスティバル」の展開など、
マンガとアニメを活用した国際アート・カルチ
ャー都市の文化戦略を推進してまいります。
⑵空間戦略
伝統文化の発信拠点となる南池袋公園に加え、

東京芸術劇場に隣接する池袋西口公園について
は公園全体が野外劇場となるよう改修し、池袋
西口駅前再開発を誘導する第一歩としてまいり
ます。さらに、平成31年に中池袋公園を全面改
修、続く32年春には造幣局跡地に区内最大の防
災拠点となる「防災公園」をオープンさせる予定
であり、4つの公園により街全体の回遊性を高
め、賑わいを広げていきたいと考えております。
また、池袋駅東西を結ぶ「東西デッキ」について
は、西武鉄道株式会社の自社ビル建設に合わせ、
ビックリガード上空に南デッキの一部を整備す
ることとなりました。街なかの気軽な移動手段
として、BRT（バス輸送システム）の導入につい
ても検討してまいります。
⑶国際戦略
日・中・韓3か国から1都市を選定し、さま

ざまな文化芸術イベントを実施する東アジア文
化都市の2019年開催都市に立候補します。旧庁
舎跡地に新ホールをはじめとする文化にぎわい
拠点が出現するその年にこの国家的事業に参加

することは、区の文化政策の集大成と位置付け
ており、全庁挙げて取り組んでまいります。ま
た、池袋駅周辺地域の国際競争力強化に向け、
公民連携で検討を進めている「池袋ブランディ
ング・シティ戦略」に基づき、29年度は推進体
制のさらなる強化と、シンボリックなプロジェ
クトの展開を図ってまいります。

2 女性と子どもにやさしいまちづくりの推進

女性一人ひとりの多様なライフスタイルを大
切にすることを基本コンセプトに、主に働く世
代、子育て世代を対象とする地域情報サイト
「としまスコープ」を開設しました。さらに昨年
の「としまイクボス宣言」を通じて生まれたネッ
トワークを活かし、公民連携による取組みを進
めていきます。待機児童対策についても、認可
保育所13園以上の新設など、29年度末のゼロ達
成実現に向け、最大限の努力をしてまいります。
さらに、「女性にやさしいまちづくり」の視点に
立ち、民間企業と連携し、29年度から3か年で
全133か所の公園・公衆トイレを改修します。
また、4月より「子どもスキップ事業」を教育委
員会へ移管し、本区ならではの放課後対策事業
の総合的な展開を図ってまいります。

3 高齢化への対応・地方との共生

多様な介護ニーズへの対応、介護職員の処遇
改善、介護離職者の抑制につながる持続可能な
介護保険システムの構築に向け、東京都と連携
し、国家戦略特区を活用した全国初の「選択的
介護モデル事業」に着手します。
地方との共生を図る方策のひとつとして検討

を進めている秩父市との日本版ＣＣＲＣ構想に
ついては、28年度に実施した「地方居住を考え
る住民ワークショップ」を踏まえ、29年度は秩
父市と協働で「お試し居住」を募集するなど、共
生事業を進めてまいります。また、長野県箕輪
町とも、両都市の産業界を巻き込んだ交流事業

を様々展開する予定です。

4 平成29年度当初予算案

平成29年度当初予算の規模は、前年度比30億
7，800万円、1．7％のマイナスとなる1，815億9
百万円となりましたが、28年度に次ぐ、過去2
番目に大きい財政規模となりました。かつてな
い227事業、80億9千万円の新規拡充事業を計
上した積極型の予算となった一方、4年連続で
財政調整基金の繰り入れをしない堅実型の予算
編成であったと考えており、今後も先を見据え
た安定的で持続可能な財政運営に取り組んでま
いります。

5 新たな公民連携への取り組み

文化財などの保管場所、校庭の施設開放事業
などで暫定活用している旧第十中学校について、
民間の資金とノウハウを活用し、跡地での野外
スポーツ施設と、文化財収蔵庫予定地として確
保している飯能市の区有地を、一体的に整備す
る手法の検討に着手いたします。
また、新庁舎の建設に続く公有地を有効活用

した公民連携事業である旧庁舎跡地開発につい
ては、2020年の完成を見据えたエリアブランド
づくり、完成後の「エリアマネジメント」の組織
づくりを進めてまいります。

6 安全・安心まちづくりの推進

大災害時における安全確保、良好な景観形成
などを図る重要施策として事業化を進めている
無電柱化事業については、「巣鴨地蔵通り」にお
いて都の区市町村モデル事業となるべく、また、
「学習院椿の坂」においても、東京電力の既設埋
設管を活用するなど、新しい手法を積極的に採
用し、事業期間の短縮とコストの低減に取り組
んでまいります。

7 教育都市としまの推進

本区の特色である地域区民ひろばと密接に連
携するセーフスクールの取組みは内外から高く
評価されています。今後も全ての小・中学校で
のインターナショナルセーフスクール認証取得
実現に向け支援してまいります。また、昨年末
竣工の池袋第三小学校に続き、29年度着工の巣
鴨北中学校の改築など、「学校づくりは街づく
り」との信念に基づき、学校改築計画を着実に
推進してまいります。

第4次豊島区男女共同参画推
進行動計画、第2次豊島区配偶
者等暴力防止基本計画および豊
島区女性活躍推進計画を含む
「としま男女共同参画推進プラ
ン」を策定しました。策定にあ
たっては、パブリックコメント
（意見公募手続）制度に基づき、
区民の皆さんのご意見をお聴き
しました。
●閲覧できます
プランの全文といただいたご

意見および区の考え方は、3月
31日まで男女平等推進センター、
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。
█問当センター庶務・計画調整グ
ループ☎5952‐9501

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。

特別区民税・都民税のお支払い
はお済みですか

◇催告書…平成28年度第1期分（平
成28年6月30日納期限）～第3期分
（平成28年10月31日納期限）に限り、
納付が確認できない方へ、3月6日
㈪に催告書を発送します。
◇督促状…平成28年度第4期分（1
月31日納期限）の納付が確認できな
い方へ、3月7日㈫に督促状を発送
します。
※督促状・催告書ともに、期限内に
納付してください。
◇夜間窓口の開設日…3月15日㈬
午後5～7時
◇3月日曜窓口の開設日…3月19日
㈰ 午前9時～午後5時
█問整理グループ☎4566‐2362

特別相談「若者のトラブル110番」

3月13日㈪・14日㈫ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
キャッチセールス、マルチ商法、ア
ポイントメントセールスや架空請求
などの相談を受付◇区内在住、在勤、
在学で契約当事者が29歳以下の方。
█申電話で消費生活センター（相談専
用）☎3984‐5515へ。当日直接会場
も可。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

4月8日㈯ 午前11時～午後3時
椎名橋下広場※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◇
40店舗（1店舗面積1．8ⅿ×1．8ⅿ）◇
500円█申ファクスか E メールで「し
いなまちみとら█FAX6908‐3760、█EMm
itora@life-design.or.jp」へ※先着
順。
█問当会 田中☎6908‐3988

「2017としまエコライフフェア」
出展者募集

8月5日㈯ としまセンタースク
エア（区役所本庁舎1階）◇環境への
意識を高め、より環境に配慮した暮
らしを広げるための情報発信や交流
を行なう、事業者・グループ・サー
クルなどの団体の出展者を募集。詳
細は募集要項（環境事業グループで
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）参照█申所定の申込書（募集
要項に添付）などをファクスか郵送
か持参で4月14日（必着）までに環境
事業グループ█FAX3980‐5134へ。
█問当グループ☎3981‐2771

元気でイキイキ教室（全12回）

Ａクラス…4月5日～9月20日 第
1・3水曜日、Ｂクラス…4月12日
～9月27日 第2・4水曜日、Ｃク
ラス…4月5日～6月28日 第1～
4水曜日、Ｄクラス…7月5日～9
月27日 第1～4水曜日
いずれも午後1時30分～3時（初

回と11回目は3時30分まで） 日本
鍼灸会館（南大塚3‐44‐14）◇筋力
アップ運動◇おおむね60歳以上で会
場まで通える方◇Ａ・Ｂ各10名、Ｃ
・Ｄ各15名◇各12，000円
█申電話で3月24日（Ｄは6月23日）ま
でに（公社）東京都鍼灸師会☎3985‐
7501へ※先着順。

ぜん息児水泳教室

①前期（8回）…5月8・15・22日、
6月5・12・19日、7月3・10日
月曜日 午後4時30分～6時30分
雑司が谷体育館、②夏休み（4回）…
8月1日㈫～4日㈮ 午前9時～正
午 雑司が谷体育館、③後期（8回）
…9月4・11・25日、10月2・16・
23・30日、11月6日 月曜日 午後
4時30分～6時30分 南長崎スポー
ツセンター◇水泳前後に医師・看護
師による健康管理あり◇気管支ぜん
息・ぜん息様気管支炎にかかってい
る区内在住の新小学1年生～新中学
3年生◇各回50名◇ロッカー代は自
己負担。
█申電話で①は3月31日、②は6月20
日、③は7月12日までに公害保健グ
ループ☎3987‐4220へ。

第7回豊島区保健福祉審議会

3月16日㈭ 午後6時30分から
区役所本庁舎5階507～510会議室
█申電話かファクスで当日午後5時ま
でに「福祉総務課計画グループ☎
4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

第29期豊島区青少年問題協議会
第4回定例会

3月17日㈮ 午後6時から 区役
所本庁舎5階509～510会議室◇10名
█申当日10分前までに直接会場へ※先
着順。
█問子ども課管理グループ☎4566‐
2471

第3回
豊島区男女共同参画推進会議

3月21日㈫ 午後6時30分から
（午後6時受付開始） 生活産業プラ
ザ8階多目的ホール█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

第4回
豊島区障害者地域支援協議会

3月23日㈭ 午後6時30分～8時

30分 区役所本庁舎5階509・510会
議室
█申電話かファクスで3月17日午後5
時までに「障害福祉課政策推進グル
ープ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」
へ。

赤ちゃん訪問指導員募集

新生児～生後3か月の乳児のいる
家庭に訪問し、子育てに必要な情報
提供などの育児支援、母親と乳児に
対する健康相談などを行なう◇4月
1日現在60歳未満で助産師資格を有
する方◇委託料…1件6，230円◇委
託期間…4月1日～平成30年3月31
日（更新あり）█申履歴書（写真貼付）と
助産師免許のコピーを3月17日（必
着）までに
長崎健康相
談所へ郵送
か持参。
█問当相談所
☎3957‐
1191

障害者団体連合会講演会
「心のバリアフリーを目指して

で き

～私たちが今すぐ出来ること～」

3月10日㈮ 午後1時30分～3時
生活産業プラザ◇講師…NHK手話
ニュースキャスター／中野 佐世子
氏█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課管理グループ☎3981‐
1963、█FAX3981‐4303

としまの銭湯から世界へ
美・健康・癒しのライフスタイル
SENTO×FASHION

3月11日㈯ 第1部…午後4～5
時、第2部…午後6～7時 金剛院
（長崎1‐9‐2）◇銭湯を観光資源
として活用し、魅力を紹介。銭湯に
通うライフスタイルを魅せるファッ
ションショー、トークショー、書道
パフォーマンスなど█申当日直接会場
へ。
█問豊島浴場組合組合長 柳澤☎090
‐8303‐1042

第10回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」

3月15日㈬～19日㈰ 午前9時30
分～午後5時（19日は午後3時まで）
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇障害者の方が制作した、
エネルギーあふれる独創的な作品を
多数展示█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766█FAX3981‐4303

桜の名所ツアー
染井稲荷神社の桜とその周辺

3月19日㈰ 午後1時～2時30分
駒込図書館◇地元のボランティアを
ガイドに迎え、駒込周辺の桜の名所
をゆっくり巡る。詳細は問い合わせ

てください◇10名
█申電話で当館☎3940‐5751へ。当館
カウンターで直接申込みも可※先着
順。

上級救命再講習会

3月15日㈬ 午前9時～正午（午
前8時45分集合） 豊島消防署（東池
袋3‐19‐20）◇前回の上級救命講
習受講日から3年以内に再度受講す
る方◇40名█申直接（公社）宅建協会豊
島区支部窓口（東池袋1‐31‐6
三昌ビル3階）へ※受付日など…3
月1日㈬ 午後1時30分～4時30分、
3月2日以降 午前10時～午後4時
30分。先着順。電話、ファクス不可。
█問当支部☎3984‐2977

分譲マンション管理セミナー

3月18日㈯ 午後1時30分～4時
30分 区役所本庁舎5階◇講演「管
理組合の再生と活性化『マンション
の良好な管理のために、組合員の当
事者意識の向上』」◇区内分譲マンシ
ョン管理組合役員、区分所有者◇60
名
█申電話かファクスかＥメールで3月
16日までに「マンショングループ☎
3981‐1385、█FAX3980‐5136、█EMA00
22901@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

みらい館大明

①若者支援事業ライフデザインカフ
ェ「塾講師のお仕事～地域に根ざし
た塾経営」…3月9日㈭ 午後6時
30分～8時30分◇話を聞き、ミニ交
流会を行なう。講師…塾講師／内田
隆介氏◇高校生以上（休学中の方も
可）◇20名◇社会人のみ500円。
②春休み子どもチャレンジ「各種体
験教室」…ⓐイタリア式合唱／3月
25日㈯ 午前9～10時◇発声の基礎
からクラシックの楽曲まで、ⓑ空手
／3月25日㈯ 午前10時～11時30分
◇空手の体験、ⓒ体操／3月28日㈫
午前10時30分～11時30分◇マット運
動、縄跳び、跳び箱と並行しながら
身体能力を高めるトレーニング◇小
学生（ⓐは小学3年生以上）◇各10名
③いけぶくろ自然クラブ「ちご沢木
こり体験」…3月26日㈰ 午前8時
20分～午後5時 東武東上線池袋駅
南改札口前集合◇埼玉県東松山市ち
ご沢の大自然の中で木に登り、自分
たちで切った木で工作◇小学生◇20
名（保護者同伴可）◇1名4，800円
█申①②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※先着順。③はとしまＮ
ＰＯ推進協議会のインターネット申
込みサイト█HP htt
p://form1.fc2.co
m/form/?id=912
441へ※応募者多
数の場合は抽選。
█問③は当協議会
5951‐1508

第1回区議会定例会
招集あいさつ・所信表明
（抜粋・要約）

2月17日開会、本会議にて▶

「としま男女共同参画推進プラ
ン―第4次豊島区男女共同参画
推進行動計画」を策定しました

～ご意見をお寄せください～

●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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平成29年2月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 27,158
(＋98)

175,061
(＋43)

284,412
(＋105)
143,468
140,944

男
女

ふれあいガイド
この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。
区ホームページからもご覧になれます。

医療法人社団 杏会　池袋血管外科クリニック

医療法人社団 杏会 池袋血管外科クリニック

東武東上線・JR・地下鉄「池袋駅」（徒歩約５分）
西武池袋線「池袋駅」（西武南口を出てすぐ）
＊1階がローソンのビルの 7階です

 ： ☎ ０３-５９２８-４８８８ 

下肢静脈瘤の最新治療下肢静脈瘤の最新治療
かしじょうみゃくりゅうかしじょうみゃくりゅう参加

無料

場所

アクセス

定員

FAX： ０３-５９２８-４８８９

名１５お 申 込 み

健康セミナー健康セミナー
15:00～16:15
（15 分間 質疑応答）

〒171‒0022
東京都豊島区南池袋 1-17-2 南池袋Ⅰ- N ビル 7階

時間

セミナー資料配布      

9：00～18：00月～土曜日

つるつる
むくむむくむ

血管がボコボコ血管がボコボコ
痛む痛む

第１回 第２回

火３月 日２４ 金 ３月 日２７ 月　　

メールアドレス : reserve@ikebukuro-kekkan.jp

参加希望日、お名前、電話番号、参加人数を明記の上、メール、FAX または お電話にてお申込みください。

三省堂書店三省堂書店

講演・講習講演・講習 スポーツスポーツ

官公署だより

ミニセミナー
「議論を見える化するファシリ
テーショングラフィック入門」

3月21日㈫ 午後6時30分～8時
30分 区民活動センター◇都市と農
村の交流のための合意形成などに従
事した経験から、身近な課題の解決
にも有効な、議論を視覚化する技法
を学ぶ。講師…NPO法人ECOM
代表／森 良氏◇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

交通安全講習会（兼運転者講習
会）を開催

3月21日㈫ 午後6～7時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇春の全国交通安全運動に先
立ち、警察官の講話とＤＶＤの上映
を通して、交通事故防止の注意点を
学ぶ█申当日直接会場へ。
█問庶務・交通安全グループ☎3981‐
4856

発達障害（LD・ADHD・ASDな
ど）の理解と対応

3月22日㈬ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇発達障害の方が生活
するうえで直面する困りごとや、対
応方法などを学ぶ◇70名█申ファクス
かＥメールで「NPO法人クローバー

事務局█FAX020‐4666‐8365、█EMkens
yu2016@npo-clover.net」へ※先着
順。
█問当事務局☎3959‐5941

ああそうなんだ倶楽部 江戸寺社
ら ん ま ん

巡り「春爛漫・桜を愛でる散歩」

4月1日㈯ 午後1～4時 東京
メトロ有楽町線飯田橋駅Ｂ2a出口
前集合、東京メトロ都営地下鉄大手
町駅付近解散◇外濠公園、靖国神社、
千鳥ヶ淵緑道、東京国立近代美術館
工芸館、北の丸公園、皇居東御苑
（約6㎞）。講師…当倶楽部メンバー
◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで3月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

生涯学習オープンスクール

※詳細のお問い合わせ、申込みは直
接学校へ。
●東京電子専門学校
①「クイズで学ぶ Facebook、LINE、
Twitter」…3月11日㈯ 午後10時
～正午、②「オリジナル T シャツ作
りに挑戦」…3月24日㈮ 午後10時
～正午、③「人型ロボット「Pepper」
と触れ合ってみよう」…3月24日㈮
午後1～3時、④「コンパクトデジ
カメ、スマフォできれいな写真を撮
る講座」…3月25日㈯ 午前10時～
正午、⑤「デジカメ写真の編集入門」
…3月25日㈯ 午後1～3時
█申当校☎3982‐3131、█FAX3980‐6404

旧第十中学校
初心者硬式テニス教室

4月9日～9月24日 毎月第2・
4・5日曜日と祝日 午前8～10時
旧第十中学校（千早4‐8‐19）◇区
内在住、在勤、在学で小学5年生以
上の方◇30名◇6，000円█申往復はが
きで3月15日（必着）までに「〒171‐
0042 高松3‐12‐21 大沼」へ※
応募者多数の場合
は抽選。
█問豊島区スポーツ
ボランティアリー
ダー四季 川島☎
3951‐4335

●豊島消防署・池袋消防署
「春の火災予防運動 3月1日㈬～
7日㈫」
①庁舎見学…運動期間中、各消防署
の庁舎を公開します。ぜひ見学に来
てください�豊島消防署／3月4日
㈯ 午前10時～午後3時、�池袋消
防署／3月5日㈰ 午前11時～午後
3時、②「見て！知って！なるほど
納得！防災展」…3月1日㈬～3月
8日㈬（7日を除く） 午前9時～午
後5時 池袋防災館（西池袋2‐37
‐8）█申いずれも当日直接会場へ。
█問①は豊島消防署防火管理係☎3985
‐0119、池袋消防署防火管理係☎

3988‐0119、②は池袋防災館☎3590
‐6565（火曜日休館）
●自衛隊豊島出張所
「自衛官募集」
◇種目…①一般幹部候補生（院卒者
試験）、②一般幹部候補生（大卒程度
試験）、③歯科・薬剤幹部候補生◇
資格…①修士課程修了者などで20歳
以上28歳未満の方、②20歳以上26歳
未満の方（22歳未満の方は大卒・見
込含む）※修士課程修了者は28歳未
満（院卒者試験との併願可）、③専門
大卒（見込含む）で20歳以上30歳未満
（薬剤は20歳以上28歳未満）の方◇受
付期間…3月1日㈬～5月5日㈷
█問当出張所☎3982‐7075
●豊島都税事務所
「自動車の移転・廃車手続きはお済
みですか？」
自動車税は4月1日現在、自動車

検査証（車検証）に記載されている所
有者（割賦販売の場合は使用者）に課
税されます。3月31日㈮までに、譲
渡の場合は移転登録、廃車の場合は
抹消登録を済ませてください。
█問東京都自動車税コールセンター☎
3525‐4066

�3月10日㈮ 午後2時 「東京都平和の日」…東京大
空襲をはじめ戦災で亡くなられた方のご冥福を祈り
ます。
�3月11日㈯ 午後2時46分 「東日本大震災から6
年」…犠牲者の方へ哀悼の意を表します。

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�「英会話ジャスミン」 毎月3回
火曜日 午後1～2時 東京芸術
劇場◇50歳以上の英会話初心者◇
入会金1，000円、月額4，200円█問中
山☎6429‐8163
�「書道関信会」 毎月第2・4水
曜日 午前10時～正午 区民ひろ

ば駒込◇月額2，000円█問加藤☎
3576‐5301

べ い ふ う か い

�詩吟「米風会」 毎月第1・2・
4金曜日 午後6～9時 巣鴨第
三区民集会室◇月額4，000円█問矢
澤☎090‐4056‐3153
�「ななまち水彩画の会」 毎月第
2・4火曜日 午後1～3時 目
白第一区民集会室◇18歳以上◇入
会金3，000円、月額3，000円█問横田
☎080‐2260‐8750

1分間の黙とうをささげましょう

█問総務課総務グループ☎3981‐4451

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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