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国際アート・カルチャー都市としま広  報
主な内容
4・5面

子どもに見せたい舞台vol.11

　「チョコレート工場の秘密」で
おなじみのロアルド・ダール作

「魔法のゆび」を舞台化。主人公
の８歳の女の子「わたし」とその
お隣に住むグレッグさん一家に
起こった、奇想天外なお話。
　振付・構成・演出を担当するス
ズキ拓朗が客席を巻き込みなが
ら、歌や映像、言葉遊びが盛りだ
くさんのエンターテインメントに
仕立てます。

●主催…としま文化創造プロジェクト実行委員会（豊島区、豊島区教育委員会、NPO法人アートネットワーク・ジャパン、
　NPO法人芸術家と子どもたち、公益財団法人としま未来文化財団）
●料金…子ども（小学生以下）500円、中・高校生1,000円、おとな2,000円（全席指定）
　※0歳から入場可能。２歳以下無料（保護者の膝上の場合。席が必要な場合は有料）。
●チケット発売開始…区民／ 7月1日㈯、一般／ 7月2日㈰
　・としまチケットセンター☎5391-0516
　　（休館日を除く午前10時～午後7時）
　・チケットぴあ　 http://t.pia.jp/、
　　☎0570-02-9999　Pコード459-349
　・イープラス　 http://eplus.jp/
　あうるすぽっと☎5391-0751

HP

HP

問
このほかにも夏のイベント盛りだくさん！2・3面もご覧ください。

※受付開始／開演の60分前、客席開場／開演の30分前
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「紫雲荘活用プロジェクト」「紫雲荘活用プロジェクト」

マンガ
をかなえるのだ！夢

マンガの聖地での聖地で
をかなえるのだ！夢
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9月3日㈰　
①午前11時～11時45分
②午後1時30分～2時15分
旧真和中学校 4階音楽室

◇Theatre Ortが演じる、よみ
きかせの気軽さとおしばいの
迫力を体験。

◇ダンサー森川弘和による
親子のためのからだあそび
ワークショップ◇4～7歳の子どもと保護者

9月2日㈯ ①午前11時～11時45分
 ②午後3時～3時45分
ぞうしがや こどもステーション

（千登世橋教育文化センター内）
◇美しい声の唄い手横手ありさによる、
歌とギター、太鼓演奏のミニライブ。
◇0歳～小学生の子どもと保護者
◇2名1組(子どもとおとな) 500円
※家族1名追加でプラス200円
　

としまアート夏まつり2017
アートと触れ合うプログラムを展開。夏の
思い出づくりに出かけよう！詳細はホーム
ページをご覧ください。
※イベントにより要予約、先着順あり。

みんなの日本舞踊
8月18日㈮　午後3時から
◇分かりやすい解説付きで日本舞踊の世界へ！
出演…花柳 基、藤間蘭黄、ナビゲーター…桂 吉坊◇全席指定。4歳～小学生
500円、中・高校生1,000円、おとな2,000円※4歳未満入場不可。

あうるの街の夏まつり2017
今年もみんなで笑ったり、遊んだり、ちょっと考えたりできる時間を多彩にラインナップ。
観たあとにきっと誰かと話をしたくなる「夏まつり」です！詳細は当ホームページをご覧ください。

子供のためのシェイクスピア「リア王」
7月14日㈮～ 19日㈬ ※時間は日程により異なる。
◇四大悲劇のひとつ「リア王」が登場！
◇全席指定。高校生以下1,500円、おとな5,000円 ほか

海のこどもたち
7月22日㈯・23日㈰　午後1時から
◇沖縄発、パントマイムとダンスと三線で紡ぐ、ちょっとおかしくて切
ないファンタジー◇全席指定。小学生500円、中・高校生1,000円、
おとな2,000円 ほか※未就学児入場不可。

近藤良平・コンドルズ「にゅ～盆踊り」

◇池袋・夏の風物詩、今
年も２日間開催します。

■HP http://www.owlspot.jp/　■問あうるすぽっと☎5391-0751

絵本のじかんだよ！
7月25日㈫　午前11時から、午後3時から

◇オフロスキーでもおなじみの小林顕作による
ごきげんな絵本の読み聞かせ、抱腹絶倒の面白さ！
◇全席指定。小学生以下500円、中・高校生1,000円、おとな2,000円
※0歳から入場可能。3歳未満無料（保護者の膝上の場合。席が必要な場合は有料）。

あうるのまちのあそびば
7月15日㈯～ 8月18日㈮
◇１階エントランス、２階劇場ホワイエに親子
で遊べるあそびばが出現。作って飾って創造の
つばさをひろげて楽しむ参加型企画。

東京手描友禅

夏 休み親 子 伝 統 工 芸 教 室

図 書 館タンテイ

８月１日㈫　午前の部…午前10時～正午、午後の部…午後１～３時　としまセンタースクエア（区役所本庁舎１階）
毎年大好評！伝統工芸の技を体験できます。親子で一緒に楽しいものづくりの時間を過ごしませんか？◇小学生と保護者◇講座の料金は1名分（材料費）
■申電話で各講師宅へ※先着順。　■問商工グループ☎4566-2742

貴金属装身具

●親子で作ろう、シルバーアクセサリー
◇午前・午後各５組
◇子ども（小学３年生以上）…四葉クローバープレート、おとな…指輪◇1,500円
■問島 功☎3973－3014

東京三味線

●三味線の材料でネックレス・
　お箸づくり＆三味線弾き体験
◇午前・午後各５組
◇ネックレス…1,000円、お箸…2,000円
■問髙橋定裕☎3982－8888

親子で学ぼうお金のはなし
～貯金箱づくり～

めざせ！お金博士

7月29日㈯　午後２～４時　生活産業プラザ

消 費 生 活 講 座 親 子 工 場 見 学バスツアー  

夏休み特別企画「ものづくりの現場を見に行こう！」
(小学3・4・5年生向け)

大正製薬㈱(医薬品)・㈱ウエマツ(印刷)Aコース

7月25日㈫　午前8時15分池袋保健所前集合～午後4時30分頃池袋解散

㈱関越物産(食品)・スーパーバッグ㈱(製袋)Bコース

7月28日㈮　午前7時45分池袋保健所前集合～午後6時頃池袋解散

いずれも◇昼食付き◇区内在住、在勤、在学の小学生以上の子どもと保護者
(1家族3名まで)◇各40名◇1名1,500円　
■申往復はがき(①保護者氏名、②子ども
の氏名と学年、③住所、④日中連絡でき
る電話番号、⑤希望のコース、⑥区内の
在住、在勤、在学を記入)で7月14日(必
着)までに生活産業課工場見学担当へ
※応募者多数の場合は抽選。
■問当課商工グループ☎4566-2742

親子でお金の使い方をクイズ形式で学んでみませんか？
夏休みの自由課題にピッタリな貯金箱もつくります。
①おこづかいの意味と上手なお金の使い方を学ぼう
②二択クイズ「お金博士をめざせ！」
③貯金箱工作※おこづかい帳プレゼント！
◇講師…東京都金融広報委員会金融広報アドバイザー
／吉田淳子氏
◇区内在住、在学の小学生と保
護者◇25組◇貯金箱を持ち帰
る袋、色付けしたい方はマーカー
などの彩色用品を持参。
■申電話で消費生活グループ
　☎4566-2416へ※先着順。

7月2９日㈯～ 8月６日㈰　開館時～午後4時30分　各館児童コーナー
図書館クイズに挑戦！図書館にあるたくさんの本の中から答えを探して認定証
をもらおう！◇小学生◇当日直接各館へ。
■問各館

中央図書館 「真夏のジャングルアドベンチャー～ミッション！ナゾの森林地帯から脱出せよ！～」☎3983-7861

駒込図書館 「怪人こまちゃんVSこまと探偵団～こまちゃんをたすけだせ！～」☎3940-5751

巣鴨図書館 「ことしも『じぞうトラベル』はじめました～いろいろな世界へ旅をしよう。行先はお楽しみ！～」☎3910-3608

上池袋図書館 「救え！ぼくらのカミィ！～君たちの知恵が、カミィを救い出す力となる～」☎3940-1779

池袋図書館 「求む！スペースレンジャー！！～宇宙をめぐり7つの星のナゾを解明せよ！～」☎3985-7981

目白図書館 「ムッシュ・メジロ探検隊とまぼろしの宝をみつけよう！～君だけの宝を手に入れられるか！？～」☎3950-7121

千早図書館 「ちはやちゃん、世界食べあるきの旅～きつねのちはやちゃんといっしょに、世界中のおいしいものを調査しよう！～」☎3955-8361

図書館クイズに挑戦！図書館にあるたくさんの本の中から答えを探して認定証

■HP http://toshima-saf.jp/　
■問 NPO法人アートネットワーク・ジャパン☎5961-5200

©涌井直志

©石川純

7月15日（土）・16日㈰　
午後5時30分から　
池袋西口公園

◇水江未来がナビゲーターを務める一夜限りの映画館が校庭にオープン。

8月23日㈬・24日㈭　
①午後6時～ 6時50分
②午後7時30分～ 8時20分　
みらい館大明 3階

◇不思議な授業に釘付けに
なる「一緒に遊べる演劇」。
企画・創作…外の刺激＋
フランケンズ

◇8歳以上※7歳以下は保護者同伴で入場可。
◇4歳～高校生300円、おとな600円

8月19日㈯　午後7時30分～ 8時15分　巣鴨北中学校 校庭
※荒天の場合は20日㈰に順延。

❶友禅体験をしてみよう ◇2,000円
❷ハンカチに何でも自由に描いてみよう ◇1,000円
❶❷とも◇午前5組、午後7組程度
■問土田英彦☎3915－5347

❸ハンカチに
　色挿しをして
　みよう
◇2,000円◇午前４組、
午後7組程度
■問大久保 紀保
☎3986－7037

8月12日㈯ 午前10時30分から 区民ひろば富士見台
8月13日㈰ 午前10時30分から 区民ひろば要　　
8月26日㈯ 午前10時30分から 区民ひろば西池袋　　
 午後3時から 区民ひろば南大塚　
8月27日㈰ 午前10時30分から 区民ひろば駒込
 午後3時から 区民ひろば目白
9月3日㈰ 午前10時30分から 区民ひろば豊成　
 午後2時30分から 区民ひろば朋有　

©西野正将

おとなも楽しめる社会科見学

出出せせよよ！！～～」」

お土産ももらえるよ

名探偵は君だ！
本を読んで謎を解き明かせ！

匠の技に触れてみよう

シアター オルト

さんしん
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西武池袋線
椎名町駅

目白映画跡

紫雲荘

トキワ荘跡
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あけぼの湯跡
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マンガ家をめざす若者をまちぐるみで応援
「紫雲荘活用プロジェクト」「紫雲荘活用プロジェクト」
マンガ界の第一人者、手塚治虫氏、藤子不二雄Ⓐ氏、藤子・F・不二雄氏、石ノ森章太郎氏、赤塚不二夫氏らのマンガ家が
「トキワ荘」に住み、若手時代を過ごした南長崎地域。トキワ荘だけでは手狭になった赤塚氏が住居兼仕事場としてトキワ荘と
同時に借りた「紫雲荘」は今も現存しています。この紫雲荘を活用して、まちぐるみでマンガ家のタマゴを応援するのが
「紫雲荘活用プロジェクト」。今回は5月に入居した第3期生3名を中心にお話をお聞きしました。
■問文化観光課マンガ・アニメグループ☎4566-2758

　マンガの聖地としまの象徴として、地域へ・世界へマンガ・アニメ文化を発信する拠点「（仮称）マンガの聖地
としまミュージアム（トキワ荘復元施設）」を平成32（2020）年3月、南長崎花咲公園に開設します。トキワ荘の
外観、マンガ家の住んだ居室を忠実に再現するほか、トキワ荘ゆかりの資料の展示などを予定しています。
■問当グループ☎4566-2758

◀1/50スケールのトキワ荘模型。平成
27年度に区が実施した「トキワ荘等に
関する基礎調査」の成果物として作成。
現在トキワ荘通りお休み処で展示中。

紫雲荘の大家　　大山朱実さん
青春の1ページを後押ししてあげたい

　このアパートが生まれたのは昭和34年。築50年以上になり一度は取
壊しも考えましたが、地域の皆さんや区の情熱に後押しされ、今に至っ
ています。にぎやかなことがお好きだった赤塚先生の部屋には、人を呼
び寄せるパワーがあるのかもしれませんね。“紫雲”にも幸運を招き入れ
るという意味があるんですよ。
　幸い1期生も2期生も、ここで過ごした時間を「楽しかった」「青春だっ
た」と言ってくださいます。入居する皆さんは、多かれ少なかれ不安を感じています。そうし
た中から前進するきっかけをお手伝いできればと考えています。
　私自身、子どものころトキワ荘に行ってマンガ家さんに遊んでいただいた記憶があります。
生まれ育ったこのまちにトキワ荘が再建される日を楽しみに、これからもマンガ家のタマゴの
皆さんを応援していきたいと思っています。

巣立て！マンガ家。ぼくたち紫雲荘3期生！

マンガ
をかなえるのだ！夢

マンガの聖地での聖地で
をかなえるのだ！夢

　会社員になってもマンガ家への夢を捨てきれず
にいたところ、テレビでプロジェクトを知り、すぐ
に「住まわせてください」と訪ねていきました。で
も審査を受けてくださいと門前払いをくらって
（笑）。仲間と切磋琢磨するトキワ荘には、以前か
らあこがれていました。実際、2人とは腹を割っ
て話ができる、インターネットでは得られない関
係です。特に立藤くんとは同じジャンルで新人賞
を狙っているのですが、手の内を隠したりはしま
せん。率直に批評もできるし、むしろお互いに高
みを目指す良きライバルです。まちの人も歓迎会
を開いてくれたり、八百屋さんでバナナをおまけ
してくれたり、温かく見守ってくれるのがありがた
いです。
　地道にキャリアを重ねていく中で、自分の思い
を投影させ
ながら、か
つ大勢の人
に伝わる表
現を見つけ
ていきたい
です。

紫雲荘の仲間は
       最高のライバル

　美大に通っていた頃は、日々煮え切らない思い
を抱えていました。大学を辞め、生活のあてがな
い時に出会ったのがこのプロジェクトです。池袋
に近くて実質2万円という家賃は大きな魅力です
ね。大家さんもおにぎりを差し入れてくれたり、
第二の母のように接してくれます。そして何と言っ
ても情報交換できる仲間の存在は大きいですよ。
一人だと怠けてしまうので、〆切を公言して自分に
カセをはめています。アイデアを話すと「そのキャ
ラクターは違う性格かと思ったよ」など、自分で
は気づかない視点が返ってくることもあります。
　ぼくは、とにかく早く売れたいですね。将来
特撮関係にも関わっていきたいので、夢をかな
えるために何にでもチャレンジするつもりです。
時 「々オレ、一生やっていけるのかな」と不安に
なります。でも仲間がいるとなんとかなる気がし
てきます。それに赤塚先生のパワーでしょうか。
どこかから「突き抜けろ！」という声が聞こえるん
ですよ(笑)

　2期生の方のTwitterでこのプロジェクトを知り、福岡から上
京しました。売り込むにしても打合せをするにしても、出版社の
ある東京にはやはりチャンスがあります。特にここは出版社まで
自転車で行けるような距離ですから。今までマンガ家は雲の上
の存在でしたが、やればできるという感じがしています。今は
トレーニング期間というより、この3年間で最前線に行くんだ！
という気持ちです。
　入居してまもなく、3人で腹を割って話したんですよ。とに
かく2人が本気でマンガを描いていることがわかって刺激に
なりました。2人に負けずに自分もがんばろう！という気持ち
になりますし、作品を誰よりも早く彼らに見てほしいと思う
んです。ぼく自身、マンガから大きな影響を受けてきたので、
ぼくも同様にメッセージ性のある作品を描きたいと思ってい
ます。自分の中にあるものを昇華して、大勢の人に感動し
てもらえるようになればうれしいです。

髙橋和希さん　27歳

チャンスをつかむため
      に突き抜けたい！

藤原絵人さん　21歳

「トキワ荘」復元へ！
（仮称）マンガの聖地としまミュージアム プロジェクト進行中

トキワ荘のあったまち南長崎　散策ポイント

❶マコちゃんモニュメント

Ⓒ森安なおや

❹ゼロくんモニュメント

Ⓒ寺田ヒロオ

❺記念碑「トキワ荘のヒーローたち」

❻トキワ荘跡地モニュメント

❼トキワ荘通りお休み処

❷レオ＆ライヤモニュメント

Ⓒ手塚プロダクション　

昭和のマンガ家たちゆかりの
スポットが様々あります。
当時の面影を感じながら、
まちあるきを楽しんで

みませんか？

◀マンガ家たちの自
筆の似顔絵やサイン
が入っています。

現在は解体されて
しまっている伝説
のアパート「トキワ
荘」。ここがその跡
地だったことを記
しています。▶

平成25年オープンの休
憩・案内施設です。トキ
ワ荘関係の展示やマン
ガの閲覧ができます。▶

この3年で
最前線を目指します

立藤朋廣さん　23歳

文化を通じて
豊かなこころで
暮らせるまちに

　この界わいは長く住み続ける人が多いと同時に、よその人を広く受け容れる風土がありま
す。小学校でマンガやアニメのワークショップも行なっているのも、文化が心の糧になり、地
域に愛着を持ってもらえればと考えるからです。そういう意味で、このまちが“小さなとしま”
になることを目指しています。時間はかかるかもしれませんが、50年後、100年後にもいいま
ちだと言ってもらえるようになりたいものです。

会長　足立菊保さん
幹事長　羽場宏祐さん
広報担当　小出幹雄さんとしま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会

❸ラーメン屋台モニュメント

Ⓒ鈴木伸一

　地道にキャリアを重ねていく中で、自分の思い
を投影させ
ながら、か
つ大勢の人
に伝わる表
現を見つけ
ていきたい

ですよ(笑)

　2期生の方のTwitterでこのプロジェクトを知り、福岡から上
京しました。売り込むにしても打合せをするにしても、出版社の
ある東京にはやはりチャンスがあります。特にここは出版社まで
自転車で行けるような距離ですから。今までマンガ家は雲の上
の存在でしたが、やればできるという感じがしています。今は
トレーニング期間というより、この3年間で最前線に行くんだ！

　入居してまもなく、3人で腹を割って話したんですよ。とに
かく2人が本気でマンガを描いていることがわかって刺激に

大山さん

足立さん

小出さん

羽場さん

髙橋さん作

藤原さん作

立藤さん作
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夏季は、食中毒菌の活動も活発になるので、バーベ
キューなどの野外調理には注意が必要です。食中毒菌
は増えても腐敗したときと違い、外見や味、に
おいは変わりません。腹痛、下痢、おう吐
などの食中毒から身を守るため、次のポ
イントに注意しましょう。

●予防方法
日頃から整腸作用を持つ乳酸菌が多い食品
（ヨーグルト、ぬか漬など）を含む、バランスの
よい３度の食事で抵抗力をつけましょう。
加工食品には「消費期限」と「賞味期限」があります
（下表参照）。「保存方法」などを確認し上手に利用しましょう。
また、購入後は早めに冷蔵庫などに移しましょう。冷凍保存す
れば食中毒菌は増えませんが、なくなるわけではありません。開
封後は期限にかかわらず早めに食べましょう。●調理の時の注意点

・肉や魚介類を切った後は、まな板と包丁をよく洗浄する。
・調理器具や手指を介して食品に食中毒菌が移らないよ
う、作業ごとに手を洗浄する。

・ひき肉や肉の厚い部分などは中心まで十分加熱する。

夏は食中毒の季節！ 生焼け肉の食中毒に注意しましょう
～特に鶏たたき、炙り肉は控えましょう～

●食事の時の注意点
肉類を生焼けや加熱不足で食べると食中毒になる危険性があります。特に乳幼
児や高齢者は注意しましょう。
昨年の都内の食中毒発生原因を見ると、カンピロバクターという食中毒菌が付
着していた生肉による事例が、全体の患者数の約３割を占めています。

■問食品衛生グループ☎3987－4177

消費期限と賞味期限の違いとは？

消費期限

どんな
意味なの？

賞味期限
保存方法を守れば、
腐敗などの心配がな
く安全な期限

保存方法を守れば、
品質が良好に保たれる
期限

どのような
食品が
対象なの？

弁当、惣菜、調理パン、
生菓子類、刺身など

冷凍食品、ハム、スナッ
ク菓子類、乳製品など

あぶ

そうざい

リトル・ママフェスタTOKYO2017夏 小・中学校の保護者の方へ
就学援助の

申請忘れはありませんか 
7月7日㈮・8日㈯　午前10時～午後4時30分（入退場自由）
池袋サンシャインシティ文化会館4階　
展示ホールB（東池袋3-1-4）

国公立小・中学校でかかる学校給食や
学用品、卒業アルバムの費用などを区
で援助します。
●対象…区内在住で国公立小・中学校
へ通う児童・生徒の保護者で、次のど
ちらかに該当する方。①生活保護受給者、
②所得が一定基準以下（申請書参照）。
●申請書…新学期に学校を通じて児童・生徒に配布。学事グルー
プおよび総合窓口課、東・西区民事務所でも配布。
※申請は随時受け付けますが、認定は申請月からになります。
■問当グループ☎3981-1174　

「ママと子どもの明日を応援！」をテーマに約15,000人が来場するビッグイベン
ト！ 子育てを応援する企業ブースや、ママ自身が出店するブースもあり、日頃の
悩みを相談できます。さらにステージイベントも充実しており、楽しいだけでなく
子育てライフへのヒントが見つかる2日間！ 授乳室、キッズスペース、ベビーカー
置き場があり、家族で安心して楽しめます。ぜひご来場ください。
■問リトル・ママフェスタ実行委員会☎6453-8903

パパの参加
も

　　　　大
歓迎！パパの参加
も

　　　　大
歓迎！

へ通う児童・生徒の保護者で、次のど
ちらかに該当する方。①生活保護受給者、
②所得が一定基準以下（申請書参照）。
●
プおよび総合窓口課、東・西区民事務所でも配布。
※申請は随時受け付けますが、認定は申請月からになります。
■■問■

置き場があり、家族で安心して楽しめます。ぜひご来場ください。
リトル・ママフェスタ実行委員会☎6453-8903

知って得する情報満
載！

私立幼稚園に在籍する幼児の
保護者に補助金を交付します

「交通事故の危険から
わが子を守るためにはどうしたらいい？」

子育てママさん交通安全研修会　

夏休み中は外出する機会が増える
ため、普段より交通安全に気を付
けることが大切です。交通事故に
遭わないための注意点や具体的な
方法を学びませんか？ 幼児の保護
者を対象に全地域の区民ひろばで
順次実施しています。最近区内で
起こった交通事故や、
子どもと外出する際の
注意点などを警察官が
お話しします。
実施日程は、各区民ひ
ろばに問い合わせてく
ださい。
■問交通安全グループ
☎3981-4856

補助金額は平成29年度の区民税の額などにより決定します。詳細は、6月上旬
に各私立幼稚園に配布した「補助金のご案内」（申請書同封）をご覧ください。
●対象…次のすべてに該当する方。①区内在住、②平成23年4月2日～平成26
年4月1日までに生まれた幼児、および平成29年度中に満3歳になる幼児を私
立幼稚園に通わせている保護者、③保育料、入園料を収めていること
●交付時期…前期（4～9月分）／11月末、後期（10～3月分）
／平成30年3月末
■申申請書を指定された日までに各幼稚園に提出。
■問子育て支援課私立幼稚園グループ☎4566-2481

▲研修会の様子

▲参加者にはおみやげあり！

■問子ども課地域支援グループ☎3981-2187

映画上映会

田中公平氏の代表作「サクラ大戦」が20周年、伊藤賢治氏の代表作「パズル
&ドラゴンズ」が5周年をそれぞれ迎えた2017年!
豪華スペシャルユニットで奏でるアニメとゲームの音楽祭!

●曲目…『サクラ大戦』、『パズル＆ドラゴンズ』
など有名タイトルの曲がめじろ押し！
●出演…田中公平（Vo.& Pf）、伊藤賢治
（Synth）、鈴 木 直 人（Gt.）、川 村 竜（Ba.）、
岩瀬立飛（Dr.）、庵原良司（Sax.）ほか

開場中にプレ公演開催！
●午後5時15分開演
●曲目…サクラ大戦「檄！帝国華撃団」「御
旗のもとに」、ONE PIECE「ウィーアー！」 
ほか
●出演…指揮／志村健一、演奏／IGNIS 
SINFONIETTA（田中公平氏のファンによ
る音楽団体）

◇S席 9,000円、A席 7,000円、B席 5,000円
※全席指定、未就学児入場不可（S席はローソ
ンチケットのみ取扱い）

■申電話でとしまチケットセンター☎5391-
0516か、としま未来文化財団ホームページ
■HPhttp://www.toshima-mirai.jp/で申込み。
■問当財団プランセクション
☎3590－7118（平日午前10 時～午後5時）

8月16日㈬　午後6時開演（午後5時開場）　東京芸術劇場コンサートホール

ⓒSEGA　　イラスト：藤島康介

犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場で力をあわせ、明る
い社会を築こうとする運動です。

区内の小・中学生を
対象に「いのち」「社会
を明るくする運動」を
テーマに実施した作
文コンテストの優秀作
文の発表と表彰。今
年は2,000件を超え
る応募がありました。

第67回

社会を明るくする運動

7月9日㈰　午後1時30分～ 4時50分　
としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）

作文コンテスト
表彰・発表

●上映作品…「塀の中の中学校」
●上映時間…午後2時40分から

区民のつどい

世界に発信・マンガアニメシリーズ／国際アート・カルチャー都市推進事業

伊藤賢治田中公平

詳細は申込用紙（各地域文化創造館で配布）をご覧ください。
当財団ホームページからダウンロードも可。

■問としま未来文化財団プランセクション
☎3590-7118(平日午前10時～午後5時)　

稽古日程 ※日程、時間は変更になる場合もあります。

7月12日㈬　午後7時～ 8時30分（途中入退場可）　
としまセンタースクエア(区役所本庁舎１階)
■申当日直接会場へ。

区民参加者説明会を開催します

役どころ

①番楽
アップテンポなリズムにのって舞う、
躍動感あふれる喜びの躍りです。
◇対象…小学3年生～60代の健康
な男女。ダンス未経験者大歓迎！
◇50名◇4,000円

②稚児
汚れなきものの象徴として、会場に
華（紙）をまきます。
◇対象…4歳～小学2年生まで。
◇5名◇2,000円

ち   　ご

池袋のまちを舞台に、100名
を超える田楽法師たちがいに
しえの旋律にのって軽やかに
舞い躍る「大田楽 いけぶくろ
絵巻」。開催は10月22日㈰
に決定！
まちと人が生み出すエネル
ギーを一緒に躍って体感してみ
ませんか？ 

写真：赤坂久美

写真：前澤秀登

ばん   がく

写真：赤坂久美

内容 時間 場所
  9月  6日㈬

稽古

小・中学生
午後5時30分～7時30分

高校生以上
午後7～9時

としまセンタースクエア
(区役所本庁舎1階)

  9月12日㈫
  9月20日㈬
  9月26日㈫
10月  4日㈬
10月10日㈫
10月15日㈰ 稽古予備日

10月21日㈯ リハーサル 午後…準備　
夕方…リハーサル

としまセンタースクエア
(区役所本庁舎1階)
南池袋公園 など10月22日㈰ 本番 午前中～午後8時頃
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世界保健機関（WHO）が推奨する、安全・安心まちづ
くりの国際認証制度です。住民、地域団体、行政が継
続して、不慮の事故やけがの予防に取り組んでいる都
市が認証されます。

11月6日㈪から3日間にわたり5年に一度の、セーフコ
ミュニティ国際認証の再認証に向けた現地審査が行な
われます。審査当日は、９つの重点対策委員会の取組み
の発表や区民ひろばなどの視察が行なわれます。

具体的な事故やけがのデータ収集や原因分析などの
「科学的手法」を用いて取り組みます。活動の原動力
は住民や地域団体・行政の「連携と協働」です。

「まんがでわかるセーフコミュ
ニティとしま」では、セーフコ
ミュニティを分かりやすく解
説しています。

クール・チョイス(COOL CHOICE)とは温暖化対
策につながる「賢い選択」をする取組みです。会場内
には一人ひとりができるクール・チョイスを知ること
ができる特設ブースを設置。ぜひお越しください！

セーフコミュニティとしま
～続けよう安全・安心まちづくり～
セーフコミュニティとしま
～続けよう安全・安心まちづくり～

すぐ分かる！ セーフコミュニティかんたん講座

再認証に向けた現地審査が行なわれます

区は平成24年11月、東京で初めてこの国際認証を取得しました。
■問セーフコミュニティ推進グループ☎3981-1782

みんなで
つくる

自然とあそぼう！
豊島みどりの会

牛乳パックで作る小物
～リサイクル工作室～
エコ・創作和紙工芸　
NPO法人ゆいまある

落ち葉、押し花しおりづくり
NPO法人東京城北環境
カウンセラー協議会

地球にやさしい暮らしをしよう
としまでエネルギーを考える会

昔はとても大事だったどん
ぐりやむくろじ、木の葉。
一体どんな物が作れるか
な？人形、アクセサリーな
どをみんなで作りましょう。

部屋が暗い！でも電気はイヤ！
その悩み、解決の秘密は？
スカイライトチューブ関東
（㈱牛久工務店）

電気を使わない照明？代
わりに使うのはお日様パ
ワー。暮らしにエコが
やっぱりイイね。反射を
利用したゲームや工作も
あります。

ティッシュBOXの変形や、巾着や
リモコンスタンドなど、子どもから
おとなまで楽しくチャレンジ！

落ち葉、押し花を使った
しおり、飾り物の創作体
験や、環境創作絵本、創
作かるたなど楽しさ盛り
だくさんです。

我慢しないで省エネ！ 今
すぐ実行できる節電アイ
デアをお伝えします。

事故やけがの予防はどのように行ないますか？Ｑ2

セーフコミュニティって何ですか？Ｑ1

第1回／午前10時30分から、第2回／午後2時から配布時間

第1回／午前10時15分、第2回／午前11時30分集合時間

エアコン稼働中は、
ドアを閉めよう！
NPO法人全国自動ドア
産業振興会

ドアを開けたままエアコンを稼
働させるのは、とても非効率！
ドアの開けっ放し防止に役立つ
自動ドアを紹介します。

エネルギーと
環境について考えよう！
東京ガス㈱北部支店　
東京ガスライフバル豊島

暮らしを支えるエネルギー
と地球環境との関わりを展
示物やパネルで紹介。環境
クイズもあります！

エコな商品の目印、
エコマーク！
公益財団法人日本環境協会　
エコマーク事務局

エコマークは、環境のことを考え
た製品やサービスにつけられる
環境ラベル。エコマーク商品の
展示やクイズなどを行ないます。

窓のリフォームで
健康・省エネ！
エコ窓普及促進会

ガラスの水槽実験器でエコガラ
スの体感や樹脂製内窓の展示
をします。窓から考える健康と
省エネを提案します。

高効率な電気機器を
上手に使って
省エネルギー
東京電力パワーグリッド㈱
大塚支社

60ワットの白熱電球、電球
型蛍光灯なら同じ明るさで
消費電力は5分の1。では、
LEDなら？驚きの答えは展
示ブースで！

蝶の道プロジェクト
立教大学　阿部治ゼミ

池袋の各地で草花を植え、
蝶を呼び込む活動をとおし
て、自然と触れ合う楽しさ・
素晴らしさをお伝えします！

ごみの減量と
3Rの推進
区ごみ減量推進課

ごみ・資源の分別ゲーム
にチャレンジしてみよう！
意外と知らないごみの分
別ルールを、ゲームを通
じて学んでみましょう。

水道水のよさの再発見
東京都水道局豊島営業所

水道水を飲もうという運動
が世界的に広がっています。
水道水の良さ、再発見しま
せんか。

油の処理は使いきる、
拭き取る、吸い取る、
リサイクルする
東京都下水道局
北部下水道事務所

下水道に油を流すと、
管の詰まりや悪臭の
原因になり、川や海
の汚染にもつながる
ことをパネルなどで
紹介します。

プールのヤゴ救出作戦
としま生態系環境学習
リーダー会

オフシーズンの学校プールは、
水生生物がすむビオトープ。ヤ
ゴ救出作戦をとおして、豊島区
の自然について一緒に考えてみ
よう！

展示

はじめよう！クール・チョイス
～私ができる温暖化対策～

ワークショップ

「いのちの森」苗木の配布

※雨天・強風による「豊島の森」閉園の場合は中止。
◇講師の解説を聞きながら植物や生きものなどを観察。各回30
分程度◇各回15名◇帽子・虫よけを持参。
■申集合時間までに当フェア会場の受付前へ※当日先着順受付。

「豊島の森」観察ツアー

2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア2017 としまエコライフフェア

展示

2017 としまエコライフフェア

■問環境政策課事業グループ☎3981-2771

楽しみながら環境のことを考え、学ぶイベントです。
あなたも地球にやさしい暮らし、はじめませんか？

見て・聞いて・感じてエコ体験！
スタンプラリーでプレゼントを差し上げます。
ブースを回ってスタンプを集めましょう！

8月5日㈯　午前10時～午後４時　としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

リモコンスタンドなど、子どもから
おとなまで楽しくチャレンジ！

◇当フェア会場のスタンプラリーでスタンプを3個以上集めた方にプレゼント
◇苗木の種類…ジンチョウゲ、マンリョウ、センリョウ、クチナシ（各種200本）
※各回1名3本まで。各回半数ずつ在庫を分けて配布。なくなり次第終了。
■申当日直接会場へ。
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