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傍聴できます

5月10日㈬に軽自動車税の納税
通知書を発送します

4月1日現在、区内に登録のある
方に発送します。5月31日㈬までに、
郵便局や銀行などの金融機関、コン
ビニエンスストア、区役所本庁舎、
東・西区民事務所などで納付してく
ださい。障害者手帳などをお持ちの
方が使用する原動機付自転車や軽自
動車などは、一定の要件を満たす場
合、減免されます。減免の申請期間
は5月10日㈬～24日㈬です。詳細は
問い合わせてください。
█問税務課軽自動車税担当☎4566‐
2352

遅れずに手続きしてください
国民健康保険に関する届け出・
所得の申告

届け出や申告が遅れると保険料の
変更ができないときがあります。
●入るとき・やめるとき
資格取得・変更・喪失などの届出

は14日以内にお願いします。社会保
険など、ほかの保険に加入した場合
でも、国民年金と違い、会社などか
らの連絡で自動的に切り替わること
はありません。

●所得の申告
国民健康保険料は総所得金額等を

もとに計算します。収入がない方や、
収入が少なく確定申告の必要がない
方も申告期間中に住民税の申告をし
てください。ただし、公的年金のみ
の方、給与所得のみで住民税を給与
から天引きされている方、区に住民
税の申告をしている方（税務署への
確定申告を含む）の扶養控除の適用
を受けている方は住民税を申告する
必要はありません。住民税の申告先
は、申告年度の1月1日に住民登録
をしている市区町村の税務担当課で
す。なお、豊島区以外の自治体に、
申告期間より遅れて申告した方は国
民健康保険課資格・保険料グループ
へ連絡してください。
█問当グループ☎4566‐2377

日本赤十字社の活動資金を募集

日本赤十字社豊島区地区では、5
～7月を活動資金募集強化月間とし
て、皆さんからの寄附を受付けます。
ご理解、ご協力をお願いします。
◇寄附の方法…①町会を通す（町会
加入者）、②豊島区地区を通す、③
日本赤十字社東京都支部へ直接。
█問①はお住まいの地域の町会、②は

区民活動推進課管理グループ☎4566
‐2311、③は日本赤十字社東京都支
部振興部地域推進課地域推進係☎
5273‐6742へ。

住宅対策審議会委員の募集

平成29年4月1日現在区内在住の
20歳以上で、平成25年に改定された
住宅マスタープランの評価と平成30
年度からの新たな住宅マスタープラ
ンの策定のため、2年間で8回程度
審議会に出席できる方◇任期…委嘱
の日（平成29年6月予定）から2年間
◇報酬…1回13，700円◇人数…5名
◇選考…書類の一次審査通過者のみ
面接█申所定の申込書（住宅課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を郵送か Eメールで5月15日（必
着）までに住宅施策推進グループ█EM
A0022901@city.toshima.lg.jp へ。
█問当グループ☎3981‐2655

「人ごとではありません！
最新がん予防」

6月1日㈭ 午後2時～3時30分
としまセンタースクエア（区役所本

庁舎1階）◇講師…国立がん研究セ
ンター社会と健康研究センター検診
研究部検診実施管理研究室長／高橋
宏和氏◇200名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第176回豊島区都市計画審議会

5月12日㈮ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

「第29回池袋演劇祭」審査員募集

9月1日㈮～30日㈯に区内および
近郊で開催される演劇祭の審査員を
募集◇対象…次の全てに該当する方。
①18歳以上で、説明会や劇団との意
見交換会などに積極的に参加できる、
②開催期間中、事務局が指定する3
～5公演を必ず鑑賞し、指定の採点
用紙に記入し、提出できる※指定公
演ほか、数公演の無料・割引鑑賞券
を進呈◇募集期間…5月8日㈪～6
月18日㈰█申往復はがきで「〒170‐
0013 東池袋4‐5‐2 ライズア
リーナビル3階 あうるすぽっと内
『池袋演劇祭実行委員会』事務局」へ。
当演劇祭ホームページ内応募フォー
ム█HPhttp ://www.ikebukuroenge
kisai.jp から申込みも可。
█問当事務局☎3985‐0960

「赤い鳥」を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

5月13日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「野
ばら」、上司小剣「采女の刀」█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

◇応募資格…次の全てに該当する方。①日本国籍
を有し区内に住民登録がある、②18～35歳で今回
の東京都議会議員選挙の選挙権を有する、③事前
説明会（6月17日㈯午後2時予定）に出席できる。
◇立会日…6月24日㈯・25日㈰、7月1日㈯のう
ち1日。
◇立会場所…次のいずれかの投票所。①区役所本

庁舎8階806会議室、②西武池袋本店（南池袋1‐
28‐1）、③東武百貨店池袋本店（西池袋1‐1‐
25）、④西部区民事務所、⑤東部区民事務所※従
事する立会場所は希望できません。
◇立会時間…午前8時30分～午後8時（西武池袋
本店・東武百貨店池袋本店は午前10時～午後8時）
※集合・解散時間は異なります。

◇報酬…13，400円
◇募集要項・応募用紙…区内の図書館などで配付、
区ホームページからダウンロードも可。
◇応募方法…①電子申
請（携帯電話から二次
元コード読み取り）、
②応募用紙に必要事項
を記入し、郵送かファ
クスで5月31日（必着）
までに当事務局█FAX3981
‐4606へ。

7月2日㈰執行の東京都議会議員選挙における「期日前投票所の投票立会人」を募集します。選挙
投票が公正に行なわれるよう、投票に立ち会っていただきます。若い有権者の方に選挙への関心を
持っていただくための機会です。ぜひ申し込んでください。

◇第一部…マンガ家／水野英子氏のトークライブ「トキ
ワ荘と少女マンガ」。第二部…東京音楽大学学生の木管
五重奏によるアニメテーマ曲など◇100名█保6か月～未
就学児。定員あり。
█申電話かファクスかＥメール（3面記入例参照。保育希
望は5月25日までに子どもの氏名、年齢、人数も記入）
で「中央図書館企画調整グループ☎3983‐7861、█FAX3983
‐9904、█EMA0027900@city.toshima.lg.jp」へ。当館窓口
（午前10時～午後5時）で直接申込みも可※先着順。

「としま情報スクエア」

5/1 区内のケーブルテレビ（としまテレビ 地上１１１
ch）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）
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中央図書館 平成29年度第1回特別講演会
「トキワ荘と少女マンガ」
6月10日㈯ 午後2～4時 あうるすぽっと

水野英子氏 銀の花びらⒸ水野英子

18～35歳の期日前投票立会人を募集します █問豊島区選挙管理委員会事務局☎4566‐2821

●「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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官公署だより

第187回
庁舎ランチタイムコンサート

5月17日㈬ 正午～午後0時35分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇東京音楽大学による弦
楽四重奏。曲目…モーツァルト「デ
ィヴェルティメントニ長調」、ボロデ
ィン「弦楽四重奏曲第2番」、ストラ
ヴィンスキー「弦楽四重奏のための
3つの小品」ほか█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118

花を訪ねるツアー
～旧古河庭園と六義園～

5月19日㈮・20日㈯ 午前10時～
午後0時30分 ＪＲ駒込駅北口染井
吉野桜記念公園集合、旧古河庭園解
散◇旧古河庭園のバラ、六義園のア
ジサイとサツキを観賞し散策する◇
20名◇300円█申往復はがき（3面記入
例参照。希望日、参加人数も記入）
で5月15日（必着）までに「〒170‐
0003 駒込2‐2‐2 駒込地域文
化創造館内としま案内人駒込・染井
・巣鴨ツアー申込係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

東京音楽大学教員による室内楽
コンサート

5月28日㈰ 午後4時開演 当大
学100周年記念ホール（南池袋3‐4
‐5）◇出演…フルート／相澤政宏、

オーボエ／古部賢一、クラリネット
／四戸世紀、ホルン／水野信行、フ
ァゴット／水谷上総、ピアノ／東
誠三◇806名※要座席整理券。
█申電話かＥメール（3面記入例参照。
希望枚数も記入）で「当大学演奏課☎
3982‐2496、█EMensouka@tokyo-o
ndai.ac.jp」へ※先着順。

第15回区民カラオケ発表会

6月24日㈯ 午後5時30分開場
南大塚ホール◇通信カラオケを使用。
歌唱は2コーラスまで◇区内在住、
在勤の方◇30名◇3，000円█申はがき
かファクス（3面記入例参照。曲名、
歌手名も記入）で「〒171‐0014 池
袋3‐23‐7 豊島区歌謡連盟 原
█FAX3984‐0023」へ※受付後送付する
振込用紙で5月12日までに参加費を
振込み。入金確認順。
█問豊島区レクリエーション協会 吉
岡☎3957‐2334

雑司が谷すすきみみずく
製作講習会

5月14日、6月11日、7月2日、
11月12日、12月10日、2月11日、3
月11日 日曜日 午前10時～正午
法明寺みみずく会館（南池袋3‐5
‐9）◇江戸時代より継承されてき
た郷土玩具「すすきみみずく」の製作
体験◇各30名◇1，000円
█申電話で雑司が谷案内処☎6912‐

5026へ。直接窓口申込みも可※先着
順。

集会室開放行事～普通救命講習～

5月15日㈪ 午後1～4時 西池
袋第二区民集会室◇基本的な救命対
応からＡＥＤの使用方法までを池袋
消防署講師の指導のもとで学ぶ。受
講者には後日消防署から救命技能認
定証を交付◇区内在住の方◇20名
█申電話で福祉ホームさくらんぼ☎
5396‐9581へ※先着順。

ああそうなんだ倶楽部
「江戸の名水・南沢湧水群と東
久留米七福神巡り」

5月27日㈯ 午後1時～4時30分
西武池袋線東久留米駅西口前広場集
合、当駅東口付近解散◇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5月
25日までに「当倶楽部 西川☎3959
‐3064、█FAX3959‐3064、█EMesjcr252
5@yahoo.co.jp」へ※先着順。

みらい館大明

①いけぶくろ自然クラブ「第1回
田植え、田んぼの生き物観察」…5
月28日㈰※予備日6月4日㈰ 午前
8時20分池袋駅集合、午後5時池袋
駅解散 埼玉県東松山市◇日程は苗
の生育状況による◇小学生および保
護者◇20名（保護者を含む）◇1名
4，800円、②豊島区若者支援事業「オ
トナ×女子の保健室」ココロとカラ
ダとキレイの相談室…5月31日㈬

午後6時～7時30分◇NPO法人助
産師みらいSHINJUKUの助産師が、
個別に悩みや相談を受付◇中学生以
上の女性。
█申①はとしまNPO推進協議会の申
込みフォーム█HPhttps : //form1ssl.f
c2.com/form/?id=f92befaf1186af
62へ※先着順、②は当日直接当館へ。
█問①は当会☎5951‐1508、②は当館
☎3986‐7186

三浦海岸岩礁の道ハイキング

5月21日㈰※雨天中止 午前7時
15分 JR品川駅構内京急線改札口前
集合◇三浦海岸駅～毘沙門天入口バ
ス停～白浜毘沙門天～盗人狩～宮川
湾～三崎港バス停～三崎口駅（約10
㎞・3時間）◇区内在住、在勤の方
◇50名◇500円（交通費別）█申往復は
がきで5月10日（必着）までに学習・
スポーツ課豊島区スポーツ推進委員
協議会へ※応募者多数の場合は抽選。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

社交ダンス初心者講習会
（全8回）

6月1日～7月20日 木曜日 午
後6時45分～8時30分 千早地域文
化創造館多目的ホール◇ワルツ、ル
ンバの計16教程◇区内在住、在勤の
方◇男女各15名◇5，000円◇上履き
持参█申往復はがき（3面記入例参照）

で5月20日（必着）までに「〒170‐0011
池袋本町2‐4‐11 豊島区ダンス
スポーツ連盟 西倉」へ※先着順。
█問当連盟 西倉☎3988‐4082

第38回豊島区
レディース・スポ・レク大会

※区内在住・在勤の成人女性の方。
申込みなど詳細は直接各競技担当へ。
�ソフトテニス…6月1日㈭ 総合
体育場█申5月13日までにソフトテニ
ス連盟 北澤☎3984‐6473
�合気道…6月4日㈰ 池袋スポー
ツセンター█申当日午後1時までに合
気道連盟 猪谷☎080‐3102‐1185
�バドミントン…①個人戦／6月4
日㈰、②団体戦／7月30日㈰ いず
れも豊島体育館█申①は5月24日まで、
②は7月12日までにバドミントン協
会 大澤☎3922‐7045
�バレーボール…6月5日㈪から
豊島体育館ほか█申5月8日までにバ
レーボール連盟 甲斐田☎3940‐
1693
�ゴルフ…6月7日㈬ 日本カント
リークラブ█申5月15日までにゴルフ
協会 小林☎3981‐1619
�テニス…6月10日㈯ 総合体育場
█申5月10日までにテニス連盟 落合
☎080‐4613‐1112
�なぎなた…6月18日㈰ 雑司が谷
体育館█申5月25日までになぎなた連
盟 隠岐☎3983‐3355
�剣道…6月25日㈰ 雑司が谷体育
館█申5月25日までに剣道連盟 関根
☎3916‐2110

�ソフトボール…6月11日㈰から
千川中学校█申6月3日までにソフト
ボール協会 清水☎3974‐3582
�空手道…6月18日㈰ 池袋スポー
ツセンター█申5月26日までに空手道
連盟 根本☎3946‐4843
�卓球…6月18日㈰ 巣鴨体育館█申
6月5日までに卓球連盟 田辺☎
3959‐4423
�ボウリング…6月25日㈰ 池袋ロ
サボウル█申当日午後1時30分まで現
地で受付█問ボウリング連盟 岩井☎
3988‐8456
�アーチェリー…7月2日㈰ 西巣
鴨体育場█申当日午前9時まで現地で
受付█問アーチェリー協会 富田☎
3269‐2930（ライオン堂洋品店）
�弓道…7月2日㈰ 総合体育場█申
当日午前9時まで現地で受付█問弓道
連盟 本間☎090‐4494‐8377

目指せ！オリンピック
西本哲雄バレーボール教室

6月3・17日、8月5・19日 土
曜日 午後1～4時 千早地域文化
創造館多目的ホール◇区内在住、在
学の中学生（小学5・6年生は応相
談）で、原則4回参加できる方◇50
名◇運動ができる服装、室内履きシ
ューズ、飲み物、タオル持参█申ファ
クス（3面記入例参照。学年、小学
生の場合は同伴者〈送迎のみ可〉の氏
名も記入）で5月22日午後6時まで
に豊島区生涯スポーツ推進事業実行
委員会█FAX3955‐0528へ※先着順。
█問当実行委員会 秋山☎3953‐1892

図書館からのお知らせ

特別整理のため休館します。
◇期間…駒込図書館／5月8日㈪～
9日㈫、上池袋図書館／5月15日㈪
～16日㈫、巣鴨図書館／5月22日㈪
～26日㈮、千早図書館／5月30日㈫
～6月2日㈮、目白図書館／6月5
日㈪～6日㈫、池袋図書館／6月12
日㈪～13日㈫、中央図書館、雑司が
谷図書貸出コーナー／6月19日㈪～
25日㈰
█問中央図書館☎3983‐7861

平成29年度地域福祉活動費
助成事業申請団体募集

◇対象…福祉の増進にかかわる活動
を主体的に実施し、次のすべての要
件を満たす団体。①定款、規約、会
則などを有する、②事務局が区内に
あり構成員の大半が区内に居住して
いる、③団体組織内に会計機構があ
る、④区民の社会福祉の充実・向上
に寄与する事業を行なう※本年度に
区やその他公的機関・財団などから
補助金・助成金を受けている事業は
対象外。1団体1事業。
◇対象事業…平成29年度中に実施す
る次の事業。①啓発事業、②レクリ
エーション事業、③研修会など。

◇対象経費…事業実施に直接要する
経費※団体運営費、備品などの購入
費を除く。
◇交付額…助成対象経費の2分の1
以内（上限10万円）。
█申所定の申請書を5月31日（必着）ま
でに地域福祉推進課へ提出。
█問当課☎3984‐9375

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者の募集」
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向・単身者向）、②定期使用住宅（若
年ファミリー向・多子世帯向）、③
若年ファミリー向※詳細は募集案内
を参照◇募集案内・申込書配布期間
…5月8日㈪～16日㈫◇区内の配布
場所…住宅課、東・西区民事務所、
東・西障害支援センター、図書館、
当公社目白窓口センター（目白2‐
1‐1目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター…募集期間中
☎0570‐010‐810、募集期間以外☎
3498‐8894、█HPhttp://www.to-ko
usya.or.jp/
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「としま健康チャレンジ！対象事業」の目印は、このマークです。

駐輪施設・放置禁止区域地図

撤去した放置自転車に関する問い合わせ

自転車コールセンター
☎5986‐2400

受付時間 平日…午前8時30分～午後7時30分
日曜日・祝日…午前10時～午後4時
※土曜日（祝日と重なる日を含む）、
12月29日～1月3日は休業

受付内容 ①放置自転車撤去の有無の照会
②撤去自転車保管場所と返還方法の
案内

網掛け部分 が放置禁止区域です
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健康チャレンジ！
マークのお知らせ

●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4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 26,887
(－91)

175,774
(＋934)

284,921
(＋792)
143,601
141,320

男
女

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。
�「三味線サークル七三会」 毎月3回金曜
日 午前9時20分～午後0時30分 南大塚
地域文化創造館◇月額4，500円█問林☎3983
‐2061
�「文芸ふくろう」 毎月第2金曜日 午前
10時～11時50分 南大塚地域文化創造館◇
月額1，000円█問岩坪☎3952‐2737
�コーラス「コール・アダージョ」 毎週月
曜日 午前10時～正午 千早地域文化創造
館◇女性の方◇入会金1，000円、月額5，000

円█問中村☎3957‐3695
�「コーラスそら」 毎月第2～4金曜日
午後6時30分～8時30分 雑司が谷地域文
化創造館など◇入会金1，000円、月額4，000
円█問塩野☎090‐8433‐7418
�健康体操「オリーブの花」 毎月第1～3
火曜日 午後2時～3時30分 みらい館大
明◇入会金1，500円、月額3，500円█問津守☎
5965‐1233
�「エビス絵画クラブ」 毎月第1・3火曜
日 午後1～3時 南長崎第一区民集会室
◇入会金3，000円、月額3，000円█問村田☎
090‐5534‐8538

手当の受給開始には申請が必要です（区外からの転入者を含む）。支給対
象月は原則として、申請した月の翌月分からです。各手当の支給月額は、
下表参照。所得制限額や申請に必要な書類などは、区ホームページ参照か、
問い合わせてください。
●児童扶養手当
次の①～⑧のいずれかの状態にある、18歳に達した日以降最初の3月31

日までの児童（中程度以上の障害がある場合は20歳未満）を養育している父
または母もしくは養育者。①父母が離婚、②父または母が死亡、③父また
は母に重度の障害がある、④父または母の生死が不明、⑤父または母に1
年以上遺棄されている、⑥父または母が裁判所からの DV 保護命令を受
けている、⑦父または母が法令により1年以上拘禁されている、⑧婚姻に
よらないで生まれ、父または母に扶養されていない。
※審査により、該当しない場合もあります。
●児童育成手当（育成）
児童扶養手当に準ずる※所得制限額は異なります。

●児童育成手当（障害）
次の①～③のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育している方。

①愛の手帳1～3度程度、②身体障害者手帳1・2級程度、③脳性まひ、
または進行性筋萎縮症
●特別児童扶養手当
次の①②のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育している方。

①愛の手帳1～3度程度、②身体障害者手帳1～3級程度（下肢障害4級
の一部も該当）※長期安静を要する症状または精神の障害により日常生活
に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。
●ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭などの方が、医療機関で保険診療を受けたとき支払う自己

負担額の一部または全部を助成。医療機関での負担額は課税状況により異
なりますが、外来・入院とも原則1割です※入院の場合、食事療養標準負
担額または生活療養標準負担額は自己負担です。詳細は問い合わせてくだ
さい。
◇対象…児童育成手当（育成）に準じ、健康保険に加入の方。なお、所得制
限額は児童扶養手当に準ずる。

アダルトサイトのワンクリック不正請求などのトラブル
に遭った時に、インターネット検索で見つけた相談窓口に
問い合わせて、高額な料金を請求される二次被害が多発し
ています。
公的な相談機関のような名称を使っていますが、実際は

探偵業者であり、検索をした時に上位に表示されるような
手段を講じて、被害者を待ち構えています。サイトには
「トラブルが解決できる」「被害を救済する」などの記載があ
りますが、探偵業者が報酬を得て「解約交渉」を行なうこと
は弁護士法に違反している可能性があります。料金を払っ
て依頼しても、「企業の調査結果」などが届くだけで、トラ
ブルの解決にはなりません。
アダルトサイトのワンクリック不正請求

などのトラブルに遭った場合は、サイト業
者には連絡せず、居住地の消費生活センタ
ーに相談してください。
█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515

区分 児童育成手当（育成） 児童育成手当（障害） 児童扶養手当 特別児童扶養手当

手当月額 13，500円 15，500円

・全部支給 42，290円
・一部支給 9，980円～42，280円
・児童2人目の場合 5，000円～9，990円加算
・児童3人目から 1名3，000円～5，990円加算

1級 51，450円
2級 34，270円

対象年齢 18歳の年度末まで 20歳未満 18歳の年度末まで（児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで） 20歳未満
支給月 6・10・2月 4・8・12月
所得制限 あり（各手当によって制限額が異なります。必ず事前に問い合わせてください）
支給方法 銀行口座振込（申請者名義）※ネット銀行など、一部取扱いできない銀行があります。

イベント名など 日時 場所
①木片でタワーを創ろう
◇4歳～小学生
②陶画カップ＆皿絵付け
◇4歳～おとな
◇いずれも10名◇1000円█申B-gallery☎090‐8805‐
3973か Eメール（参加人数、氏名、年齢、連絡先を記
入）で█EMbaru@beige.ocn.ne.jp※先着順。

①5月19日㈮
午後4～6時

②5月21日㈰
午後4～5時

東京芸術劇場アトリ
エイースト（西池袋
1‐8‐1）

「猫パズルと魔法陣」の内容理解を中心に勉強をする
◇小学4年生以上◇各5名◇500円█申当日直接会場へ。
█問岸本☎090‐6198‐8167

5月20日㈯・21㈰
午前10時～正午

「池袋の森」内 ログ
ハウス（池袋1‐7
‐10）

ぽんぽん・とんとんオリジナルエコバッグを作ろう！
◇小学生以下は保護者同伴◇50名█申当日直接会場へ※
先着順。
█問磯田☎3982‐4078

5月21日㈰
午前10時から

東武ホープセンター
地下中央通路（西池
袋1‐1‐30）

毛糸ボンテン人形で、ピンバッジ作り♪
◇各5名◇800円█申当ギャラリー☎3988‐0224か█HPで
http://www.chipsdoll.com/（当日直接会場も可）へ。

5月21日㈰・28㈰
①午前11時から
②午後1時から
③午後3時から

人形工房チップス・
ギャラリー（雑司が
谷3‐16‐11ワコー
目白ハイツＢ1）

ニョロ守りをつくろう
◇未就学児は保護者同伴◇500円█申当日直接会場へ。
█問当ギャラリー☎5952‐0114へ

5月27日㈯・28日㈰
午後2～5時

ブックギャラリーポ
ポタム（西池袋2‐
15‐17）

※詳細は回遊美術館のホームページ█HPhttp : //kaiyu-art.net/をご覧ください。

ひとり親家庭などへの手当のご案内 █問児童給付グループ☎3981‐1417

手当別月額・対象年齢など

アダルトサイト
不正請求の二次被害！█問としま未来文化財団まちの魅力づくりセクション☎3981‐4732

怪しい相談窓口に気をつけて！

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）

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。ふれあいガイド
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