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ご意見をお寄せください

①②の各案について、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す。
①豊島区建物等の適正な維持管理を
推進する条例（改正案）をまとめまし
た…現行の条例に規定のない空き地
などについても陳情が多く寄せられ
ている現状を踏まえ、より包括的な
対応を進めるため、条例を改正します。
②豊島区空家活用条例（案）をまとめ
ました…当条例は、空家の有効活用
に関し必要な事項を定め、安全で安
心して住み続けられるまちづくりを
めざします。
●閲覧できます…①②の骨子案は、
いずれも行政情報コーナー、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。①は建築
課、②は住宅課でも閲覧可。

●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②郵便番号・住所③
氏名または団体名（代表者名・担当者
名）を記入し、郵送かファクスかEメ
ールで、①は10月12日（必着）までに
「建築課許可・耐震グループ█FAX3980‐
5136、█EMA0023000@city.toshima.lg.
jp」、②は10月20日（必着）までに「住
宅課施策推進グループ█FAX3980‐5136、
█EMA0022901@city.toshima.lg.jp」へ。
直接各担当グループ窓口へ持参も可
※個別に直接回答はしません。
█問①許可・耐震グループ☎3981‐
0590、②施策推進グループ☎3981‐
2655

特別区民税・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29年度第1期分（6月30日納
期限）に限り、納付が確認できない
方へ9月26日に催告書を送付します。

期限内に納付してください。期限ま
でに納付が困難な場合は、分割納付
などの相談を行なっています。必ず
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

豊島区障害者団体連合会講演会
「～人は、人を浴びて人になる～」

9月27日㈬ 午後1時30分～4時
生活産業プラザ◇母親が統合失調症
を患い、自らもうつや摂食障害で苦
しんだ医師が、人生をつないだ出会

み ち

いを語る。講師…やきべつの径診療
所／夏苅郁子氏█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課管理グループ☎3981‐
1963、█FAX3981‐4303

高齢者福祉施設への
土地資産活用セミナー

10月5日㈭ 午後2時～3時30分

生活産業プラザ◇グループホームな
どの高齢者福祉施設整備への活用や
補助制度について。希望者には個別
相談会も実施◇土地の資産活用を検
討している方█申当日直接会場へ。
█問施設整備グループ☎4566‐2423

離乳食講習会

10月3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。

同月内に利用したサービスの自己負担（1割または2割）の合計額（同一世帯内に複数の利
用者がいる場合には世帯合計額）が、下表の自己負担上限額を超えるときは、超えた分が区
から払い戻されます。該当される方には、お知らせを送付します。
◇申請に必要なもの…金融機関の口座番号がわかるもの、印鑑。

█問介護保険課給付グループ☎3981‐1387

区ではこの条例の制定により、区長
の責務（関係機関・地域団体と連携し
条例目的を達成するため施策を推進）
と区民・店舗等事業者の責務（路上等
に看板等の路上障害物を設置・放置し
ない）を明らかにし、区民の皆さんが
公共の場所（公道や駅前広場など）を安
全・安心かつ快適に通行することがで
きるよう取り組みを実施していきます。
※路上障害物とは公共の場所の適正な利用を阻害するもので、容易に移動できるもの。
★路上障害物を発見したときは、区が指導・勧告します
★繰り返される場合は、区が同意に基づき除去・保管または不誠実な態度をする場合、違反事実を公表するこ
とがあります。
区は地域団体と連携・協力し周知・啓発活動を行なうとともに、警察と合同パトロールを実施し全ての人が安
全で安心できる通行空間の確保に取り組みます。 █問監察美化グループ☎4566‐2675

診療科目が限定される場合がありますので、必ず電話
確認してから受診してください。

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

朝鮮民主主義人民共和国が9
月3日に行なった核実験並びに
度重なる弾道ミサイル発射に対
し、9月4日、区長は「断じて
容認できるものではなく、強い
憤りの念を禁じえない」として、
金正恩国務委員会委員長に断固
として抗議しました。
区議会も9月4日、議長名で
核実験に断固抗議するとともに、
すべての核開発を即時放棄する
よう要請しました。
█問総務課総務グループ☎3981‐
4451、議会総務課議事グループ
☎3981‐1453

救急告示医療機関（13か所） 所在地 電話番号
（医）生全会 池袋病院 東池袋3‐5‐4 3987‐2431
岡本病院 東池袋2‐5‐5 3987‐6580
（医）愛語会 要町病院 要町1‐11‐13 3957‐3181
（医）日心会 総合病院一心病院 北大塚1‐18‐7 3918‐1215
（医）瑞雲会 高田馬場病院 高田3‐8‐9 3971‐5114
大同病院 高田3‐22‐8 3981‐3213
東京都立大塚病院 南大塚2‐8‐1 3941‐3211
（医）仁泉会 としま昭和病院 南長崎5‐17‐9 3953‐5555
豊島中央病院 上池袋2‐42‐21 3916‐7211
（医）大成会 長汐病院 池袋1‐5‐8 3984‐6161
（医）雙和会 原整形外科病院 西池袋3‐36‐23 3988‐5005
（医）卓秀会 平塚胃腸病院 西池袋3‐2‐16 3982‐1161
（医）東弘会 山川病院 南大塚3‐9‐11 3982‐7798

対象者の区分
自己負担上限額

7月サービス
利用分まで

8月サービス
利用分から

本人または世帯員が
住民税課税者

現役並み所得者 44，400円／月 44，400円／月
一般 37，200円／月 44，400円／月※1

世帯全員が
住民税非課税

下記以外の方など※2 24，600円／月 24，600円／月
被保険者本人の合計所得金額と課税年金
収入額の合計額が80万円以下の方など 15，000円／月 15，000円／月被保険者本人が老齢福祉年金を受けてい
る方など

※1 平成29年8月サービス利用分より本人または世帯員が住民税を課税されている方の月額上限が37，200円から44，400
円に変更になりました。ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方（サービスを利用していない方を含む）の利用者負担割
合が1割の世帯は、年間446，400円（37，200円×12ヶ月）の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされ
ます。（3年間の時限措置）
※2 年金等の収入が全く無い方や、収入が少なく確定申告の必要がないとされている方でも、住民税の申告をしていな
い方は、所得状況がわからないため、本来の区分で軽減がされない場合があります。必ず住民税の申告をしてください。

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9/21 ９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１０月２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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高野区長、木下議長が
朝鮮民主主義人民共和国の
核実験等に
断固として抗議しました

みんなの道路を誰もが安全に安心して歩ける通行空間にしよう
10月1日「路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」を施行

指導状況 指 導 後

●介護保険には高額介護サービス費の支給制度があります ●豊島区内救急医療機関のご案内

●「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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くらし等くらし等

健  康健  康

環境・清掃環境・清掃

募  集募  集

講演・講習講演・講習

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

10月12日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子ど
もとの関わりで大切なことを学ぶ。
講師…ほあしこどもクリニック副院
長／帆足暁子氏◇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～未就
学児。2か月未満は同席。15名。要
予約。
█申9月21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。

認可保育施設入園申込説明会

10月15日㈰ 午前の部…10時30分
から、午後の部…2時30分から と
しまセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇入園の申込み方法などが
わからない方向けの説明会█申当日直
接会場へ。
█問入園グループ☎3981‐2140

食品衛生街頭相談

9月23日㈷ 午前10時～午後4時
池袋西口公園◇相談窓口、パネル展
示、クイズ、手洗いチェッカーを使
った実験など。クイズに答えた方先
着500名に参加賞プレゼント█申当日
直接会場へ。
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

第35回住まいの無料相談フェア

10月3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）◇各専門家が住まいに関
連する相談に応じる。
█申電話で東京都建築士事務所協会豊
島支部☎3984‐2448へ※当日受付も可。

第2回空き家の勉強会

10月7日㈯ 午前10時～正午 区
役所本庁舎5階507～510会議室◇講
演会「自宅をどう継がせていくか～
自宅問題と相続トラブルを起こさな
いために」、セミナー終了後の個別
相談会（5組まで。要事前申込み）◇
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。

それって、いつもの風邪ですか？
（9月24～30日は結核予防週間です）

結核は今も流行中です。日本では
毎年2万人ほどの人が結核を発病し、
2千人近くの人が命を落としていま
す。区では平成28年、133名の結核
患者の新規登録がありました。その
うち37％は30歳未満の方で、若い世
代の結核が多いことが区の特徴です。

長引くせき、たん、倦怠感、発熱な
どの症状があるときは早めに受診し
てください。また、定期健診などの
機会を見つけて、毎年1回、胸部Ｘ
線検査を受けましょう。定期健診と
早めの受診があなたの健康を守りま
す。
█問感染症グループ☎3987‐4182

体力測定・認知機能テスト
（簡易）を受けませんか？

9月27日㈬…駒込地域文化創造館、
9月28日㈭…雑司が谷体育館、9月
29日㈮…南長崎スポーツセンター
いずれも午前9時30分～午後2時30
分（所要時間約60分）◇地域の会場で
テストを受け、自身の状態を把握し、
介護予防のきっかけをつくる◇65歳
以上の区民の方◇28・29日は室内用
運動靴持参
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

音楽療法～歌を楽しみ腹
式呼吸を学ぼう～

10月13日㈮ 午前10時～11時30分
雑司が谷地域文化創造館◇歌を楽し
みながら、ぜん息・ＣＯＰＤなどの
呼吸器疾患に有用な腹式呼吸を学ぶ。
講師…清泉女学院短期大学教授／山
崎 浩氏◇40名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220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）◇第1部…表彰式、第2部…
東京都健康長寿医療センター研究所
／青栁幸利氏による記念講演会「な
る生活」と「ならない生活」がんや認
知症などの生活習慣病全般を予防す
る秘訣█申当日直接会場へ。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

美と健康の秘訣は腸にあり！
～美腸マッサージ＆エクササイズ～

10月26日㈭ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇おなかの調子を整える
ための腸活法やマッサージ。講師…
対馬ルリ子女性ライフクリニック銀
座／齊藤早苗氏◇おおむね40歳代ま
での区内在住、在勤の女性※妊娠中
の方を除く◇40名█保6か月以上3歳
未満児。定員あり。要予約。
█申9月25日から電話で保健指導グル
ープ☎3987‐4174へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

豊島区がん対策推進特別
講演会「ご存知ですか？
タバコの真実」

10月29日㈰ 午後2～4時（午後
1時30分開場） 豊島区医師会館4
階講堂◇喫煙はがんや脳卒中など様
々な疾患のリスクを高め、受動喫煙
も健康への影響が大きいと言われて
います。吸う人も吸わない人もタバ
コと健康について考えてみませんか
？講師…十文字学園女子大学教授／

齋藤麗子氏◇100名
█申はがきか電話かファクスかＥメー
ルで「〒170‐0013 東池袋1‐20‐
9 がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243、█FAX3987‐4110、█EMA00
16901@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

動物死体処理手数料が
改定されます

「豊島区廃棄物の発生抑制、再利
用による減量及び適正処理に関する
条例」の一部改正により、10月1日
受付分から、動物死体処理手数料が
1頭につき3，000円（現行2，600円）に
なります。
█問豊島清掃事務所作業係☎3984‐
9681

アスベスト分析調査の助成制度
をご利用ください

飛散性のアスベストが使われてい
るかを確認する分析調査に対して、
助成を行なっています。
◇対象…①区内建築物の所有者、②
区内分譲共同住宅の管理組合◇助成
内容…建物一棟につき1回、上限25
万円まで。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

みらい館大明「いのちの森」
秋の自然観察会

10月22日㈰ 午前9時30分～11時
30分◇フィールドワークと渡り鳥の
モビール作り◇小学3年生以下は保
護者同伴◇24名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。参加者全員の氏名、子
どもの年齢と学年も記入）で10月5
日までに「環境政策課事業グループ
☎3981‐2771、█FAX3980‐5134、█EMA
0029180＠city.toshima.lg.jp」へ※
応募者多数の場合は抽選。当選者の
み10月6日に通知を発送。

イクメン・カジダン・イクジイ
写真展作品募集

◇応募期間…10月27日まで◇家事・
育児に参加するお父さん、おじいち
ゃんの日々の姿を撮影した作品を募
集◇区内在住、在勤、在学の方█申写
真データを添付してＥメールで男女
平等推進センター█EMA0029117@city.
toshima.lg.jp へ。詳細は区ホーム
ページ参照。
█問当センター☎5952‐9501

傾聴ボランティア養成講座！
（全6回）

11月1日～12月6日 水曜日 午
後1時10分～4時20分 特別養護老
人ホーム風かおる里（南長崎6‐15
‐6）◇高齢者の方などの気持ちに
寄り添って話を「聴く」傾聴は、ここ
ろが通う豊かな地域貢献です。その
傾聴スキルなどを学ぶ◇区内在住で、
講座修了後地域活動（高齢者施設な
どでのボランティアなど）をする意
欲があり、全回出席できる方◇20名
◇3，000円█申往復はがき（3面記入例
参照。応募理由も記入）で、10月12
日（必着）までに「〒170‐0001 西巣
鴨2‐30‐20 豊島区社会福祉事業
団」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当事業団☎5980‐0294

無料公演「ギンノキヲク」
＆介護福祉フェス

9月29日㈮～10月1日㈰ 午前11
時～午後8時（最終日は午後4時ま
で） あうるすぽっと◇池袋演劇祭
で優秀賞を受賞したラビット番長に
よる「ギンノキヲク」の無料公演。ロ
ビーでは介護・福祉を楽しく知るこ
とができるブース展示█申展示…当日

直接会場へ。公演…要事前申込み。
詳細はホームページ█HPhttp : //ww
w.rabbitbancho.com/参照。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

芝生で♪ぴよぴよ絵本ひろば

10月7日㈯ 午後1時30分～2時
30分（午後1時15分受付） 目白庭園
※雨天時は室内◇絵本の読み聞かせ
や手遊び◇未就学児と保護者など◇
50名█申当日先着順受付。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

オータムコンサート

10月8日㈰ 午後2時～3時30分
雑司が谷旧宣教師館◇オペラ ドン
・ジョバンニより「手を取り合って」
（ソプラノ）ほか█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

区民ウォーキング大会

10月9日㈷ 午前9時50分 ＪＲ
山手線目白駅駅前広場集合◇�子母
神堂・雑司ヶ谷霊園とスポーツまつ
り会場へ（約5．5㎞）◇300円█申当日集
合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

四谷怪談のお岩さんのお寺や、
西巣鴨エリアを歩こう！

10月13日㈮、14日㈯ 午前10時～
正午 都営地下鉄三田線西巣鴨駅改
札前◇区民ボランティアガイドによ
る案内で西巣鴨周辺の歴史発見散歩
◇20名◇300円█申往復はがき（右部記

入例参照。参加人数、希望日も記入）
で10月6日（必着）までに「〒170‐
0003 駒込2‐2‐2駒込地域文化
創造館内 としま案内人駒込・巣鴨
ツアー申込み係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

わくわくカフェ～LGBTと恋～

10月15日㈰ 午後2時～4時30分
男女平等推進センター◇「好き」って
なんだろう？いろいろな価値観や世
界について語り合う█保6か月以上未
就学児。30名。要予約。
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

東京音楽大学創立111周年記念
オペラ公演「ラ・ボエーム」

10月21日㈯ 午後5時開演（午後
4時30分開場）、22日㈰ 午後2時
開演（午後1時30分開場） 当大学
100周年記念ホール（南池袋3‐4‐
5）◇当大学創立111周年記念オペラ
公演大学院「オペラ特殊研究」発表歌
劇『ラ・ボエーム』全4幕◇600名◇
一般2，000円、学生1，000円
█申電話かＥメール（氏名、電話番号、
枚数を記入）で「当大学演奏課☎3982
‐2496、█EMensouka@tokyo-onda
i.ac.jp」へ（座席選択不可）。直接Ａ
館地下カワイ東京音大購買店で購入
も可（座席選択可）。学生券は当店購
入のみ※先着順。

いも掘り・とん汁・川越蔵造り
の町散策

10月28日㈯ 午前8時15分 東武
東上線池袋駅集合※小雨決行◇区内
在住、在勤の方と家族（小学3年生
以下は保護者同伴）◇100名◇1，000
円（交通費別）◇いも掘りのできる服
装で参加。弁当、水筒、リュック、
軍手、シャベル持参█申往復はがき
（右部記入例参照。小・中学生のみ
の参加は保護者承諾印を押印）で10
月13日（必着）までに「〒170‐0011
池袋本町3‐17‐5 豊島区レクリ
エーション協会 今成」へ※先着順。
█問当協会 今成☎090‐3229‐1079

～初心者向け～
図書館ホームページ検索講座

10月28日㈯ 午後2～4時、10月
29日㈰ 午前10時30分～午後0時30
分 中央図書館◇本の検索や予約方
法について。質疑応答あり◇各8名
█申電話で10月15日までに当館サービ
ス調整グループ☎3983‐7861（午前
10時～午後6時）へ。直接窓口申込
みも可※応募者多数の場合は抽選。

第9回豊島区民囲碁大会

10月29日㈰ 午前9時20分から
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇①本因坊（無差別）、②
棋聖位（4～5段）、③棋王位（2～
3段）、④棋道位（初段）、⑤棋楽位（1
～4級）、⑥棋学位（5～9級）、⑦

初心者の部（10級以下）◇140名◇
1，500円（中高生1，000円、小学生500
円）█申往復はがきかファクスかＥメ
ール（下部記入例参照。出場部門と
棋力〈段・級〉も記入）で10月20日（必
着）までに「〒170‐0013 東池袋4‐
6‐3‐402 囲碁大会実行委員会、
█FAX3983‐8751、█EMkobo-sugawara
@arion.ocn.ne.jp」へ※先着順。
█問当実行委員会☎3983‐6309

出前講座

①「上手な洗濯」…10月2日㈪ 午前
10時30分～11時30分 区民ひろば千
早◇洗剤や洗濯の基本やコツ、注意
点を覚えて、日々の洗濯を時短で簡
単、快適に行なう方法を学ぶ、②「高
齢者のヒヤリ・ハット」…10月13日
㈮ 午後1時30分～2時30分 区民
ひろば清和第一◇家庭内の転倒・着
衣着火の事故、熱中症対策について
学ぶ█申①②とも当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

10月4日㈬ 午後6時から 区役所本庁舎5階507～510会議室█申当日直接会場へ。
█問企画課企画調整グループ☎4566‐2511

Q：セーフコミュニティ
活動における重点テーマ
は、どのように設定され
るのですか？
A：人口動態統計、救急
搬送データ、アンケート
調査、警察統計などの事
故やけがのデータの分析
結果と、推進協議会、外
傷サーベイランス委員会
での議論、地域特性を踏まえ、優先的に取り組む外傷予防の対象となる
10の重点テーマを設定しています。重点テーマの対象となるグループや
環境をハイリスクと捉え、対策委員会を設置し、様々な予防活動を実施
しています。
※今年度から「学校の安全」は、セーフスクールに取り組む学校の地域対
策委員会がその役割を担っています。
█問セーフコミュニティ推進グループ☎3981‐1782

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。

自治功労（20名）
●町会長（4名）
神谷 一彦 池袋三業町会会長
杉岡 敏弘 東目白本町会会長
林 総一郎 上池袋昭和町会会長
平田 光子 池袋四丁目町会会長
●附属機関の委員（16名）
鹿嶋 敬 男女共同参画推進会議

委員
天野 敬子 同
西野 淑美 同
武藤眞里子 同
石田 次郎 介護認定審査会委員
會本 啓子 同
加藤 直英 同
川畑 和代 同
佐々木美枝子 同
鈴木あい子 同
関 秀司 同
棚木 裕子 同
中田 裕海 同
西澤 徳子 同
宮井 典子 同
山根 明子 同

社会福祉事業功労（55名）
●社会福祉事業の経営者（2名）
小林 光俊 社会福祉法人敬心福祉

会理事長
渡邊 金隆 社会福祉法人清栄会理

事長
●社会福祉関係団体の長（6名）
井田 謙三 池袋仲むつみ会会長

井上 典子 宮新わかば会会長
嶋田 利雄 江戸橋豊友会会長
保刈 孝彦 高松交友会会長
堀内 鋒行 高砂長寿会会長
横山 保 長三長寿会会長
●社会福祉施設に勤務する職員（4名）
鈴木 德子 高齢者在宅サービスセ

ンター菊かおる園職員
山口 幸美 高齢者在宅サービスセ

ンター千川豊寿園職員
渥美 京子 しいの実保育園保育士
山屋 留美 椎名町ひまわり保育園

保育士
●各種相談員等（19名）
青木 正典 青少年育成委員会委員
上野 修 同
大久保勇一 同
太田 重子 同
黒川 浩行 同
小松 聡 同
坂本 總江 同
佐川 久美 同
沢本 英昭 同
塩坂 陽子 同
関田 孝子 同
武市 雅代 同
田島千枝子 同
根岸 幸子 同
藤澤 宏之 同
藤森 雅子 同
松岡 和明 同
峰岸 猛 同
室田 京子 同

●民生委員（17名）
阿部やよい 民生委員・児童委員
池田 則子 同
金子 好子 同
亀山 孝安 同
橘井冨美江 同
小林 信子 同
菅谷 厚子 同
武石奈賀子 同
武内恵美子 同
西川 順子 同
西森すみ子 同
保坂 紀子 同
村上 正子 同
森 みどり 同
諸田 朝代 同
吉田 篤子 同
吉田 英昭 同
●保護司（5名）
五十井 恵 保護司
石橋 正克 同
伊藤 直文 同
木下 武 同
南山 幸弘 同
●区の行う社会福祉事業に貢献し
その功績が顕著な者（2名）
岩本 華子 豊島区登録手話通訳者
高井 恵美 同

保健衛生功労（3名）
●区立小中学校医等（3名）
佐野 雅昭 区立明豊中学校学校薬

剤師
鈴木参郎助 区立さくら小学校学校

医
元谷 英志 区立千早小学校学校薬

剤師

教育功労（8名）
●区立小中学校 PTA会長（1名）
吉田 憲司 区立椎名町小学校PTA

会長

●幼稚園に勤務する教職員（2名）
小竹 葉子 雑司ケ谷幼稚園教諭
醍醐 和子 豊南幼稚園教諭
●各種相談員等（1名）
松田 文子 スポーツ推進委員
●関係各種団体の長（1名）
宗田 昭弘 特定非営利活動法人豊

島区バスケットボール
協会理事長

●区の行う教育事業に貢献しその功
績が顕著な者（3名）
高田 薫 ひかり文庫点訳研究会

点訳奉仕者
牧野 公子 同
明珍 秀子 ひかり文庫朗読会音訳

奉仕者

産業振興功労（2名）
●産業振興関係団体の長（2名）
進藤 裕亮 千川駅前商店会会長
成田 浩 サンシャイン60通り商

店会会長

公共事業功労（10名）
●公共事業関係団体の長（5名）
伊藤 昇 豊島青色申告会理事
小野 正 同
上村 勇 同
白坂 和彦 同
椿 喜美雄 同
●消防団員（5名）
能川美智子 豊島消防団団員
清水 豊子 池袋消防団団員
関根 透 同
田中 亮一 同
本多 明美 同

公益功労（2名）
●徳行者（2名）
遠藤ケイ子 地域美化ボランティア
松原 明美 地域防犯ボランティア

＊敬称略。役職は在職時のもの。

10月7日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「月夜と眼鏡」、菊池寛「八太郎の鷲」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

平成29年豊島区功労者を表彰します
「豊島区表彰条例」に基づく平成29年豊島区功労者が、表彰審査会の
審査を経て決定しました。区功労者とは、長年にわたり豊島区の振興
発展・区民福祉の向上に貢献し、その功績が著しい方です。表彰式は
10月1日㈰、としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）で行ないま
す。 █問総務課総務グループ☎3981‐4451

セーフコミュニティとしまみんなで
つ く る

～続けよう安全・安心まちづくり～

すぐわかる！セーフコミュニティかんたん講座

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

第2回豊島区民泊サービス
のあり方検討会

2 3広報としま情報版 平成29年（2017年） 9月21日号 No.1754 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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区民ひろば
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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

事業主区分
法定雇用率

現行 平成30年
4月1日以降

民間企業 2．0％⇒ 2．2％
国、
地方公共団体等 2．3％⇒ 2．5％
都道府県等の
教育委員会 2．2％⇒ 2．4％

上級救命再講習会

10月11日㈬ 午前9時～正午（午
前8時45分集合） 豊島消防署（東池
袋3‐19‐20）◇前回の上級救命講
習受講日から3年以内に再度受講す
るコース◇40名█申9月21日から直接
宅建協会豊島区支部窓口（東池袋1
‐31‐6 三昌ビル3階）へ（受付時
間…午前10時～午後4時）。電話、
ファクス申込み不可※先着順。
█問当支部☎3984‐2977

みらい館大明

①パソコン講座「これだけは覚えた
いワード2日間」…10月11・18日
水曜日 午前10時～午後5時（18日
は午後1時から）◇11日…基礎編（チ
ラシ作成）、18日…文書に写真や表
の挿入◇文字入力できる方◇8名◇
5，500円、②「土曜パワーポイント
2013入門」…10月21日㈯ 午前10時
～午後5時◇ワードかエクセル経験
者◇8名◇4，500円
█申①②とも電話かＥメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

出前寄席「母に振り込むバラード」

10月12日㈭ 午後3～4時 区民
ひろば千早◇落語で悪質商法の手口
や対処方法などを伝える█申当日直接
会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

家庭教育講座「ハワイアンリボ
ンレイでネームストラップを作
ろう」（西巣鴨小学校 PTA）

10月21日㈯ 午前10時～正午◇
「子どもの安全」について考えながら、
入校証につけるネームストラップを
ハワイアンリボンレイで作る◇小学
生の保護者◇40名◇500円◇はさみ、
針、手縫い糸、上履き持参。
█申電話かファクスかEメールで10月
4日までに「庶
務課庶務グルー
プ☎3981‐1141、
█FAX3980‐5163、
█EMA0024004@ci
ty.toshima.lg.j
p」へ※先着順。

ママのための講座

①「ママのための♪美しい姿勢と歩
き方講座」…10月24日㈫ 午前10時
30分～正午◇日常の歩き方や姿勢を
少し変えるだけで、産む前よりも美
しく、②「産後ママあつまれ♪から
だがラクになり、美しくなる！抱っ

ひ も

こ紐の付け方＆歩き方講座」…10月
24日㈫ 午後1時30分～3時◇正し
く付けて体をラクに。負担を減らし
て美しく歩くコツを学ぶ。
①②とも◇みらい館大明◇講師…

ポスチュアウオーキング協会認定ポ
スチュアスタイリスト／貴島弓雅氏
◇20名◇1，000円◇飲み物、動きや
すい服装、抱っこ紐（②のみ）持参█保
1名500円。定員あり。要予約█申 E
メール（3面記入例参照。ファクス
番号、保育の有無〈有の場合、子ど
もの氏名・年齢〉も記入）で10月10日

までに Ane ママグループ TOMAT
O█EManemama.tomato@gmail.co
mへ※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

10月1日から第71回赤い羽根
共同募金運動が始まります

10月2日㈪ 午前10時から 池袋
駅周辺、10月4日㈬ 午後2時から
巣鴨駅周辺◇赤い羽根共同募金運動
に伴う街頭募金。お寄せ頂いた寄付
は、地域福祉の推進に活用されます。
█問社会福祉協議会総務課☎3981‐2930

●ハローワーク池袋
「平成30年4月1日から障害者の法
定雇用率が引き上げになります」
すべての事業主には、法定雇用率

以上の割合で障害者を雇用する義務
があります（障害者雇用率制度）。こ
のたび、法定雇用率の算定基礎の対

象に新たに精神障害者が追加され、
法定雇用率が平成30年4月1日から
以下のように変わります。

█問ハローワーク池袋雇用指導部門☎
3987‐8609（音声案内36＃）
●東京二十三区清掃一部事務組合
「議会定例会開催」
9月27日㈬ 午後2時30分から

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
█申当日会場で午後1時30分から先着
順受付。
█問当組合議会事務局☎5210‐9729

◆朋有 「朋有わくわくSUNDAY
第5弾～ファミリーコンサート～」
…10月1日㈰ 午前11時～11時45
分◇出演…諸井眞司█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆さくら第二 「平成29年度ふれ
あい運動会」…10月11日㈬ 午前
10時～正午◇90名
█申電話で当ひろば☎3958‐8453へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
◆長崎 「にこにこ運動会」…10月
13日㈮ 午前10時30分～11時30分
◇世代を超えたプログラム
█申電話で当ひろば☎3554‐4411へ。
◆南大塚 「パパといっしょにベ
ビービクス」…10月15日㈰ 午前
10時30分～11時15分◇講師…キム
ギョンスク氏◇3～8か月の乳幼

児と父親（両親で参加も可）◇15組
█申9月22日から電話で当ひろば☎
3946‐7665へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆さくら第一 「秋の文化祭」…10
月26日㈭、27日㈮ 午前10時～午
後4時30分（27日は午後3時まで）
◇サークル・個人の作品展示、無
料体験コーナー、喫茶コーナーな
ど█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆高南第二 「子育て応援！フリ
ーマーケット出店者募集」…11月
10日㈮ 午前10時30分～11時30分
◇子どもの服や靴、おもちゃなど
（食品を除く）◇10店舗█申10月16日
午前10時30分から直接当ひろば窓
口へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当ひろば☎3987‐6600

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参照。
█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

◆第29回民俗芸能 in としま…11
月18日㈯ 午後0時30分開演 あ
うるすぽっと◇出演…冨士元囃子
・寿獅子、長崎獅子舞、雑司ヶ谷
�子母神御会式万灯練供養、秩父
屋台囃子█申往復はがきか当財団ホ
ームページから申込み※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
◆美術へのいざない…11月10日㈮
午後6時30分開演 あうるすぽっ
と◇東京都美術館「ゴッホ展 巡り
ゆく日本の夢」の見どころ紹介。
同展の招待券進呈（1名1枚）◇
100名█申往復はがきで10月20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 文化カレッジ
●駒込 ①【110】友好都市交流講
座（第4弾）「遊佐町（秋）鳥海山の
恵みがぎゅぎゅっと詰まった遊佐
カレー！」…11月11日㈯ 午前10
時30分～午後1時◇20名◇1，800
円◇10月24日（必着）、②【111】新
しい技法の切り絵に挑戦～これま
でにない色鮮やかな美しい世界へ
～…11月14・28日、12月12日 火
曜日 午後2～4時◇20名◇
3，000円◇10月10日（必着）、③
【112】童門冬二の歴史人物講座「西
郷隆盛と『敬天愛人』」…11月24日、
12月1日 金曜日 午後2時～3
時30分◇60名◇1，400円◇10月10
日（必着）
●巣鴨 ④【212】すがも健康講座
－あなたの手に恩返ししませんか
？～手のシビレ・ケガのお話～…

10月17日㈫ 午前10時～11時30分
南大塚地域文化創造館◇60名※先
着順、⑤【213】まだガイドブック
にのらない名所散歩…11月2・9
・16日 木曜日 午後2～4時◇
20名◇1，800円◇10月10日（必着）、
⑥【214】すがもエリアガイド講座
発掘！巣鴨遺跡～発掘調査から見
えた昔の巣鴨～…11月25日、12月
2・9日 土曜日 午後2～4時
◇20名◇1，800円◇11月6日（必着）
●雑司が谷 ⑦【314】美術鑑賞講
座「美術館を楽しむ」…10月14・21
日 土曜日 午後1時30分～3時
30分◇30名◇2，000円◇9月30日
（必着）
●千早 ⑧【410】すごいぞニッポ
ン！～富士信仰から世界遺産・富
士山のお話…11月1日㈬ 午後1
～3時、8日㈬ 時間未定◇30名
◇6，500円◇10月10日（必着）、⑨
【414】健康講座「がん」になるって
どんなこと？がん教育最前線…11
月28日㈫ 午後2～4時◇30名※
先着順
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上（⑥は18歳以上、④⑨
はどなたでも）█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。【212】は巣鴨地域
文化創造館の電話のみ、【414】は
千早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）、雑司が谷☎3590‐1253、
千早☎3974‐1335

8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）

3日 0．06 0．06 0．05

17日 0．05 0．06 0．05
※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） 9月21日号 No.1754 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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