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パブリックコメントパブリックコメント

くらし等くらし等

図書館名 休館日 開館時間

千早 第1
火曜日

平日
午前9時～午後7時
（変更なし）

池袋 第1
月曜日

平日
午前9時～午後8時目白

変更後の休館日と開館時間

※土・日曜日の開館時間、館内整理日
（第4金曜日）の変更はありません。

子育て・教育子育て・教育

福  祉福  祉

環境・清掃環境・清掃

ご意見をお寄せください
「（仮称）豊島区新ホール管理運
営計画（素案）」を策定しました

豊島公会堂跡地に建設中の当ホー
ルを管理・運営するための計画につ
いて、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。
●閲覧できます
素案の全文は3月28日～4月27日

の間、文化デザイン課、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4月27日（必着）までに
「新ホール整備グループ、█FAX3980‐

5160、█EMA0014400@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☎3981‐1193

池袋・目白・千早図書館
休館日と開館時間を変更します

◇変更日…4月1日㈯から

█問中央図書館☎3983‐7861

ごみ減量推進課は移転します

ごみ減量推進課は、4月3日㈪か
ら豊島清掃事務所に移転します。

◇移転先所在地など…池袋本町1‐
7‐3 豊島清掃事務所2階、☎
3981‐1142（変更なし）、█FAX3987‐
8449
◇受付時間…午前8時30分～午後5
時15分※平日のみ。年末年始を除く
◇交通案内…池袋駅下車 徒歩15分
※取扱業務など詳細は区ホームペー
ジを参照か、問い合わせてください。
█問ごみ減量推進課☎3981‐1142

事業と暮らしの無料相談会

4月8日㈯ 午後1時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇十士業団体、公証役場
などによる相談会◇区内在住、在勤
の方、区内事業者◇63名
█申電話で3月27日～4月7日の間に
東京パブリック法律事務所☎5979‐
2920（平日午前10時～午後4時）へ。
要予約※先着順。

離乳食講習会

4月11日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期・完了期食の3グループに分か
れて、お口の機能の発達に合わせた
離乳食の進め方、調理のポイント、
むし歯予防を学ぶ（保護者のみ試食
あり）◇離乳食の開始（5～6か月）
から完了期食の乳児
の保護者◇30組
█申電話で当相談所☎
3957‐1191へ※先着
順。

「としま・おたっしゃカード」
更新のお知らせ

現在お使いのカードは、4月1日
以降、銭湯でも自動更新できます。
ただし、平成28年度に利用がないと
銭湯での更新はできません。29年度
から利用回数が最大30回になります。
※28年度の未使用ポイントは3月31
日で無効になります。
█問介護予防グループ☎4566‐2434
（平日のみ）

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

4月16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4月6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

●認知症予防プログラム
①絵本読み聞かせ講演会
5月22日㈪ 午前10時～正午 区役所本庁舎5階507会議室◇生涯学

習型の認知症予防プログラム「絵本読み聞かせ」の案内。講演会終了後、
会場で6月5日㈪・19日㈪の「絵本読み聞かせ講座（全2回）」へ申込み受
付※講演会に参加した方のみ、講座受講可◇100名
█申電話で介護予防グループ☎4566‐2434へ（平日のみ）※先着順。
②シニアウォーキング教室（全4回）…5月15日から 月曜日 午後2時
～3時30分 ルネサンス早稲田（高田1丁目）◇ウォーキングの効果を学
び、正しい姿勢と身体に優しいウォーキング方法を屋外で実習◇20名◇
1，200円
●介護予防運動プログラム
③高齢者マシントレーニング（全8回）…筋力・筋持久力・柔軟性を高め
る。マシンで運動の楽しさを知り、継続につなげる◇15名◇2，400円

期間限定で運行。
桜で飾られた車内
では沿線の桜の名
所を紹介していま
す。
█問都営交通お客様
センター☎3816‐
5700（午前9時～
午後8時）

④高齢者水中トレーニング（全8回）…プールでの水中歩行など、関節の
負担を軽減した運動で筋力を高める◇15名◇2，400円

⑤筋力アップ教室（全8回）…簡単な用具を使い、足腰の筋力アップを目
指し、グループワークで参加者同士の交流も図る◇20名◇2，400円

█申②～⑤は往復はがき（4面はがき記入例参照。希望会場も記入）で4月
28日（必着）までに「介護予防グループ」へ※応募者多数の場合は抽選。初
めての方優先。「認知症予防プログラム」および「介護予防運動プログラ
ム」の重複申込み不可。

期間 曜日 時間 会場
5月15日から 月 午後2時から アトリエ村
5月17日から 水 午前10時から 日本鍼灸会館（南大塚3丁目）

5月18日から 木 午後2時から セントラルウェルネスクラブ上
池袋（上池袋1丁目）

5月19日から 金 午後2時から 池袋スポーツセンター
5月25日から 木 午後1時から ジェクサー大塚（南大塚3丁目）

期間 曜日 時間 会場
5月18日から 木 午後2時45分から 池袋スポーツセンター
5月19日から 金 午前11時から 雑司が谷体育館
5月22日から 月 午後2時から ルネサンス早稲田（高田1丁目）

期間 曜日 時間 会場
5月16日から 火 午後2時15分から 池袋スポーツセンター
5月17日から 水 午前9時から ピーウォッシュ（長崎5丁目）

5月19日から 金 午後1時30分から ワールドウィング池袋（南池袋3丁目）
5月25日から 木 午前10時から ジェクサー大塚（南大塚3丁目）

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3/21 ３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３月３１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）
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〈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/

都電荒川線「さくら号」運行中！
4月16日㈰まで

介護予防事業に参加してみませんか？
65歳以上で会場まで自力で来られる方を対象としたプログラムです █問介護予防グループ☎4566‐2434

●「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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認知症  知 って安心 ! No.4

まちづくりまちづくり

後期高齢者医療後期高齢者医療

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

「豊島区街路灯維持管理計画」を
策定しました

区内に約13，000基ある街路灯につ
いて、維持管理計画を策定しました。
本計画に基づき道路の適正な管理を
実施し、さらに安心安全なまちづく
りを推進します。詳細は区ホームペ
ージ参照か、公園緑地課公園管理グ
ループまで問い合わせてください。
█問当グループ☎3981‐0534

平成29年度後期高齢者医療
保険料（仮算定）のお知らせ

4月中旬に普通徴収の方へ平成29
年度の保険料額（仮算定）を通知しま
す。年間保険料額は、平成28年中の
所得に基づいて7月に計算し、改め
て「後期高齢者医療保険料額決定（変
更）通知書（本算定）」で通知します。
◇普通徴収（納付書・口座振替）の方
…「後期高齢者医療保険料額通知書
（仮算定）」を送付します（平成28年度
の年間保険料額を12等分した仮算定
額）。納付書で支払う方には4～6
月分の納付書を同封します。
◇特別徴収（年金天引き）の方…昨年
7月以降に送付した「後期高齢者医
療保険料額決定（変更）通知書」の「翌

年度特別徴収仮徴収額」欄に記載さ
れた額を、4・6・8月期に年金か
ら天引きします。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

後期高齢者医療保険料の催告書
を3月中旬に送付しました

◇対象者…平成28年12月期までの現
年度分と過年度分の保険料に未納が
ある方。
◇納付方法…催告書で3月末日まで
に、金融機関、コンビ二エンススト
ア、区役所、東・西区民事務所窓口
で支払ってください。期限内の納付
が困難な場合は相談してください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

「男女共同参画推進会議」委員

区内在住の20歳以上で、行動計画
および男女共同参画の推進に関する
重要事項を調査審議するため、年3
回程度の会議に出席できる方。
◇任期…6月1日～平成31年5月31日
◇報酬…1回13，700円
◇人数…男女各1名程度
◇選考…書類・面接
█申応募用紙（形式自由。4面記入例
参照。職業、保育希望は子どもの年
齢、応募動機〈600～800字程度〉も記
入）を、4月12日（必着）までに「〒
170‐0013 東池袋1‐20‐15 生

活産業プラザ2階 男女平等推進セ
ンター」へ郵送か持参。
█問当センター庶務・計画調整グルー
プ☎5952‐9501

第175回豊島区都市計画審議会

3月29日㈬ 午前10時から 区役
所本庁舎5階507・508会議室█申当日
直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

山内ジョージ「文字絵の世界」展

3月30日㈭まで 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・6・7階西面
※6・7階は土・日曜日、祝日休館）
◇トキワ荘に暮らし、石ノ森章太郎
や赤塚不二夫のア
シスタントを務め
た、動物文字絵作
家／山内ジョージ
の作品展█申当日直
接会場へ。
█問観光交流グルー
プ☎3981‐1316

池袋警察署交通安全のつどい

3月26日㈰ 午後1～3時（午後

0時30分開場） 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（4月6～15日）の一
環として開催。式典、ミニコンサー
ト、交通安全教室。ゲスト…ムーデ
ィ勝山さん、フレーベル少年合唱団
◇250名程度█申当日先着順受付※開
場時間前に入口に並ぶことは不可。
█問池袋警察署交通総務係☎3986‐
0110（代）

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

①桜まつりパレード…3月25日㈯※
雨天の場合は26日㈰ 正午～午後5
時 巣鴨駅北口前～白山通り～巣鴨
地蔵通り◇小・中・高校生、大学生
を中心としたブラスバンド、来賓オ
ープンカーによるパレードなど。
②すがも駅前のれん市…3月24日㈮
～4月4日㈫◇巣鴨駅前商店街内の
約30店舗が独自のサービスを実施█申
いずれも当日直接会場へ。
█問巣鴨駅前商店街振興組合☎3918‐
3255

駒込図書館 さくらウィーク

3月27日㈪～4月2日㈰ 当館開
館時間内◇さくらの日である3月27
日からの一週間、さくら色の物を身
に付けて来館した方に記念品を進呈
（数量限定）█申当日直接会場へ。
█問当館☎3940‐5751

第6回台日文化交流・
熊本震災復興支援バザール

4月1日㈯・2日㈰ 午前11時～
午後5時 池袋西口公園◇「台湾民
族住民舞踊」「太極拳」「日本舞踊」な
どのステージ、台湾産品を中心とす
る物品、飲食品などの販売█申当日直
接会場へ。
█問台日文化交流実行委員会☎5966‐
9037

みらい館大明
「たいめいさくらまつり」

4月2日㈰ 午前11時～午後4時
◇校庭で開催するお花見。無料体験
や様々なパフォーマンスが楽しめる。
屋台料理や新鮮野菜の販売など※雨
天の場合、一部館内で開催█申当日直
接会場へ。
�一箱古本市出店者募集中…一箱分
の古本を販売◇20店舗◇1，000円（出
店料。1，000円分の屋台券付き）█申電
話か Eメールで「当館☎3986‐7186、
█EMmiraikan_taimei@yahoo.co.jp」
へ※先着順。
█問当館☎3986‐7186

第3回まち中つながる展示会

4月28日㈮～5月21日㈰ 各店舗
営業時間 東長崎・椎名町・トキワ
荘通り、ほか33店舗内◇広く一般か
ら募ったアート作品を銭湯や飲食店、
雑貨店などの店舗内で展示。スタン
プラリーやミニ教室も実施。スタン
プラリー用紙は協力店の店頭または
プラネットハンドホームページ█HPh
ttp ://www.planet-hand.com/か
らダウンロード█申当日直接会場へ。
█問プラネットハンド☎5964‐0032
（水曜日を除く午前11時～午後8時）

みらい館大明

①ガーデニング体験講座…4月2日
㈰ 午前11時～午後1時◇ガーデン
のデザインと花の植えかえ。講師…
庭園デザイン家／佐藤勇武氏◇20名
◇500円（子ども連れの場合は小学生
以下無料）、②「月イチ男の料理8」
（全6回）…4月12日～9月13日 毎
月第2水曜日 午前10時30分～午後

0時30分◇家庭料理と各国料理を毎
月交互に作って試食。講師…料理研
究家／長尾睦子氏◇料理に興味のあ
る男性（女性も可）◇15名◇11，000円
（1回2，000円）、③「仕事に役立てる、
土曜エクセル2日間集中講座」（全2
回）…4月15日㈯・22日㈯ 午前10
時～午後5時◇エクセルの基礎（表
作成）、計算・印刷・グラフなど◇
パソコン経験者（エクセル2013使用）
◇8名◇6，000円
█申いずれも電話か 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。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…4月14日㈮ 午前
9時30分～正午 帝京平成大学池袋
キャンパス（東池袋2‐51‐4）、午
後2～4時 長崎第三区民集会室◇
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…ⓐ4月19日㈬ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…ⓑ4月3～24日 月

曜日 午前10時～11時30分◇5，500
円、�ワードⅠ（全4回）…ⓒ4月1
～22日 土曜日 午後3時～4時30
分、ⓓ4月6～27日 木曜日 午後
3時～4時30分◇ⓒⓓとも5，700円、
�iPad 入門（全4回）…ⓔ4月3～
24日 月曜日 午後3時～4時30分、
ⓕ4月7～28日 金曜日 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）…ⓖ4
月5日～5月31日 水曜日 午後7
時～8時30分◇14，000円、③体操教
室（月3回）…ⓗ4月3日㈪から 第
1・2・3月曜日 午後1時30分～
3時◇25名◇月額2，000円、④表装
教室（月2回）…ⓘ4月14日㈮から
第2・4金曜日 午前9時～正午◇
10名◇1回1，500円◇10名、⑤絵手
紙教室（月2回）…ⓙ4月13・27日、
5月11・25日 木曜日※6月からは
第1・3木曜日 午前10時～11時30
分◇25名◇月額1，300円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533、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。

クーリングオフは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制
度ですが、対象となる取引は、法律や約款で定めがある場合に限られて
います。契約は、一方の都合だけで勝手に解除することはできません。

■アドバイス 通信販売（自らインターネットや電話、郵便などで申し
込む取引）はクーリングオフの対象外であり、返品を受けるかどうかは、
個々の通販業者が定めた返品特約にのっとり対処されます。通信販売の
場合は商品を直に確認できないため、事例のよう
に、イメージ違いでトラブルになるケースも多く
見られます。購入前に特約も確認するようにしま
しょう。万一、返品特約の記載がない場合は、商
品到着日を含めて8日以内であれば返品が可能で
す（返品にかかる送料は購入者が負担）。

新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）に基づき、認知症の方や家
族が、地域の方や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場と
して設置されました。認知症の方が地域で安心して住み続けるためのサー
ビスの一つです。

認知症の方や家族、近所の方、専門家など、どなたでも参加でき、交流
や情報交換、勉強会などを行なっています。詳細は区ホームページ参照か
高齢者総合相談センターに問い合わせてください。
※認知症カフェの登録など詳細については、区ホームページの「認知症カ
フェ登録事業及び運営補助事業」を参照してください。

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。

区立小・中学校の児童・生徒の持続的な努力や功績、他の児童・生徒の
模範となる行ないに対して、その功績を広く表彰するために、教育委員会
から表彰状を贈る「児童・生徒等表彰」を実施しています。
各小・中学校からの推薦に基づき、厳正な審査のうえ、受賞者を決定し、
3月7日に区役所本庁舎で表彰式を行ないました。（敬称略）
█問指導課☎3981‐1146

学校名 学年 受賞者名 功績・業績・善行など

駒込小学校 6年 今井 優奈
とびうお杯第31回全国少年少女水泳競技大会
女子200ｍメドレーリレー「第1位」、女子200
ｍリレー「第1位」など

清和小学校 巣鴨交通少年団
パレードの参加や高齢者施設訪問などの活動
で警察と地域住民のパイプ役となり、安全安
心な巣鴨の街づくりに貢献

清和小学校 6年 鈴木 優菜
4年間目白交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成27年度に「警視庁交通部長賞」
を受賞

朝日小学校 5年 田端 恵茉 平成28年度東京都『歯の作文』「最優秀賞」

池袋第一小学校 3年 久郷 悠人
第14回調べる学習コンクール in としま「区長
賞」、第20回図書館を使った調べる学習コン
クール「日本児童教育振興財団賞」など

池袋第一小学校 6年 石井 裕莉
6年間池袋交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成28年度「警視庁交通部長賞（交
通少年団卒団表彰）」の受賞が決定

池袋本町小学校 6年 南 あかり
2016インドパシフィックチャンピオンシップ
タンブリング女子11～12歳部門優勝（日本代
表選手）など

池袋第三小学校 6年 杉山 さくら
とびうお杯第31回全国少年少女水泳競技大会
女子200ｍメドレーリレー「第1位」、女子200
ｍリレー「第1位」

池袋第三小学校 6年 西原 葵
第51回バトントワーリング大会関東大会「金
賞第3位」、第44回バトントワーリング全国
大会「優秀賞」

池袋小学校 6年 水野 優希
全国小中学生プログラミング大会「Unity賞」、
第66回社会を明るくする運動作文コンテスト
「推進委員長賞」

学校名 学年 受賞者名 功績・業績・善行など

南池袋小学校 3年 阿部 倫瑠 地域の清掃活動を入学時より毎日継続して実
践

高南小学校 6年 猪端 さくら 平成28年度東京都小学生科学展「東京都教育委員会賞」

長崎小学校 6年 田 みなみ
5年間目白交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成27年度に「警視庁交通部長賞」
を受賞

要小学校 5年 鎌塚 小春 第62回青少年読書感想文全国コンクール入選
賞

椎名町小学校 3年 馬場 藍希
第180回SMASHERS小学生低学年‐25㎏級ト
ーナメント「優勝」、WBCムエタイ・ジュニ
アリーグ小学生低学年‐25㎏級「準優勝」など

さくら小学校 3年 新納 愛梨 第五回全国書写書道総合大会全国連合小学校
長会長賞席書の部

駒込中学校 1年 木崎 京香 第64回東京都中学校学年別水泳競技大会1年
女子100ｍ背泳ぎ「第1位」など

駒込中学校 1年 松野 莉子 第64回東京都中学校学年別水泳競技大会1年
女子400ｍ自由形「第3位」

駒込中学校 2年 井上 舜喜 第68回東京都中学校選手権水泳競技大会男子
1500ｍ自由形「第1位」など

駒込中学校 2年 藤平 夏鈴 第64回東京都中学校学年別水泳競技大会2年
女子50ｍ平泳ぎ「第1位」

駒込中学校 3年 仙北谷 輝
第68回東京都中学校選手権水泳競技大会男子
100ｍ背泳ぎ「第1位」、男子200ｍ背泳ぎ「第
1位」など

巣鴨北中学校 3年 小島 円か
8年間池袋交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成26年度に「警視庁交通部長賞
（交通少年団卒団表彰）」を受賞

西巣鴨中学校 1年 中野 乃梨子
第38回全国 JOC ジュニアオリンピックカッ
プ春季水泳競技大会11～12歳女子50ｍ自由形
「第3位」など

西巣鴨中学校 西巣鴨中学校
4組クラブ

第1回日本こども映画コンクール「豊島区長
賞」

池袋中学校 3年 堀尾 虹輝
8年間の消防団活動。平成28年度池袋少年消
防団隊長となり、52名の少年団員のリーダー
として活動に貢献

西池袋中学校 3年 田 菜奈美
8年間目白交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成27年度に「警視庁交通部長賞」
を受賞

西池袋中学校 吹奏楽部 東京都中学校吹奏楽コンクール平成26・27・
28年度3年連続「金賞」受賞

千登世橋中学校 ロボット部 第15回東京都2足歩行ロボットコンテスト個
人戦優勝・準優勝・第3位など

千川中学校 3年 萩原 まひな
区読書感想文コンクール「優秀賞」、東京都
「佳作」。平成28年度第50回中学生の税につい
ての作文「東京納税貯蓄組合総連合会会長賞」

練馬区立
大泉北中学校 3年 児島 萌

7年間目白交通少年団で交通安全活動に積極
的に参加。平成27年度に「警視庁交通部長賞」
受賞

東京大学教育学部
附属中等教育学校 3年 海老原 悠 8年間の消防団活動。平成28年度池袋少年消

防団副隊長として活動に貢献
城西大学附属
城西中学校 3年 加藤 秀規 6年間の消防団活動。平成28年度豊島少年消

防団副隊長として活動に貢献
城西大学附属
城西中学校 3年 加藤 優奈 6年間の消防団活動。平成28年度豊島少年消

防団副隊長として活動に貢献
豊島岡女子学園
中学校 3年 林 海歩 7年間の消防団活動。平成28年度豊島少年消

防団隊長として活動に貢献

店舗や通信販売で買った商品は
クーリングオフの対象外です！

█問消費生活グループ相談専用☎3984‐5515 ●認知症カフェとは

●事例1「店舗で商品を買ったら…」 洋品店でコートを試着して気に入
り購入した。自宅に帰り着てみたところ、店で着用した時とイメージが
違い買ったことを後悔した。翌日店にコートを持参し、返品返金を申し
出たが断られた。買ったばかりなのに、クーリングオフはできないのか。

豊島区認知症カフェ 集まって認知症や地域のことを話しましょう

認知症の
本人・家族

一緒に出かける場
所ができました。
ホッとします。■アドバイス 店舗購入は、日常生活の中で最も身近な契約ですが、店

舗に自ら出向いて商品を買った場合は、クーリングオフの対象外です。
返品を受け付けてもらえる場合もありますが、あくまで店側のサービス
によります（店員の説明や商品に問題がある場合は、その問題点をもと
に、解約交渉をすることになります）。

認知症に
関心のある区民医療・介護・

福祉の専門職
●事例2「通信販売で商品を買ったら…」 インターネット通販でポスタ
ーを購入した。注文した商品が届いたがネット上の画像と比べて安っぽ
く感じられ、イメージと違う。通販業者に返品を申し出たが、「注文通
りの商品だ。不良品以外は返品には応じられない」と言われた。届いた
ばかりなので、クーリングオフ期間だと思う。返品に応じてほしい。

〈認知症カフェ〉

手伝えることは
ないかな？
どんなふうに接
したらいいの？

ご
近
所
の
方

認知症の本人や家族
の気持ちを聞きたい。

█問認知症対策グループ☎4566‐2433

●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

平成28年度 豊島区教育委員会
児童・生徒等表彰 受賞者

お話しすると、
元気がでます。
お出かけって
いいわね。
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区民ひろば
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スポーツスポーツ

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

平成29年度西巣鴨中学校地域ス
ポーツクラブ会員募集

毎月2回学校休日の土曜日（変更、
休止の場合あり） 西巣鴨中学校◇
実施種目…野球／午前8時20分から、
フットサル・サッカー／午後1時か
ら、ヨガ／午後1時30分から、バレ
ーボール／午後3時から◇幼児～一
般※小学2年生以下や一般の方のみ
での入会は応相談◇年会費…中学生
以下3，000円、高校生4，000円、一般
5，000円、親子（中学生以下1名と保
護者1名）7，000円█申随時受付（体験
・見学可）。所定の申込書（活動日に
直接配布。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、
会費と一緒に活動日に直接当スポー
ツクラブへ。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

ラジオ体操講習会

3月27日㈪ 午後1時30分～3時
区民ひろば南大塚◇ラジオ体操第一
・第二、みんなの体操の指導◇上履
き持参█申当日直接会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

区民グラウンド・ゴルフ
初心者教室

4月6日㈭※雨天時28日㈮ 午後
2～4時 総合体育場◇区内在住、
在勤、在学の方◇200円◇運動でき

る服装、靴で参加（用具の貸出しあ
り）。
█申電話で4月3日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

小・中・高校生
「金魚・フナ釣り教室」

4月29日㈷ 午前9時 埼京線浮
間舟渡駅改札出口前集合 北区浮間
釣り堀公園◇区内在住、在勤、在学
の方とその家族◇50名◇500円（幼児
無料）
█申電話で4月19日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

豊島ボランティアセンター活動室
5月からの新規利用団体を募集

ボランティア活動・市民活動団体
への支援や連携を図るための一環と
して、活動室や機材の提供、物品の
貸出を行なっています。
◇貸出日時（除外日あり）…平日／午
前9時～正午、午後1～5時、午後
6時～8時30分、土曜日／午前9時
～正午、午後1時～4時30分
◇対象…4月20日㈭夜間か4月21日
㈮午前に実施するヒアリングに必ず
出席できる、次の全てに該当する団
体。①主に区内を活動拠点とするボ
ランティア活動団体か市民活動団体、
②社会福祉協議会の団体会員（1口
2，000円以上）など。
█申所定の様式（社会福祉協議会ホー

ムページ█HP http://toshima-shaky
o.or.jp/でダウンロード可）に記入し、
4月14日（必着）までに窓口へ持参。
█問当センター☎3984‐9375

としま男のボランティア
スタート講座（全3回）

①4月10日㈪ 午後1時30分～4時、
②4月17日㈪～5月7日㈰（いずれ
か1日以上）、③5月8日㈪ 午前
9時30分～11時30分 ①③は区役所
東池袋分庁舎3階、②は区内福祉施
設、ボランティア団体など◇①ボラ
ンティア活動の基礎知識、先輩ボラ
ンティアの話、②ボランティア体験、
③まとめ。詳細は問い合わせてくだ
さい◇全回参加できる区内在住の男
性◇20名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●東京労働局
「家内労働委託状況届を提出してく
ださい」
家内労働者へ仕事（内職など）を委

託している事業主の方は、毎年4月

1日現在の家内労働者数などを、
「委託状況届」で労働基準監督署へ提
出することが義務付けられています。
4月30日までに忘れずに提出してく
ださい。詳細は東京労働局労働基準
部賃金課家内労働係か最寄りの労働
基準監督署へ問い合わせてください。
█問当係☎3512‐1614
●巣鴨警察署
「ワンデードライバースクール」
4月8日㈯ 午後2～4時 豊島
自動車練習所（東池袋3‐17‐1）◇
教習車による実技指導、交通安全講
話◇区内在住、在勤で、しばらく運
転しておらず、運転に自信のない方
◇30名程度█申当日先着順受付。
█問巣鴨警察署交通課☎3910‐0110
（内線4112）

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

◆清和第一 「背骨コンディショ
ニング」（全6回）…4月5・19日、
5月17・31日、6月7・21日 水
曜日 午前10～11時◇姿勢を整え
て腰痛や肩こりを解消する体操。
講師…背骨コンディショニング協
会認定スペシャリスト／高橋恵子
氏◇全回参加できる方◇10名◇月
額1，000円
█申電話で当ひろば☎5974‐5464へ。
窓口で直接申込みも可※先着順。

ち ょ き ん

◆長崎 「貯筋運動教室」（全3回）
…4月11・18・25日 火曜日 午
前10時～11時30分◇講師…健康運
動指導士／大和田 裕美氏◇貯筋
通帳、筆記用具、飲み物持参█申当
日直接当ひろばへ※初めての方は
要事前連絡。
█問当ひろば☎3554‐4411

◆千早 「オレオレ詐欺の電話は
誰にでもかかってくる」…4月11
日㈫ 午後1時30分から◇被害防

じ ね ん

止のポイント。公演…劇団「自然
ど う

洞」█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281

ち ょ き ん

◆南大塚 「はつらつ貯筋運動」
（全8回）…4月13日～7月27日
第2・4木曜日 午後1時30分～
3時◇講師…健康運動指導士／大
和田 裕美氏◇30名█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆上池袋 「リフレッシュ体操」…
4月14日㈮ 午前10～11時◇講師
…健康運動指導士／小俣淳子氏◇
65歳以上█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3576‐6916

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆Echika池袋ギャラリー4月展示
「池袋モンパルナスの女性画家～
西村喜久子・峰村リツ子」…4月
1日㈯～27日㈭
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【101】ポルトガル刺繍
にチャレンジ（全5回）…4月20日
～5月25日 木曜日 午後1時30
分～3時30分◇15名◇4，000円◇
3月31日（必着）、②【102】中高年
シニア向けクラシックギター教室
～簡単アレンジで往年の名曲「禁
じられた遊び」を弾いてみよう～
（全5回）…4月27日～6月8日
木曜日 午前10時15分～11時45分
◇15名◇2，500円◇4月1日（必着）
●巣鴨 ③【203】尺八入門～深遠
な音色でいきいき生活～（全6回）
…5月7日～6月11日 日曜日
午前10時～正午◇12名◇3，100円
◇4月12日（必着）、④【204】水戸
・尾張の大名屋敷跡と皇居東御苑
散歩（全4回）…5月10～31日 水
曜日 午後2～4時◇20名◇
2，300円（交通費・入館料別途）◇
4月12日（必着）
●南大塚 ⑤【501】はじめてのジ
ャイロキネシス～心と身体の健康
体操～（全4回）…5月9～30日
火曜日 午後2時～3時30分◇保
育付き◇30名◇2，000円◇4月10
日（必着）、⑥【502】鍼灸＆ツボで
健康づくり（全5回）…5月13日～
6月24日 土曜日 午後2～4時
◇30名◇3，000円◇4月15日（必着）
●雑司が谷 ⑦【301】女性のため
の防犯対策講座…4月22日㈯ 午
後2～4時◇24名◇4月13日（必

着）、⑧【302】野菜とハーブのおい
しい園芸講座（全2回）…5月12・
19日 金曜日 午後2～4時◇24
名◇2，500円◇4月13日（必着）
●千早 ⑨【401】鎌倉歴史さんぽ
～北鎌倉の地獄めぐり～（全2回）
…4月22日㈯ 午後2～4時 当
館、5月13日㈯ 午前10時 北鎌
倉駅集合◇24名◇1，500円◇4月
2日（必着）、⑩【402】イタリア語
講座「ciao!イタリア語～はじめの
一歩、あいさつから始めましょう」
（全5回）…5月15日～6月12日
月曜日 午後1時～2時20分、午
後2時30分～3時50分※応募時に
時間を選択◇各10名◇2，700円◇
4月23日（必着）
●⑪ちとせ橋コミュニティ塾（全
24回）…5月10日～12月6日 水
曜日 午後2～4時◇50名◇
28，000円◇選択コース／【321】ス
ポーツ吹矢、【322】小説の書き方、
【323】若返りメイクアップ（女性限
定）◇4月13日（必着）
●⑫エリアガイドボランティア養
成事業「としまガイド養成講座（応
用）」（全6回）…5月13日～6月24
日 土曜日◇4月18日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上（②は50歳以上、⑦は
女性限定、④⑫は区外の方も可）。
他の講座や申込み方法など詳細
は財団情報紙「みらい」、当財団ホ
ームページ参照か各地域文化創造
館に問い合わせ※応募者多数の場
合は抽選。
█問駒込☎3940‐2400、巣鴨☎3576
‐2637、南大塚☎3946‐4301、雑
司が谷☎3590‐1253、千早☎3974
‐1335

2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）

2日 0．06 0．07 0．05

16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） 3月21日号 No.1730 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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