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区民税・都民税の納付が確認で
きない方へ催告書を送付します

平成25年度第1期分（平成25年7
月1日納期限）～平成28年度第4期
分（平成29年1月31日納期限）の納付
が確認できない方へ、7月4日㈫に
催告書を送付します。催告期限7月
18日㈫までに納付してください。
◇夜間窓口開設日…7月12日㈬ 午
後5～7時
█問税務課整理第一・第二グループ☎
4566‐2362

高齢受給者証をお持ちの方へ

7月24日㈪に新しい高齢受給者証
を送付します。高齢受給者証の更新
は、毎年8月に行ないます。該当世
帯の前年（平成28年中）の所得状況に
基づき、一部負担割合を再度判定し、
新しい高齢受給者証を黄色い封筒の
普通郵便で送付します。詳細は、資

格・保険料グループまで問い合わせ
てください。
█問当グループ☎4566‐2377

国民健康保険加入者の方へ
高額療養費が支給されます

病気やけがなどで医療機関にかか
り、「自己負担限度額」を超えて一部
負担金を支払ったときは、超えた分
が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費の計算は、月ごと、医療
機関ごと、入院・外来別に計算しま
す。入院時の食事代や差額ベッド代
など保険対象外の負担は除きます。
◇申請方法…該当する方に、診療月
の3～4か月後に「高額療養費の申
請について」というお知らせを送付
します。届いたら国民健康保険課へ
申請してください。
◇「限度額適用認定証」を使用する場
合…「限度額適用認定証」（70歳未満
の方）または「高齢受給者証」（70歳以
上75歳未満の方。一定の要件に該当
する方は「限度額適用・標準負担額
減額認定証」も必要）を初めに提示す

ると、医療機関への支払いが「自己
負担限度額」までとなります※「限度
額適用認定証」は保険料に未納があ
ると交付できない場合があります。
詳細は問い合わせてください。
█問当課給付グループ☎3981‐1296

平成29年度の国民年金保険料
免除申請のご案内

平成29年7月～平成30年6月分の
国民年金保険料免除申請の受付を開
始します。
◇免除申請できる方…国民年金1号
加入中で経済的に保険料の支払いが
困難な方。ただし、本人や配偶者・
世帯主の前年所得などに基づく審査
があります※退職などで保険料を納
めることが難しい方は、前年所得に
基づくことなく制度を利用できる場
合があります。
◇その他の制度…①学生納付特例制
度（学生の方）、②学生以外の50歳未
満の方が世帯主の所得が多くても申
請できる納付猶予制度
※国民年金保険料を未納のまま放置
すると、老齢基礎年金や障害基礎年
金などを受け取れない場合がありま
すのでご注意ください。
█問国民年金グループ☎3981‐1954、
池袋年金事務所☎3988‐6011

8月から減額認定証が
新しくなります

後期高齢者医療限度額適用・標準
負担額減額認定証（以下、減額認定
証）をお持ちの方で、8月以降も対
象となる方には、新しい減額認定証
を7月下旬に普通郵便で送付します。
◇有効期間…8月～平成30年7月
◇対象…後期高齢者医療制度の加入

者で、世帯全員の住民税（平成29年
度）が非課税の方※交付対象者で減
額認定証をお持ちでない方は、申請
してください。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332

新規介護予防サポーター養成講座

�認知症サポーターについて…7月
7日㈮ 午前10時～正午、�介護予
防サポーターについて…7月7日㈮
午後1時30分～4時30分、7月10日
㈪ 午前10時～午後4時30分 いず
れも高田介護予防センター◇認知症
を正しく理解し、認知症の方や家族
を見守る応援者のための講座。シニ
アをサポートをする基礎知識と実技
を学ぶ。講師…早稲田大学スポーツ
科学学術院非常勤講師／荒木邦子氏
ほか◇区内在住の40～70代までの健
康な方で、全日程参加できる方◇30
名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

障害者アート教室（全10回）

8月27日、9月10・24日、10月22
日、11月26日、12月10日、平成30年
1月14・28日、2月11・25日 日曜
日 午前9時30分～11時30分 駒込
生活実習所・福祉作業所◇絵画、造
形、書などの題材に取り組む◇区内
在住、在勤、在学、通所施設利用の
18歳以上で、障害者手帳をお持ちの
方または難病・発達障害などの方◇
20名
█申電話かファクスかEメールで7月
31日までに「政策推進グループ☎3981
‐1766、█FAX3981‐4303、█EMA001560
0@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

新年度の住民税課税所得などに基づき、毎年8月1日に自己負担の割合（下表①）を決定します。自己
負担の割合が変更になる方へ7月中旬に新しい保険証を簡易書留で送付します。ただし、3割に変更に
なった方でも「基準収入額適用申請書」を提出することで1割負担に変更できる場合（下表②）があります。
該当すると思われる方には申請書を送付しています。収入金額を証明できる書類（確定申告書の写しな
ど）を添えて提出してください。

█問後期高齢者医療グループ☎3981‐1332

7月15日㈯ 午後2～4時 学習院大学中央教育研究棟301教室（目
白1‐5‐1）◇トキワ荘をはじめ、並木ハウスや乙女ロード、ア
ニメイト本店など、マンガとアニメの聖地として親しまれている豊
島区。区が世界に誇るマンガ文化についてお話します。講師…当大
学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻教
授／夏目 房之介氏◇200名◇1，000円※区内在
学の方、立教セカンドステージ生は無料。
█申ファクスか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。
█問当グループ☎4566‐2762

�記念式典…7月2日㈰ 午前10時から◇
柔道パラリンピアン初瀬勇輔氏の講演など。
�展示会…7月2日㈰～6日㈭ 午前9時
～午後5時（2日は午後1時開場、6日は
午後3時終了）◇丸木美術館所蔵の「原爆の
図」原寸大複製画や非核・平和をテーマと
したパネル・被災物品などを展示。
いずれも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。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

自己負担の割合 所得区分 平成29年度住民税課税所得（平成28年中の所得から算出）
1割 一般 同じ世帯の後期高齢者被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
3割 現役並み所得 同じ世帯の後期高齢者被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

後期高齢者医療
被保険者数 収入判定基準（平成28年1月から12月までの収入で判定）

世帯に1人
収入額が383万円未満
ただし383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70～74歳の方がい
る場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

世帯に複数 収入合計額が520万円未満

「としま情報スクエア」

7/1 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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特別公開講演 夏目漱石生誕150年
「日本マンガって何？―海外マンガから
相対化される日本マンガ像を語る―」

非核都市宣言35周年展平成29年度の一部負担金割合が変わる方に後期高齢者医療被保険者証を送付します

表① 自己負担割合

表② 3割負担から1割負担に変更できる場合（基準収入額適用申請）

▲原爆の図 第1部「幽霊」

●「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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子育て・教育子育て・教育

環境・清掃環境・清掃

健  康

くらし等くらし等

募  集募  集

講演・講習講演・講習

お世話だけが子育てじゃない！
夫婦で参加する父親学級

8月27日㈰ 午前10時～11時45分
男女平等推進センター◇相手の心に
寄り添い、夫婦で親になるための秘
けつをワークショップ形式で学ぶ。
講師…「産後が始まった！」著者／渡
辺大地氏◇妊娠中（24～35週）～1歳
6か月までの子どもがいる夫婦◇18
組◇1組2，000円█保6か月以上未就
学児。定員あり。500円。
█申電話かファクスか E メールで「当
センター事業企画グループ☎5952‐
9501、█FAX5391‐1015、█EMA0029117
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

「豊島の森」環境講座

7月30日㈰ 午前10時～午後0時
30分 区役所10階屋上庭園「豊島の
森」ほか◇夏の自然観察。「としまの
自然観察ノート」プレゼント◇区内
在住の小学4～6年生◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。学年、保護者同伴の場
合は同伴者の氏名と続柄も記入）で、
7月11日までに「環境政策課事業グ

ループ☎3981‐2771、█FAX3980‐5134、
█EMA0029180@city.toshima.lg.jp」へ。
電子申請（区ホームページか下記二
次元コード参照）で
も受付可※応募者多
数の場合は抽選。結
果は7月13日に全員
に通知。

帝京平成大学
「一生現役！カラダ鍛えて貯筋
～人生100年の時代に突入！～」

7月29日㈯ 午前11時～午後1時
当大学池袋キャンパス714教室（東池
袋2‐51‐4）◇講師…当大学ヒュ
ーマンケア学部柔道整復学科准教授
／原口力也氏◇200名
█申電話かファクスで「帝京池袋接骨
院☎・█FAX5843‐3129」へ※先着順。

メタボリックシンドロー
ム予防教室～あの日のお
腹にかえりたい～

8月1日㈫ 午後1時30分～4時
長崎健康相談所◇メタボリックシン
ドロームの予防と食事の講義、運動
実技、体成分測定（体重・骨格筋量
・体脂肪量・基礎代謝量）◇区内在
住、在勤、在学で医師に運動を制限
されていない方（65歳未満の方優先）

◇25名
█申電話かファクスで「当相談所☎3957
‐1191、█FAX3958‐2188」へ※先着順。

メニューコンクール
区民審査員募集！！

8月2日㈬・3日㈭ 午後5時～
6時45分 WACCA 池袋もうひと
つの daidokoro（東池袋1‐8‐1）
◇“としま”豊かな食コンクールでの、
高校生の部、学生の部の審査◇区内
在住、在勤、在学の方◇各部20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

としま健康長寿2017

10月14日㈯ 午後2～4時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇80歳以上で20本以上自分の
歯をお持ちの方の表彰と記念講演会
█申表彰を受けるには8月31日までに
豊島区歯科医師会会員歯科医院で検
診（無料）し、申込み。講演会は当日
直接会場へ。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

第1回空き家の勉強会

7月21日㈮ 午後6時30分～8時

30分 区役所本庁舎5階507～510会
議室◇「空き家問題？適正管理って
何？」、「不動産オーナーから見たリ
ノベーション」◇80名
█申電話かＥメールで「マンショング
ループ☎3981‐1385、█EMA0022901
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

「平成30年度区民活動支援事業
補助金」助成事業を募集します

自主的に公益的な活動をしている
区民活動団体の事業に対して助成。
対象団体や事業、助成額など詳細は
区ホームページをご覧ください。
◇補助金額…申請事業費の50％以内
かつ3～100万円の範囲内（実績が2
年未満の新規事業は要件緩和あり）
█申申請書（区民活動推進課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を8月21日までに申請事業を所
管する課へ持参。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

平成29・30年度版
「障害者福祉のしおり」広告募集

「障害者福祉のしおり」に掲載する
広告（有料）を募集します。「障害者
福祉のしおり」は10月発行予定、発
行部数4，500部。2年間（隔年発行予
定）心身障害者の方などに配布しま

す。申込方法など詳細は区ホームペ
ージをご覧ください。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

豊島区商工政策審議会委員

平成29年4月1日現在区内在住の
20歳以上で、産業振興に関心があり、
平日昼開催（年2回程度）の審議会に
出席できる方※区の他の審議会など
の委員でない方◇任期…委嘱の日
（10月予定）から2年間◇報酬…1回
13，700円◇人数…4名◇選考…書類、
面接█申所定の申込書（生活産業課で
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7
月18日（必着）までに当課商工グルー
プ█EMA0029099@city.toshima.lg.jp
へ。直接当課窓口へ申込み可※選考
結果は応募者全員に通知。
█問当グループ☎4566‐2742

第44回青少年相撲大会

�学校別対抗試合…7月8日㈯ 午
前10時から◇池袋第一、池袋第三、
池袋、池袋本町小学校の児童
�個人戦…7月9日㈰ 午前10時～
午後3時30分終了予定（午前9時30
分受付開始）◇取組は幼児、小・中
学生の順※小学生にお楽しみ抽選会
あり。
いずれも氷川神社（池袋本町3‐

14‐1）█申当日直接会場へ。
█問池袋本町宮元青年会 鈴木☎090
‐5312‐3610

女性専門家集団による
「ミューズの相談会」

7月19日㈬ 午後1～4時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇国家資格を持つ士業などの

女性専門家による、暮らしと事業に
ついての無料相談会◇区内在住、在
勤、在学の方
█申電話で弁護士法人パートナーズ法
律事務所☎5911‐3216へ。

目白庭園 赤鳥庵

①親子で盆石体験～石と砂で絵を描
いてみよう～…7月22日㈯ 午前10
時30分～11時30分◇400年の伝統を
持つ石州流八世家元と日本の伝統文
化に触れる◇小学4年生以上の子ど
もとその保護者◇5組
②赤鳥コンサート～チェロと癒しの
調べ～…7月29日㈯ 午後6～7時
（午後5時40分受付開始）◇河村 治、
癒し音楽ユニット「Crescent（クレ
セント）」による演奏◇50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〈①は
子どもの年齢も記入〉とファクス番
号も記入）で「〒171‐0031 目白3
‐20‐18 目白庭園管理事務所、█FAX
5996‐4886、█EM info-mejiro-garde
n@seibu-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

としまコミュニティ大学

●大正大学
①宗教文化をいかした「おもてなし」
～伝統文化と人づくり～…7月6日
㈭ 午後7～9時 当大学10号館2
階1021教室（西巣鴨3‐20‐1）◇比
較宗教の視点から日本と海外の宗教
文化について学び、「おもてなし」に
ついて考える。講師…当大学文学部
人文学科教授／村上興匡氏◇100名
◇1，000円

●学習院大学
②トランプを通じてみる現代アメリ
カの政治風景…7月8日㈯ 午後1
～3時 当大学中央教育研究棟302
教室（目白1‐5‐1）◇現代のアメ
リカの政治風景や、トランプ政権の
課題と今後の展望について考察。講
師…当大学法学部政治学科教授／庄
司 香氏◇100名◇1，000円
●帝京平成大学
③人間ドック～病気は治療から予防
医学の時代に～…7月8日㈯◇健康
診断の種類に応じた上手な受診と有
効な利用法についての知識を深める。
講師…帝京大学医学部附属新宿クリ
ニック院長／藤森 新氏
④がん検診～早期発見早期治療がん
検診を正しく知る～…7月22日㈯◇
がん検診による早期発見早期治療の
重要性と胃がん、大腸がん検診の現
況を説明。講師…帝京大学医学部附
属新宿クリニック副院長／一瀬雅夫
氏
③④とも午前10時～11時30分 当

大学池袋キャンパス4階412教室（東
池袋2‐51‐4）◇100名◇各回500
円
█申ファクスか Eメールで「生涯学習
振興グループ█FAX3981‐1577、█EMA00
14606@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。
█問当グループ☎4566‐2762

地域日本語教育講座 ブラッシ
ュアップ講座「自立を促す日本
語学習の場を作ろう」（全10回）

7月15日、8月5日、9月2日、
10月14日・28日、11月18日、12月9
日、平成30年1月13日、2月24日、
3月3日 土曜日 午後2～5時
学習院大学（目白1‐5‐1）◇地域
に暮らす外国人がもっと日本語を学
びたくなる方法を具体的に考える。
講師…当大学教授／金田智子氏、大

阪大学教授／青木直子氏ほか◇区内
および近隣に在住、在勤し、地域の
日本語教育に携わり、全回参加でき
る方◇20名◇3，000円（資料代）
█申電話か Eメールで「学習院大学地
域日本語教育ブラッシュアップ講座
係☎5992‐9208、█EMwaku2.nihong
o@gmail.com」へ※先着順。

家庭教育講座「いざというとき
役立つ救命救急講座!!」

7月15日㈯ 午前9時30分～正午
富士見台小学校体育館◇講師…池袋
消防署員◇子どもがいる保護者◇30
名◇300円◇上履き、飲み物、筆記
用具持参█保申込み時に要予約。6か
月以上未就学児。
█申電話で7月5日までに庶務課庶務
グループ☎3981‐1141へ※先着順。

気象予報士に聞く！
お と な

～大人の調べる学習講座～

7月15日㈯ 午後2時～3時30分
駒込地域文化創造館◇天気にまつわ
る話を聞き、図書館での調べ物に役
立てる◇中学生以上◇20名
█申電話で駒込図書館☎3940‐5751へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

ああそうなんだ倶楽部
「東京港の夕涼み・夜景巡り・
レインボーブリッジを歩く」

7月22日㈯ 午後7時～8時40分
ＪＲ山手線田町駅芝浦口集合、りん
かい線東京テレポート駅解散◇講師
…当倶楽部メンバー◇30名◇200円
█申電話かファクスかＥメールで7月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

1 保育園待機児童ゼロ達成
本年4月、待機児童ゼロを1年前倒しで達成しました。今後、保育内容

やスタッフの充実など、保育の質の向上に全力で取り組むとともに、待機
児童が発生しない対策を講じていきます。また、区立椎名町小学校と長崎
小学校の校庭を月に1回程度開放し、私立保育園の園児たちの遊び場を確
保することで、保育環境の質の改善にもつながっていくものと考えています。

2 池袋駅周辺まちづくりの進展
「池袋駅周辺地域基盤整備方針」は、20年後の都市基盤整備の方向性を示
すもので、今年度末に決定予定です。池袋駅周辺の公民双方のまちづくり
の機運が一層高まり、多くの事業が構想レベルから具体的な計画レベルに、
ステップアップしていくものと大きく期待しています。
池袋西口公園の新たな整備構想は、当該公園の劇場化に取り組むもので、

池袋西口一帯が文化芸術の新たな活力源・発信拠点となるよう、2019年秋
のリニューアルオープンに向け、全庁を挙げて取り組んでいきます。
新区民センターは、木の温もり溢れる「パパママ☆スポット」や、大型デ

ィスプレイにより最新の舞台演出が可能となるホールを整備するなど、
2019年秋のオープンに向け、区民の皆さんの視点にたった施設となるよう、
創意工夫を重ねていきます。

3 国際アート・カルチャー都市の実現に向けて
2019年の「東アジア文化都市事業」の誘致は、文化政策を強く推し進めて

きた豊島区こそが候補地にふさわしいと考え、5月31日に企画提案書を文
化庁に提出しました。東京都とも強力な連携体制を構築しており、7月下
旬には開催内定の朗報をお伝えできるよう、全力を尽くしていきます。
「南長崎マンガランド事業」については、里中満智子さんを座長とする

「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム整備検討会議」で議論を重ね、ト
キワ荘の外観、マンガ家が暮らした居室などをできる限り再現する整備基
本計画を策定しました。多くの来館者が訪れ、末永く愛される施設となる
よう、取り組んでいきます。
去る4月29日・30日、「池袋東口商人まつり」にあわせ、環境や人にやさ

しい乗り物として注目されている「低速電動バス」の試乗会を行ないました。
今後、走行ルートや運行方法など、導入に向け、検討を進めていきます。

4 福祉・健康施策
選択的介護については、6月2日、「選択的介護モデル事業に関する有

識者会議」を初めて開催しました。介護保険制度が抱える課題の解決にも
結び付く、全国のモデルとなる事業が実施できるよう検討していきます。
受動喫煙防止については、「（仮称）豊島区子どもを受動喫煙から守る条

例」の制定を検討しています。争点をわかりやすく提示し、豊島区から全
国にこの問題に対する関心を高めていきたいと考えています。
特別養護老人ホーム「養浩荘」は、平成31年度の池袋本町への移転・開設

に向け今月着工しました。地域の新たなシンボルとしてまちづくりに寄与
していくものと期待しています。また、介護老人保健施設では、「南池袋
アバンセ」が5月末に竣工、区内の総定員は206名から356名へと大幅に増
えました。今後も、民間事業者の整備意欲を促進させる手厚い支援策を講
じていきます。

5 安全・安心への取組み
安全・安心なまちづくりの国際認証制度「セーフコミュニティ」について

は、今年再認証となります。築き上げたセーフコミュニティが将来も維持
されていくよう、再認証に向け取り組んでいきます。「インターナショナ
ルセーフスクール」は、今年度、池袋第一小学校と、中学校では初となる
池袋中学校が認証取得に挑戦します。今後も教育委員会、学校と区が連携
して、地域の安全・安心の担い手を育んでいけるよう応援していきます。
駅前の繁華街の路上の置き看板等は、まちの美観を損なうばかりでなく

通行の妨げとなっていますので、今回の定例会で「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」を提出しました。悪質な店舗等の名
称を公表するなど、再発防止・指導を強化したものとなっており、すべて
の人にとって安全で安心な通行空間を確保していきます。

6 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取組み
本年7月、立教大学と「東京オリンピック・パラリンピック事業におけ

る連携協力に関する協定」を締結します。今後、スポーツボランティア向
けのガイドブックの作成や障害者の水泳教室、パラリンピアンによる講演
会などを開催し、東京オリンピック・パラリンピックの機運の醸成をより
一層図っていきます。

7 教育都市としまの推進
4月に開催した「総合教育会議」では、「子どもスキップ事業の充実」「イ

ンターナショナルセーフスクールの推進」や「東京オリンピック・パラリン
ピック教育の推進」などの「平成29年度豊島区教育大綱」を決定しました。
今後も教育行政を効果的に展開できるよう、より一層、教育委員会と連携
を図っていきます。
学校改築については、外部有識者を含む「豊島区立小・中学校改修・改

築のあり方検討会」を立ち上げ、改築だけでなく、大規模改修による長寿
命化や救援センターとしての機能強化も視野に入れた学校改修のあり方に
ついて、総合的、全庁的に検討を開始します。今後、方向性をまとめ全体
像をお示ししたいと考えています。

7月18日㈫ 午後6時30分～8時30分 区役所本庁舎5階507・508会議室█申電話かファクスかＥメールで7月14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、█EMA0015600@city.toshima.lg.jp」へ。

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。

8月30日㈬、31日㈭ ①午後4時から、②午後6時から（各回30分前開場） 豊島の森（区役
所本庁舎10階）※雨天・強風時はとしまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
◇出演…Ensemble seasons、曲目…木管アンサンブルによるクラシックなど◇各回80名程度
█申7月5日～8月14日の間に往復はがき（①郵便番号・住所、②氏名、③年齢、④電話番号、
⑤希望公演日時〈第二希望まで〉を記入）で、「〒171‐0022 豊島区南池袋2‐34‐5 藤和
第2ビル2階としま未来文化財団豊島の森コンサート係」へ。当財団ホームページ█HPhttp : /
/www.toshima-mirai.jp/からも申込み可。
※応募1回につき2名まで（お子様連れの場合は年齢を
明記してください）※抽選で公演日を案内
します。
█問当財団プランセクション☎3590‐7118
（平日午前10時～午後5時）

東京都では、中学生以下の子どもがいる世帯や妊娠中の方に対して、
企業や店舗などが商品の割引や粉ミルクのお湯の提供など、様々なサー
ビスを善意で提供する「子育て応援とうきょうパスポート事業」を実施し
ています。運営サイトでは、サービスを受けるためのパスポートの配信
や、利用できるお店の検索、子育て世帯や妊娠中の方を応援する企業・
店舗などの協賛店登録ができます。夏休みでお出かけの増え
るこの時期に、ぜひ活用してください。詳細は当サイト█HPht
tp : //kosodate.pass.metro.tokyo.jp/をご覧ください。
█問東京都福祉保健局少子社会対策部計画課☎5320‐4115

7月27日㈭ 午後2時から 区役所本庁舎9階第一委員会室█申当日直接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

入賞作品は7月31日まで駒込地域文化創造館ロビ
ーで展示しています。
◇さくら大賞…一般の部／柴田哲夫さん、小中学生
の部／大川 沙夕里さん、ほか優秀賞など18作品◇
主催…染井よしの桜の里駒込協議会
█問当館☎3940‐2400

第2回区議会定例会区長招集あいさつ 6月14日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。

「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。

夏休み最後の思い出に、
極上の時間を過ごしませんか？

第10回さくらフォトコンテスト
入賞作品展示

豊島の森 夕涼みコンサート

◀
昨
年
の
様
子

◀一般の部
「幸せの思い出「ハイッ！
チーズ」」

柴田 哲夫さん

さ
く
ら
大
賞

「子育て応援とうきょうパスポート」をご活用ください！

小中学生の部▶
「青空を染めるサクラ」

大川 沙夕里さん

第6回豊島区障害者・
障害福祉計画推進会議

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会
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平成29年6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 28,088
(＋1)

177,447
(－51)

286,652
(＋15)
144,453
142,199

男
女

講演・講習講演・講習 スポーツスポーツ

職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

みらい館大明

①大明・内子町（愛媛県）協働企画
「おいでや！内子ねき教室」第1回…
7月19日㈬ 午後6時～8時30分◇
区と防災協定を締結している内子町
の自然と食文化を紹介。お酒、名産
品の試飲・試食あり。講師…千代の
亀酒造㈱代表取締役／岡田 将太郎
氏ほか◇20歳以上の方◇30名◇
3，000円
②いけぶくろ自然クラブ「第3回川
あそび」…7月30日㈰ 午前8時20
分池袋駅集合、午後5時池袋駅解散
埼玉県東松山市くらかけ清流の郷◇
小学生と保護者◇20名◇1名4，800円
█申①電話かＥメールで「当館☎3986
‐7186、█EMmiraikan_taimei@yah
oo.co.jp」へ。直接窓口申込みも可。
②としまNPO推進協議会の申込み
フォーム█HPhttps ://form1ssl.fc2.c
om/form/?id=f92befaf1186af62へ
※①②とも先着順。
█問①当館、②当会☎5951‐1508

生涯学習オープンスクール

※対象年齢など詳細の問い合わせ、
申込みは直接各校へ。
●早稲田速記医療福祉専門学校
①「身近な言葉を速記で書く！」…7
月20日㈭ 午後6時30分～8時
█申当校☎3208‐8461、█FAX3209‐6454
●大原情報ビジネス専門学校
②「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わかるセ
ミナー」…7月22日㈯ 午前11時～
正午
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649
●日本外国語専門学校
③「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…7月22日㈯
午後1時～2時30分◇500円
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

平成29年度
豊島区スポーツ表彰団体募集

区では、スポーツ活動を通じてス
ポーツの振興・発展に貢献した者ま
たは団体を表彰しています。
●スポーツ栄誉賞…国際大会（オリ
ンピック、パラリンピック、世界選
手権大会など）に出場した者または
団体。
●スポーツ奨励賞…関東大会または
都民大会で、優勝した者または団体。
◇対象…区内に在住、在勤、在学の
者またはこれらの者で構成された団
体█申スポーツ表彰調書（区ホームペ
ージからダウンロード可）を7月19
日までに学習・スポーツ課窓口へ郵
送か持参。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

アーチェリー夏休み親子体験教室

7月22日㈯ 第1回…午前9～10
時、第2回…午前10～11時※どちら
か1回のみ。西巣鴨体育場※雨天実
施◇安全講習、道具の取扱い、実射
のほか、ルールやスコアのつけ方を
学ぶ◇区内在住、在学の小学3年生
～中学生と保護者◇各回6組（計24
名）◇おとな400円、子ども200円
█申電話かEメールで「豊島区アーチ
ェリー協会 富田（ライオン堂洋品
店内）☎3269‐2930、█EMbunkyo-lion
do@bd5.so-net.ne.jp」へ※先着順。

第5回豊島区学童水泳記録会

8月26日㈯ 午前9時～11時30分
（午前8時から受付） 南長崎スポー
ツセンター◇個人（自由形、平泳ぎ
各25ｍ、50ｍ※1、2年生は25ｍの
み）、リレー（100ｍ、200ｍ）。1名
2種目まで（リレーは除く）◇区内在
住、在学の小学生◇250名◇600円█申

申込用紙（各小学校、巣鴨体育館、
雑司が谷体育館、南長崎スポーツセ
ンターで配布。豊島区水泳連盟ホー
ムページ█HPhttp : //toshimasuiren.
web.fc2.com からダウンロードも
可）に記入し、参加費を添えて、7
月22・23日午前10時～午後2時の間
に健康プラザとしま1階へ持参※先
着順。
█問当連盟 佐藤☎3943‐6397

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。

Ⅱ類福祉（保育士）

◇20歳以上38歳未満※平成30年4月
1日時点で、保育士となる資格を有
し、都道府県知事の登録を受けてい
る方（同日までに取得・登録見込み
も含む）◇16名（予定）█申所定の申込
書（人事課で配布。区ホームページ
からダウンロードも可）を8月4日
（消印有効）までに当課人事グループ
へ郵送※7月31日～8月4日（午前
8時30分～午後5時）は直接当グル
ープ窓口持参も可。
█問当グループ☎3981‐1247

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

7月31日㈪ 午後2～3時 ボラ
ンティアセンター活動室◇指定の介

護保険施設で、お茶だしなどのボラ
ンティア活動を行なうことにより、
自身の介護予防と支え合う地域社会
をめざす。貯めたスタンプは換金可
（上限年間5，000円）◇60歳以上の健
康な区民◇20名◇健康保険証・運転
免許証など、住所と年齢が確認でき
るものを持
参。
█申電話で当
センター☎
3984‐9375
へ※先着順。

●東京都時差 Biz 運営事務局
「時差 Biz の実施」

東京都は、快適な通勤を体感する
快適通勤ムーブメント「時差 Biz」を
7月11日から25日まで実施します。
詳細は当事務局ホームページ█HP htt
ps : //jisa-biz.tokyo/をご覧くださ
い。
█問当事務局☎3479‐0254（平日午前
9時30分～午後6時30分）、█EMjisa-
biz@access-t.co.jp

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。

�「歌舞伎万華鏡」 月1回月曜日
午前10時～正午 東京芸術劇場会
議室◇月額2，000円█問室橋☎3971
‐8761
�「太極拳長崎」 毎週金曜日 午
前10～11時 区民ひろば長崎◇月

額1，500円█問中島☎3957‐2556
�「鷗座池袋俳句会」 毎月第2日
曜日、第4金曜日 午後1時～4
時30分 南大塚地域文化創造館◇
1回1，000円█問宮澤☎3959‐1934
�「井澤キーボードの会」 毎月第
1～3金曜日 午前10時～正午の
うち1時間 区民ひろば南池袋◇
60歳以上の初心者◇月額4，500円
█問三浦☎3942‐7955

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

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 平成29年（2017年） 7月1日号 No.1744 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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