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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2期分（8月31日納期限）の納付
が確認できなかった方へ、10月3日
に督促状を発送します。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利用してく
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・
二グループへ相談してください。
█問当グループ☎4566‐2362

第45回「障害者スポーツのつどい」

10月15日㈰ 午前10時～午後2時
30分（午前9時30分開場） 千登世橋
中学校◇玉入れ合戦、フルーツじゃ
んけんなど。雨天時は体育館でレク
ゲームを開催※上履き持参◇区内在
住、在勤などの障害者と家族█申当日
直接会場へ。
█問障害福祉課管理グループ☎3981‐
1963

「平成29年度 駒込まつり」
がんばろう駒込

11月11日㈯ 午前10時50分～午後

2時 駒込福祉作業所・駒込生活実
習所◇模擬店・作品販売・セレモ二
ー█申当日直接会場へ。
●ボランティア募集…詳細は問い合
わせてください。
█問当施設☎3910‐2301

就学時健康診断の実施

11月に各区立小学校で実施。受付
時間など詳細は区ホームページ参照。
◇対象者…平成30年4月に小学校へ
入学予定の児童（平成23年4月2日
～24年4月1日生まれ）※お知らせ
（健康診断票）は10月17日に発送予定。
記載された小学校・日時で受付・受
診をしてください。
█問保健給食グループ☎3981‐1176

パパの応援講座＆
ウェルカム赤ちゃん

10月29日㈰ 午後1時30分～3時
30分 西部子ども家庭支援センター
◇①「パパの応援講座」パパ同士の懇
談会、②「ウェルカム赤ちゃん」育児
支援サービスの紹介や先輩ママとパ
パのお話。講師…理学療法士／高木
翔氏◇①0～1歳6か月児の父親と
家族②区内在住で第一子を妊娠中の
方と家族◇各10組
█申10月2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。

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見つけよう

11月8日～12月13日 水曜日（全
6回） 午前10時～正午 東部子ど
も家庭支援センター◇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◇区内在住で0
～2歳未満の第一子を育てている母
親。全回参加できる方◇10名
█申10月3日午前10時～10月17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
場合抽選。当選者には後日電話連絡。

自転車の使い方に関するアンケ
ート調査にご協力ください

区は歩行者をはじめ自転車や自動
車が安全で快適に移動できる道路空
間をつくるため、「自転車の走行空
間」を整備する計画を策定していま
す。区内で活動している区民の皆さ
んにアンケート調査を実施します。
◇回答期間…10月2～
15日
◇回答方法…当ホーム
ページ回答フォーム█HP
https : //r10.to/hrQHDl または2
次元コードから回答※同時に、無作
為抽出で2，000名の区民の方に封書
でアンケート用紙を送付。お手元に
届いた場合は、郵送回答もお願いし

ます。
█問自転車計画グループ4566‐2691

弁護士による
都内23区一斉無料相談会

10月7日㈯ 午前9時30分～午後
0時30分 池袋法律相談センター
（東池袋1‐34‐5 いちご東池袋
ビル2階）◇弁護士による無料法律
相談会◇区内在住、在勤の方◇8名
█申10月6日午前10時～午後4時の間
に電話で23区無料相談会予約受付☎
3580‐3181へ※先着順。
█問東京弁護士会法律相談課☎3581‐
2206

不動産街頭無料相談会

10月7日㈯ 午前10時～午後4時
メトロポリタンプラザビル1階自由
通路（西池袋1‐11‐1）◇弁護士、
司法書士、税理士、宅建主任者によ
る相談会◇都民の方◇40名█申当日先
着順受付。
█問（公社）全日本不動産協会東京都本
部豊島・文京支部☎5940‐8151

労働・社会保険関係
無料街頭相談会

10月13日㈮ 午前10時～午後4時
池袋メトロポリタンプラザビル1階
自由通路（西池袋1‐11‐1）◇社会
保険労務士による雇用・労働・社会
保険・年金などに関する相談会◇事
業者も可◇60名█申当日直接会場へ。
█問東京都社会保険労務士会城北統括
支部・豊島支部☎3983‐5764

犬を飼っている方へのお願い…◇昼夜を問わず放し飼いをしない◇外出時は
犬をリードから離さない◇飼育場所は常に清潔に保つ◇社会生活に適応する
よう、無駄吠えさせないなどのしつけを行なう◇散歩中のフン・尿の始末を
行う◇犬の散歩中に買い物はしない。

飼い主は次のことが法律などで義務づけられています。
�飼い犬の登録（一生涯に1回）…鑑札を交付◇対象…生後91日以上の犬◇受
付…池袋保健所、東・西区民事務所◇手数料…3，000円
�狂犬病予防注射済みの申請（毎年1回）…注射済票を交付◇対象…生後91日
以上の犬◇受付…池袋保健所◇手数料…550円◇必要なもの…獣医師発行の
注射済証明書
�鑑札と注射済票を犬に着ける…迷子札の役目にもなります。
�犬が人を咬んだとき…◇被害者の応急手当や医療機関への受診などの必要
な措置を行なう◇事故発生から24時間以内に保健所へ届出◇48時間以内に獣
医師に依頼して「狂犬病の感染検査」を受ける。

◇豊島区と立教大学は、お互いが持つ様々な資源を活用して、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クおよびその後を見据えた取組みを推進するため、「2020年東京オリンピック・パラリンピック事業に
おける連携協力に関する協定」を締結しました。協定締結を記念し、オリンピアン・パラリンピアンに
よるトークイベントを開催します。
◇講師…ロンドンオリンピック女子100M背泳ぎ銅メダリスト／寺川 綾氏、リオデジャネイロパラリ
ンピック男子50M自由形 S9クラス銅メダリスト／山田拓朗氏◇500名█申当日直接会場へ。

█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

しつけで困っていることや、飼うための準備について愛玩動物飼養管理士がお話を伺
います。●相談日…毎月1回（「広報としま」毎月11日号掲載「保健所カレンダー」参照）
█問庶務・動物管理グループ☎3987‐4175

「としま情報スクエア」

10/1 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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オリンピアン・パラリンピアンによるトークイベント「東京2020大会に向けて」
10月15日㈰ 午前10時30分～正午 立教大学池袋キャンパス9号館大教室（西池袋3‐34‐1）

▲寺川綾氏 ▲山田拓朗氏
（所属：ＮＴＴドコモ）

人と動物との調和のとれた共生社会を実現するため、周りの人への心配り
を忘れずに愛情と責任を持って飼いましょう。

犬・猫のしつけ相談（予約制）
うさぎも始めました

●「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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環境・清掃環境・清掃

健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

豊島区わかもの就職プロジェク
ト「合同企業面談会（託児サービ
ス付き）」

10月25日㈬ 午後1時～4時30分
（午後0時40分開場） としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇区内企業約20
社参加◇区内中小企業などで就労を
目指す39歳以下の方█保6か月以上未
就学児。要予約█申当日直接会場へ。
█問当プロジェクト運営事務局ヒュー
マンアカデミー㈱☎5348‐2039

環境セミナー＠大正大学園祭
「都市での暮らし方のヒントを
考える～気候とエネルギーの視
点から～」

11月5日㈰ 午後1時20分～3時
30分（午後1時受付開始） 当大学7
号館8階（西巣鴨3‐20‐1）◇
「2050年の天気予報と気候変動」講師
…NPO法人気象キャスターネット
ワーク事務局長／岩谷忠幸氏、「南
極の生活から考えるエネルギーの上
手な使い方」講師…㈱日立プラント
コンストラクション／江原 基氏、
「豊島区から進める再生可能エネル

ギー革命」講師…たまエンパワー㈱
代表取締役社長／山川 勇一郎氏◇
50名█申当日先着順受付。
█問環境政策課事業グループ☎3981‐
2771

高齢者インフルエンザ予防接種

◇期間…平成30年1月31日㈬まで◇
対象…区に住民登録があり、次の①
②いずれかにあてはまる方（平成29
年12月31日現在）。①65歳以上の方、
②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器
機能・ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能のいずれかに障害があり、
身体障害者手帳1級をお持ちで日常
生活が極度に制限される方※対象者
には9月末に案内を発送済み。10～
12月に対象年齢になる方には順次通
知◇自己負担額…2，500円（生活保護
受給者と中国残留邦人等支援給付受
給者は無料）◇実施方法…予診票を
東京23区内指定医療機関に持参し、
接種（医療機関により要予約）。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173、長崎健康相談所☎3957
‐1191

講演会「冷凍食品の正し
い使い方と保存方法」

11月15日㈬ 午後2時～3時30分

生活産業プラザ◇冷凍食品の種類や
正しい使い方・保存方法、毎日の食
事に活用できるような冷凍食品の魅
力についてのお話。講師…（一社）日
本冷凍食品協会／間野実花氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

フリーマーケット開催＆品物募集

10月15日㈰ 午前10時～午後2時
特別養護老人ホーム風かおる里（南
長崎6‐15‐6）※駐車場なし◇不
要な日用品などがありましたら連絡
してください。衣類、食品、人形、
家電製品、大型家具などは不可。詳
細は問い合わせてください。
█問当ホーム☎5982‐1021

東京文化財ウィーク2017

11月30日まで、都内全般で様々な
文化財が一斉に公開されるとともに、
関連イベントが開催されます。区役
所本庁舎、郷土資料館、区立図書館
などでガイドブックを配布していま
すので、ぜひご覧ください。
█問文化財グループ☎3981‐1190

太陽光パネル組立講座「市民参画
型のDo it ourselves 体験講座」

10月7日㈯ 午後1時～4時30分
みらい館大明◇屋根に穴を開けずに
設置できる太陽光パネルの組立・設
置体験。講師…たまエンパワー㈱代
表取締役社長／山川 勇一郎氏◇20
名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで「と
しまでエネルギーを考える会（FoE
Japan 内事務局）☎6909‐5983、█FAX
5955‐7550、█EMhoks721＠gmail.co
m」へ※先着順。

あおぞらマーケット

10月7日㈯～9日㈷ 午前10時～
午後4時 目白庭園◇7・8日…食
虫植物や多肉植物販売、9日…おし
ゃれ小物など販売█申当日直接会場へ。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

池袋本町ふれあいまつり

10月8日㈰・9日㈷ 午前10時～
午後4時（9日は午後3時まで） 池
袋本町公園、防災広場◇セレモニー、
スタンプラリー、アトラクション、模
擬店や物産展など█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局 田中☎5950
‐9200

平成29年度不動産フェア

10月9日㈷ 午前10時～午後4時

池袋西口公園◇不動産無料相談会
（①法律、②税務、③建築、④鑑定、
⑤一般）、献血◇都民の方◇1，000名
█申当日先着順受付。
█問（公社）東京都宅地建物取引業協会
豊島区支部☎3984‐2977

おもしろ演芸会

10月9日㈷ 午前11時から、午後
1時30分から（各40分程度） 目白庭
園※荒天中止◇コントや漫才、漫談、
三蛇調教◇40名█申当日先着順受付。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

図書館おはなし会
「10月27日は文字・活字文化の日」

中央図書館（南池袋公園「ラシーヌ」
で開催）…10月15日㈰ 午前10時か
ら、駒込図書館…10月21日㈯ 午後
3時から、巣鴨図書館…10月18日㈬
午後3時30分から、上池袋図書館…
10月25日㈬ 午後3時から、池袋図
書館…10月28日㈯ 午後2時30分～
3時30分、目白図書館…10月25日㈬
午後3時から、千早図書館…10月11
日㈬ 午後3時30分から◇幼児～小
学校低学年向け█申当日直接会場へ。
█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

地域活動交流センターミニセミ
ナー「山手線巣鴨から大塚まで
の一駅散歩」

10月20日㈮ 午前10時～正午 Ｊ
Ｒ巣鴨駅中央出口前集合◇巣鴨～大
塚の名所・旧跡を訪ね、身近にある
歴史に触れると共に、都電大塚駅沿
線の秋バラを鑑賞。ボランティアガ
イド…としま案内人駒込・巣鴨◇自
力で移動できる方※小学生以下は保
護者同伴◇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

千早図書館 千早進歩自由夢
「紙芝居あれこれ」

10月21日㈯ 午前10時～正午 千
早図書館◇第1部…「いろいろ紙芝
居」のぞきからくりの口上での紙芝
居もあり、第2部…「昭和の街頭紙
芝居」印刷でない本物の絵による紙
芝居。演じ方体験コーナーもあり◇
50名█申当日先着順受付。
█問当館☎3955‐8361

生活セミナー「生前贈与の注意点」

10月21日㈯ 午後2～4時 金剛
院（長崎1‐9‐2）◇個別相談あり
█申当日直接会場へ。
█問しいなまち みとら 田中☎6908
‐3988

としま案内人雑司ヶ谷イベント
「夏目漱石と雑司が谷旧宣教師館」

10月21日㈯ 午前10時～正午 雑
司ケ谷霊園・雑司が谷旧宣教師館※
雨天順延◇今年は漱石生誕150年。
雑司ケ谷霊園に眠る漱石とゆかりの

方（ケーベル・小泉八雲・中村是公
ほか）や旧宣教師館を訪ねる◇20名
◇300円█申往復はがき（4面記入参照。
参加者全員分を記入）で10月10日（消
印有効）までに「〒171‐0032 雑司
が谷3‐19‐5 雑司が谷案内処」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当案内処☎6912‐5026

いけびず演芸シリーズ
「第1回いけびず落語会」

10月21日㈯ 午後2時開演（午後
1時30分開場） としま産業振興プ
ラザ（IKE・Biz）◇出演…柳亭小痴楽、
立川志の太郎、春風亭昇羊◇1，500
円（全席自由）█申当館1階事務室でチ
ケット販売。電話予約可※車椅子で
の鑑賞は問い合わせてください。詳
細は IKE・Biz ホームページ█HPhttp:
//www.toshima-plaza.jp/参照。
█問当館☎3980‐3131

第22回わんわん祭
「犬との交流を通じて
知識とマナーを高めましょう」

10月22日㈰ 午前9時30分～正午
西部区民事務所※雨天時は11月12日
に延期。駐車場なし◇飼い犬のしつ
け教室、コンテスト、リレー、長寿
犬（大型犬12歳以上・中型犬14歳以
上、小型犬15歳以上）の飼い主の表
彰ほか◇犬1頭につき200円█申当日
午前9時30分から会場で受付。
█問NPO法人動物を愛する会☎3957
‐0869

豊島みどりの会
「自然教室（樹木観察会）」

10月26日㈭ 午前9時15分池袋駅
西口プリズムガーデン（メトロポリ
タンプラザ地下1階）集合、正午現
地解散◇調布「神代植物公園」で秋バ
ラなど季節の植物を講師の解説付き
で観察◇20名◇200円※現地までの
交通費・入園料（500円）は別途
█申電話かファクスで10月16日までに
「豊島みどりの会☎・█FAX3982‐5569」
へ※先着順。

エポック10シネマ―映画に学ぶ
人々の生き方―「最強のふたり」

10月26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。定員あり。要予約
█申電話かファクスか E メールで「男
女平等推進センター企画グループ☎
5952‐9501、█FAX5391‐1015、█EMA002
9117@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

ああそうなんだ倶楽部
「小江戸・川越の寺社史跡巡り
・氷川神社・七福神めぐり」

10月28日㈯ 午後1～4時 東武
東上線川越駅改札口前集合、川越市
駅付近解散◇約7．8㎞。講師…当倶
楽部メンバー◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで10月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

みらい館大明 第8回一箱古本市
（みらい館大明まつり同時開催）

10月29日㈰ 午前11時～午後4時
※雨天時は一部館内で開催◇1人1
箱分の古本を持ち寄り販売する出店
者を募集。1ブース…約2ｍ×2ｍ
◇20組（20ブース）◇1，000円（当日使
える屋台券1，000円分つき）
█申電話か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。

ブラームス
「ドイツ・レクイエム」コンサート

10月31日㈫ 午後7時開演（午後
6時開場） 東京芸術劇場◇S 席
7，000円、A席5，000円、B席3，000円
█申電話で東京芸術劇場ボックスオフ
ィス☎0570‐010‐296へ。
█問当事務局 馬場☎3582‐1945

シルバー人材センター

①「入会説明会」…10月20日㈮ 午前
9時30分～正午◇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／
ⓐ10月19日㈭ 午後0時45分～2時
15分、�パソコン入門（全4回）／ⓑ
10月4～25日 水曜日 午後3時～
4時30分◇5，500円、�ワードⅠ（全
4回）／ⓒ10月3～24日 火曜日
午後0時45分～2時15分、ⓓ10月7
～28日 土曜日 午後3時～4時30
分◇ⓒⓓとも5，700円、�iPad 入門
（全4回）／ⓔ10月2～23日 月曜日
午後0時45分～2時15分◇5，800円、
�エクセル初級（全4回）／ⓕ10月6
～27日 金曜日 午後3時～4時30
分◇5，700円、�夜間エクセル講座（全
8回）／ⓖ10月4日～11月22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、█FAX3982‐9532」へ。

みらい館大明

①「月イチ男の料理9」（全6回）…10
月11日～平成30年3月14日 毎月第
2水曜日 午前10時30分～午後0時
30分◇和食の基本と各国料理を交互
に作って試食。講師…料理研究家／
長尾睦子氏◇各15名◇11，000円（1
回2，000円）、②「オカリナ講座」（全
6回）…11月7日～12月19日（11月28
日を除く） 火曜日 午前10時～11
時30分◇ドレミの音出しからエーデ
ルワイスまで。講師…ライリッシュ
・オカリナ連盟認定講師／田中純子
氏◇10名◇4，500円※オカリナ（AC
管）持参者は2，100円、③「どぶろく
＆夢ワイン～棚田米セミナー」…11
月11日㈯ 午後2時～4時30分 千
早地域文化創造館◇区と防災協定を
締結している愛媛県内子町の暮らし
や物産品を試食・試飲を交えて紹介。

講師…GT協会泉谷棚田保存会ほか
◇20歳以上◇20名◇1，500円█申①②
は電話か Eメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順、③は往復はがきで
10月20日（必着）までに「〒171‐0044
千早2‐35‐12 千早地域文化創造
館」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問①②みらい館大明、③千早地域文
化創造館☎3974‐1335

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」…10月21日㈯ 午前11時～正午
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649
●日本外国語専門学校
②「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…10月28日㈯
午後1時～2時30分
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

分譲マンション管理セミナー

10月21日㈯ 午後1時30分～4時
30分 区役所本庁舎5階507～510会
議室◇講演「民泊新法の成立と標準
管理規約の改正」、「失敗しない大規
模修繕工事のポイント」、交流会◇
マンション管理組合役員、区分所有
者◇60名
█申電話かファクスかＥメールで10月
16日までに「マンショングループ☎
3981‐1385、█FAX3980‐5136、█EMA0022
901@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

第2回断捨離®教室

10月26日㈭ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇片づけは家族全員の
仕事。断捨離®の手法を習得し、部
屋もココロも整理整頓◇40名█保6か
月以上未就学児。定員あり。要予約
█申電話かファクスかＥメールで「自
立促進グループ☎4566‐2453、█FAX
3981‐4303、█EMA0029452@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

雑司が谷旧宣教師館
秋の歴史文化講座

①「豊島区の板碑と雑司ヶ谷」…10月
28日㈯◇講師…台東区文化財保護調
査員／伊藤宏之氏、②「中世の雑司
が谷と�子母神信仰」…11月11日㈯
◇講師…新宿歴史博物館学芸員／今
野慶信氏 ①②とも午後2時30分～
4時◇各20名█申往復はがきで10月13
日（必着）までに「〒171‐0032 雑司
が谷1‐25‐5 雑司が谷旧宣教師
館」へ※応募者多数の場合は抽選。
①②連続希望者優先。
█問当館☎3985‐4081

出前寄席「『お試し』のつもりが
頼んでいないのに！」

10月30日㈪ 午前10時30分～11時
10分 区民ひろば朝日◇通信販売の
トラブル事例をもとに注意点を落語
で楽しく伝える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

本区は、2019年の東アジア文化都市の国内候補都市に決定しました。こ
の事業を成功に導くために、「オールとしま」の体制で取り組むとともに、
東京都知事と一層連携を強め、二人三脚で進めていきます。

1 平成28年度決算について
一般会計決算額は、歳入が1，281億5，100万円、歳出は1，255億4，900万円

で、前年度と比較すると、旧庁舎跡地一括前払い地代191億円などの特殊
要因がなかったことや、一般財源収入が5年ぶりにマイナスになったこと
で、歳入、歳出ともマイナスとなっています。今後も、計画的かつ安定的
な財政運営を行うことを念頭に行財政改革を推し進めるとともに、未来に
向けた投資は、先を見据えて行なってまいります。

2 国際アート・カルチャー都市の推進
「ジャパン・コンテンツ・ショーケース2017」は、映像・音楽・アニメな
どの国際的な見本市で、池袋で開かれることは大変名誉なことです。また、
毎年5月に有楽町で開催される世界最大級のクラシック音楽祭「ラ・フォ
ル・ジュルネ」が、2018年から池袋でも同時開催されます。世界各地で開
催されている吹奏楽のシンポジウム「世界吹奏楽大会」も、2019年は池袋で
の開催となりました。本区の音楽文化の裾野を広げていくものと大いに期
待しています。

3 池袋駅周辺まちづくり
「池袋西口公園」は、2019年の完成を目標に他に類のない劇場空間として
整備します。池袋西口の再開発事業を先導し、国際アート・カルチャー都
市のシンボルとして文化芸術の発信拠点となるよう全庁を挙げて取り組み
ます。「造幣局跡地公園」は、設計から、施工、管理運営までを一体的に公
募するもので、他の自治体でも例のない取組みで、オープンは2020年の春
を予定しています。副都心移動システムとしての「ＥＶバス」は、当初計画
を前倒しして2019年に運行を開始できるよう事業を加速させていきます。
本システムのデザインは、工業デザイナーの水戸岡鋭治氏にお願いする考
えです。この計画には民間の方々にも協力をお願いし、官民一体のエリア
マネジメントの成果であることをお示しできればと考えています。

4 女性にやさしいまちづくり
今年度4月、「待機児童ゼロ」を達成し、来年度以降も待機児童ゼロを継
続できるものと考えています。「保育の質の向上」については、定期的な指
導検査やアドバイスなどを行なっており、区立私立問わず、保育の質の維
持・向上に力を入れてまいります。区内企業と連携・協働するための「Ｆ
Ｆパートナーシップ協定」ついては、3月に西武池袋本店、8月に東武百
貨店池袋本店、9月12日にはサンシャインシティと協定を締結、さらに新

たな事業者との連携を進めます。公園などのパブリックトイレは、今後3
年間で女性や子どもが利用しやすい清潔なトイレに改修していきます。

5 保健・福祉
「池袋保健所の移転計画」は、造幣局跡地の南側部分に仮移転し、南池袋
二丁目Ｃ地区の再開発完成後に、再開発ビルに本移転するという考え方で
検討を進めており、次回の定例会までには成案を取りまとめます。池袋本
町に移転整備を進めている「養浩荘」は、建築工事が始まりました。また、
区内三か所目の介護老人保健施設「南池袋アバンセ」も今月からオープンし、
区民の在宅生活の推進に大きく貢献できるものと期待しています。

6 空き家対策
本区の空き家率は、都内で最も高い割合となっており、全国初の試みで

ある空き家の利活用を促進させることを目的とした「（仮称）空家活用条例」
制定と、適正に維持管理をされていない建物等に対する指導強化策として、
「建物等の適正な維持管理を推進する条例」の一部を改正します。いずれも、
第四回区議会定例会に提案できるよう、準備を進めます。

7 安全・安心まちづくり
「セーフコミュニティ」については、これまでの取組みを積極的にアピー
ルすることで、再認証を取得できると確信をしています。また、インター
ナショナル・セーフスクールについては、池袋第一小学校と、区内中学校
では初となる池袋中学校が、本審査に向けて取組みを行なっています。今
後も、地域の安全・安心をさらに高めていきます。また、9月8日、区内
警察署と初の「合同テロ対策訓練」を実施し、9月14日には、首都直下地震
発生を想定した「図上訓練」を東京都などの関係機関などと実施しました。
今後も、訓練を継続していくことで、災害に強いまちづくりを目指します。

8 教育都市としまの推進
区立小学校の入学率は急激に伸び、ほとんどのお子さんが区立小学校で

学んでいます。「安心して子どもを産み育てられるまち」が認知されてきま
した。来年度の需要に対応するため普通教室の整備経費を今定例会に追加
計上したいと考えています。一方、区立中学校の「公立離れ」が進んでいる
状況から、生徒自ら母校を紹介するビデオを、入学説明会や学区域の小学
校でも積極的に活用し、地元中学校のＰＲを展開していきます。

9 その他
「子ども受動喫煙防止条例」については、趣旨を同じくする条例が、都議
会で審査に付されるため、本区における第3回定例会への上程は見送り、
都条例の審査での意見などを見極め、改めて検討してまいります。

10月17日㈫ 午後6時30分～8時30分 区役所本庁舎8階807・808会議室█申電話で10月13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。

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。

10月20日㈮ 正午～午後0時30分（午前11時45分開場） 当大学Ｊ館ロビー（南池袋3‐4‐5）◇曲目…「マ・メール・ロワ」より抜粋、「眠
れる森の美女」より“ワルツ”。出演…伊舟城 歩生・近藤愛花（ピアノ）、三ツ木麗（朗読）█申当日直接会場へ。█問当大学演奏課☎3982‐2496

第3回区議会定例会区長招集あいさつ 9月20日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。

東京音楽大学Ｊ館ロビー
コンサート「音の童話」

第3回選択的介護モデル
事業に関する有識者会議
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平成29年9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 28,339
(－186)

177,497
(－263)

286,816
(－182)
144,520
142,296

男
女

スポーツスポーツ

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

●大正大学
①「世代を超えて楽しむファンタジ
ー～児童文学からアニメーションへ」
…10月12日㈭ 午後7時～8時30分
当大学10号館2階1021教室（西巣鴨
3‐20‐1）◇昔話～SF映画の空想
の可能性と逆説的な現実味について
考える。講師…当大学文学部人文学
科教授／伊藤淑子氏◇1，000円
●学習院大学
②幸せを呼ぶ朝ドラの「○」と「ん」の
法則…10月21日㈯ 午後1～3時
当大学中央教育研究棟403教室（目白
1‐5‐1）◇人気の秘密を「○」と
「ん」の視点から解き明かす。講師…
当大学文学部教育学科専任講師／久
保田 福美氏◇1，000円
●東京音楽大学
③「クラシック」の源流大正～昭和初
期を振り返って…10月21日㈯ 午後
2～4時 当大学 A館2階 A200教
室（南池袋3‐4‐5）◇大正～昭和
初期に演奏された場や曲例をたどり
歴史を振り返る。講師…当大学音楽
学部音楽学科教授／武石みどり氏※
学生によるアンサンブル演奏あり◇
1，000円
●帝京平成大学
④「貯筋と運動の重要性」…10月28日
㈯ 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）◇メディカルチェックの
重要性について説明。講師…帝京大
学ちば総合医療センター院長／和田
佑一氏◇500円
●川村学園女子大学
⑤ヨーロッパで「心の病」の観念はど
う変遷してきたか…11月11日㈯ 午
後1時～2時30分 当大学目白キャ
ンパス講義室 B3（目白3‐1‐19）
◇講師…当大学文学部国際英語学科
助教／シャーロット・ゴフ氏※すべ
て英語による講義。日本語のレジュ
メ（要旨）を配布◇1，000円

いずれも◇100名█申ファクスか E
メールで「生涯学習振興グループ█FAX
3981‐1577、█EMA0014606@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

さ ん び ー

3Ｂ体操「豊島区のつどい」

10月26日㈭ 午前10時～11時30分
南長崎スポーツセンター◇ボール、
ベル、ベルターという3つの用具を
使い、音楽に合わせて楽しく体を動
かす◇50名◇動きやすい服装で参加、
上履き、飲み物、
タオル持参。
█申電話で10月10
日までに日本3
Ｂ体操協会 菅
原☎090‐7630
‐1335へ※先着
順。

男性のためのボランティアスタ
ート講座 in 千川の杜（全3回）

◇日時…①11月8日㈬ 午後1時30
分～午後4時30分、②11月15日㈬～
25日㈯いずれか1日以上、③11月28
日㈫ 午後1時30分～午後4時◇会
場…①③特別養護老人ホーム千川の
杜地域交流スペース、②区内福祉施
設、ボランティア団体など◇ボラン
ティアを通して地域デビューしませ
んか。内容…①ボランティア活動の

基礎知識、先輩ボランティアのお話、
②ボランティア体験、③まとめなど
◇全回に参加でき、千川の杜周辺で
ボランティア活動可能なおおむね60
歳以上の男性◇20名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●豊島都税事務所
「自動車税の減免更新申立書の提出
をお忘れなく！」
自動車税の減免を受けている自動

車の利用状況を確認するために、
「自動車税減免の更新手続きについ
て」をお送りしています。自動車の
減免を継続するために必要な手続き
ですので、同封の「減免更新申立書」
に必要事項を記入し、10月31日㈫ま
でに提出してください。未提出の場
合は減免が受けられなくなりますの
でご注意ください。
█問東京都自動車税コールセンター☎
3525‐4066
●（一社）東京バス協会
「東京都シルバーパスのお知らせ（新
規購入者用）」
◇対象…満70歳以上の都民の方（寝
たきりの方を除く）◇有効期限…平
成30年9月30日まで◇利用交通機関
…都営交通（日暮里・舎人ライナー
を含む）・都内民営バスなど█申満70
歳になる月の初日から購入可。必要
書類を用意して、バス営業所や都営
地下鉄定期券発売所などの窓口で申
込み※詳細は問い合わせてください。
█問当協会シルバーパス専用電話☎

5308‐6950（午前9時～午後5時※
土・日曜日、祝日を除く）
●東京都下水道局
「下水道に油を流さないで！」
お皿、鍋などの油汚れはふき取っ
てから洗いましょう。飲食店では必
ずグリース阻集器を取り付けましょ
う。グリース阻集器内の油は毎日、
清掃しましょう。下水道の詰まりや
悪臭を防ぐため、川や海の良好な水
環境を保つためにも、ご協力をお願
いします。
█問北部下水道事務所お客さまサービ
ス課☎5820‐4347
●東京労働局
「東京都最低賃金改正のお知らせ」
10月1日から時間額958円に改正
されます。都内で働くすべての労働
者に適用されます。
█問当局労働基準部賃金課☎3512‐
1614、最低賃金総合相談支援センタ
ー�0120‐311‐615
「育児・介護休業法の改正（10月1日
施行）」
認可保育園に入所できないなどで
退職を余儀なくされる事態を防ぐこ
となどを目的として、育児・介護休
業法が改正されました。
◇改正内容…①1歳6か月以降も認
可保育園に入所できない場合、育児
休業を最長2歳まで延長可能に、②
子どもが生まれる方などに育児休業
などの制度を個別にお知らせする努
力義務の創設、③未就学児を養育す
る労働者のための育児目的休暇を導
入する努力義務の創設。
█問当局雇用環境・均等部指導課☎
3512‐1611

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。

�「混声合唱団プレジール」 毎月
第1・3・4水曜日 午後2～4
時 駒込地域文化創造館ほか◇歌
うことが好きな方◇月額3，000円
█問黒田☎090‐1212‐5013
�水彩画「やよい会」 毎月第2・
4金曜日 午後1時30分～4時30

分 南大塚地域文化創造館◇月額
3，500円█問村田☎3941‐8482
�健康体操「すこやか3Ｂ」 毎週
月曜日 午後1時30分～3時 上
池袋第一区民集会室◇50歳以上の
女性の方◇入会金1，000円、月額
3，000円█問半田☎090‐5826‐3596
�「エーピーカラオケ同好会」 毎
月第1・3土曜日 午後2～4時
みらい館大明◇月額3，000円█問関
口☎3971‐9840

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

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
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