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「池袋駅における案内誘導サイ
ンの共通化検討」について

平成32（2020）年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向け、誰にと
っても分かりやすいターミナル駅を
実現するために検討している「池袋
駅における案内誘導サインの共通化」
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した。
●閲覧できます
検討の全文とお寄せいただいたご
意見の概要および区の考え方は、6
月20日まで都市計画課、行政情報コ
ーナー、区民事務所、図書館、区ホ
ームページで閲覧できます。
█問都市基盤グループ☎4566‐2636

「豊島区空家等対策計画」を
策定しました

平成26年11月26日に交付された
「空家等対策の推進に関する特別措
置法」に基づき、「豊島区空家等対策
計画」を策定しました。計画の策定
にあたり、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
計画の全文とお寄せいただいたご

意見および区の考え方は、建築課、
行政情報コーナー、区民事務所、図
書館、区民ひろばで閲覧できます。
█問許可・耐震グループ☎3981‐0590

「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。条例の策定にあた
り、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
条例の全文とお寄せいただいたご

意見および区の考え方は、7月12日
まで土木管理課、行政情報コーナー、
区民事務所、図書館、区民ひろばで
閲覧できます。
█問監察美化グループ☎4566‐2675

児童手当・児童育成手当の平成29
年度現況届を提出してください

法令などの定めにより、6月以降
の手当継続受給者となる全員の方に
現況届を提出してもらい、受給要件
の確認をします。対象の方には5月
30日頃、現況届および必要な添付書
類などのお知らせを発送します。
◇提出方法…現況届に必要事項を記

入し、6月30日までに郵送か持参で
子育て支援課児童給付グループへ※
現況届未提出の方は、6月分以降の
手当を受給することができなくなり
ます。
平成27・28年度現況届未提出の方

は、時効により手当受給の資格が消
滅となる場合がありますので、至急
提出してください。
█問当グループ☎3981‐1417

産休・育休明けの
保育園入所予約（第1回）受付

◇対象…労働基準法で定める産後休
暇や、育児介護休業法で定める育児
休業の対象となる1歳未満の子ども
がいて、8～11月に職場復帰を予定
している区内在住の方。
◇申込期間…6月1日㈭～9日㈮
◇募集園…駒込第一、池袋第三、高
南、南長崎第一、高松第二
◇人数…各園1名
詳細は問い合わせてください。
█問入園グループ☎3981‐2140

禁煙は何歳から始めても効果があります。ご自身、ご家族の健康のため、
この機会に禁煙について考えてみませんか？
たばこの煙の有害物質は体内に入ると血液に溶け、全身を回り、様々な
病気や障害の原因になります。咽頭がん、肺がんや心臓病、脳卒中などを
引き起こすリスクを高めます。
◇COPD（慢性閉塞性肺疾患）…たばこの煙を主とする有害物質を長期に
吸入することで生じた肺の炎症疾患で、せき・たん・息切れの症状がみら
れ、ゆっくり呼吸障害が進行します。患者の90％が喫煙者です。
◇ニコチン依存症…禁煙が難しいのは、意思が弱いからではなく、習慣に
よる「心理的依存」とニコチンによる「身体的依存（ニコチン依存症）」による

ものです。
◇「ニコチン依存症」の治療…�禁煙外来／保険適用は一定の条件を満たす
必要があります。診察に行く前に必ず医療機関に問い合わせてください、
�禁煙補助薬（パッチ、ニコチンガム、内服薬）／ニコチン切れの症状を軽
くします。医療機関、薬局などで購入できます。まず、医師、薬剤師など
に相談し、自分にあった薬を選んでください。
█問池袋保健所健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174
長崎健康相談所保健指導グループ☎3957‐1191

区は、国際アート・カルチャー都市として国内外から注目を集め、「まち全体が舞台の誰もが主役になれ
る劇場都市」に生まれ変わろうとしています。国際アート・カルチャー都市の実現のため、区の文化施策の
集大成として、日中韓3か国で文化芸術による発展を目指す都市を各国
1都市ずつ選定し多様な芸術イベントや文化交流を実施する、「東アジ
ア文化都市」の2019年開催にチャレンジしています。この都市構想の取
組みに賛同し、魅力の発信や普及、事業へ参加していただく「特命大使」
を募集しています。ぜひご参加ください。
特命大使になると
�特命大使専用の名刺やバッジ、パンフレットをお渡しします。
�「国際アート・カルチャーフォーラム」に無料で参加できます。
�区内のイベント情報誌「特命大使通信」をお送りします。
※活動経費にあてるため、年間5，000円の実費負担が伴います。
█申電話かファクスか Eメールで「国際アート・カルチャー都市推進グル
ープ☎4566‐2753、█FAX3980‐5160、█EMA0014400@city.toshima.lg.jp」へ。

●「禁煙レストランとしま」登録店募集

店内全面禁煙の飲食店を「豊島区受動喫煙防止対策推
進店」として登録します。店頭に登録ステッカーを掲示
していただくとともに、区が登録店情報をホームページ
などで公開します。
█問がん対策・健康計画グループ☎3987‐4243

6月7日㈬ 午後6時30分から
としまセンタースクエア（区役所
本庁舎1階）◇講師…三菱UFJ リ
サーチ＆コンサルティング芸術・
文化政策センター長／太下義之氏
◇どなたでも参加できます◇300
名◇1，000円※国際アート・カル
チャー特命大使は無料。
█申ファクスでとしま国際アート・
カルチャーフォーラム実行委員会
事務局（（公財）としま未来文化財
団内）█FAX3984‐0865へ※先着順。
█問当事務局☎3590‐7119

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5/21 ５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５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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「豊島区国際アート・カルチャー特命大使」に
なって地域の魅力を発信しませんか

平成29年度第2回
としま国際アート・

カルチャーフォーラム
「東アジア文化都市」
～東アジア域内の相互理解と
国際発信力の強化～

▲平成28年度としま国際アート・
カルチャーフォーラムより

5月31日㈬～6月6日㈫は禁煙週間です

●「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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福  祉福  祉

まちづくりまちづくり

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

傍聴できます傍聴できます

健  康健  康

講演・講習講演・講習

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

6月8日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子ど
もとの関わりで大切なことを学ぶ。
講師…ほあしこどもクリニック副院
長／帆足暁子氏◇区内在住で1歳6
か月までの子どもがいる方◇15名◇
スマイルカード持参█保2か月以上の
未就学児。15名。要予約※2か月未
満児は同席。
█申5月22日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

離乳食講習会

6月13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つのグループに
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。

プレママ講座～知って安心！赤
ちゃんとの初めての生活～

6月30日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター（帰路
は千川駅までの送りあり）◇新しく
赤ちゃんとの生活を始める方に、小
児科医の話で心配や疑問を解消する
◇区内在住で第一子を妊娠中の方と
家族◇15名
█申6月1日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

「選挙のお知らせ」に
点字シールを貼ります

東京都議会議員選挙（7月2日㈰
執行）の「選挙のお知らせ」に点字シ

ールを貼ります※以前申し込んだ方
は、再度の申込み不要です。
█申電話で5月31日までに選挙管理委
員会事務局☎4566‐2821へ。

「豊島区高齢者実態調査」に
ご協力ください

◇内容…高齢で一人暮らしの方を対
象に生活状況や健康状態などを把握
する調査を5月から実施します。回
答は任意ですが、ご理解ご協力をお
願いします。
◇対象…75歳以上の一人暮らしの方
で、介護保険サービスおよび生活保
護を受給していない方。
◇方法…お住まいの地域の民生・児
童委員または高齢者総合相談センタ
ーの職員が訪問し、聞き取りで調査
します。生活状況や健康状態などに
よっては、高齢者総合相談センター
が本人と相談のうえで、状況に応じ
たサービスの提供や民生・児童委員
による地域での見守り活動などに結
びつけます。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

平成29年度ふくし健康まつり
参加希望団体説明会

6月6日㈫ 午後1時30分～3時
30分 としまセンタースクエア（区
役所本庁舎1階）◇ふくし健康まつ
り参加希望団体向けの説明会※参加
希望の場合、原則説明会に出席して
ください。また、出席いただいても、
出店できない場合があります█申当日
直接会場へ。
█問障害福祉課管理グループ☎3981‐
1963

市街地再開発事業における公告
・縦覧を行ないます

◇対象…東池袋四丁目2番街区地区
第一種市街地再開発事業地区内（東
池袋四丁目2番）
◇内容…①都市計画法第57条による
公告／市街地再開発事業地区内にお
いて土地を有償譲渡する場合、制限
を受けます、②都市再開発法第15条

による公告・縦覧（市街地再開発事
業の施行地域となるべく区域）／区
域内の宅地で未登記の借地権につい
て申告が必要です。
◇縦覧期間…公示日から2週間（午
前9時～午後5時）の間に都市計画
課窓口へ。
█問再開発グループ☎4566‐2637

震災復興まちづくり訓練
（南長崎一・二・三丁目地区）

◇日程…①6月1日㈭…ガイダンス
／訓練説明、②7月1日㈯…第1回
訓練／まちを歩いて被害をイメージ、
③8月26日㈯…第2回訓練／被災後
の住まいや生活の確保、④10月28日
㈯…第3回訓練／復興まちづくり方
針案の検討、⑤12月2日㈯…まとめ
の会
◇時間・場所…①午後7～9時、②
～⑤午前9時30分～午後0時30分
いずれも区民ひろば富士見台
◇内容…大地震を想定し「自分たち
のまちで被害が生じたら復興をどう
進めるか」について、ワークショッ
プ形式で模擬体験をしながら、地域
の方と専門家、行政とともに考える
◇対象…区内在住、在勤、在学の方
█申はがきかファクスかＥメールで5
月26日までに「地域まちづくり課事
業企画グループ█FAX3980‐5135、█EMA
0022706@city.toshima.lg.jp」へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐2611

「人権擁護委員の日・特設身の
上相談室」を開設します

6月1日㈭ 午後1～4時 区役
所本庁舎8階804会議室◇区の人権
擁護委員が相談を受けます█申当日直
接会場へ。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

光化学スモッグに注意しましょう

夏は光化学スモッグが発生しやす

い季節です。注意報発令中は外出や
屋外運動をできるだけ控え、自動車
の使用を自粛しましょう。区施設で
も垂れ幕・看板で注意を呼びかけま
す。都ホームページ█HP http://ww
w.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/で
注意報発令情報を確認できます。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

アスベスト分析調査の助成金制
度をご利用ください

飛散性のアスベストが使われてい
るかを確認する分析調査に対して、
助成を行なっています。
◇対象…①区内建築物の所有者、②
区内分譲共同住宅の管理組合
◇助成内容…建物一棟につき1回、
上限25万円まで。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

みらい館大明「いのちの森」開放日

5月28日、6月25日、7月23日
日曜日 午後1～5時◇区の植樹事
業で誕生した「いのちの森」を自由に
見学。校庭で遊ぶことも可█申当日直
接当館へ。
●「いのちの森」を見守
り育てる運営ボランテ
ィア募集中…詳細は問
い合わせてください。
█問当館☎3986‐7186

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

①中池袋公園…6月18日㈰ 午前11
時～午後2時◇30店舗（1店舗面積
1．8ｍ×1．8ｍ）◇1，000円、②池袋西
口公園…6月24日㈯ 午前10時～午
後3時◇100店舗（1店舗面積2ｍ×
2ｍ）◇2，000円、�パネル展示…環
境問題に取り組む企業、団体につい
て◇5団体◇5，000円
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█申①は往
復はがきで6月8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、
②はファクスか Eメールで「としま
NPO 推進協議会█FAX5951‐1508、█EM
en@toshima-npo.org」へ※①②と

も応募者多数の場合は抽選。
█問①はハローフリーマーケット 笈
川☎3973‐5824、②は当会 幅上☎
5951‐1508

中小規模事業者・個人事業主向
け「省エネセミナー＆ショール
ーム見学会」参加者募集

6月20日㈫ 午後1時30分～4時
（午後1時20分現地集合） ダイキン
ソリューションプラザ「フーハ東京」
（新宿区西新宿2‐4‐1 新宿Ｎ
Ｓビル）◇空調機器を中心としたシ
ョールームの見学。空調機の分解体
験もあり◇30名
█申電話かファクスかＥメールで6月
16日までに「環境政策課事業グルー
プ☎3981‐2771、█FAX3980‐5134、█EM
A0029180@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

第1回選択的介護モデル事業に
関する有識者会議

6月2日㈮ 午後2時から 区役
所本庁舎8階807・808会議室
█申電話かファクスで6月1日午後5
時までに「介護保険課特命グループ
☎4566‐2468、█FAX3981‐6208」へ。

第5回
豊島区障害者地域支援協議会

6月12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6月2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。

飲み水の水質検査はお済みですか
～6月は「水質検査奨励月間」です～

年に1度、ビルやマンションのタ
ンクの水は水質検査を定期的に実施

し、飲み水の安全を確認しましょう。
池袋保健所では6月の奨励月間中、
簡易10項目（濁度・細菌など）の水質
検査料金を通常時より割引します。
◇検査受付（6月）…毎週月～木曜日
午前8時30分～午後3時
◇検査料金（6月）…4，800円（通常
6，700円）
█申電話で住所・氏名・電話番号・件
数を告げ、事前に当保健所来所のう
え、検査容器を受け取り。
█問当保健所環境衛生グループ☎3987
‐4176

としま健康チャレンジ！
運動講座

①「はじめてエアロビクス」…6月28
日㈬ 午後3時30分～4時30分 池
袋スポーツセンター◇エアロビクス
の基本動作を中心とした初心者向け
講座◇40名◇室内用運動靴、飲み物、
タオル持参、②「3Ｂ体操教室」…6
月29日㈭ 午後2時30分～4時 上
池袋コミュニティセンター◇ボール、
ベル、ベルターの3つの用具を使っ
て気軽に始められる運動講座◇40名
◇運動靴着用、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

池袋めんそ～れ祭り
ｉｎサンシャイン60通り

5月28日㈰ 午前10時15分～午後
1時30分◇沖縄を感じさせるエイサ
ーなどのパフォーマンスイベントを
開催█申当日直接会
場へ。
█問サンシャイン60
通り祭り実行委員
会☎3989‐3317

「赤い鳥」を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

6月3日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「水
車のした話」、樋口やす子「お爺さん

と三人の婿」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

染井霊園と古刹めぐり

6月9日㈮・10日㈯ 午前10時～
正午 ＪＲ巣鴨駅中央口集合◇区内
ボランティアガイドの「としま案内
人駒込・染井・巣鴨」による染井霊
園と周辺地区の古刹めぐり◇20名◇
300円█申往復はがき（4面記入例参照。
希望日、参加人数も記入）で6月2
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

京葉旭会第7回筑前琵琶演奏会

6月12日㈪ 午後1時（午後0時
30分開場） 東京芸術劇場◇ゲスト
…上原まり、田中錦煌。助演…バレ

そ う

エ／小林 真梨恵、箏／マクイーン
時田・深山◇280名◇2，000円█申当日
先着順受付。
█問当会 藤巻☎3957‐7432

「山中湖秀山荘」・湯河原温泉
「湯の里杉菜」転泊バスツアー

①6月15日㈭～17日㈯、②6月22日
㈭～24日㈯◇池袋発着の貸切バスで、
昇仙峡、鳴沢氷穴などを巡る◇区内
在住、在勤、在学の方◇40名（最少
催行人数18名）◇おとな39，800円、
子ども37，200円（7食付）※上記以外
の方の料金は問い合わせてください。
█申電話で㈱フォレスト旅行事業部☎
0465‐62‐8150（午前9時～午後6
時）へ※先着順。

区民バスハイク「さくらんぼ狩り」

6月17日㈯ 午前7時45分 旧豊
島公会堂前集合※雨天決行◇群馬県
月夜野ガラス工房見学とさくらんぼ
狩り◇区内在住、在勤の方と家族◇
40名◇おとな8，000円、小学生5，000
円█申はがき（4面記入例参照。複数
名記入可。小学生のみの参加は保護
者の承諾印が必要）で6月9日（必着）
までに「〒170‐0011 池袋本町3‐

17‐5 今成良信」へ※先着順。
█問豊島区レクリエーション協会 今
成☎090‐3229‐1079

エポック10シネマ
～映画に学ぶ人々の生き方～
「bloom・生まれたのは私」

6月29日㈭ 午前の部…午前10時
～11時30分、午後の部…午後2時～
3時30分 男女平等推進センター◇
初めてお産をした女性たちの声を集
めたドキュメンタリー映画◇各回30
名█保6か月以上未就学児。定員あり。
6月21日までに要予約※先着順。
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

大正大学オープンカレッジ

①仏さまを描く～お不動さまを描こ
う～（全8回）…6月7日、7月12日、
8月2日、9月20日、11月8日、12
月20日、平成30年1月10日、2月7
日 水曜日 午後1時10分～4時20
分◇講師…遍照院住職／腰塚勝也氏
◇30名◇24，000円、②大正大学学長
に聴く空海と「大日経」…6月16日㈮
午前10時50分～午後0時20分◇講師
…大正大学学長／大塚伸夫氏◇80名
◇区内在住、在学、在勤の方は1，000
円※申込み時に明記（その他の方は
2，000円）
いずれも当大学巣鴨キャンパス

（西巣鴨3‐20‐1）◇別途登録料
500円
█申申込書（当大学配布の冊子巻末）か
はがきか電話かファクスか E メー
ルか当大学ホームページで「〒170‐
8470 西巣鴨3‐20‐1 大正大学
オープンカレッジ係、�0120‐721
‐310（平日午前10時～午後5時）、
█FAX5907‐3975、█EMoc@t-map.net、
█HPhttp : //www.t-map.net」へ。受
付終了後、振込用紙を送付※入金先
着順。

介護保険施設入所者およびショートステイ利
用者の居住費（滞在費）と食費は、所得に応じた
負担限度額が設けられており、以下の要件に該
当する方は、申請により負担額が軽減されます。
◇軽減要件…次のすべてに該当する方。①世帯
全員が住民税非課税であること、②住民票上、
別世帯の配偶者でも住民税非課税であること、
③預貯金、有価証券、投資信託、金・銀および
現金などの資産が単身1，000万円以下、夫婦で
2，000万円以下の方※本人または世帯員が住民
税課税になっている方は、介護保険負担限度額
認定証の適用はありません。ただし、高齢者世
帯で一方が施設に入所して費用負担をした結果、
生計が困難になった場合は、対象となる場合が
あります※平成28年度「介護保険負担限度額認
定証」をお持ちの方も更新の手続きが必要です。
申請書は5月末日までに郵送します。

◇申請方法…申請書、被保険者証、通帳の写し
など資産のわかるものと印鑑を持参し、介護保
険課給付グループ窓口へ（郵送も可）。
※このサービスを受けるには住民税の申告が必

要です。利用者負担の軽減については、所得状
況をもとに行なっています。

█問当課給付グループ☎3981‐1387

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。

医療保険が適用されず高額な医療費がかかる、体外受精・顕微授精（以下
「特定不妊治療」）と男性不妊治療に要する費用の一部を助成します。
◇対象…次のすべてを満たす方。①平成29年4月1日以降に治療が終了し、
東京都特定不妊治療費助成の承認決定を受けている、②申請時に法律上の婚
姻をしており、かつ夫婦のどちらかが区に住民登録している（申請者は区内
在住に限る）、③他の区市町村から同一の特定不妊治療に対して助成を受け
ていない。
◇必要書類…豊島区特定不妊治療費助成申請兼請求書（治療1回につき1枚）、
都から交付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」のコピー、都へ提出
した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」「精巣内精子生検採取法受診等
証明書」のコピー、配偶者が区外に住民登録がある場合、戸籍謄本など夫婦
であることが証明できる書類。
◇申請書兼請求書の配布場所…区ホームページ、池袋保健所、長崎健康相談
所、区役所本庁舎4階保健所出張窓口
◇申請期限…東京都の承認決定から1年以内。
◇申請方法…7月3日から郵送で「〒170‐0013 東池袋1‐20‐9 池袋保
健所4階健康推進課」へ。簡易書留や特定記録郵便をお勧めします※窓口持
参も可（ただし受領のみ）。
█問健康推進課管理・事業グループ☎3987‐4173

「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。

負担限度額（1日あたり）

利用者
負担段階 所得区分

居住費（滞在費）
食費ユニット型

個室
ユニット型
準個室 従来型個室 多床室

第1段階
世帯全員（世帯を分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、老齢福祉年金
の受給者、生活保護受給者など

820円 490円 320円
（490円） 0円 300円

第2段階

世帯全員（世帯を分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、本人の合計所
得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計が年間80万円以下の方など

820円 490円 420円
（490円） 370円 390円

第3段階
世帯全員（世帯を分離している配偶者を
含む）が住民税非課税で、上記第2段階
以外の方

1，310円 1，310円 820円
（1，310円） 370円 650円

※従来型個室の（ ）内金額は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の金額です。

特定不妊治療の治療ステージ 助成金額
A 新鮮胚移植を実施 50，000円

B
凍結胚移植を実施（採卵・受精後、間隔をあけて母
体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの
治療方針に基づく治療を行った場合）

50，000円

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 25，000円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 50，000円

E 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受
精などの異常受精等により中止 50，000円

F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が
得られないため中止 25，000円

対象となる男性不妊治療 助成金額
精巣内精子生検採取法（TESE）・精巣上体内精子吸引採
取法（MESA）・経皮的精巣上体内精子吸引採取法（PESA）
・精巣内精子吸引採取法（TESA）

50，000円

7月3日㈪から豊島区特定不妊治療費助成事業の受付が始まります
介護保険負担限度額認定証の申請について 助成金額（上限額）

※都で承認決定された助成額を差し引いた実費額のうち、上記を上限
額として助成。

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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区民ひろば
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講演・講習講演・講習

社会福祉協議会社会福祉協議会

みらい館大明

①豊島区若者支援事業「かたちあそ
びワークショップ」…6月10日㈯
午後2～4時◇割りばしやコップな
ど身近な素材を使い、オリジナルの
豊島区土産を作る◇10名（未就学児
は保護者同伴）◇500円、②パソコン
教室「仕事に必須エクセル2日間集
中講座」（全2回）…6月15日・22日
木曜日 午前10時～午後5時◇15日
…基礎・表計算、22日…計算・印刷
・グラフ◇パソコン経験者◇8名◇
6，000円、③若者支援事業「みんなで
つくるイラスト講座」…6月17日㈯
午後2～4時◇講師…ゲームデザイ
ナー／小林彩佑氏◇中学生以上◇10
名◇社会人のみ500円、④「薬膳で夏
を健やかに過ごす備え！」…6月18
日㈰ 午後1～3時◇夏のだるさ、
むくみ症対策として、薬膳のレクチ
ャーを受け、デトックスドリンクづ

くりを体験。講師…国際中医薬膳師
／菱田裕子氏◇15名◇1，500円、⑤
子どもモノづくり学校「巨大ビニー
ルトンネルをつくろう！」…6月18
日㈰ 午後2～4時◇ジブリの作品
も造るプロの造形家から教わる工作
教室。講師…㈱アレグロの若手作家
◇15名（幼児は保護者同伴）◇500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。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全5回）

6月27日㈫・28日㈬・29日㈭ 27
日は午後1時30分～5時（おもてな
し講座）、28・29日は午前10時～午
後3時30分（語学講座） 雑司が谷地

域文化創造館◇平成32（2020）年を見
据え、外国人へのおもてなしの心と
道案内程度の簡単な英会話を学ぶ◇
15歳以上（中学生を除く）で、都内在
住、在勤、在学の、全日程に参加可
能で、英語入門から初級（TOEIC
500点未満程度）の語学力の方◇36名
█保6か月以上の未就学児。定員あり
█申往復はがき（右記記入例参照。保
育希望の場合は子どもの年齢・人数
を記入）で5月30日（必着）までに文
化観光課「外国人おもてなし語学ボ
ランティア育成講座係」へ※応募者
多数の場合は抽選。詳細は区ホーム
ページ参照。
█問観光計画グループ☎3981‐4623

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、本講座受
講後に登録可。
①説明会…6月13日㈫ 午後1時30
分～午後4時30分 生活産業プラザ
会議室701・702、②養成講座…6月
14日㈬ 午後1～3時 池袋防災館
（西池袋2‐37‐8）◇①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、災害について考える、②
は防災体験ツアー◇区内在住、在勤、
在学の方で両日とも参加できる方◇
30名
█申電話で6月5日までに豊島ボラン
ティアセンター☎3984‐9375へ。

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

◆南大塚 「おおつか音楽祭2017
～まちかどライブ～」…5月27日
㈯ 午後2時～3時30分◇懐かし
いオールディーズ・ロマンティッ
クジャズコンサート◇出演…ロニ
ー・ハーシュ█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆朝日 「カフェあさひ」…5月27
日㈯ 午後1時30分～3時30分◇
コーヒーを飲みながら、「オール
ディーズバンド」による昭和の懐
かしい曲を楽しむ◇100円█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆千早 「千早文化祭」…�作品展
示／6月3日㈯～5日㈪ 午前10
時～午後4時（5日は正午まで）、
�舞台発表／6月4日㈰ 午前10
時～午後3時█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆西巣鴨第一 「水無月寄席」…6
月9日㈮ 午後1時30分から◇出
演…桂竹千代█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆高南第一 「高南お笑い寄席」…
6月9日㈮ 午後1時30分～2時
30分◇山遊亭くま八による落語会
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆南池袋 「防災・減災展～備え

あれば憂いなし」…6月10日㈯
午後1時30分～3時◇起震車体験、
防災食試食、防火衣での記念撮影
など。プレゼントあり█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆清和第一 「巣鴨寄席」…6月15
日㈭ 午後1時30分～2時30分◇
社会人落語家とマジシャンによる
古典落語とマジックショー◇出演
…三遊亭王笑、
三遊亭圓塾、
TKB68█申当日
直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎
5974‐5464
◆上池袋 「パパママ一緒にベビ
ービクス」…6月18日㈰ 午前10
時30分～11時15分◇家族で楽しむ
ベビービクスレッスン。講師…エ
アロビクスインストラクター／キ
ムギョンスク氏◇生後2～8か月
程度の乳児とその保護者◇20組█申
5月25日から電話で当ひろば☎
3576‐6916へ※先着順。
◆椎名町 「ボッチャ体験教室」…
7月7日㈮ 午前10時30分～11時
30分◇パラリンピックにも採用さ
れている室内球技の体験。講師…
谷道幸一氏◇18名◇上履き持参。
█申6月21日から電話で当ひろば☎
3950‐3042へ※先着順。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
◆地域文化創造館
●雑司が谷 ⓐサマーコンサート
2017～ディオコンサート～…7月
1日㈯ 午後2時（30分前開場）◇
100名◇500円█申直接当館窓口へ※
先着順、ⓑ第10回ベビーカーコン
サート～オーパ♪キャマラード合
奏団～…7月1日㈯ 午前11時開
演◇50組█申電話か直接当館窓口へ
※先着順。
●巣鴨 また会いましょう！コン
サート…6月3日㈯ 午後2時開
演◇ポプラーズ、ストーンヴォイ
ス・待夢、おなかのへるヴォイス
トレーニング█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【107】親子触れ合いヨ
ガ講座～夏を乗り切り健康に…7
月23日㈰ 午前10時～11時20分◇
12組24名◇1，000円◇6月30日（必
着）
●巣鴨 ②【208】すがも健康講座
「あなたの腎臓は大丈夫ですか？」
…6月14日㈬ 午前10時～11時30
分◇80名█申電話か直接当館窓口へ
（6月1日以降は電話のみ）※先着
順。
●南大塚 ③【504】手話で楽しも
うコミュニケーションづくり（全
3回）…7月3日㈪、4日㈫、11
日㈫ 午後7～9時◇20名◇
1，800円◇6月11日（必着）、④
【506】江戸文化体験教室「南京玉す
だれ（全2回）」…7月27日、8月
3日 木曜日 午後2～4時◇25
名◇1，000円◇6月20日（必着）
●雑司が谷 ⑤【307・308】親子ペ
アで体験！「私の夢はパティシエ」
…【307】7月
26日㈬・
【308】27日㈭
いずれも午前
9時30分～正
午◇各10組◇

2，000円◇6月29日（必着）、⑥
【309・310】親子工作教室「立体驚
き盤を作ろう！」…7月30日㈰
【309】午前10時～正午、【310】午後
2～4時◇各12組◇1，000円◇6
月29日（必着）、⑦【311・312】親子
ロボット工作教室…8月19日㈯
【311】午前10時～正午、【312】午後
2～4時◇各8組◇5，500円◇6
月29日（必着）
●千早 ⑧【408】都心の有名な近
代建築を訪ねる（全3回）…6月16
日～30日 金曜日 午後2時30分
～4時30分◇24名◇2，000円（交通
費別途）█申直接当館窓口へ※先着
順。⑨【409】夏休み親子講座「水族

の ぞ

館のヒミツ!?～水族館の裏側を覗
いてみよう！」（全2回）…7月21日
㈮ 午後2～4時 当館、7月22
日㈯ 午後2時 サンシャイン水
族館（東池袋3‐1‐3ワールド
インポートマートビル屋上）集合
◇10組20名◇700円（交通費・入館
料別）◇7月1日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上（【107】、【307】～【312】、
【409】は親子いずれかが在住、在
勤、在学、【107】は年中児～小学
4年生、【307】～【312】、【409】は
小・中学生）█申往復はがき（上部記
入例参照。講座名前の番号記入）
で各館へ郵送または返信用はがき
持参で直接各館窓口へ（巣鴨を除
く）。当財団ホームページから申
込みも可。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐
2637（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐
11）、南大塚☎3946‐4301（〒170
‐0005 南大塚2‐36‐1）、雑
司が谷☎3590‐1253（〒171‐0032
雑司が谷3‐1‐7）、千早☎
3974‐1335（〒171‐0044 千早2
‐35‐12）

4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）

13日 0．06 0．07 0．06

27日 0．06 0．06 0．05

※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） 5月21日号 No.1738 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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