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税・国保・年金税・国保・年金

福  祉福  祉

20歳前の病気やけがによる障害
基礎年金を受けている方へ

所得状況届または障害状態確認届
を提出してください。◇対象…20歳
前の病気やけがによる障害基礎年金
（年金証書の年金コードが2650また
は6350）を受けている方◇提出方法
…日本年金機構から郵送される用紙
に、住所、氏名を記入し、7月31日
（必着）までに国民年金グループへ郵
送。障害状態確認届（診断書）につい

ては、直接当グループ窓口へ持参。
※届書の提出が遅れると、一時的に
年金支給が停止されることがありま
す。
█問当グループ☎3981‐1952

福祉のしごと相談・面接会

7月8日㈯ 午前11時～午後4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇福祉や介護の仕事に就
職を希望する方を対象に、区内特別
養護老人ホームの各事業者のブース

で個別説明・相談█申当日直接会場へ。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

訪問型サービス従事者育成研修
の受講生を募集します！

研修修了者は、区に住民登録があ
る要支援1、2相当の方を対象とし
た訪問型サービス（家事援助のみ）に
従事できます。最終日は介護サービ
ス事業者の「就職相談会」に参加可。
詳細は区ホームページを参照◇日時
…説明会／7月12日㈬ 午前10～11
時、午後1～2時、研修／7月26日
㈬～28日㈮ 午前9時～午後4時
いずれも区役所本庁舎5階509会議

室◇内容…説明会／豊島区の高齢社
会の現状、訪問型サービス従事者育
成研修について、研修／介護保険制
度の概要、高齢者の特徴、認知症の
理解、緊急対応、不正の防止、個人
情報の保護、コミュニケーションの
手法、訪問のマナー、運営面・介護
現場の理解◇区内に住民登録がある
18～60歳の方◇50名
█申説明会は電話で7月11日までに高
齢者福祉課総合事業グループ☎4566
‐2435へ。直接窓口申込みも可※先
着順。
研修は説明会会場で申込み※応募

者多数の場合は抽選。

近年、都市型水害と呼ばれる突発的な短時間の集中豪雨や、台風などによる被害がたびたび発生しています。集中豪雨は、
狭い範囲に数時間にわたって強く降り、100㎜から数百㎜の雨量をもたらします。区内では平成25年、南大塚一丁目地区を
中心に160戸以上が浸水被害に遭いました。
大雨のシーズン到来にむけて、日ごろからの備えが必要です。台風・大雨が予想された際は、正確

な情報収集と水防・浸水防止や避難の準備を行ない、避難勧告が出されたら速やかに行動してくださ
い。動きやすい格好で単独行動を避け、協力して避難しましょう。

█問防災危機管理課☎3981‐2100

①危険箇所の確認…区役所で配布している防災地図や洪水ハザードマップを活用しましょう（当課窓口などで配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）。浸水の恐れがある場合は、安全な避難ルートを確認しておきましょう。
②自宅まわりの整理…屋根、外壁、雨戸、ブロック塀などを点検し、不備な箇所は補修しておきましょう。また、自宅周辺
の側溝のごみや泥を取り除き、水はけを良くしておきましょう。
③日頃の備え…浸水を防ぐための土のうを必要数用意しておきましょう。日頃から防災情報の収集に努めましょう。

下水道が整備された地域でも浸水被害が起こっています。都ホームページ█HPhttp : //www.gesui.
metro.tokyo.jp/の降雨情報を活用してください。 █問北部下水道事務所☎5820‐4352

手当名 対象者 （次の項目のいずれかに該当する方） 対象者（児）の年齢 担当

心身障害者福祉手当
※

1種 ①身体障害者手帳1、2級の方 ②愛の手帳1～3度の方 ③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方 20歳以上 新規の方は65歳未満

障害福祉課
障害者在宅
支援グループ

☎3981‐2141

2種 ①身体障害者手帳3級の方 ②愛の手帳4度の方

新規の方は65歳未満
難病患者福祉手当 ※ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則等に基づき、特定疾病自己負担分に係る医

療費の助成を受けている方

重度心身障害者手当
①重度の知的障害であって著しい精神症状を有する方 ②重度の知的障害と重度の身体障害が重
複している方 ③重度の肢体不自由者で両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難な方
（注）判定の結果非該当となる場合があります。

特別障害者手当 著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方で区の指
定する判定医により、手当の支給に該当する障害と認められる方 20歳以上

障害児福祉手当
①身体障害者手帳おおむね1級の方 ②愛の手帳おおむね1度の方 ③常時介護を必要とする状
態にある疾病、精神障害の方で、区の指定する判定医により、手当の支給に該当する障害と認め
られる方

20歳未満

心身障害者医療費助成 ※ ①身体障害者手帳1、2級（内部障害は3級まで）の方 ②愛の手帳1、2度の方 新規の方は65歳未満

児童育成手当
障害手当 ①愛の手帳1～3度程度の児童 ②身体障害者手帳1、2級程度の児童 ③脳性麻痺、進行性筋

萎縮症の児童 20歳未満

子育て支援課
児童給付
グループ

☎3981‐1417

育成手当 父または母が重度の障害状態にある児童 18歳に達する年度の3月末まで

特別児童扶養手当
①愛の手帳1～3度程度の児童 ②身体障害者手帳1～3級程度の児童（下肢障害4級程度の一
部も該当）（注）長期間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。

20歳未満

児童扶養手当 父または母が重度の障害状態にある児童 18歳に達する年度の3月末まで
（注）中程度以上の障害児は20歳未満

保険料や税金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6/21 ６月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保

険料、介護保険料および第１期分の特別区民税・
都民税（普通徴収）は、６月３０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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集中豪雨や台風接近に伴う大雨に注意しましょう
◆防災・気象情報を
随時発信中！

今日からはじめる台風・水害対策ポイント

東京都
下水道局より

心身障害者（児）の各種手当と医療費助成のご案内 障害の程度や年齢などの条件、所得の制限があります。詳細は各担当へ問
い合わせてください。

※今年度から心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、心身障害者医療費助成は東部障害支援センター☎3946‐2511、西部障害支援センター☎3974‐5531でも申請可能。

●「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。

豊島区
安全・安心メール

防災危機管理課
公式ツイッター

防災危機管理課
公式フェイスブック
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福  祉福  祉

後期高齢者医療後期高齢者医療

くらし等くらし等

子育て・教育子育て・教育

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

手話講習会（養成コース）
選抜試験

7月23日㈰ 午前10時から 西池
袋第二区民集会室◇科目…手話読み
取り、手話表現、面接◇次のすべて
に該当する方。①区内在住、在勤、
在学で20歳以上の方、②豊島区登録
手話通訳者認定試験において不合格
になった方で、再度合格を目指す方、
③手話講習会（9月1日から全18回）
に出席可能な方◇若干名█申往復はが
き（3面記入例参照。日中連絡可能
な電話番号、職業、手話歴、区外在
住者は勤務〈通学〉先の名称と所在地
も記入）で7月14日（消印有効）まで
に障害福祉課手話講習会養成コース
担当へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1963

後期高齢者医療保険料の催告書
を6月中旬に送付しました

◇対象…平成29年3月期までの保険
料に未納がある方◇納付方法…催告
書で6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お支払いくださ
い。期限内の納付が困難な場合は、
早めにご相談ください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

ハクビシン被害を防ぐために

次の点にご協力をお願いします。
◇えさになるものを減らす…ペット

の食べ残したえさなどを放置せず、
すぐに片づける。庭の果実を取り残
さない。
◇家屋へ侵入させない…6㎝の隙間
があれば侵入可能。家屋のまわりを
点検し、侵入口になるような穴をふ
さぐ。屋根に登れるような庭木の枝
を切り落とす。
ハクビシンが自宅内に棲みついて

いる、家庭菜園を荒らすなどの被害
が発生している場合は、委託業者を
派遣し、敷地内に箱わな（捕獲器）を
設置します。設置要件は問い合わせ
てください。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

7月13日㈭ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇講師
…ほあしこどもクリニック副院長／
帆足暁子氏。絵本のプレゼントあり
◇1歳6か月までの子どもの母親◇
30名◇スマイルカード持参█保5か月
～1歳6か月児。15名。5か月未満
児は親子同席。
█申6月26日午
前10時から電
話で当センタ
ー ☎5980‐
5275へ。直接
窓口申込みも
可※先着順。

豊島清掃工場
個人見学会のお知らせ

7月8日㈯ 午前10時～11時30分

当工場（上池袋2‐5‐1）※車での
来場不可◇清掃工場への理解を深め
ていただくための個人見学会◇50名
█申電話で7月6日までに当工場☎
3910‐5300へ※先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

7月29日㈯ 午前10時～午後3時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止�フリマ…区内在住、在勤、在学
の個人またはグループ◇100店舗（1
店舗面積2ｍ×2ｍ）※営業目的は
不可◇2，000円、�パネル展示…環
境問題に取り組む企業、団体◇5団
体◇5，000円█申ファクスか E メール
で「としまNPO推進協議会█FAX5951‐
1508、█EMen@toshima-npo.org」へ。
1名（1グループ）1通のみ※応募者
多数の場合は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」
都民の集い

6月25日㈰ 午後1時30分～4時
池袋西口公園◇薬物乱用のない社会
を目指し、全国で展開される「ダメ。
ゼッタイ。」普及運動の一環として
開催█申当日直接会場へ。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

適度な運動2
～何をどれだけやればい
いの？実践してみよう～

7月14日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇日々の運動
の方法や適量について楽しみながら
学ぶ。3か月実践プログラム付き。
その後のインボディ測定会で効果を

測定。講師…東京都健康長寿医療セ
ンター研究所／清野 諭氏◇50名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第1回認知症サポーター養成講
座スキルアップ講座

7月25日㈫ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇その人らしさを大切に
したかかわり方を学び、認知症サポ
ーターの活動について考える。講師
…NPO法人パーソン・センタード
・ケアを考える会／村田康子氏◇認
知症サポーター養成講座を修了した
方◇50名
█申電話かファクスで「介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2433、█FAX
3980‐5040」へ※先着順。

第8期第1回
豊島区男女共同参画推進会議

7月11日㈫ 午後6時30分から
（午後6時10分受付開始） としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）█申開始10分
前までに直接会場へ。
█問庶務・計画調整グループ☎5952‐
9501

平成29年度「明るい選挙ポスタ
ーコンクール」作品募集

投票の大切さを呼びかける作品、
選挙に行きたくなるような作品を募
集しています。入選作品は東京都の
コンクールに推薦されます。応募方
法などの詳細は、区ホームページを
参照か選挙管理委員会事務局へ問い
合わせてください。

◇応募資
格…区内
在住、在
学の小学
校、中学
校、高等
学校の児
童、生徒
█申郵送か
持参で9
月8日（必着）までに当事務局へ。
█問当事務局☎4566‐2821

ランドセルの選び方「ラン活講座」

6月24日㈯ ①午前11時から 区
民ひろば清和第二、②午後2時から
区民ひろば豊成◇西武池袋本店専門
講師によるランドセル選び方講座◇
未就学児と保護者█申電話で各ひろば
（①☎5961‐5756、②☎5961‐3494）
へ。
█問地域区民ひろば課☎3981‐1507

池袋本町あさがお市

6月30日㈮、7月1日㈯ 午前11
時～午後4時（あさがお鉢の販売状
況による） 池袋氷川神社参道（池袋
本町3‐14‐1）◇各種縁日ブース
もあり█申当日直接会場へ。
█問朝顔市実行委員会☎3971‐1806

長崎富士塚の山開き

7月1日㈯ 午後1～3時、2日
㈰ 午前10時～午後3時 浅間神社
（高松2‐9‐3）※雨天中止◇江戸
時代に流行した富士山信仰に基づく
模擬富士山の一つ、長崎富士塚（国
指定重要有形民俗文化財）を2日間
限定で公開█申当日直接会場へ。
█問文化財グループ☎3981‐1190

『赤い鳥』を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

7月1日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「初
夏の不思議」、江口渙「神鳴の子」█申

当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

笑顔でつながるまち・としま
～広げようこころのバリアフリー

7月11日㈫ 午後0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）◇障害のことをも
っと知ってもらうためのミニ講座や
体験コーナー、防災情報、事業所の
紹介、障害当事者のグループによる
パフォーマンスなど。先着で記念品
あり█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

多肉植物のアレンジメント

7月28日㈮ 午前10時～11時30分
赤鳥庵（目白庭園内）◇中学生以上◇
10名◇3，000円※キャンセル料2，000
円█申往復はがきかファクスかＥメー
ル（右下部記入例参照。参加人数、
ファクス番号も記入）で「〒171‐
0031 目白3‐20‐18 目白庭園、
█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp」へ。当庭園管
理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

東京音楽大学ピアノ演奏会
～ピアノ演奏家コース成績優秀
者による～

7月28日㈮ 第1部…午後1時開
演、第2部…午後3時30分開演、第
3部…午後6時30分開演 東京文化
会館（台東区上野公園5‐45）◇出演
…当大学ピアノ演奏家コース学生の
成績優秀者◇649名※要整理券。
█申電話かＥメールで「当大学演奏課
☎3982‐2496、█EMensouka@tokyo
-ondai.ac.jp」へ※先着順。

第12回自然に触れよう!!
いなか川遊び

7月29日㈯・30日㈰ 午前9時30

分 ＪＲ宇都宮駅集合（1泊2日）◇
川遊び、すいか割り、温泉、とうも
ろこしもぎ取り、クワガタ・カブト
ムシ捕りなど※雨天時は別内容◇区
内在住の子ども（4歳以上）と保護者
◇70名程度◇おとな10，000円、中学
生以下6，000円（交通費別）█申電子申
請（█HP http : //www.shinsei.elg-fr
ont.jp/tokyo/navi/procInfo.do?
govCode=13116&procCode=100
05419か下記二次元コード読み取り）
で6月28日までに申
込み※応募者多数の
場合は抽選。
█問那須烏山市農政課
☎0287‐88‐7117

「旦那さんはアスペルガー～で
も大好きです！」講演会＆パネ
ルディスカッション

7月30日㈰ 午後1時30分～3時
30分 としま産業振興プラザ（IKE
・Biz）◇発達障害の生きづらさや周
囲の苦労を理解し、前向きに生きる
ヒントを学ぶ。講師…ラポール・ラ
ボ／junko 田中氏、ゲスト…千葉
県発達障害者支援センター／神田一
起氏◇30名◇500円█保6か月以上未
就学児。要予約。定員あり。
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター事業企画グルー
プ☎5952‐9501、█FAX5391‐1015、█EM
A0029117@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

出前寄席

①「そんなあなたが騙される」…6月
30日㈮ 午後1時30分～2時10分
区民ひろば富士見台、②「悪質業者
に気をつけろ！」…7月4日㈫ 午
後2時50分～3時30分 区民ひろば
仰高
いずれも◇落語で詐欺商法や悪質

商法の手口・対処方法などを楽しく
伝える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

シルバー人材センター

①「ゆかた着付け教室」（全3回）…7
月1・8・15日 土曜日 午前10時
30分～正午◇女性の方◇10名※先着
順◇4，000円◇ゆかた、半幅帯、必
要な小物は各自持参、②「入会説明
会」…7月14日㈮ 午前9時30分～
正午◇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、③「パソコン＆iPad
教室」…�無料体験教室／ⓐ7月20
日㈭ 午後0時45分～2時15分、�
パソコン入門（全4回）／ⓑ7月8～
29日 土曜日 午前10時～11時30分
◇5，500円、�ワードⅠ（全4回）／
ⓒ7月5～26日 水曜日 午後0時
45分～2時15分、ⓓ7月7～28日
金曜日 午後3時～4時30分◇ⓒⓓ
とも5，700円、�iPad 入門（全4回）
／ⓔ7月3～24日 月曜日 午後0
時45分～2時15分、ⓕ7月6～27日
木曜日 午前10時～11時30分◇ⓔⓕ
とも5，800円、�夜間エクセル講座
（全8回）／ⓖ7月4日～8月29日
火曜日 午後7時～8時30分◇
14，000円

いずれもシルバー人材センター
█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ、③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。

ゆ う う つ

梅雨時に憂鬱な気分になってしまうことはありませんか？この時期は高
温多湿な環境条件や太陽光不足による体内時計の不調が要因で、ストレス
や気持ちの落ち込みが生じやすくなります。季節に合ったこころとからだ
のケアを心がけて、梅雨の時期を快適に過ごしましょう。
●こんな時はリフレッシュを
何となく頭がすっきりしない、意味なく不安になる、いらいらする、仕事
や家事が手につかない、いつも何かを食べている、眠れない、風邪をひき
やすくなった、など。
●簡単なリフレッシュ方法
・質の良い睡眠を取り、規則正しい生活をする。
・趣味などで夢中になれる時間を作る。
・夜はぬるめのお湯にゆっくり浸かり、朝に熱めのシャワーを浴びる。
・親しい友達と話したり、栄養バランスの良い食事をする。
いろいろ工夫をしてもつらい気持ちが2週間以上続く時は、うつ病の可能
性も考えて早めに受診しましょう。うつ病は治療ができ、治る病気です。
早めの受診が順調な回復につながります。
●相談窓口をご利用ください
池袋保健所と長崎健康相談所では、こころの不調や病気で困っているご本
人と家族のための相談を行なっています。まずは保健師にご相談ください。

█問池袋保健所健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
（月～金曜日 午前8時30分～午後5時）
�夜間の相談窓口もあります 東京都夜間こころの電話相談
☎5155‐5028（年中無休 午後5時～9時30分）

認知症は誰もがかかる身近な病気です。認知症の正しい知識を持ち、地
域で支え合う活動が高齢期の生活をサポートします。

持病や歯の治療、生活習慣病の予防が大切です。高齢期をどのように
過ごしたいか考えてみましょう。

軽い運動は予防効果が期待されています。区では、体と脳の老化を予
防する介護予防事業に取り組んでいます。

認知症の方は何もできないわけではありません。できにくくなったと
ころをサポートしましょう。

地域の高齢者総合相談センターに相談して、サービスや生活上の支援
について確認しましょう。

認知症の人への理解を深める講座として「認知症サポーター養成講座」
「スキルアップ講座」などがあります。誰でも参加できて気軽に話せる
「認知症カフェ」も区内各所で開かれています。

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。

区では、行政情報公開制度により、区の保有する行政情報の公開手続
きを整備し、区民の皆さんの知る権利を保障しています。また、個人情
報保護制度により、区の保有する個人情報等の取扱いについての適正な
管理のルールを定め、自己の個人情報等について開示、訂正などを請求
する権利を保障しています。これらの制度を実施することで区民の皆さ
んの区政への積極的な参加を促進するとともに、個人の権利利益が侵害
されることのないよう保護しています。実施状況は下表1・2参照。
※詳細は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。

█問行政情報グループ☎3981‐4404

平成28年度「行政情報公開制度」「個人情報保護
制度」の実施状況をお知らせします

「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。

株式会社平田組紐ホームページ
█HPhttp: //hwm5.spaaqs.ne.jp/hirata
kumihimo/
█問商工グループ4566‐2742

平田組紐の平田晃氏は幼少の頃から父、初代平田
竹峯氏の指導を受け、昭和51年に二代目竹峯として家業を継いだ。
組紐は中国から伝来したのち、平安期には日本独自のものに発展。

長い歴史を経て無数の組紐が生まれる中で、東京組紐は武具として
発達していった。刀で切りづらく軽くて丈夫なことから、主に鎧や
兜などに使われた。決して緩まず弾力性があり、かつ動きやすさを

い

持つ組紐。その技術が今や帯締めとなって活かされている。平田組
紐では、主にこの帯締めを制作している。
多くの組台を使い分け、30種類以上もの多彩な組み方で美しく繊

細な紐を組む姿は、まさに職人。「本物を作っている限り、伝統工
芸は決して廃れないものです。平田組紐が生き残っているのは、国
産の絹糸と、古くから伝わる技法
にこだわっているからですよ」と、
胸を張る。

表1 行政情報公開請求・公開の状況（件数）

区分 受付 取下げ
決 定 内 容 公開方法

公開 部分
公開 非公開（うち

不存在）未決定 閲覧 写しの
交付

請求 319 11 113 210 30 （26） 0 19 304
表2 保有個人情報等の開示、訂正、削除、利用又は提供の中止請求の処理状況（件数）

区分 受付 取下げ
決 定 内 容 開示方法

応じる 応じら
れない

（うち
不存在）未決定 閲覧 写しの

交付 視聴全部 一部
開示 56 1 26 28 8 （8） 0 4 50 0
訂正 0 0 0 0 0 （0） 0 ― ― ―
削除 0 0 0 0 0 （0） 0 ― ― ―
中止 0 0 0 0 0 （0） 0 ― ― ―

※受付件数と決定内容の合計件数の相違は、1件の受付で複数の公開決定・開示決定がなされた
ものがあるため
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ご存じですか？認知症のことこころとからだを
リフレッシュしてみませんか？

ととととととととととととととととととととししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままのののののののののののののののののののの伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝統統統統統統統統統統統統統統統統統統統統工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士 1
認知症になる前に備えておきたいことは？ く み ひ も

「東京組紐」 平田 晃氏
（豊島区伝統工芸保存会会長）

伝
統
の「
粋
」を
組
む

認知症を予防するには？

認知症の方の家族や支えている方は何をすればよいの？

困ったことはどこに相談すればよいの？

認知症を理解するには？

█問介護予防・認知症対策グループ☎4566‐2433

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

2 3広報としま情報版 平成29年（2017年） 6月21日号 No.1742 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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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

官公署だより

起業に役立つセミナー「資金調
達の基本と事業計画の作り方」

7月12日㈬ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
起業に詳しい税理士／湊 義和氏が
開業に必要な資金の調達方法や事業
計画の作成方法を説明◇起業を考え
ている方、創業間もない方◇40名
█申電話で東京商工会議所豊島支部☎
5951‐1100へ※先着順。

みらい館大明

①異文化体感イベント「ミャンマー
の食と文化」…7月18日㈫ 午後0
時30分～2時30分◇レクチャーと代
表的なヌードル「オンノカオスエ」を
試食し文化・習慣などを学ぶ。講師
…NPO 法人MHF◇20名◇1，000円、
②パソコン講座 仕事を応援！「土
曜講座 ワード・パワーポイント」

…ⓐ7月22日㈯／ワードでビジネス
文書、ⓑ7月29日㈯／パワーポイン
ト2013入門 いずれも午前10時～午
後5時◇ワードかエクセルの経験者
◇各8名※2講座受講者優先◇1講
座4，500円、2講座6，000円、③子ど
もモノづくり学校「即興劇に挑戦」…
7月23日㈰ 午後2～4時◇体を動
かすゲームなどを行ないながらみん
なでひとつの物語をつくる◇小学生
以上◇15名◇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。直接窓口で申
込みも可※先着順。

あなたのチカラで地域を支える！
在宅福祉サービス協力会員（有償
ボランティア）募集説明会

7月14日㈮ 午後2時～3時30分
区役所東池袋分庁舎3階◇①リボン

サービス（家事援助を中心としたサ
ービス）、②ハンディキャブ（車いす
のまま乗降できるリフト付自動車の
運行）、③困りごと援助サービス（電
球交換や軽易な家具移動など、30分
程度で終了する簡易作業の提供）の
3事業の概要説明と車いすの操作方
法。説明会終了後、希望者は会員の
登録手続き可◇福祉に関心のある方
や車の運転が好きな方、空き時間を
使って活動をしてみたい方など。活
動経験や特別な資格は不問。
█申電話でボランティア担当☎3981‐
9250へ。

●東京二十三区清掃一部事務組合
「議会定例会開催」

6月26日㈪ 午後2時から（予定）
東京区政会館20階202・203会議室
（千代田区飯田橋3‐5‐1）◇30名
█申当日直接会場へ。午後1時から受
付開始※先着順。
█問当組合議会事務局☎5210‐9729

◆高南第二 「影絵の世界を歌う」
…6月25日㈰ 午後2～3時◇影
絵と童謡や懐かしい日本の歌のコ
ラボレーション◇出演…大澤よし
こほか、影絵制作…宮崎 紀玖雄、
影絵出演…みみずくといちょうの
木█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆西巣鴨第二 「ミニ運動会」…6
月28日㈬ 午前11時から（午前10
時45分受付開始）◇乳幼児親子向
けの運動会ごっこ█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆高松 「大人の教養・ジャズを
楽しもう！」…6月29日㈭ 午後
1時30分から◇ジャズの楽しさを
伝えます。解説…NHK 横浜 FM
「横浜サウンドクルーズ」パーソナ
リティー／柴田浩一氏█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆清和第二 「子育てママさん交
通安全講座」…6月29日㈭ 午前
11時～11時40分◇警察官による交
通安全の意識を高める講座█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆椎名町 「七夕ケーナコンサー
ト」…7月1日㈯ 午後1時30分
～3時◇演奏…下町ケーナ同好会
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆南大塚 「全日曜開館スタート
記念ハートフルサンデー 七夕コ
ンサート」…7月2日㈰ 午後2
時～3時30分◇小さな子ども連れ
も大歓迎。親子で楽しめるステー
ジ◇出演…平山 智香子（ソプラ
ノ）、梅原尚子（ピアノ）█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆豊成 「あんトレ（安全行動イメ
ージトレーニング）」…7月2日㈰

午前11時～正午◇ミニワークショ
ップやクイズ形式で、子どもの安
全安心について考える。講師…㈱
生活環境工房あくと／若林直子氏
◇乳幼児の保護者█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆池袋本町 「みんなのひろば作
品展」…7月7日㈮ 午前9時～
午後5時（最終受付午後4時30分）、
8日㈯ 午前9時～午後3時（最
終受付午後2時30分）◇団体と個
人の手芸・絵画・書道などの作品
発表会。近隣の保育園児の作品も
多数展示█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆高南第一 「高南七夕コンサー
ト」…7月7日㈮ 午後1時15分
～2時30分◇地域の音楽家による
中国の伝統楽器「二胡」の演奏会◇
出演…王 霄峰█申当日直接当ひろ
ばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆駒込 「影絵の世界を歌う」…7
月9日㈰ 午後2～3時◇幻想的
な影絵をピアノの演奏に合わせて
楽しむ◇出演…大澤よしこ、大澤
和音ほか、影絵制作…宮崎 紀玖
雄█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3917‐9873
◆富士見台 「パパ・ママ集まれ
子育てセミナー」…7月15日㈯
午前10時～正午◇「パパ・ママと
リズム体操」「パパ・ママ子育て経
験談～豊島区保育園事情と子ども
達の将来～」█申7月10日までに直
接当ひろば窓口へ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆朋有 「朋有えんにち・盆踊り」
…7月23日㈰ 午後0時30分～3
時45分◇えんにちで遊んだ後、皆
で盆踊りを踊りましょう。出演…
藍鼓█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781

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

◆としま区民芸術祭第38回豊島区
文化祭「大会部門」参加団体募集…
11月18日㈯／コーラス大会、11月
19日㈰／民踊大会、11月25日㈯／
吟剣詩舞大会、11月26日㈰／器楽
演奏会◇コーラス大会、民踊大会
は2名以上◇詳細は当財団ホーム
ページ参照█申電話で7月3日まで
にプランセクション☎3590‐7118
（平日午前10時～午後5時）へ。
◆美術へのいざない 「深海2017」
…7月19日㈬ 午後6時30分開演
としまセンタースクエア（区役所
本庁舎1階）◇国立科学博物館特
別展の見どころ紹介◇200名█申往
復はがき（3面記入例参照）で7月
5日（必着）までに「〒171‐0022
南池袋2‐34‐5 藤和第2ビル
としま未来文化財団『美術へのい
ざない係』」へ※応募者多数の場合
は抽選。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●南大塚 第99回南大塚ホール落
語会…8月17日㈭ 午後6時30分
開演◇出演…笑福亭たま、桂まん
我、立川こはるほか◇友の会
1，000円、一般（前売）1，200円、一
般（当日）1，300円█申各地域文化創
造館窓口（巣鴨を除く）で発売中。
当館のみ電話予約可。
◆各館文化カレッジ等受講生募集
●巣鴨 ①【209】夏休みこども英
語教室“ENGLISH IS FUN !”…
7月22日㈯・23日㈰ 午前10時30
分～正午 南大塚地域文化創造館
◇20名◇1，000円◇7月5日（必
着）、②【211】中国文化講座「中国
書画入門」…8月21日㈪・23日㈬
・25日㈮ 午後4時～5時30分
北京語言大学東京校（南池袋2‐
29‐14）◇20名◇1，500円◇7月31
日（必着）

●南大塚 ③【505】落語で学ぶ！
現代事情～大塚編～…7月4日㈫
午前10時～11時40分◇100名※先
着順、④【507】親子で楽しむ落語
入門講座「江戸の落語を現代に」…
8月17日㈭ 午前10時～11時30分
◇30組◇おとな1，000円、子ども
無料◇7月7日（必着）
●雑司が谷 ⑤親子ペアで体験！
「私の夢はパティシエ」…【307】7
月26日㈬・【308】7月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）、⑧
【313】はじめての水墨画…8月26
日、9月9日 土曜日 午後2～
4時◇12名◇1，100円◇7月30日
（必着）

いずれも区内在住、在勤、在学
の18才以上、【209】は区内在住・
在学の小学校中学年、【507】、
【307】～【312】は親子どちらかが区
内在住、在勤、在学で子どもが小
・中学生█申往復はがき（3面記入
例参照。講座名前の番号も記入）
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。【505】は南大塚地域
文化創造館窓口か電話のみ。
█問巣鴨☎3576‐2637※7月1日か
ら☎070‐6555‐6876（平日午前9
時～午後5時）、南大塚☎3946‐
4301（〒170‐0005 南大塚2‐36
‐1）、雑司が谷☎3590‐1253（〒
171‐0032 雑司ヶ谷3‐1‐7）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
5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）

11日 0．07 0．07 0．06

29日 0．06 0．07 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） 6月21日号 No.1742 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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