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特別区民税・都民税の
お支払いはお済みですか

第1期分（6月30日納期限）の納付
が確認できなかった方へ、8月1日
に督促状を発送しました。期限内に
納付してください。納め忘れを防ぐ
ためには便利な口座振替をご利用く
ださい。病気や退職などでやむをえ
ず納期限までに納付することができ
ない場合や生活が困窮している場合
には、分割納付などの相談を行なっ
ています。早めに税務課整理第一・
第二グループへ相談してください。
█問当グループ☎4566‐2362

国民健康保険加入者のかたへ
「医療費のお知らせ」を発送します

加入者の方が受けた診療の内容を
世帯主あてにお知らせします。この
お知らせによる手続きの必要はあり
ません。医療機関に支払われる医療
費の総額を知るとともに、健康の大
切さを考えるきっかけにしてくださ
い◇発送時期…8月下旬ごろ◇内容
…平成28年11月～平成29年4月まで
の医療費※窓口支払額（1～3割）で
はなく、総医
療費（10割）を
記載。
█問国民健康保
険課給付グル
ープ☎3981‐
1296

60歳以上の高齢者向け優良賃貸
住宅の入居待機者募集

入居待機者の優先順位は抽選で決
定します。今後空室が発生した場合
に順位に従いあっせんします※現在

空室なし。
◇物件の概要…レジディアタワー上
池袋（パーク棟）、所在地／上池袋1
‐37‐5、間取り／1Ｒ（30．66㎡）、
家賃／92，000円（家賃助成制度あり）、
別途敷金・共益費
◇入居待機者の登録期間…1年間※
詳細は問い合わせてください。
█申電話で8月1～7日（平日）午前10
時～午後5時の間に伊藤忠アーバン
コミュニティ㈱☎3662‐5710へ。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

介護サービスを利用せずに
要介護4か5の家族を
在宅介護している方へ

次の①～③すべてに当てはまる場
合に、家族介護慰労金の申請を受け
付けます。①1年以上区内在住で、
介護保険の要介護4か5の家族と同
居または同居に準ずるかたちで介護
している、②介護を受けている方と
介護者の方がいずれも区民税非課税
世帯、かつ介護保険料に滞納がない、
③要介護4か5の認定期間内に、介
護サービスを受けていない期間が1
年以上ある、かつ過去1年間に継続
して3か月以上の入院をしていない
※年7日以内の短期入所サービス利
用は除く◇支給額…10万円※1回限
り。詳細は介護保険課管理グループ
に問い合わせてください。
█問当グループ☎3981‐1942

帝京平成大学連携講座
「介護者のためのがんばらない
介護講座」（全5回）

①「転倒・腰痛防止のトレーニング」
…9月1日、②「認知症って何？」…
9月15日、③「すぐできる口腔ケア
とお口の体操」…9月29日、④「栄養
バランスのとれた食事で介護力アッ
プ」…10月13日、⑤「心を守る介護の
ために」…10月27日 いずれも金曜
日 午後2時30分～4時30分◇帝京

平成大学池袋キャンパス本館（東池
袋2‐51‐4）◇区内在住、在勤で
要介護者を自宅で介護している方◇
各回15名程度※連続参加も可。
█申電話で8月25日までに介護保険課
管理グループ☎3981‐1942へ※先着
順。

わかばパソコンクラブ初級編
（全7回）

9月6日～10月18日 水曜日 午
後1時20分～3時20分 心身障害者
福祉センター仮施設（目白5‐24‐
12）◇文字・文章入力などワードの
基礎的内容を運営協力員とともに学
ぶ◇区内在住、在勤で18～64歳の身
体障害者手帳、愛の手帳、精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの方または
高次脳機能障害と診断されている方
◇4名※初めて受講される方優先。
再受講も可◇テキスト代など実費。
█申電話かファクスで8月18日までに
「当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441」へ※先着順。

小学校入学相談会

9月2日㈯ 午後1～4時
◇区の教育紹介などのビデオ上映と
小学校別パネル展示…としまセンタ
ースクエア（区役所本庁舎1階）※ビ
デオ上映は学区域ごとに入場◇区の
学校教育、隣接校選択制、放課後事
業など。
◇個別相談会
�学校に関すること…区役所本庁舎
5階会議室◇小学校教育、就学手続
き、特別支援教育など、�学童クラ
ブに関すること…区役所本庁舎8階
会議室◇放課後事業など。
いずれも◇来年度に小学校入学予

定の児童と保護者※未就学児同伴可
█申当日直接会場へ。
█問学事グループ3981‐1174

中学校説明会

�駒込中学校…9月8日㈮ 午後3
時30分から、�巣鴨北中学校…9月
2日㈯ 午前11時から、�西巣鴨中
学校…9月7日㈭ 午後3時30分か
ら、�池袋中学校…9月16日㈯ 午
前10時50分から、�西池袋中学校…
9月9日㈯ 午前10時45分から、�
千登世橋中学校…9月2日㈯ 午前
11時から、�千川中学校…9月9日
㈯ 午前11時20分から、�明豊中学
校…9月2日㈯ 午後2時から◇学
校概要・ＰＲビデオ、中学校生活、
進路、部活動紹介、個別相談など。
複数校参加可。できるだけ学区域の
学校の説明会に参加してください◇
小学3～6年の児童と保護者◇上履
き、下足袋
持参█申当日
直接各中学
校へ※駐輪、
駐車不可。
█問学事グループ☎3981‐1174

区立中学校入学（特別支援学級
「固定級・通級指導学級」入級）
に向けた保護者説明会

◇固定級…9月6日㈬ 巣鴨北中学
校、9月7日㈭ 西池袋中学校、9
月14日㈭ 西巣鴨中学校 いずれも
午前9時～11時30分（学級の概要説
明／午前9時～9時20分、授業見学
／午前9時20分～10時20分、質疑応
答／午前10時30分から）
◇通級指導学級…9月9日㈯ 午前
9時45分～10時35分 西巣鴨中学校、
9月20日㈬ 午後2時30分～3時20
分 千川中学校 いずれも◇学級の
概要説明。
█申当日直接各特別支援学級へ。
█問巣鴨北中学校☎3917‐4749、西池
袋中学校☎5950‐0194、西巣鴨中学
校☎3981‐6071（固定）、☎070‐
6555‐7038（通級）、千川中学校☎
3973‐0124

●図書展示「平和について考えよう」 7月29日㈯～8月24日㈭
児童書展示／中央図書館、駒込図書館、上池袋図書館、目白図書館
一般書・児童書合同展示／巣鴨図書館、千早図書館
●おはなし会スペシャル
8月5日㈯ 午後2時30分～3時30分 池袋図書館
8月16日㈬ 午後3時～3時30分 目白図書館
█申いずれも当日直接会場へ。
█問各図書館 中央☎3983‐7861、駒込☎3940‐5751、巣鴨☎3910‐
3608、上池袋☎3940‐1779、池袋☎3985‐7981、目白☎3950‐7121、
千早☎3955‐8361

●広島に原爆が投下された日時…
8月6日㈰ 午前8時15分
●長崎に原爆が投下された日時…
8月9日㈬ 午前11時02分
●全国戦没者追悼式…
8月15日㈫ 正午
それぞれ1分間の黙と
うのご協力をお願いし
ます。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

「としま情報スクエア」

8/1 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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「平和」をテーマにした図書展示、
おはなし会を開催します

戦没者の慰霊と
世界の恒久平和への
願いを込めて
黙とうをささげましょう

●「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。



学 校 参 観

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

環境・清掃環境・清掃

主な粗大ごみ処理手数料
主な品目 新料金 現行料金

掃除機、布団 400円 300円
ソファー（1人
用）、ミシン（卓
上用）

800円 700円

たたみ（1畳）、
シングルベッド 1，200円 1，000円

ソファー（2人
用）、ダブルベ
ッド

2，000円 1，800円

両そで机 2，800円 2，500円

事業系有料ごみ処理券の料金
券種 新料金 現行料金

10リットル券
（1セット10枚） 760円 690円

20リットル券
（1セット10枚）1，520円 1，380円

45リットル券
（1セット10枚）3，420円 3，100円

70リットル券
（1セット5枚）2，660円 2，415円

※新しい額面の事業系有料ごみ処理
券は10月1日から各取扱店で販売
します。

健  康
募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

児童扶養手当・特別児童扶養手
当・ひとり親家庭等医療費助成
受給者の皆さんへ

現況届の案内を8月上旬に送付し
ます。現況届の提出がないと手当・
助成が受けられなくなります。必ず
提出してください。
◇受付…8月31日まで（特別児童扶
養手当は8月14日～9月11日の間）
に子育て支援課児童給付グループ窓
口へ※土・日曜日、祝日を除く。た
だし、8月19日㈯・27日㈰の午前9
時～午後5時は提出可。
█問当グループ☎3981‐1417

パパの応援講座

9月2日㈯ 午前10時～正午 東
部子ども家庭支援センター◇子ども
との遊び方の紹介やお父さん同士の
交流会。講師…順天堂大学非常勤講
師／小田俊一氏◇0歳～1歳6か月
の子どもと父親とその家族◇15組◇
スマイルカード持参。
█申8月3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。

ママのスマイル講座
「産後のこころとからだ」

9月4日㈪ 午後2時30分～4時
西部子ども家庭支援センター◇神経
科医師／松井康絵氏による講座。女
性のこころとからだの変化について

学ぶ◇区内在住で、1歳6か月まで
の子どもの保護者◇15名◇スマイル
カード持参█保2か月以上未就学児。
15名。要予約※2か月未満は同席。
█申8月1日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

育児講座ノーバディーズ・パー
フェクト・プログラム～完璧な
親なんていない～（全6回）

9月22日～10月27日 金曜日 午
前9時30分～11時30分 区民ひろば
さくら第二◇参加者同士で話し合い、
子育てや自分自身などについて考え
る◇区内在住の35歳未満の母親で、
全回参加できる方。保育付き◇10名
█申電話で8月14日午前10時～9月1
日の間に西部子ども家庭支援センタ
ー☎5966‐3131へ。直接窓口申込み
も可※応募者多数の場合は、第一子
を育てている方を優先した上で抽選。
当選者には後日電話連絡。

住宅・不動産相談

毎週水曜日 午後1～4時 区役
所本庁舎4階409会議室※8月16日
も実施█申当日直接会場へ。
█問住宅相談グループ☎3981‐2683

としま建設まつり

8月20日㈰ 午前10時30分～午後
3時30分 としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）◇木材を使った

ものづくり（金づちや釘を使用した
工作）、上棟式の見学など◇区内在
住、在学の小・中学生█申当日直接会
場へ。
█問東京土建一般労働組合豊島支部☎
3986‐2471

出前講座「食品表示」

8月7日㈪ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば高南第一◇アレル
ギー表示や栄養成分表示など、食品
表示のルールと食品安全について学
ぶ。講師…東京都消費者啓発員█申当
日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

ふくしのしごと
GO！DO！合同就職面接会

8月22日㈫ 午後1時30分～4時
（午後3時30分受付終了） ハローワ
ーク池袋サンシャイン庁舎会議室
（東池袋3‐1‐1）◇池袋近辺の8
施設による事業説明会の後、施設の
方と直接面談・相談ができる就職面
接相談会を開催。詳細はハローワー
ク池袋ホームページ█HPhttp : //toky
o-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list
/ikebukuro.html 参照◇介護や看
護など福祉の分野で働きたい方◇応
募する会社数の履歴書を持参█申当日
直接会場へ。
█問ハローワーク池袋ハートフルワー
クコーナー☎3987‐4367

事業系ごみと粗大ごみの
処理手数料が改定されます

10月1日からの事業系一般廃棄物
処理手数料の改定により、事業系有
料ごみ処理券の料金が変更になりま
す。また、粗大ごみ処理手数料も10
月1日以降の申込み分から変更にな
ります。詳細は区ホームページ参照。

█問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981‐1142

豊島清掃工場個人見学会

8月12・26日 土曜日 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
█申電話で各開催日2日前午後3時ま
でに当工場☎3910‐5300へ※先着順。

みらい館大明「いのちの森」開放日

8月27日、9月24日、10月22日、
11月26日 日曜日 午後1～5時◇
区の植樹事業で誕生した「いのちの
森」を自由に見学。校庭で遊ぶこと
も可█申当日直接当館へ。
●「いのちの森」を見守り育てる運営
ボランティア募集中…詳細は問い合
わせてください。
█問当館☎3986‐7186

8月から「長寿健診」が始まります

◇受診期間・場所…11月30日㈭まで
区内実施医療機関
◇検査項目…問診、身体測定、血圧
測定、診察、血液検査、尿検査と胸
部Ｘ線検査※平成30年3月末日現在、
偶数年齢の方のみ心電図検査あり
◇対象…後期高齢者医療制度に加入
している方（主に昭和17年9月30日
以前に生まれた方）※対象者には7
月下旬に受診券を発送済み。案内が
届かない場合で、受診希望の方は問
い合わせてください。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

ゆるゆる健康体操

8月21日㈪ 午後2～4時 デサ
ントフィットネスラウンジ目白椿の
坂スタジオ（目白1‐4‐8）◇ゆっ
くりとしたペースでストレッチ、有
酸素運動◇区内在住の方優先（区内
在勤、在学の方は空きがあれば参加
可）◇20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第2期
「食彩いきいきサロン」
参加者募集中！（全6回）

①9月7日～12月7日 木曜日 午
前11時20分～午後1時 女子栄養大
学「松柏軒」（駒込3丁目）◇栄養士に
よるミニ栄養講座◇30名、②9月12
日～11月21日 火曜日 午前11時～
午後1時 食堂「ル ボン トラバー
ユ」（東池袋1丁目）◇簡単体操や歌
などのレクリエーション◇20名
いずれも◇バランスのとれた食事

を楽しみながら、参加者同士で交流
◇区内在住の65歳以上の方※初めて
の方優先◇2，700円█申往復はがき（4
面記入例参照。希望会場も記入）で
8月15日（必着）までに高齢者福祉課
介護予防・認知症対策グループへ。
①②重複申込み不可※応募者多数の
場合は抽選。
█問当グループ☎4566‐2434

講演会「しょうゆの基礎
知識と世界へのひろがり」

9月15日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇普段何気な
く使っている発酵食品、「しょうゆ」
の不思議な力について考えてみませ
んか◇講師…キッコーマン㈱／岡村
弘孝氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

いきいき健康体操教室

9月26日㈫ 午前10時～11時30分
雑司が谷体育館◇講師…雑司が谷体
育館インストラクター◇40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

5区合同ビジネスネット
参加企業募集

11月16日㈭ 午後1～5時 ココ
ネリ3階（練馬1‐17‐1）◇販路開
拓や情報交換を円滑に行なうための、
事前マッチングによる受発注企業個
別商談会◇食品・生活雑貨関連企業
◇1社2，000円█申所定の申込書（練馬
ビジネスサポートセンターで配布。
当センターホームページ█HPhttp : //
www.nerima-idc.or.jp/bsc/から
ダウンロードも可）を8月24日（必着）
までに郵送で〒150‐0001 渋谷区
神宮前1‐17‐5原宿シュロス603
5区合同ビジネスネット事務局へ。
█問当事務局☎6721‐1314

豊島区障害者権利擁護協議会

8月24日㈭ 午後6時30分～8時
30分 区役所本庁舎5階507・508会
議室
█申電話かファクスで前日午後5時ま
でに「障害福祉課政策推進グループ
☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」へ。

『赤い鳥』を語り継ぐ
おばあちゃんのおはなし会

8月5日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「子
供は悲しみを知らず」、小野浩「鬼の
指輪」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

TOBU deあそびシリーズ
～スタンプでこどものまちをつ
くろう～

8月12日㈯・13日㈰ 午前11時～
午後6時30分（1回45分、各日10回
開催） 東武百貨店池袋店2階5番
地（西池袋1‐1‐25）◇「東武の夏
祭り」の中で開催する「こども DIY
部」によるイベント。手ぬぐいに好
きなスタンプを押して、手ぬぐいの

中にオリジナルの小さなまちを作る
◇3歳以上◇各回4名◇700円█申当
日先着順受付。
█問地域支援グループ☎3981‐2187

横木富美江のぴよぴよ絵本ひろば

8月17日㈭ 午前11時～正午（午前
10時50分受付開始） 赤鳥庵（目白庭
園内）◇絵本の読み聞かせや手遊び◇
未就学児と保護者、読み聞かせに興
味のある方◇50名█申当日先着順受付。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

第32回日本の海洋画展

8月21日㈪～27日㈰ 午前11時～
午後7時（初日は午後2～6時、最
終日は午後4時まで） 東京芸術劇
場◇現代画壇を一堂に集めた海洋画
展█申当日直接会場へ。
█問（一財）全日本海員福祉センター☎
3475‐5391

豊島区・北区・荒川区
起業家交流会2017 summer

8月25日㈮ 午後6時～8時45分
北とぴあ13階飛鳥ホール（北区王子
1‐11‐1）◇起業家同士の「つなが
り」の輪を広げ、新たなビジネスチ
ャンスを探してみませんか。第1部
…トークセッション「アツい想い・
夢をカタチに！」、第2部…懇親会
◇起業に関心がある方、起業してお
おむね5年以内の方◇90名◇1，500
円（第1部のみ参加の方は無料）
█申電話かファクスかEメール（4面記
入例参照。業種・事業内容、起業状
況、第2部参加の有無も記入）で8
月21日までに「商工グループ☎4566
‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA002909
9@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

駒込図書館
こうさくかい～絵本を作ろう～

8月26日㈯ 午後2時～3時30分
駒込地域文化創造館◇絵本作家／天
野 慶氏のお話を聞いて、親子で世
界に一つだけの絵本を作る◇3歳～
小学生の子どもと保護者◇10組
█申8月5日から電話で駒込図書館☎
3940‐5751へ。直接窓口申込みも可
※先着順。

出張講座「悪質商法にご用心」

8月8日㈫ 午後2～3時 区民
ひろば南池袋◇最近の事例などを紹
介し、だまされないための注意点や
対処方法を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明

①回文づくりワークショップ…8月
15日㈫ 午後1～3時◇上から読ん
でも下から読んでも同じ文章をつく
るコツを学ぶ。講師…回文ミュージ
シャン／回文ブルース氏◇10名◇
500円（小・中学生は無料）、②邦楽
入門 尺八体験…8月22日㈫ 午前
11時15分～午後0時45分◇尺八演奏
の体験、プロの奏者の演奏鑑賞。講

師…（公財）都山流尺八楽会大師範／
宗安枯山氏◇10名◇1，000円、③い
けぶくろ自然クラブ「第4回大根の
種まきと石窯ピザづくり」…9月3
日㈰ 午前8時20分池袋駅集合、午
後5時池袋駅解散◇小学生と保護者
◇20名（保護者含む）◇1名4，800円
█申①②電話かＥメールで「当館☎
3986‐7186、█EMmiraikan_taimei@
yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込み
も可、③としまＮＰＯ推進協議会申
込みフォーム█HPhttp ://form1.fc2.c
om/form/?id=912441へ※いずれ
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、参加費など詳細の問い
合わせ、申込みは直接各校へ。
●日本外国語専門学校
①「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…8月19日㈯
午後1時～2時30分
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041
●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分かるセ
ミナー」…8月26日㈯ 午前11時～
正午
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649

ミニセミナー
「池袋のホームレス事情」

8月25日㈮ 午後7～9時 地域
活動交流センター◇なぜ今も池袋に
多くの「ホームレス」がいるのか、そ
こにはどんなニーズがあるのかを元
路上生活経験者と共に考えます。講
師…NPO 法人 TENOHASI 代表／
清野賢司氏◇20名█申ファクスで協働
推進グループ█FAX3981‐1213へ。区ホ
ームページから申込みも可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

徳川林政史研究所公開講座
「幕末動乱のはじまり」（全5回）

9月7・14・21・28日、10月5日
木曜日 午後6時30分～8時 生活
産業プラザ◇江戸時代の古文書をテ
キストにして、くずし字を解読しな
がらその時代背景などを学ぶ█申往復
はがきで8月15日（必着）までに文化
財グループへ。1名1通のみ※応募
者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

川村学園女子大学川村英文学会
特別講演
「マンガとシェイクスピア？」

9月16日㈯ 午後1～2時（午後
0時30分受付開始） 当学園小講堂
（目白2‐22‐3）◇さまざまな例を
取り上げて、マンガでシェイクスピ
アする意味を考える◇100名█申 E メ
ール（氏名〈フリガナ〉、住所、連絡
先を記入）で7月31日～8月10日の
間に川村英文学会事務局国際英語学
科学生研究室█EMkokusaieigo.kgwu
@gmail.comへ※先着順。
█問当研究室☎・█FAX04‐7183‐7212※
7月31日～8月4日午前9時～午後
4時のみ。

2学期に学校参観週間を実施します。また、各校では心の教育を推進するためすべての学級で道徳の授業を公開する「道徳授業地区公開講座」や月1回程度の
「としま土曜公開授業」も実施しています。学習に取り組む子どもたちの様子をぜひご覧ください◇上履き持参
█申当日直接学校へ。受付で記名。公開時間は実施園、学校によって異なるため問い合わせてください。日曜日の公開はありません。

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。

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地区
公開講座

目白小学校
☎3987‐4801 9月9日㈯～9月14日㈭ 9月9日、10月28日 9月9日

長崎小学校
☎3956‐8146 9月19日㈫～9月22日㈮ 9月9日、10月7日、12月9日 10月7日

要小学校
☎3956‐8151 9月14日㈭～9月20日㈬ 9月2日、10月28日、11月18日 9月2日

椎名町小学校
☎3953‐6461 9月7日㈭～9月12日㈫10月28日、11月11日、12月2日 1学期に

実施済み
富士見台小学校
☎3953‐6472 9月4日㈪～9月8日㈮ 9月30日、10月21日、12月2日 1学期に

実施済み
千早小学校
☎3956‐8154 9月8日㈮～9月13日㈬ 9月9日、10月7日、11月25日 1学期に

実施済み
高松小学校
☎3956‐8157 9月6日㈬～9月12日㈫10月21日、12月2日 2月10日

さくら小学校
☎3956‐8164 9月16日㈯～9月22日㈮ 9月16日、10月14日、11月11日、12月9日 9月16日

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地区
公開講座

駒込中学校
☎3918‐2105 9月4日㈪～9月9日㈯ 9月9日、11月11日 1学期に

実施済み
巣鴨北中学校
☎3918‐2144 8月30日㈬～9月5日㈫ 9月2日、10月14日、11月11日 10月14日

西巣鴨中学校
☎3986‐0661 9月4日㈪～9月9日㈯ 9月9日 10月11日

池袋中学校
☎3986‐5435 9月4日㈪～9月8日㈮ 9月16日、11月11日、12月2日 1学期に

実施済み
西池袋中学校
☎3986‐5427 9月4日㈪～9月9日㈯ 9月9日、11月11日 9月6日

千登世橋中学校
☎3987‐6285 9月2日㈯～9月8日㈮ 9月2日、10月14日、11月11日、12月9日 1学期に

実施済み
千川中学校
☎3956‐8171 9月8日㈮～9月14日㈭ 9月9日、11月11日 1学期に

実施済み
明豊中学校
☎3956‐8174

9月4日㈪～9月8日㈮
10月2日㈪～10月6日㈮ 9月2日、11月11日、12月9日 1学期に

実施済み

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業地区
公開講座

仰高小学校
☎3918‐2325 9月2日㈯～9月6日㈬ 9月2日、10月7日、11月11日、12月2日 9月2日

駒込小学校
☎3918‐5691 9月19日㈫～9月22日㈮ 9月9日、10月14日、11月25日 1学期に

実施済み
巣鴨小学校
☎3946‐9551 9月19日㈫～9月22日㈮ 9月9日、10月14日、12月9日 2月17日

清和小学校
☎3918‐2605

9月4日㈪～9月8日㈮
※7日㈭を除く 10月14日、12月2日 1月20日

西巣鴨小学校
☎3918‐6345 9月7日㈭～9月12日㈫ 9月9日、10月14日、11月25日、12月9日 1月20日

豊成小学校
☎3918‐2315 9月9日㈯～9月14日㈭ 9月9日、10月14日、11月18日、12月9日 9月9日

朋有小学校
☎3987‐6275 9月6日㈬～9月11日㈪ 9月9日、11月11日、12月2日 9月26日

朝日小学校
☎3918‐2339

9月9日㈯～9月15日㈮
※13日㈬を除く 9月9日、10月7日、11月11日 9月9日

池袋第一小学校
☎3916‐3435 8月30日㈬～9月2日㈯ 9月2日、11月11日、12月2日 1月13日

池袋本町小学校
☎3986‐7166 9月19日㈫～9月25日㈪10月21日 2月10日

池袋第三小学校
☎3984‐8501

9月4日㈪～9月9日㈯
※6日㈬を除く 9月9日、11月11日、12月2日 10月21日

池袋小学校
☎3986‐2858 9月9日㈯～9月13日㈬ 9月9日、10月7日、11月11日、12月2日 9月9日

南池袋小学校
☎3987‐6278

9月5日㈫～9月9日㈯
※6日㈬を除く 9月9日、10月28日、11月25日 1学期に

実施済み
高南小学校
☎3987‐6266 9月8日㈮～9月13日㈬ 9月9日、10月14日、12月9日 1月13日

幼稚園名 実施期間

西巣鴨幼稚園 ☎3915‐813110月4日㈬・5日㈭

池袋幼稚園 ☎3986‐82339月26日㈫・27日㈬

南長崎幼稚園 ☎3950‐28619月13日㈬・14日㈭

区立幼稚園、小・中学校参観週間 █問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

幼

稚

園

小

学

校小

学

校

中

学

校

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7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 28,063
(－25)

177,415
(－32)

286,644
(－8)
144,432
142,212

男
女

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

第70回豊島区民体育大会

◇区内在住、在勤の方
※申込みなど詳細は各競技担当へ問
い合わせてください。
�卓球…9月10日㈰ 豊島体育館█申
8月28日までに田辺☎3959‐4423へ。
�テニス…9月10日㈰から 総合体
育場・三芳グランド█申8月4日まで
に石☎3988‐5634へ。
�レスリング…9月17日㈰ 雑司が
谷体育館█申9月10日までに加瀬☎
3972‐8052へ。
�クレー射撃…9月18日㈷ 成田射
撃場◇散弾銃所持許可者█申当日午前
10時までに小池☎090‐3232‐5934へ。
�ダンススポーツ…9月24日㈰ 雑
司が谷体育館█申8月31日までに西倉
☎3988‐4082へ。
�ゴルフ…9月27日㈬ 鳩山カント
リークラブ█申8月31日までに小林☎
3981‐1619へ。
�剣道…10月1日㈰ 豊島体育館█申
9月5日までに小野塚☎3942‐2865
へ。
�ソフトテニス…10月1日㈰から
総合体育場█申9月11日までに三好☎
3941‐4739へ。
�ソフトボール…10月1日㈰から
千川中学校█申9月16日までに清水☎
3974‐3582へ。
�なぎなた…10月8日㈰ 雑司が谷
体育館█申9月20日までに隠岐☎3971
‐1973へ。
※ほかの種目は今後掲載予定。

第57回豊島区民陸上競技大会

9月18日㈷ 午前9時から（午前
8時10分受付開始） 夢の島競技場
（江東区夢の島1‐1‐2）◇競技種
目や参加費など、詳細は区ホームペ
ージか豊島区陸上競技協会ホームペ
ージ█HPhttp ://www-cc.gakushuin.
ac.jp/ 1̃9920096/toshima/参照◇

区内在住、在学、
在勤の方◇一般
（大学生含む）
800円、高校生
600円、中学生
500円、小学生

300円。リレーは1チーム1，000円█申
郵送かＥメールで8月18～31日（必
着）の間に「〒171‐0022 南池袋3
‐14‐9 豊島区陸上競技協会 木
津、█EMkumin.entry@email.plala.o
r.jp」へ。
█問当協会 木津☎3983‐4075

障害者スポーツ地域振興事業
「みんなのヨガ」（全6回）

①9月19日～10月24日 火曜日 午
後1時30分～2時30分、②11月13日
～12月18日 月曜日 午後7時30分
～8時30分 ①②とも豊島体育館◇
障害のある方も気軽に参加できるヨ
ガ教室◇区内在住、在勤、在学で18
歳以上の障害のある方およびその家
族、支援者の方◇各10名
█申電話かファクスかＥメールで「障
害福祉課政策推進グループ☎3981‐
1766、█FAX3981‐4303、█EMA0015600
@city.toshima.lg.jp」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。

外国語通訳（臨時職員）

◇総合窓口課・区民相談課での中国
語または英語の通訳業務◇任期…10
月1日～平成30年3月31日█申所定の
申請書（総合窓口課住民記録グルー
プで配布。区ホームページからダウ
ンロードも可）を、8月18日午後5
時までに当グループへ本人が持参。
█問当グループ☎3981‐4782

受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾などの受講料や、高校・大
学などの受験料の資金を貸付けます。
◇内容…無利子による学習塾などの
受講料貸付、高校や大学などの受験
料貸付。各貸付には限度額あり。返
済は据置期間終了後5年以内※高校
・大学などに入学した場合は、手続
きにより返済は免除。
◇利用できる方…中学3年生、高校
3年生またはこれに準じる方を養育

し、総収入が一定の基準に満たない
世帯で生計の中心になっている方。
申請には諸条件あり。確認書類の提
出が必要。
█問くらし・しごと相談支援センター
☎4566‐2454※相談受付期間は平成
30年1月31日（厳守）まで。

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
人への気づきや声かけを行ない、関
係機関につなげたり、地域づくりの
一役を担う「地域福祉サポーター」を
募集します。
◇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、
障害のある方も応募できます※研修
あり。
�説明会…8月26日㈯ 午前10時30
分～11時30分 区役所東池袋分庁舎
3階
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

視覚障害者の情報・
コミュニケーション支援事業
「ボランティア講習会」

9月7日㈭ 午後2～4時 区役
所東池袋分庁舎3階◇視覚障害者の
方が、地域生活を営むうえで必要な
情報を確保しコミュニケーションを
円滑にするため、情報収集や代筆・
代読をするための講習会◇ボランテ
ィア活動に意欲のある区民の方◇20
名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●東京都教育庁
「中学校卒業程度認定試験」

10月26日㈭ 東京都教職員研修セ
ンター（文京区本郷1‐3‐3）◇試
験科目…国語、社会、数学、理科、
外国語（英語）◇対象者…義務教育を

猶予・免除された方または卒業でき
なかった方、外国籍で平成30年3月
31日までに満15歳以上になる方◇受
験案内など配布場所…文部科学省ま
たは東京都教育庁█申指定の願書など
を8月21日～9月8日の間に、文部
科学省生涯学習政策局生涯学習推進
課へ提出。
█問当庁地域教育支援部義務教育課小
中学校担当☎5320‐6752
●豊島・池袋消防署
「はたらく消防の写生会展示会」

8月1日㈫～30日㈬ 午前8時30
分～午後5時15分 まるごとミュー
ジアム（区役所本庁舎4階）西・北面
◇区内の小・中・特別支援学校の優
秀作品の展示█申当日直接会場へ。
█問豊島消防署☎3985‐0119、池袋消
防署☎3988‐0119
●（公財）東京都中小企業振興公社
「現代に活きる伝統工芸士展～伝統
工芸士とたいけんフェス～」
8月22日㈫、23日㈬ 午前10時～

午後5時 東京都立産業貿易センタ
ー台東館4階（台東区花川戸2‐6
‐5）◇江戸・東京の伝統の技を体
験。小学生からできる各種ワークシ
ョップと実演が多数、自由研究に活
用できます◇ワークショップ材料費
は実費█申特設サイト█HPhttp ://taike
nfes2017.peatix.com（下記二次元
コードから読み取りも可）から入場
パスを入手して当日直
接会場へ。
█問当公社城東支社内事
務局☎5680‐4631

�「東京池袋川柳会」 毎月第3日曜日 午後1～5時
東京芸術劇場◇月額1，000円█問井関☎3971‐6131
�「リトルエールズ茶道」 毎月1回日曜日 午前9時か
ら・午後1時から 雑司が谷地域文化創造館ほか◇5歳
～中学生◇月額3，000円█問チダ
ムバラム☎090‐5827‐1301
�「やさしい手編の会」 毎月第
1・3火曜日 午前9時30分～
11時30分 千早地域文化創造館
◇月額3，300円█問奥津☎3957‐
2413

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）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

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。

4 広報としま情報版 平成29年（2017年） 8月1日号 No.1748 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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