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「豊島区立図書館基本計画」を
策定しました

「図書館の設置および運営上の望
ましい基準」に基づき、区立図書館
の基本運営方針・事業計画をまとめ
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
計画全文とお寄せいただいたご意

見および区の考え方は、図書館、行
政情報コーナー、区民事務所、区ホ
ームページで閲覧できます。
█問中央図書館管理グループ☎3983‐
7861

住民税課税（非課税）証明書の
発行を開始します

6月12日㈪から平成29年度住民税
課税（非課税）証明書の発行を開始し
ます。証明書は平成29年1月1日に
お住まいの区市町村が発行します。
◇発行場所…税務課、総合窓口課、
東・西区民事務所、自動交付機（専
用の区民カード登録者本人分のみ）、
コンビニエンスストア（マイナンバ
ーカード登録者本人分のみ）※窓口
発行は、本人確認資料（運転免許証
・健康保険証など）の提示が必要。
代理申請の場合、本人自筆の委任状
も必要。
◇証明書の費用…1通300円
█問税証明担当☎4566‐2352

平成29年度特別区民税・都民税
納税通知書（普通徴収）を6月12
日㈪に発送します

特別区民税・都民税（住民税）は、
前年（平成28年）の所得に対して課税
します。住民税は区政の大切な財源
となるものです。必ず納期限までに
納付してください。
█問課税調整グループ・課税第1・第
2グループ☎3981‐1111（内線2353
・2354・2355）

10月から国民健康保険証が
新しくなります

保険証は2年ごとに一斉更新をし
ます。有効期限が平成29年9月30日
の保険証をお持ちの方で保険料に滞
納がない世帯には、世帯主あてに9
月中旬に新しい有効期限の保険証を
送ります。保険証は「簡易書留（転送
不要）（※）」で住民登録地に送付しま
す。（※）郵便受けには投函せず、郵
便局員が直接お渡しします。転送届
を出している世帯には配達しません。
転居した方は忘れずに転居届を出し
てください。また、「郵便受け」には
必ず名前表示をお願いします。
◇窓口交付…家を建て替え中などの
理由で郵便が届かない方は、窓口交
付ができます。希望する方は7月3
日㈪～8月25日㈮の間に、資格・保
険料グループへ連絡してください。
◇窓口交付期間…9月上旬～10月31
日㈫
█問当グループ☎4566‐2377

国民健康保険料の支払いは
口座振替でお願いします

口座振替にすると保険料の納め忘
れがなく、コンビニや金融機関に行
く手間が省けます。

◇申込み方法
�ペイジー口座振替受付サービス…
申込みの翌月期分から振替開始。国
民健康保険課か東・西区民事務所窓
口に「サービス対象金融機関のキャ
ッシュカード」と「国民健康保険の保
険証」を持参。
�口座振替依頼書…申込み月の2か
月後から振替開始。「保険証または
納付書」「通帳届出印」「口座番号、支
店名などがわかるもの（預（貯）金通
帳など）」を当課窓口へ持参。郵送を
希望する場合は当課へ連絡。依頼書
を送付しますので、必要事項を記入
し返送してください※約3か月以内
に国民健康保険をやめる予定がある
世帯など、対象外となる場合があり
ます。
◇引き落とし…毎月末日（金融機関
などの休業日の場合は翌営業日）。
◇領収書・通知書…領収書は発行し
ません。毎月の引き落としは通帳記
帳で確認してください。毎年12月中
旬に、その年の1～12月に口座振替
した保険料の金額や総額を、「国民
健康保険料口座振替済みのお知らせ」
（圧着はがき）で通知します。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

「南池袋介護老人保健施設アバ
ンセ」の入所相談・申込受付を
開始します

病状が安定し、リハビリテーショ
ンに重点を置いたケアが必要な高齢
者に、介護・機能訓練・その他必要
な医療や日常生活上の介護を行なう
施設です。詳細は問い合わせてくだ
さい。

◇住所…南池袋4‐6‐1
◇開設予定時期…9月
◇定員…150名
◇併設施設…通所リハビリテーショ
ン（定員60名）
█申電話で当施設開設準備室☎5922‐
2300へ。

障害者総合支援法による介護給
付・訓練等給付を利用する方へ

平成29年6月から西部障害支援セ
ンターでは「サービス等利用計画」な
どを作成し、相談支援を充実させま
す。主な対象は身体・知的障害者で
す。詳細は問い合わせてください。
█問当センター☎3974‐5531

女性の起業予定者・起業家・経営者をサポートする「サク
ラーヌ biz 応援プロジェクト」。今回は起業実現とステップ
アップを目指します。
◇内容…強みをいかした勝てるビジネスプ
ラン／ブランドコンセプトを考える／収益
性を高めるためのビジネスプラン／起業に
役立つネット集客のコツほか。講師…㈱ソ
フィットウェブコンサルティング代表取締
役／吉枝ゆき子氏
◇対象…起業に興味があり、考え方やノウハウを学びたい方、
起業準備中でアイディアを具体化したい方、起業直後で事業
プランをブラッシュアップしたい方

◇定員…30名
█保9か月～2歳未満児。各回5名程度。要予約※先着順。
█申としまビジサポホームページ█HPhttp: //toshima-biz.com
/00_sogyo_sakura.html からエントリーシートをダウンロ
ードし、郵送かファクスかＥメールで6月22日（必着）までに
「としまビジネスサポートセンター█FAX5992‐7088、█EMA00290
99@city.toshima.lg.jp」へ※区内在住、在勤で、起業予定の
方を優先のうえ抽選。
█問当センター☎4566‐2742

そのほか、「女性起業相談員による個別相談」や、「起業塾後期（実践編）」「交
流会」なども実施予定。詳細は当ホームページでお知らせします。

区議会第2回
定例会を開会します

◇会期…6月14日㈬～7月12日㈬
◇一般質問…6月20日㈫・21日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／7月4日㈫、都市整備・子
ども文教委員会／7月5日㈬
█申傍聴希望の方は、区役所本庁舎
9階区議会事務局へ。なお、本定
例会で審議する請願・陳情の提出
期限は6月9日㈮午後5時です。
█問議事グループ☎3981‐1453

「としま情報スクエア」

6/1 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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サクラーヌbiz 応援プロジェクト2017女性のための起業塾
前期【基礎編】～夢の実現に向けてStart UP!!～（全4回）

7月1・8・22・29日 土曜日 午後2～5時（1・29日は午後6時まで） 生活産業プラザ

●「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。



子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

平成29年度教科書展示会

①教科書センター（教育センター内）
�特別展示…6月5日㈪～15日㈭
�法定展示…6月16日㈮～7月1日
㈯ いずれも午前9時～午後6時
（日曜日を除く。6月26日は午後5
時まで）◇「小学校用教科書目録（平
成30年度使用）」、「中学校用教科書
目録（平成30年度使用）」に登載され
ている教科書および「平成30～33年
度使用特別支援教育教科書調査研究
資料」に掲載されている図書の展示。
②区役所本庁舎（教育部会議室）…6
月16日㈮～6月30日㈮ 午前9時～
午後5時（土・日曜日を除く）◇「小
学校用教科書目録（平成30年度使用）」
に登載されている教科書のうち「特
別の教科 道徳」教科書の展示※平成
29年度は、小学校「特別の教科 道徳」
教科用図書と、特別支援学級で使用
する一般図書を教育委員会で採択し
ます█申当日直接会場へ（①②とも入
場は終了時間の30分前まで）。
█問指導課庶務・事業グループ☎3981
‐1145

福祉住宅（高齢者向け）「つつじ苑」
あき家入居登録者を募集します

この募集で今後発生するあき家の
入居登録者をあらかじめ決定します。
◇募集世帯数…単身者用25世帯、世
帯用5世帯◇入居資格…区内に引き
続き5年以上居住している満65歳以
上の単身者・世帯。自立した日常生
活が営めること、現に住宅に困窮し
ているなど。詳細は区ホームページ
か住宅課、東・西区民事務所、区民
ひろばで配布する募集案内を参照█申
申請書（6月5日から配布）に必要事
項を記入し、6月12日（消印有効）ま

でに当課住宅管理グループへ郵送か
直接当課窓口へ（土・日曜日を除く）。
█問当グループ☎3981‐2637

東京土建豊島支部第40回住宅デー

6月4日㈰・11日㈰ 午前10時～
午後3時 染井よしの桜の里公園、
上池袋くすのき公園、雑司が谷公園、
池袋第二公園、千早フラワー公園、
椎名町公園█申当日直接会場へ。
█問当支部☎3986‐2471

6月3日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…下表参照※価格は店舗
により異なる。1店舗5台程度販売
◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問自転車計画グループ☎4566‐2691

豊島区歯科相談窓口

毎週火～土曜日（祝日、年末年始
を除く） 午前9時～午後4時30分
あぜりあ歯科診療所内（池袋保健所
6階）◇通所での歯科診療が困難で、
自宅や入所施設などで訪問歯科診療

や訪問口腔ケアを希望する方が最適
な歯科医療を受けられるように、専
門知識を持つスタッフが相談を受け
ます。
█問当窓口☎3987‐2370

こ う く う

豊島区歯科医師会 口腔がん検診

毎月第3水曜日（8月・平成30年
3月は第4水曜日） 午後2～4時
あぜりあ歯科診療所◇区内在住の方
◇保険証持参。
█申電話で「当診療所☎3987‐2425ま
たは歯科相談窓口☎3987‐2370」（い
ずれも火～土曜日の午前9時30分～
午後4時30分）へ要予約※先着順。

真向法体操でストレッチ

7月8日㈯ 午前10時～11時30分
上池袋コミュニティセンター◇4種
のポーズで全身をのばす。講師…真
向法協会会長／佐藤良彦氏◇40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

豊島区図書館経営協議会委員

区立図書館の利用登録が1年以上
ある満18歳以上の区民の方で、図書
館行政を審議する会議に年3回（予
定）出席でき、区のほかの審議会で
2つ以上の委員を務めていない方。
◇任期…平成31年3月31日まで◇報
酬…1回13，700円◇人数…2名◇選
考…書類審査・面接█申所定の申込書
（各区立図書館で配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）を、郵
送か持参で6月15日（必着）までに
「〒170‐8442 東池袋4‐5‐2
ライズアリーナビル5階 中央図書
館管理グループ」へ。
█問当グループ☎3983‐7861

豊島区環境審議会委員

平成29年4月1日現在20歳以上の
区内在住の方で、平日昼間に行なう
審議会（豊島区環境基本計画の策定
や環境の保全に関する施策の基本的
事項について審議）に出席できる方。
◇任期…委嘱の日（10月予定）から2
年間◇報酬…1回13，700円◇人数…
3名程度◇選考…書類審査（800字程
度の作文あり）█申所定の申込書（環境
政策課で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）を、郵送か持参
か Eメールで6月30日午後5時（必
着）までに「環境政策課環境計画グル
ープ█EMA0029180@city.toshima.lg.j
p」へ。
█問当グループ☎3981‐1597

東京音楽大学
J館ロビーコンサート「花図鑑」

6月8日㈭ 正午～午後0時30分
（午前11時45分開場） 当大学Ｊ館ロ
ビー（南池袋3‐4‐5）◇曲目…フ
ランセ「花時計」、スカルラッティ
「菫」ほか、演奏…保坂 静伶奈、岡
田美優、小林 穂乃香、恩田結衣ほ
か█申当日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2496

あ き ん ど

すがも商人まつり

6月10日㈯・11日㈰ 午前11時～
午後4時 眞性寺（巣鴨3‐21‐21）
ほか巣鴨地区各商店街会場◇ウォー
クラリー、抽選会、交流都市による
飲食、物品販売、観光物産展など█申
当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局☎3918‐2101

第6回目白庭園落語に親しむ会

6月17日㈯ 午後1～3時 赤鳥
庵（目白庭園内）◇出演…金原亭龍馬
◇70名◇1，000円█申往復はがきかフ
ァクスか Eメール（4面記入例参照。

参加人数も記入）で「〒171‐0031
目白3‐20‐18 目白庭園、█FAX5996
‐4886、█EM info-mejiro-garden@s
eibu-la.co.jp」へ。当事務所で直接
申込みも可。電話申込み不可※先着
順。
█問当事務所☎5996‐4810

日本音楽表現学会
第15回（クロッシング）大会

6月17日㈯ 午後1時～6時40分、
18日㈰ 午前9時～午後4時45分
東京音楽大学 A館100周年記念ホー
ル（南池袋3‐4‐5）ほか◇レクチ
ャーコンサート「クロッシングによ
る演奏研究の可能性～ヴィブラート
をめぐって（出演…津堅直弘、小森
輝彦、村田千尋ほか）」、演奏、討議
など◇1日3，000円（大学生は2，000円）
█申電話かファクスか E メールで6
月10日までに「当学会事務局☎・█FAX
075‐462‐1388、█EMmusic-expres
sion@music-expression.sakura.n
e.jp」へ。

生活セミナー「生前贈与の注意点」

6月17日㈯ 午後2～4時 金剛
院（長崎1‐9‐2）◇個別相談あり
█申電話でしいなまち みとら 田中
☎6908‐3988へ。

ああそうなんだ倶楽部
「江戸の寺社巡り・祐天寺・恵
比寿ガーデン・代官山を歩く」

6月24日㈯ 午後1～4時 東急
東横線祐天寺駅南改札東口2番出口
集合、東急東横線代官山駅付近解散
◇祐天寺、エビスビール記念館、恵
比寿神社などを巡る。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6月
20日までに「当倶楽部 西川☎3959
‐3064、█FAX3959‐3064、█EMesjcr252
5@yahoo.co.jp」へ※先着順。

子どもの読書に関する講習会

7月14日㈮ 午後2～4時（午後
1時45分開場） あうるすぽっと◇

テーマ「『スーホの白い馬』の草原の
ように―赤羽末吉の人生と絵本―」。
講師…赤羽茂乃氏◇区内の教育・福
祉施設などで子どもに読み聞かせ活
動をしている方◇50名█保6か月以上
未就学児。5名。6月17日までに要
予約。
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。ファクス番号、メール
アドレスを記入。保育希望の方は電
話のみ受付）で「中央図書館児童グル
ープ☎3983‐7861、█FAX3983‐9904、
█EMA0027900@city.toshima.lg.jp」へ。
当館事務室（午前10時～午後6時）で
直接申込みも可※先着順。

区民白ギス釣り大会

7月16日㈰ 午前7時30分 船宿
吉野屋集合（東西線浦安駅下車）◇白
ギスの総重量を競う（竿などの制限
あり）◇区内在住、在勤の方と家族
◇52名◇9，500円
█申電話で7月5日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

ダンス＆パフォーマー
フェスティバル出演者募集

9月16日㈯・17日㈰ 正午～午後
7時 池袋西口公園◇日頃練習して
きたストリートダンスやパフォーマ
ンスをステージで披露する◇各日20
組（1チーム3名以上）◇1名3，000
円█申Ｅメール（4面記入例参照。チ
ーム名、人数、代表者名、代表連絡
先も記入）で8月30日までに「NPO
法人Wa-shoi█EMwa-shoi@outlook.
jp」へ※先着順。
█問当法人 芝崎☎080‐5377‐2664

シルバー人材センター

①入会説明会…6月16日㈮ 午前9
時30分～正午 当センター◇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／ⓐ6月22日㈭ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ6月9～30日 金曜日
午後3時～4時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）／ⓒ6月6～27日
火曜日 午前10時～11時30分、ⓓ6
月9～30日 金曜日 午前10時～11
時30分◇ⓒⓓとも5，700円、�iPad
入門（全4回）／ⓔ6月7～28日 水
曜日 午前10時～11時30分、ⓕ6月
9～30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）／ⓖ6月7
日～7月26日 水曜日 午後7時～
8時30分◇14，000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。

生涯学習オープンスクール

※詳細の問い合わせ、申込みは直接
各校へ。
●大原情報ビジネス専門学校
①「簿記の学習を考えている人必見
！60分間で簿記の仕組みが分かるセ
ミナー」…6月17日㈯ 午後2～3
時
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649
●日本外国語専門学校
②「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…6月24日㈯
午後1時～2時30分◇500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

第1回としまビジサポセミナー
「人材確保と定着化」

6月21日㈬ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇質の高いパート・アル
バイトを確保し、定着率をあげるヒ
ントについて、実例を交えて紹介。
講師…㈱日本コンサルタントグルー
プ／山本 稔氏◇飲食店経営者や従
業員の方、起業を考えている方◇30
名（区内事業者優先）
█申電話かファクスかＥメール（4面

記入例参照。参加人数、事業所名・
所在地、メールアドレスも記入）で
6月19日までに「商工グループ☎
4566‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA00
29099@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

お と な

講演会「大人の発達障害」

6月24日㈯ 午後1時30分～4時
30分 生活産業プラザ◇おとなの発
達障害者が直面する生活や就労の問
題などを学ぶ。講師…大正大学教授
／内山 登紀夫氏◇70名◇1，000円
█申ファクスかＥメールで「としま若
者応援ネットワーク█FAX5977‐0105、
█EMoffice@toshima-wakamono.inf
o」へ※先着順。

第14回敬心学園学術研究会

6月25日㈰ 午前10時～午後4時
日本リハビリテーション専門学校本
校舎（高田3‐6‐18）、タイムプラ
ザ・イセ（高田3‐18‐2）◇地域包
括ケアシステムに関する講演や、医
療・福祉・保育分野の教員・学生の
研究発表。詳細は問い合わせてくだ
さい█申当日直接会場へ。
█問当校事務局 加藤☎5954‐6511

みらい館大明

①豊島区若者支援事業「木曜日の小
さな朗読会」…6月29日㈭ 午後7
～8時◇「妖-AYAKASHI-」による世
にも不思議な物語の朗読会。
②いけぶくろ自然クラブ「第2回ジ
ャガイモの収穫と石窯ピザづくり」
…7月2日㈰ 午前8時20分池袋駅
集合、午後5時池袋駅解散 埼玉県
熊谷市大久保農園◇小学生と保護者
◇20名（保護者含む）◇1名4，800円
█申①は当日直接当館へ。②はとしま
NPO推進協議会の申込みフォーム
█HPhttps ://form1ssl.fc2.com/form
/?id=f92befaf11
86af62へ※先着順。
█問①当館☎3986‐
7186、②当会☎
5951‐1508

「みどり」（植物・共生する生物・
風・水を含む自然）は、食料をはじ
め、医薬品、建築材料などとして都
市の生活を支え、私たちの生活はそ
の上に成り立っています。
区では、「みどり」を育てる手伝い

をしています。
█問緑化推進グループ☎3981‐4940

緑化助成
�保護樹木…貴重な緑を保護する
ため、一定の基準を満たした「樹
木」「樹林」「生け垣」を保護樹木等
として、所有者などの同意を得た
上で指定し、その維持管理に要す
る費用の一部を助成します（限度
額あり）。
�接道緑化助成…道路脇に生垣や
植込み、中高木を植栽する場合、
工事費用の一部を助成します（一
定要件あり）。
�屋上・壁面緑化助成…屋上や塀
・建物の壁面を緑化する場合、工
事費用の一部を助成します（一定
要件あり）。
�界わい緑化助成…「向こう三軒
両隣方式」による緑化に対して工
事費用の一部を助成します（一定
要件あり）。

みどりを育てる
�民間施設の緑化…さまざまな場
所で育てやすいつる植物の苗を差
し上げます。
�みどりの協定…土地の所有者な
どが緑化に関する協定を結んだと
き、資器材の支給や緑化の助言を
受けられます（一定要件あり）。
�公園花壇管理活動（公園等みど
りの協定）…公園や児童遊園で花
壇の維持管理をしていただける団
体に、区が草花や肥料など資器材
を支給します（一定要件あり）。
�ソメイヨシノの育成…駒込地域
のソメイヨシノを接木し、育てて
います。一緒に活動してみません
か。希望する方には育てた苗木を
差し上げます（移植費用は希望者
負担）。

その他緑化事業
�みどりの募金…森林再生や都市
緑化による豊島区の生活環境の安
定向上のため、「緑の募金」運動に
参加します。
�みどりの基金…豊島区のみどり
の保全および創出のため、さまざ
まな団体などから寄付金をいただ
いています。
�緑化指導…一定規模の建築行為
の緑化計画書提出により、まちに
みどりを誘導します。

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。

豊島区民社会福祉協議会では、身近な地域での緩やかな見守りや声かけを行な
い、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）などとともに活動する「地域福祉サ
ポーター」を募集しています。
新規登録前の「スタート研修」、サポーター同士の「交流会」などを行なっており、

地域活動や福祉活動の経験がない方も安心して活動できます。
◇地域福祉サポーターの活動
�身近な地域で困っている家族（人）に気づいたときに、CSWなどに連絡します。
�地域の課題について理解を深めるための学習会に参加します。
�地域で行なわれている活動や、CSWの活動を応援します。
�関係機関や団体とのネットワーク組織に参加し、一緒になって地域づくりを応
援します。
◇応募資格…区内在住、在学、在勤の18歳以上の方（高校生不可）。難病や障がい
のある方も応募できます。
●地域福祉サポーター説明会
6月12日㈪ 午後2～3時 区役所東池袋分庁舎3階◇この日程に参加できな

い方は相談してください。
█申電話かファクスか Eメールで「地域相談支援課☎3981‐4392、█FAX5950‐1239、
█EMcsw_toshima@a.toshima.ne.jp」へ。

「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。

区の職員が伺って、豊島区の現状や担当する職務について
の専門知識をお話します。
◇対象…主に区内で活動しているグループ・団体など。
◇費用…職員派遣にかかる費用は無料。学習会開催に必要な
費用（会場使用料など）や視聴覚機材などの準備は、グループ
・団体の負担です。また、教材費が必要な講座もあります。
◇派遣場所…区内の施設（個人住宅には派遣できません）。会
場の確保は、グループ・団体で行なってください。
◇派遣日時…原則として職員の勤務時間内で2時間以内。
◇派遣できない集会…個別の案件の苦情や陳情、個別相談、
政治活動、営利目的、飲食を伴う催し※担当課の繁忙期によ
っては講師の派遣ができない場合もありますので、ご了承く
ださい。
●平成29年度版「としま出前講座」のパンフレットができまし
た。ぜひ、活用してください。
学習・スポーツ課の窓口や区内の施設で配布して
います。区ホームページからダウンロードも可。

█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

みどりのまちづくり～身近なみどりを育てましょう～
地域のアンテナ役
「地域福祉サポーター」を募集！

平成29年度版「としま出前講座」

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5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 28,087
(＋1,200)

177,498
(＋1,724)

286,637
(＋1,716)
144,474
142,163

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

「知っておきたい 子どもの思
春期と親の心得～女の子の成長
に寄り添うために～」

7月3日㈪ 午前10時～11時45分
生活産業プラザ◇成長期の心と体に
ついて知識を深め、子どもの思春期
に準備◇小学校中学年から中学生の
保護者◇50名◇500円█保6か月以上
未就学児。1名500円█申Ｅメール（氏
名、電話番号、ファクス番号、保育
希望の場合は子ども
の氏名・年齢も記入）
で6月19日までに
「Ane ママグループ
TOMATO█EM anem
ama. tomato@gm
ail. com」へ※先着
順。
█問生涯学習振興グル
ープ☎4566‐2762

中央図書館古典文学講座
「源氏物語と仏教」（全8回）

7月20日から 原則毎月第3木曜
日（12月を除く） 午前10時～正午
中央図書館◇仏教の思想・信仰が深
く関わる感動の名場面を味読する。
講師…大正大学日本文学科教授／大
場 朗氏◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで「図
書館課企画調整グループ☎3983‐
7861、█FAX3983‐9904、█EMA0027900@
city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

●学習院大学
①「民事訴訟をすることになったら、
どれくらいの時間とお金がかかるの
か」…6月17日㈯ 午後1～3時
当大学（目白1‐5‐1）◇民事訴訟
の手続きの流れを見つつ、かかる時

間とお金を紹介。講師…当大学法学
部法学科教授／佐瀬裕史氏◇100名
◇1，000円
●川村学園女子大学
②「ヨーロッパの古城と宮殿～ドイ
ツ・オーストリア編～」…6月24日
㈯ 午後1～3時 当大学目白キャ
ンパス（目白3‐1‐19）◇ノイシュ
ヴァンシュタイン城、サンスーシ宮
殿、マルボルク城、シェーンブルン
宮殿を通してドイツの歴史を旅する。
講師…当大学生活創造学部教授／藤
井信行氏◇100名◇1，000円
●帝京平成大学
③「健康診断シリーズ1 健康診断に
ついて」…7月1日㈯ 午前10時～
11時30分 当大学池袋キャンパス
（東池袋2‐51‐4）◇健康診断の種
類や目的、各検査の意義や解釈など
を分かりやすく説明。講師…帝京大
学医学部附属新宿クリニック院長／
藤森 新氏◇100名◇500円
●学習院さくらアカデミー
④「高血圧の最新診療」…7月1日㈯
午後1時30分～3時 当大学（目白
1‐5‐1）◇高血圧の最新診療に
ついて解説。講師…東京女子医科大
学教授／市原淳弘氏◇100名◇1，620
円
█申①②③はファクスか E メールで
「生涯学習振興グループ█FAX3981‐
1577、█EMA0014606@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。④は電話で当ア
カデミー☎5992‐1040（午前10時～
午後5時。夜間講座開設時は午後7
時まで）へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

第4回ジュニアゴルフ教室

7月23日㈰ �第1部…午前10時
30分～正午、�第2部（経験者のみ）
…午後1時30分～3時 スポーツワ
ークショップピーウォッシュ（長崎

5‐1‐23）◇プロコーチの佐々木
孝則氏による、初心者から経験者ま
で対象の教室◇区内在住、在学の小
学生～高校生◇各回16名◇1，000円
◇ゴルフクラブ、
手袋、運動靴持参。
█申電話で6月29日
までに豊島区ゴル
フ協会事務局 松
澤☎3957‐6543
（ピーウォッシュ
内）へ※先着順。

資格など詳細は区ホームページか各
課窓口で募集要項などを確認してく
ださい。

区民ひろば臨時職員（登録制）

◇任期…最長6か月（更新あり）█申履
歴書（写真貼付）を地域区民ひろば課
窓口へ直接本人が持参※要事前連絡。
郵送不可。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

池袋スポーツセンター

6月12日㈪～16日㈮は、水の入替
えや館内清掃、トレーニング機器な
どの点検整備のため休館します。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

「2017年夏！体験ボランティア」
参加者募集

7月18日㈫～8月31日㈭の間で1
日～数日間◇区内の福祉施設やボラ
ンティア団体などでの活動体験◇中
学生以上◇300円
◇参加者説明会…①6月30日㈮ 午
後1時30分～3時30分、②午後4時
30分～6時30分、③午後7～9時
（中学生不可）、④7月2日㈰ 午前
10時～正午 いずれも生活産業プラ
ザ※①～④のいずれかに必ず出席。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●特別区長会事務局
「東北絆まつり2017仙台」

6月10日㈯・11日㈰ 仙台市内◇
東日本大震災からのさらなる復興と
その先の未来に向けて前進するため
に、「多彩な東北が、熱い絆で一つ
になる。」をテーマに、「東北絆まつ
り」を開催█申当日直接会場へ。
█問当局☎5210‐9701

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。

�「寛斎書道会」 毎月第1・3火
曜日 午後6～8時 南大塚地域
文化創造館◇月額3，000円█問元川
☎3981‐4358
�「翠燿会」 毎月1回 水曜日
午後1時30分～4時 南大塚地域
文化創造館◇成人の方◇入会金
2，000円、月額3，500円█問三谷☎
3985‐6257

�「千川ダンスサークル」 毎週火
曜日 午後5時30分～7時 千川
区民集会室◇50～80代の方◇入会
金2，000円、月額3，500円█問飯塚☎
5980‐9103
�写真サークル「ニッコール大塚」
奇数月第2土曜日 午前9時～正
午 東部区民事務所◇年会費
4，000円█問浅川☎3945‐5129
�「すがも吟詠会」 毎月第2・4
水曜日 午前10時～正午 区民ひ
ろば西巣鴨◇月額3，000円█問佐藤
☎3973‐9588

広告 広告（内容は各広告主に問い合わせてください） 広告

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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