
国際アート・カルチャー都市としま

広   報
情 報 版

パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

子育て・教育子育て・教育
福  祉福  祉

「（仮称）豊島区新ホール管理運
営計画【骨子】」を策定しました

豊島公会堂跡地に建設中の当ホー
ルを管理・運営するため、本計画の
骨子を策定しました。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
全文とお寄せいただいたご意見お
よび区の考え方は、文化デザイン課、
行政情報コーナー、区民事務所、図
書館、区民ひろば、区ホームページ
で閲覧できます。
█問新ホール整備グループ☎3981‐
1193

「路上障害物による通行の
障害の防止に関する条例」
を制定しました

路上に置かれた立て看板、商品台、
のぼり旗などは、交通の障害となり、
法律に違反する行為です。区では、

国道、都道の管理者、警察署、商店
街、町会と連携して安全で安心して
歩行できる道路空間の確保に取り組
みます。
◇施行日…10月1日（予定）
●閲覧できます
条例の全文は、10月1日まで、土

木管理課、行政情報コーナー、区民
事務所で閲覧できます。
█問監察美化グループ☎4566‐2675

高額療養費の自己負担限度額が
変わります

国民健康保険法施行令の改正によ
り、8月から70歳以上の国民健康保
険加入者の自己負担限度額が変わり
ます。◇変更内容…①現役並み区分
の個人外来限度額を57，600円に引き
上げ、②一般区分の個人外来限度額
を14，000円に引き上げ、さらに1年
間（8月から翌年7月）で144，000円
の上限額を設定、③一般区分の世帯
限度額を57，600円に引き上げ、多数
該当（44，400円）を設定※多数該当と

は、過去12か月以内に4回以上高額
療養費の支給を受ける場合の4回目
以降の世帯限度額。
詳細は問い合わせてください。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

キャッシュカードによる
口座振替受付サービス
対象金融機関が拡大しました

口座振替にすると、税金や保険料
を毎月コンビニエンスストアや金融
機関などに納めに行く手間が省け、
納め忘れの心配がなく便利です。こ
の機会にぜひ、口座振替をお申し込
みください。
◇申込み方法…窓口のみで受付。申
し込んだ月の翌月期から振替開始。
「サービス対象金融機関のキャッシ
ュカード」と「保険証などの本人確認
書類」を持参※生体認証の設定、引
き落とし制限が設定されている口座
は利用不可。
◇申込み場所…国民健康保険課、税
務課、介護保険課、東・西区民事務
所（国民健康保険料のみ）の窓口
◇サービス対象金融機関…新規対象
金融機関／埼玉りそな銀行、八千代
銀行、朝日信用金庫、東京シティ信
用金庫、西京信用金庫、従来対象金
融機関／みずほ銀行、三菱東京UF
J銀行、三井住友銀行、りそな銀行、
ゆうちょ銀行、巣鴨信用金庫、東京
信用金庫、城北信用金庫、興産信用
金庫
█問国民健康保険課資格・保険料グル
ープ☎4566‐2377、税務課収納グル
ープ☎4566‐2359、介護保険課収納
グループ☎3981‐4715

中学3年生のための受験・進学
なんでも相談会

7月29日㈯ 午後1時30分～4時
生活産業プラザ◇高校受験費用や進
学費用、受験勉強の仕方などの不安
や疑問にお応えします。
█申電話でくらし・しごと相談支援セ
ンター☎4566‐2454へ。

離乳食講習会

8月8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（5～6か月）
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。

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

8月21日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法などについて。講師…助産師／
高橋千砂氏◇区内在住で卒乳を考え
ている方◇30名
█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ
※先着順。

ノーバディーズ・パーフェクト～
完璧な親なんていない～自分らし
い子育てをみつけよう（全6回）

9月7日～10月12日 木曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇子育ての悩みなどを話し
合い、自分に合った子育て方法を学
ぶカナダ生まれのプログラム。保育
付き◇2歳未満の第一子を育ててい
る区内在住の35歳未満の母親。全回
参加できる方◇10名
█申7月25日午前10時～8月8日の間
に電話で当センター☎5980‐5275へ。
直接窓口申込みも可※応募者多数の
場合は抽選。当選者には後日電話連
絡。

心身障害者福祉センター
仮移転のお知らせ

改修工事のため平成30年8月中旬
まで（予定）旧真和中跡地に仮移転し
ます。
◇仮移転先所在地など…目白5‐24
‐12、☎3953‐2811、█FAX3953‐9441
（連絡先は変更なし）
█問当センター☎3953‐2811

年末年始・祝日を除いた土・日曜日すべて開庁します。
◇開設時間…午前9時～午後5時
ただし、氏名・住所などに変更を伴う手続き、住民基本台帳カード・マイナ
ンバー（通知カード・個人番号カード）に関する手続きは午後3時まで
◇開設場所…区役所本庁舎3階
◇主な取扱い業務…①引越しに伴う手続き（転入届、転出届、転居届）、②戸
籍の届出、③印鑑登録、④個人番号カードの交付など（毎月第3土曜日とそ
れに続く日曜日はシステムメンテナンスのため個人番号関連業務の取扱いが

できません）、⑤住民票の写し（第三者請求不可）、印鑑登録証明書の交付、
⑥戸籍謄本・抄本、戸籍の附票などの交付（豊島区に本籍のある方のみ、第
三者請求不可）、⑦住民税課税・非課税証明書の交付
※海外からの転入、転出証明書の再交付、個人番号変更などの業務はできま
せん。お越しの際は、本人確認書類（個人番号カード、顔写真付き住基カー
ド、運転免許証、日本国旅券〈パスポート〉、在留カード、特別永住者証明書
など）を持参してください。また、手続き内容によっては取扱いできない場
合があります。必要書類など詳細は、事前に区ホームページをご覧いただく
か、各担当まで問い合わせてください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782、証明グループ☎3981‐4766、戸籍グルー
プ☎3981‐4737

�最優秀賞…「咲き誇る」松永伸子様、�優秀賞…「バラ咲く沿線」増田
ヒロ子様、「カラフルに咲く」細田邦昭様
�入賞…「沿線バラ咲く」増田和也様、「バラ都電」大澤勝臣様、「都電
とバラと二重奏」鈴木藤男様、�特
別賞…「カラフルなバラ」小野田 淳
二様、「満開」新井田 信雄様、「路線
を彩るバラ」橋本昌利様、「バラ花盛
り」小池基夫様、「バラの雨」和田俊
樹様、�豊島区長賞…「春が来た」小
林 茂様、�東京都交通局長賞…「見
事なバラを楽しむ都電」吉田広正様、
�JR 大塚駅長賞…「「お疲れさま！」
とバラのねぎらい」増山和子様、�
南大塚ネットワーク賞…「バラに抱
れて」冨井正男様、�パナホーム賞
…「咲き誇るバラ」米倉辰雄様
█問南大塚都電沿線協議会 小山☎
3982‐3500

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7/21 ７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７月３１日が納期限です。期限
内納付をお願いします。
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第11回大塚バラまつり
「第6回フォトコンテスト」入賞者発表

▲最優秀賞「咲き誇る」松永伸子様

総合窓口課 休日窓口のご案内

●「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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講演・講習講演・講習

相続・不動産無料相談会

7月28日㈮ 午後1～5時 駒込
地域文化創造館◇司法書士、税理士、
不動産鑑定士などによる相続・不動
産全般についての個別相談◇区内在
住の方、区内に土地建物を所有する
方◇10組
█申電話でＮＰＯ法人日本地主家主協
会☎3320‐6281へ※要予約。先着順。

梅雨が明けたら
エコで快適な「打ち水」を！
8月1～7日は打ち水週間

手軽にできるヒートアイランド対
策として有効な「打ち水」で、夏を快
適に過ごしましょう。
◇打ち水の注意点…①二次利用水
（風呂の残り湯、雨水など）を使用、
②日が高くない朝・夕に行なう、③
通行人の邪魔にならないようにする、
④滑りやすいところにまかない。
●打ち水の効果を実感できる「赤外
線放射温度計」の貸し出し
地面の表面温度の変化を測定でき
ます。自由研究やイベントなどに活
用してください◇対象…区内在住、
在勤の個人、区内にある団体、事業
所※要予約。詳細は問い合わせてく
ださい。
█申電話で環境政策課事業グループ☎
3981‐2771へ。

としまの自然を歩こう・学ぼう
・発信しよう（全4回）

8月22日㈫～24日㈭ 午前9時30
分～午後3時30分（22日は午前11時
まで）、9月2日㈯ 午前10時30分
～午後2時 子どもスキップ池袋第

三（23日はみらい館大明）◇スケッチ、
写真撮影、地図づくり、緑化活動の
視察、種まき体験などを通して、と
しまの自然や生きものについて学ぶ。
9月2日にコミュニティカフェで発
表（展示）◇区内在住の小学3年生以
上で、全日程参加できる方◇20名◇
昼食代（23・24日に1食500円程度）
持参█申Ｅメールで「立教大学ＥＳＤ
研究所█EMesdrc@rikkyo.ac.jp」へ※
先着順。
█問当研究所☎3985‐4394

女性の健康教室「親子で楽しく
エクササイズ～骨盤調整・腰マ
ッサージでリフレッシュ～」

8月9日㈬ 午前9時30分～正午
生活産業プラザ◇親子体操（ストレ
ッチ）。講師…体操指導員／斉藤な
みゑ氏◇区内在住の幼児（おおむね
1～3歳）と母親◇12組
█申電話で栄養グループ☎3987‐4361
へ※先着順。

講演会「ロコモとメタボ？
いきいきライフのための
正しい予防法」

9月3日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇ロコモとメタボの意
外な関係性や、予防法について（薬
と栄養の相談会あり）。講師…女子
栄養大学生涯学習講師／東 千恵子
氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

講演会
「生活習慣病初期症状に
心あたりありますか？」

9月5日㈫ 午後6時30分～8時
生活産業プラザ◇見逃しがちな生活
習慣病の初期症状について。講師…

豊島区医師会／山根明子氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

有料広告募集

高齢者インフルエンザ予防接種の
お知らせの封筒に掲載する広告を募
集します。
◇部数…約5万6千通（65歳以上の
区民の自宅に郵送）◇郵送時期…9
月下旬（予定）◇料金…3万円（7×
9㎝）、5万円（7×18㎝）※いずれ
も長3封筒裏面・刷色1色█申8月3
日午後5時（必着）までに、申込書、
会社概要、広告原稿を健康推進課管
理・事業グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4173

子ども・子育て会議委員

◇小学生以下の子どもがいる区内在
住の保護者で、夜間を含む平日の会
議（年数回程度）に出席できる方◇子
ども・子育て支援制度の計画的な推
進に関すること、当該施策の実施状
況の調査審議◇任期…委嘱の日（10
月予定）から2年◇報酬…1回
13，700円（交通費なし）◇人数…3名
◇選考…書類※選考結果は全員に通
知█申応募用紙（子ども課で配布。区
ホームページからダウンロードも可）
と作文（「地域の子育て支援について
の意見」800字程度）を、郵送か持参
で8月10日（必着）までに子ども課管
理グループへ。
█問当グループ☎4566‐2471

第2回選択的介護モデル事業に
関する有識者会議

8月2日㈬ 午前10時～正午 区

役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話で7月31日午後5時までに介
護保険課特命グループ☎4566‐2468
へ※定員あり。先着順。案件事項の
内容により、会議の決定をもって一
部非公開となる場合があります。

第6回西武線沿線サミット
フォトコンテスト作品募集中

◇テーマ…沿線地域のワンシーン
（名所、イベント、風景など）◇応募
規定…1名5点まで。アマチュア・
未発表のものに限る◇結果発表…10
月上旬までに入賞者へ通知█申専用応
募画面（区ホームページからリンク）
から8月31日までに作品データを送
信。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

漫画少年について①
編集者・加藤謙一と学童社

10月29日㈰まで 午前10時～午後
6時（10月は午後5時まで） トキワ
荘通りお休み処◇トキワ荘にマンガ
家が集まるきっかけとなった幻のマ
ンガ雑誌「漫画少年」の創刊70周年を
記念した展示。編集長・加藤謙一の
歩みなどを紹介█申当日直接会場へ。
█問マンガ・アニメグループ☎4566‐
2758

プラス

第5回「はあとの木」マルシェ＋

8月3日㈭ 午前10時～午後3時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇テーマは夏を楽しむグ
ッズを取り揃えた「Hanabi」。障害
福祉施設によるハンドメイド雑貨や
パン、お菓子の販売
会█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課施設支
援グループ☎3981‐
1786

集会室開放行事
～小学生親子で楽しむ工作教室～

8月4日㈮ 第1回…午前10時30
分～11時30分、第2回…午後1時30
分～2時30分 西池袋第二区民集会
室◇色えんぴつで「プラバンサンキ
ャッチャー」を作る◇区内在住の小
学生と保護者（4年生以上は子ども
のみの参加も可）◇各回15名
█申電話で福祉ホームさくらんぼ☎
5396‐9581へ※先着順。

こわ～いおはなしかい

8月5日㈯ 午後3時～3時30分
目白図書館◇夏の暑さを忘れるよう
なゾクゾクするお話の読み聞かせ◇
30名█申当日先着順受付。
█問当館☎3950‐7121

夢の虹イベント

8月5日㈯ 午後5～9時 通称
「トキワ荘通り」および南長崎1～6
丁目各所◇募集した「夢」のイラスト
を使い、通称「トキワ荘通り」に約
300メートルの巨大な虹のモザイク
アートを描く█申「夢」の募集について
は「トキワ荘通りお休み処」で配布す
る用紙に記入し、その場で提出。ま
たはツイッターで「@rainbow7rch」
へ投稿。
█問夢の虹実行委員会☎3954‐0719、
█EMdream@tokiwaso.tokyo

子ども茶道体験

8月6日㈰ 午前11時～正午（午
前10時45分受付開始） 赤鳥庵（目白
庭園内）◇アジサイをモチーフとし
たお茶菓子づくりのあと、お茶を一
服◇小学生以上◇15名◇1，000円※
保護者も同額で参加可█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 目白庭園管
理事務所、█FAX5996‐4886、█EM info-
mejiro-garden@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

夏休み工作会
「動く昆虫標本を作ろう」

8月20日㈰ 午後2～3時 中央
図書館◇牛乳パックや画用紙など身
近な材料を使って動く昆虫を作り、
台紙に貼って標本を作る◇小学生。
複数人での申込み可◇15名
█申電話で児童グループ☎3983‐7861
へ※先着順。

第36回赤鳥寄席

8月27日㈰ 午後2時～4時30分
（午後1時30分受付開始） 赤鳥庵
（目白庭園内）◇100名◇1，200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
白庭園管理事務所、█FAX5996‐4886、
█EMinfo-mejiro-garden@seibu-la.c
o.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

エポック10シネマ
～映画に学ぶ人々の生き方～
「92歳のパリジェンヌ」

8月31日㈭ 午前10時～正午、午
後2～4時 としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）◇各回30名程度█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☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
ohima.lg.jp」へ※先着順。

秩父お試し居住モニターツアー
参加者募集

9月9日㈯～10日㈰◇秩父市との
交流事業の一環として、秩父市への
移住に興味のある区民の皆さんを対
象にお試し居住モニターツアーを実
施します◇区内在住、在勤、在学で
2～4名での参加が可能な方◇30名
◇1名8，000円※詳細は区ホームペ
ージを参照。
█申8月9日までに西武トラベルホー
ムページ█HPhttp : //www.seibutra
vel.co.jp/へ※先着順。
█問西武トラベル㈱☎6743‐7173

東京音楽大学

�第10回ピアノ教員によるコンサー
ト…9月30日㈯ 午後5時開演（午
後4時30分開場） 当大学100周年記
念ホール（南池袋3‐4‐5）◇出演
…半澤佑果、海瀬京子、佐藤彦大、
渚 智佳、江澤聖子、ファルカシュ
・ガーボル◇806名※要座席整理券。
█申電話かＥメール（4面記入例参照。
枚数も記入）で「当大学演奏課☎3982
‐2496、█EMensouka@tokyo-onda
i.ac.jp」へ※先着順。
�弦楽アンサンブル第27回演奏会…
10月7日㈯ 午後5時開演（午後4
時30分開場） 当大学100周年記念ホ
ール（南池袋3‐4‐5）◇指導・ヴ
ァイオリン…大谷康子、出演…アン
サンブル・エンドレス、曲目…P.チ
ャイコフスキー「弦楽のためのセレ
ナード作品48ハ長調」ほか◇806名※
要座席整理券。
█申電話かＥメール（4面記入例参照。
枚数も記入）で「当大学演奏課☎3982
‐2496、█EMensouka@tokyo-onda
i.ac.jp」へ※先着順。

シルバー人材センター

①「入会説明会」…8月18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…ⓐ8月24日㈭ 午
後0時45分～2時15分、�パソコン
入門（全4回）…ⓑ8月4日～9月1
日 金曜日 午前10時～11時30分◇
5，500円、�ワードⅠ（全4回）…ⓒ
8月1～29日 火曜日 午後3時～
4時30分、ⓓ8月5日～9月2日
土曜日 午前10時～11時30分◇いず
れも5，700円、�iPad 入門（全4回）
…ⓔ8月4日～9月1日 金曜日
午後0時45分～2時15分、ⓕ8月5
日～9月2日 土曜日 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）…ⓖ
8月2日～9月27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（8月11～17日は夏休みです）へ、
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、█FAX
3982‐9532」へ。

みらい館大明

①花火大会…8月1日㈫ 午後6時
30分～8時◇手持ち花火をみんなで
楽しむ※雨天中止。やけどの恐れが
あるので、靴で来場。
②子どもモノづくり学校「巨大紙ひ
こうきをみんなで作り飛ばそう！」
…8月10日㈭ 午後1時～2時30分
◇飛ぶ原理についての解説を聞きな
がら制作◇小学生以上の子ども（幼
児は要保護者同伴）◇20名◇500円
③パソコン講座 「初めてのパソコ
ン2日間講座」…文字入力／8月23
日㈬、インターネット入門／24日㈭
いずれも午後1～5時◇8名◇5，000
円（2日間）
④パソコン講座「ワード2013入門」
（チラシ作成）…8月30日㈬ 午前10
時～午後5時◇8名◇4，500円
█申①は当日直接当館へ、②～④は電
話かＥメールで「みらい館大明☎
3986‐7186、█EMmiraikan_taimei@
yahoo.co.jp へ。直接当館窓口申
込みも可※先着順。

生涯学習オープンスクール

※対象年齢、参加費など詳細の問い
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！」…8月3日㈭ 午後7～
8時
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649
●創形美術学校
②「T.A.P 体験講座～古色セピアで
描いてみよう（板絵）～」…8月5日
㈯ 午前10時～午後4時、③「いけ
ぶくろ版画工房体験講座～楽しい銅

版画～」…8月5日㈯ 午前10時30
分～午後4時
█申当校☎3986‐1981、█FAX3986‐1982

第2回としまビジサポセミナー
「小出流！売れる商品・サービ
スのつくり方」

8月18日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇個々の企業
が持つ強みをいかしたアイデアで成
功事例を次々に生み出す、日本屈指
の産業支援家の小出宗昭氏から売れ
る商品、サービスのつくり方を学ぶ
◇起業を考えている方、事業を営ん
でいる方◇50名（区内在住、在勤、
在学優先）
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。事業所名・所在地、メ
ールアドレスも記入）で「としまビジ
ネスサポートセンター☎4566‐2742、
█FAX5992‐7088、█EMA0029099@city.t
oshima.lg.jp」へ。

豊島みどりの会公開講座
「花の秘密と昆虫たち」

8月22日㈫ 午後2～4時 あう
るすぽっと◇フラワーエコロジスト
／田中 肇氏が「花が昆虫を誘導して
受粉させる秘密の策略をのぞきます」
をテーマにお話◇30名◇200円█申フ
ァクスかＥメールで8月15日までに
「豊島みどりの会公開講座係█FAX3982
‐5569、█EMtoshima-midori-nokai
@freeml.com」へ※先着順。
█問豊島みどりの会☎3982‐5569

女性再就職支援
サポートプログラム〈5日間〉

9月15～22日の5日間（土・日曜
日、祝日除く） 午前10時～午後4
時 としま産業振興プラザ（IKE・
Biz）※3・4日目のパソコン講座は
東京セミナー学院（西池袋5‐4‐
6）◇出産や育児、介護などで退職
された女性を対象に、就職活動のノ
ウハウや、パソコン操作の基礎を学
ぶ◇54歳以下の女性◇25名
█申電話で東京しごとセンター☎5211
‐2855へ※先着順。

介護職員初任者研修（旧2級ヘ
ルパー養成研修）受講生募集中

◇講演・演習（計118時間）…10月2
日～平成30年1月17日 月・水・金
曜日／午後6～9時、土曜日／午前
9時～午後4時（一部午後5時まで）
◇実習・見学（計28時間）…11月23日
～12月12日の期間中 平日・土曜日
／昼間4日間 特別養護老人ホーム
菊かおる園（西巣鴨2‐30‐19）◇修
了試験に合格した方に修了証を発行
◇24名◇64，480円█申所定の用紙（豊
島区社会福祉事業団に電話で請求ま
たは、当事業団ホームページ█HP htt
p : //www.toshimaj.or.jp よりダ
ウンロードも可）を、9月15日（必着）
までに郵送で「〒170‐0001 西巣鴨
2‐30‐20 豊島区社会福祉事業団」
へ※直接窓口申込みも可。応募者多
数の場合は書類選考。
█問当事業団☎5980‐0294

ここ数年の間に電動歯ブラ
シが普及し、皆さんも使用し
ている方が多いと思います。
確かに、患者さんにも「電動
歯ブラシって良いですか？」
と聞かれる機会も増えてきて
います。
そんな時は「部屋のお掃除

をする時の掃除機を使用する
場合と、ほうきと塵取りを使
用する場合との比較」でお話
をさせていただきます。部屋
のゴミがどの辺りにあるかわかっていて、ほうきと塵取りで、きちん
と細かい所まできれいにできる方は、掃除機を使えば先を替えたりし
ながら、より早く、きれいにできます。逆にきれいにできない方は高
級な掃除機でも上手に、きれいにはできないと思います。まずは正し
い歯ブラシの使い方を学んでください。
今後は口の中に入れるだけで、自動掃除機のように、勝手にきれい
にしてくれる電動歯ブラシが出てくるかもしれませんね。
東京都豊島区歯科医師会公衆衛生担当理事／大多和昌彦

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

伝統工芸士の渡邉 勉さんは、新潟県に生まれ、
昭和25年に池袋本町の籐職人だった尾﨑喜一氏に師
事し、籐工芸の門をくぐった。昭和36年には渡辺商
店として独立。現在まで名工の技により作品を作り続けている。
籐と日本人の関わりは古く、平安時代に弓や太刀などの武具に使

用された記録が残っている。明治時代に入って、欧米との交流の中
から椅子の文化がもたらされ、家具としての籐椅子が一般に普及し
ていった。
籐椅子も手掛ける渡邉さんの制作工程は、デザイン、材料の選定、

寸法切り、材料の曲げ、骨組み、編み、縁巻き、仕上げがあり、全
工程の技能に精通した数少ない職人であ
る。
その名工の技が高く評価され、平成22

年には「現代の名工」、平成26年には「豊
島区登録無形文化財保持者」に認定され、
平成28年には「黄綬褒章」を受章した。
「丈夫で長持ちする」と定評のある渡邉
さんの籐工芸作品。渡邉さんは「修理も
可能なので、長く使って欲しいですね」
と微笑んだ。

█問商工グループ☎4566‐2742

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。

「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。
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「東京籐工芸」 渡邉 勉氏
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●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 健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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区民ひろば
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スポーツスポーツ

職員採用

官公署だより

IKE・Biz リフレッシュ＆
リラックスエクササイズ

①フラダンス…午後6時15分～7時
15分、②ヨガ…午後7時30分～8時
30分 いずれも毎週火曜日（休館日
を除く） としま産業振興プラザ（IK
E・Biz）◇初めての方も安心して参
加できるプログラム◇16歳以上◇各
20名◇各回1，000円◇運動のできる
服装、タオル、飲み物（ふた付き）持
参█申各回開始90分前から当館1階窓
口で申込み※先着順。
█問当館☎3980‐3131

区民グラウンド・ゴルフ交流大会

8月5日㈯※雨天時19日㈯ 午後
5時受付開始 総合体育場◇区内在
住、在勤の方※初心者大歓迎◇500
円◇運動のできる服装。道具の貸出
しあり。
█申電話で7月30日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ※要予約。

第37回区民ラジオ体操大会

8月6日㈰ 午前6時～6時50分
（午前5時40分受付開始） 総合体育
場◇ラジオ体操第一、第二、みんな

の体操█申当日直接会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

区民ハゼ釣り大会

8月27日㈰ 午前5時30分 旧豊
島公会堂前集合 千葉県木更津周辺
◇ハゼの総重量で競う（競技方法に
制限あり）◇区内在住、在勤の方と
家族◇100名◇5，500円（女性と高校
生以下は3，500円）◇竿（3．6～4．5ｍ）、
仕掛け、えさ、弁当、水筒、雨具な
ど持参（貸竿あり）。
█申電話で8月16日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079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。

平成29年度特別区（東京23区）
職員採用試験案内

①職員Ⅰ類（土木・建築新方式）、②
職員Ⅲ類、③経験者採用、④身体障
害者を対象とする選考※①④は今年
度豊島区での採用なし。詳細は試験
案内（東京23区の各区役所、特別区
人事委員会事務局で配布）を参照█申
特別区人事委員会ホームページ█HPht

tp : //www.tokyo23city.or.jp/sai
you-siken.htm から、①～③は7
月31日（受信有効）までに、④は8月
7日（受信有効）までに申込み。また
は郵送で①～③は7月27日（消印有
効）までに、④は8月3日（消印有効）
までに「〒102‐0072 千代田区飯田
橋3‐5‐1 特別区人事委員会事
務局任用課」へ。
█問当委員会事務局任用課採用係☎
5210‐9787、区人事課人事グループ
☎3981‐1247

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向け（ポイント
方式）※ひとり親、高齢者、心身障
害者、多子、車いす使用者世帯、所
得の低い一般世帯、住宅困窮度の高
い世帯限定（審査による）、②単身者
向け・シルバーピア（抽選）、③事業
再建者向け定期使用住宅◇募集案内
・申込書配布期間…8月1日㈫～9
日㈬◇配布場所…住宅課、東・西区
民事務所、東部障害支援センター、

図書館※③は当公社目白窓口センタ
ー（目白2‐1‐1 目白 NT ビル
5階）、住宅課で配布。
█問当公社募集センター…募集期間中
☎0570‐010‐810、募集期間外☎
3498‐8894、█HPhttp : //www.to-k
ousya.or.jp/
●自衛隊豊島出張所
「自衛官募集」
◇種目…①航空学生、②一般曹候補
生、③自衛官候補生◇資格…日本国
籍で、①は高卒（見込含む）で23歳未
満の方、②③は18歳以上27歳未満の
方◇受付期間…①②は9月8日まで、
③は随時。
※詳細は問い合わせてください。
█問当出張所☎3982‐7075

◆さくら第一 「夏祭り」…7月27
日㈭ 午後1時30分～3時◇都立
千早高校和太鼓部による演奏と体
験会、盆踊り█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆仰高 「ひろばまつり」…7月30
日㈰ 午後1～3時◇1階…縁日
／魚つりゲーム、かき氷、ポップ
コーン、サイコロころがし、缶つ
みほか、2階…ミュージカル／出
演…国際基督教大学「劇団虹」、ふ
れあいお笑い LIVE／出演…ジャ
ガモンドほか█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆池袋本町 「盆踊り＆スイカ割
り」…8月2日㈬ 午前10時から
◇盆踊りとスイカ割りを楽しむ█申
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆長崎 「夏休みスイカ割り大会」
…8月5日㈯ 午後1時30分から
◇スイカ割りほか█申当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411

◆西池袋 「盆踊り大会＆ミニ縁
日」…8月6日㈰ 午後1時30分
～3時◇盆踊りの前に「着付け教
室」あり█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆高松 「戦争を語り継ぐ2017あ
の頃の絵本と子どもたち」…8月
7日㈪ 午後1時30分～3時30分
◇戦時下の絵本に描かれた戦争美
化と戦意高揚について、当時の絵
本から学ぶ。講師…日本ペンクラ
ブ常務理事／野上 暁氏█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆西巣鴨第一 「葉月寄席」…8月
18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
◆千早 「盆踊り」…8月20日㈰
午後1時30分～3時◇盆踊りとス
イカ割り。出
演…みのり太
鼓█申当日直接
当ひろばへ。
█問当ひろば☎
3959‐2281

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

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆ジュニア・アーツ・アカデミー
（演劇・全5回）参加者募集…10月
1日～11月12日 日曜日◇みんな
で体験！演劇ごっこ◇15名◇8月
12日募集開始。詳細は当財団ホー
ムページ参照。
█問プランセクション☎3590‐7118
（平日午前10時～午後5時）
◆地域文化創造館
●巣鴨 第21回夕涼みコンサート
…7月22日㈯ 午後5時30分開演
南大塚ホール◇250名█申当日直接
会場へ。
●南大塚 ⓐ東京音楽大学 ACT
Projectコンサート「楽器が語るも
のがたり」…8月1日㈫ 午後2
時開演 南大塚ホール◇250名◇
500円█申当館窓口で発売中、ⓑ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（巣鴨を除く）
で発売中。当館のみ電話予約可。
●千早 サマーコンサートin千早
「懐かしのハワイアン＆フラダン
ス」…8月26日㈯ 午後2時開演
◇出演…BLU
E ISLANDE
RS（ブルーア
イランダーズ）
＆小林れい子
フラ舞踏塾◇
80名◇600円
█申電話か直接
当館窓口へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【108】美術講座「江戸の
メディア 浮世絵」…9月1・15・
29日 金曜日 午後2～4時◇30

名◇2，500円◇8月5日（必着）、
②【109】駒込エリアガイドボラン
ティア養成講座Ⅲ「発掘！染井遺
跡 植木の里を歩く」…9月30日、
10月7日 土曜日 午後2～4時
◇20名◇1，500円◇9月3日（必着）
●巣鴨 ③【210】すがも健康講座
―本当は怖い「咳と痰」…8月8日
㈫ 午前10時～11時30分 南大塚
地域文化創造館◇60名※先着順、
④【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 ⑤【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◇おとなのみも可◇30組◇
おとな1，000円、小・中学生無料
●雑司が谷 ⑥【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、【210】はどなたでも
【507】は小学生以上█申往復はがき
（上部記入例参照。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。【210】は巣
鴨地域文化創造館の電話のみ、
【507】は南大塚地域文化創造館窓
口か電話のみ。
█問駒込☎3940‐2400、巣鴨☎070
‐6555‐6876（平日午前9時～午
後5時）、南大塚☎3946‐4301、
雑司が谷☎3590‐1253、千早☎
3974‐1335

6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）

8日 0．06 0．06 0．05

22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） 7月21日号 No.1746 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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