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第27回わくわく冒険まつり

11月5日㈰ 午前10時～午後2時
池袋第三小学校◇開会式、体験・遊
びコーナー、模擬店、イベントなど
◇一部有料█申当日直接会場へ。
█問当まつり実行委員会事務局（区民
ひろば富士見台内）☎3950‐6871

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

11月9日㈭ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇講師
…ほあしこどもクリニック副院長／
帆足暁子氏。絵本プレゼント◇1歳
6か月までの子どもの母親◇30名◇
スマイルカード持参█保5か月～1歳
6か月児。15名。5か月未満は同席。
█申10月26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。

第20回親子ふれあいまつり

11月21日㈫ 午前10時30分～正午
区民ひろば富士見台◇人形劇団によ
るお楽しみ劇場、遊びの広場、健康
相談所コーナー、手形コーナーなど
◇乳幼児と保護者█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3950‐6871、西部子ど
も家庭支援センター☎5966‐3131

第3回「親子自転車安全利用教室」

11月23日㈷ ①午前10時30分から、
②午後1時30分から 豊島自動車練
習所（東池袋3‐17‐1）※雨天実施
◇保護者が、自転車に子どもを乗せ
て安全に運転するための乗り方を学
ぶ。受講終了証と幼児用ヘルメット
購入割引券（3，000円）を進呈※保育
付き（実技前の講義中のみ）◇区内在
住の小学校就学前（おおむね2～5
歳）の子どもと保護者◇各回10組
█申電話かファクスか E メール（3面
記入例参照。電話番号、子どもの氏
名、ふりがな、年齢〈月齢〉、希望時
間〈①か②または「どちらでも可」〉も
記入）で10月31日までに「交通安全グ
ループ☎3981‐4856、█FAX3981‐4844、
█EMA0023206@city.toshima.lg.jp」へ
※応募者多数の場合は抽選。

プレママ講座～知って安心！
赤ちゃんとの初めての生活～

11月24日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター（帰路
は千川駅までの送りあり）◇新しく
赤ちゃんとの生活を始める方に、小
児科医の話で心配や疑問を解消◇区
内在住で第一子を妊娠中の方と家族
◇15名
█申10月23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。

11月4日㈯区役所本庁舎3・4
階の窓口業務は終日休止します

システムメンテナンス作業のため。
自動交付機からの証明書発行は可能
です※詳細は区ホームページ参照。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

くらしと家計のヒント

①10月26日㈭ 午前10時～11時30分、
②10月28日㈯ 午前10時30分～正午
東京第一友の家（西池袋2‐20‐11）
◇毎日の家事、お金の管理、子ども
との生活などの応援講座◇各20名◇
各300円█保①のみ。1歳以上。10名。
軽食代300円。要予約。
█申電話で東京第一友の会 深川☎
090‐2529‐9730へ※先着順。

行政相談をご利用ください

10月29日㈰ 午前10時～午後3時
池袋西口公園特設会場◇年金、保険、
福祉、登記など、行政全般の質問、
要望、苦情などについて、総務大臣
から委嘱を受けた「行政相談委員」が
無料で相談を受付█申当日直接会場へ。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

「法の週間」無料法律相談

11月5日㈰ 午前9時30分～午後
4時15分（1回30分以内）区民相談コ
ーナー（区役所本庁舎4階）◇豊島法
曹会の弁護士や区内の公証人による
無料法律相談、公証証書に関する相
談◇区内在住、在勤、在学の方◇27名
█申電話で広聴・相談グループ☎3981
‐4164へ※先着順。

公的融資相談会

11月14日㈫ 午前10時～午後4時
区役所本庁舎8階806会議室◇東京
商工会議所豊島支部と日本政策金融
公庫池袋支店、区による区内事業者
のニーズに合わせた融資の紹介◇中

小企業の経営者など◇過去2年分の
決算書（法人）・確定申告書（個人）を
持参█申ファクス（3面記入例参照。
事業者名、所在地、代表者名、担当
者名、ファクス番号、業種も記入）
で11月7日までに東京商工会議所豊
島支部█FAX3988‐1440へ。
█問当支部☎5951‐1100

山中湖秀山荘へ池袋から無料送
迎バスを運行します

�池袋（東京芸術劇場前）発…11月21
・28日、12月5・12日 火曜日 午
後1時発（午後0時45分集合）、
�秀山荘発…11月22・29日、12月6
・13日 水曜日 午前9時30分発
◇片道利用も可◇最少催行人数5名
█申電話で秀山荘☎0555‐62‐5481へ。

がん先進医療費利子補給事業の
ご案内・がん対策募金のお願い

がんの先進医療を受ける方が医療
費の融資を受ける際に、最大8年間
の利子相当額を助成します。また、
区ではがんに関する正しい知識の普
及啓発や、がん検診推進の取組みな
どに役立てるため、寄付を広く募集
しています。詳細は区ホームページ
を参照か、問い合わせてください。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

在宅医療相談窓口を
ご利用ください

安心して在宅医療を受けられるよ
うに、医療と介護の知識を持つ相談
員（医療ソーシャルワーカー）が本人
や家族からの相談を受けます。
◇受付日時・場所など…月～金曜日
（祝日、年末年始を除く） 午前9時
～午後5時 豊島区医師会館6階
（西池袋3‐22‐16）☎5956‐8586
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

駅からまちなかへ、歩行者が安心・快適に通行できるよう取組みを
進めています。特に来街者で混雑する休日の時間帯に歩行者が安全に
通行できるよう、自動車の進入を抑制する実証実験を実施します。

ハ レ ザ

平成32年夏には「Hareza 池袋」がグランドオープンすることから、
今年度は昨年度実施したサンシャイン通りと南北区道（右図参照）で実
施します。期間中、自動車の通行はご遠慮頂きますよう、ご協力をお
願いします。詳細は区ホームページを確認してください。
◇実験期間…11月3日㈷、4日㈯、11日㈯、12日㈰ 正午～午後7時
◇対象路線…右図参照
█問都市計画課交通政策グループ☎4566‐2635

◇日中韓3か国を中心としたア
ジア諸国の障害者の書作品展。
8日午前11時から書家／金澤翔

き ご う

子氏らによる揮毫あり。
█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課政策推進グループ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303

9月23日に関西国際空港を離陸
した航空機から部品が落下し、車
両が損傷するという事案が発生し
ました。
この事案に対し、区は国へ、本
件事案の徹底的な原因究明および
同じような事案が羽田空港におい
て起こらないよう再発防止策の徹
底、これらに関する情報公開の徹
底について、強く要請しました。
█問環境保全課公害対策グループ☎
3981‐2405

保険料や税金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10/21 １０月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保

険料、介護保険料および第３期分の特別区民税・
都民税（普通徴収）は、１０月３１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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ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

「2017アジア・パラアート
－書－ＴＯＫＹＯ」国際交流展

11月8日㈬～12日㈰ 午前10時～午後6時（初日は午前11時から、最
終日は午後1時まで） としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

豊島区は国土交通省に
要請文を送付しました

池袋駅東口を歩行者にやさしい空間に
自動車の進入を抑制する
実証実験を実施します

●「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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健  康健  康

提供：群馬大学

講演・講習講演・講習

～ぜん息・ＣＯＰＤの方
へ～冬の呼吸器感染症か
ら身を守る

11月9日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇ぜん息発作やＣＯＰＤ
増悪の原因となる呼吸器感染症の予
防について専門医から学ぶ。講師…
みやけ医院院長／三宅修司氏◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

からだメンテナンス～
体幹トレーニング
＆リラックス

11月20日㈪ 午後2時～3時30分
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）◇
不調改善やパフォーマンスアップを
目指す。講師…からだメンテナンス
クラス主宰者／水井博子氏◇区内在
住の方優先（在勤、在学の方は空き
があれば参加可）◇20名◇飲み物、
タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

ゆるゆる健康体操2

11月27日㈪ 午後2時～3時30分
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
と有酸素運動。講師…元宝塚歌劇団
月組／真山葉瑠氏◇区内在住の方優
先（在勤、在学の方は空きがあれば
参加可）※8月21日の同講座に参加
した方は申込み不可◇20名◇室内用
運動靴、タオル、飲み物持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

東日本大震災復興支援イベント
あ き ん ど

第9回大塚商人祭り

10月28日㈯・29日㈰ 午前10時～
午後5時（29日は午後4時まで） Ｊ
Ｒ大塚駅前南北広場・自由通路◇区

内商店と被災地東北三県をはじめと
する区の交流都市による飲食、物販、
観光展。ブラスバンド、よさこい、
キャラクター大集合などのアトラク
ション█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局☎3949‐5111

低速電動バス試乗会

10月28日㈯ 午後1時20分～4時
（最終乗車午後3時40分） 池袋駅東
口周辺◇導入を検討している低速電
動バスに実際に乗車し、池袋のまち
をゆっくり回遊します。整理券持参
で乗車可。乗車時間20分。
◇整理券配布時間…①午後1時、②
午後2時、③午後3時※各回予定枚
数に達し次第終了。
◇整理券配布場所…南池袋公園
◇詳細は区ホームページ参照。
█問交通政策グループ☎4566‐2635

豊島区若者支援事業
「超！ブックカフェ」

11月11日㈯ 午後1時～3時30分
みらい館大明◇ブックカフェを拠点
に活動する団体の発表と参加者との
グル―プディスカッション。若者支
援と地域参画の可能性を探る。講師
…㈱遭遇設計／広瀬 眞之介氏◇20名
█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。

第36回池袋モンパルナスの集い
小熊秀雄「長長忌」

11月11日㈯ 午後2～5時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇アー
サー・ビナード氏による講演「小熊
秀雄とボブ・ディランの愉快なつな
がり」ほか◇100名◇一般1，000円、
学生500円█申当日先着順受付。
█問池袋モンパルナスの会 小池☎
3971‐6965

「としまぐらし会議」メンバー募集（全4回）

11月14日㈫、12月16日㈯、平成30
年1月20日㈯、2月4日㈰ 初回の
み午後7～9時 としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇みんな
で豊島区の未来像を考え、話し合う
ワークショップ◇詳細は当会議ホー
ムページ█HPhttps://toshima-guras
hi.jp 参照█申当会議ホームページか
ら申込み。
█問女性にやさしいまちづくり担当課
☎4566‐2513

第22回こころまつり

11月18日㈯ 午前10時45分～午後
2時30分 長崎小学校◇長崎小学校
児童による長崎獅子舞とキッズダン
ス、千早高校吹奏楽部による演奏な
どの舞台発表。参加団体による各種
販売█申当日直接会場へ。
●ボランティアを募集します…前日
か当日のボランティア█申事前に電話
でサンハウス☎3972‐2375へ。
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

ギターサークル・カノン
第16回定期演奏会

11月23日㈷ 午後1時30分開演
（午後1時開場） 南大塚ホール◇ク
ラシックギターの合奏。曲目…光と
風の四季、LA LA LAND 挿入曲、
悲愴、スパニッシュコーヒーほか◇
約250名█申当日
先着順受付。
█問ギターサーク
ル・カノン 西
山☎090‐3438
‐3173

豊島法人会のブラトシマ
「雑司が谷歴史散歩」

11月25日㈯ 午後0時30分～午後
4時 区役所本庁舎1階総合案内集
合、法明寺解散◇雑司ケ谷霊園、雑
司が谷旧宣教師館、大鳥神社、雑司
ヶ谷�子母神堂などを散策し、法明

寺で雑司が谷の歴史や魅力などにつ
いての講演会◇30名
█申10月25日から電話で（公社）豊島法
人会事務局☎3985‐8940へ※先着順。

秋の庭園ライトアップコンサート

①11月25日㈯…チェロと癒しの調べ、
②11月26日㈰…尺八と箏で綴る紅葉
の夜◇①チェロの演奏ほか、②尺八
と箏の演奏
いずれも午後7～8時（午後6時

40分から受付）◇赤鳥庵（目白庭園）
◇60名◇1，000円（ライトアップ入場
料200円含む）█申往復はがきかファク
スかＥメール（3面記入例参照。フ
ァクス番号、参加者名、年齢、参加
人数も記入）で「〒171‐0031 目白
3‐20‐18 目白庭園、█FAX5996‐
4886、█EM info-mejiro-garden@sei
bu-la.co.jp」へ。当庭園管理事務所
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

東京音楽大学シンフォニー
オーケストラ定期演奏会

12月14日㈭ 午後7時開演（午後
6時30分開場） 東京芸術劇場◇指
揮…高関 健、ピアノ…小林 遼、曲
目…ベルリオーズ「幻想交響曲作品
14」ほか◇1，999名※全席指定◇
1，500円█申前売り…東京芸術劇場ボ
ックスオフィス☎0570‐010‐296、
イープラス█HPhttp ://eplus.jp、当
大学Ａ館地下カワイ売店（店頭販売
のみ）
█問当大学演奏課☎3982‐2496

家庭教育講座「コーチングを活用し
た子育て」（西巣鴨幼稚園父母会）

11月7日㈫ 午前9時30分～10時
30分 西巣鴨幼稚園◇講師…東京ガ
ス㈱埼玉支社長／阿久根 謙司氏◇
幼児の保護者◇60名◇筆記用具、室
内履き持参。
█申電話かファクスかＥメールで11月
2日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

みらい館大明 パソコン講座
「ゆっくり楽しく初めてのパソ
コン2日間 文字入力とインタ
ーネット」

11月15日㈬…文字入力、16日㈭…
インターネット入門 いずれも午後
1～5時◇パソコン初心者の方◇8
名◇5，000円
█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。1日のみの参加希望の方は問
い合わせてください。

出前講座

①「くらしの中の危険ヒヤリ・ハッ
ト」…11月17日㈮ 午後2時30分～
3時30分 区民ひろば豊成◇高齢者
や子供をくらしの事故から守るため、
身近に潜む危険を学ぶ、②「終活」…
11月29日㈬ 午前10時30分～11時30
分 区民ひろば朝日◇お葬式やお墓
についての基礎知識や、トラブルに
あわないためのポイントを学ぶ。
█申いずれも当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

シニア世代の食事（元気
か ら だ

な身体と丈夫な骨づくり）

11月17日㈮ 午後6時から（午後
5時30分受付開始） 武蔵野栄養専
門学校（南池袋3‐12‐5）◇講師…
当校管理栄養士／板垣 裕氏（試食あ
り）◇スポーツ・レクリエーション
活動をしているシニア世代の方や指
導者、食について関心のある方◇60
名█申所定の申込書（区ホームページ
からダウンロードも可）を、11月10
日までにファクスで豊島区体育協会
█FAX3955‐0528へ※先着順。
█問豊島区レクリエーション協会 木
津☎3983‐4075

帝京平成大学「季節の和菓子教室」

11月18日㈯ 午前10時30分～午後
0時30分 当大学池袋キャンパス調
理実習室（東池袋2‐51‐4）◇講師
…当大学健康メディカル学部健康栄

養学科助教／芝崎本実氏◇18歳以上
◇40名█申Ｅメール（下部記入例参照。
当日連絡のつく電話番号も記入）で
当大学█EMwagashi2017@thu.ac.jp
へ※先着順。
█問当大学☎5843‐3111

講演会「翻訳ってどんな仕事？」

11月23日㈷ 午後1時30分～3時
千早図書館◇海外文学や翻訳の魅力
・難しさ、翻訳実践、海外の児童文
学賞受賞作品の紹介。講師…やまね
こ翻訳クラブ／相良倫子氏、手嶋
由美子氏◇50名█申当日先着順受付。
█問当館☎3955‐8361

知っておきたい
子どもの思春期と親の心得～男
の子の成長に寄り添うために～

11月25日㈯ 午前10時～11時45分
みらい館大明◇講師…日本思春期学
会名誉会長／村瀬幸浩氏◇40名◇
500円█申Ｅメール（下部記入例参照。
ファクス番号も記入）で11月15日ま
でに、AneママグループTOMATO
█EManemama.tomato@gmail.com
へ※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

思春期の子どもの世界
～不登校、ひきこもりの相談か
らみえてきたこと～

11月25日㈯ 午後1時30分～3時
30分 立教大学池袋キャンパス（西
池袋3‐34‐1）◇講師…臨床心理
士／井利由利氏◇70名█保定員あり。
先着順。
█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
oshima.lg.jp」へ※先着順。

学習院大学公開シンポジウム
「超高齢社会を科学するⅠ」

11月25日㈯ 午後2時～5時30分
学習院大学西5号館2階201教室（目
白1‐5‐1）◇第22回生命科学シ
ンポジウム「超高齢社会における医
療・介護の現状と課題」ほか◇約200
名█申当日先着順受付。
█問当大学国際研究教育機構☎5992‐
9208

出前寄席
「『サギ師の心』読んで己を守る」

11月29日㈬ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば朋有◇落語で悪質
商法の手口や対処方法などを楽しく
伝える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全5回）

12月3・10・17日 日曜日 午前
10時～午後3時30分※3日は午後1
時30分～5時 南大塚地域文化創造
館◇外国人へのおもてなしの心と道
案内程度の簡単な英会話を学ぶ。初
回はおもてなし講座、2回目以降は
語学講座◇全回参加できる都内在住、
在勤、在学の15歳以上（中学生を除
く）で、英語入門から初級（TOEIC
500点未満程度）の語学力の方◇36名
█保6か月以上未就学児。定員あり█申
往復はがき（下部記入例参照。保育

希望の場合は子どもの年齢・人数も
記入）で11月2日（必着）までに文化
観光課「外国人おもてなし語学ボラ
ンティア育成講座係」へ※応募者多
数の場合は抽選。詳細は区ホームペ
ージ参照。
█問観光計画グループ☎3981‐4623

シルバー人材センター

①「入会説明会」…11月17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体操教
室（誰でも出来るストレッチ体操）…
第1・2・3月曜日 午後1時30分
～3時◇25名◇月額2，000円、③パ
ソコン＆iPad 教室（1時間30分）�
無料体験教室…ⓐ11月16日㈭ 午後
0時45分から、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ11月2～23日 木曜日
午前10時から◇5，500円、�ワード
Ⅰ（全4回）…ⓒ10月31日～11月21日
火曜日 午前10時から、ⓓ11月1～
22日 水曜日 午後3時から◇ⓒⓓ
5，700円、�iPad 入門（全4回）…ⓔ
11月2～23日 木曜日 午後3時か
ら◇5，800円、�エクセル初級（全4
回）…ⓕ11月4～25日 土曜日 午
前10時から◇5，700円、�夜間エク
セル講座（全8回）…ⓖ10月31日～12
月19日 火曜日 午後7時から◇
14，000円（テキスト代を含む）
█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ、③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。

「空家等対策の推進
に関する特別措置法」
に基づき、著しく保安
上危険である、著しく
景観を損なう、著しく
衛生上有害となる、周
辺の生活環境の保全を
図るため放置する事が不適切であるなどの場合には、
助言・指導・勧告などを行ないます。それぞれのケー
スに応じ、建物などの維持管理のための支援を提供し
ます。
█問建築課許可・耐震グループ☎3981‐0590

11月1日㈬ 午後6時から 区役所本庁舎5階507～510会議室◇10名█申当日10分前までに直接会場へ※先着順。
█問子ども課管理グループ☎4566‐2471

空き家は個人の財産であり、建物の維持管理などは、所有者や管理者の方の責任において適切に管理するものです。空
き家を適切な管理をせずに放置すると、防災・防犯・衛生・景観などで問題が発生する恐れがあります。この増え続ける
空き家について管理不良（老朽）の建物の対策、および利活用可能な空き家の活用方法について区の対策を紹介します。

★リノベーションまちづくり事業…空き家、空き店舗などの遊
休不動産を活用して、まちの再生に取り組み、「住んで子育て
して、働きながら暮らし続けられるまち」の実現を目指します。
★居住支援事業…ＮＰＯ法人などと協働して、住まいにお困り
の方と空き家のマッチングや、入居後の生活支援活動を行なっ
ています。
●としま居住支援バンク物件募集中…「としま居住支援バンク」
は区内の空き家・空き室を登録し、住まいの確保にお困りの方
への紹介を行ない、両者のマッチングを図るものです。登録物
件は、豊島区居住支援協議会の居住支援事業に活用します。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐2655

新しい住宅セーフティネット制
度が施行されることに伴い、11月
1日より高齢者世帯等住み替え家
賃助成事業の対象者を拡充します。
今までの高齢者、ひとり親家庭、
障害者に加え、新たに低所得者、
18歳未満の子どもを養育している
者が加わります。詳細は問い合わ
せてください。
█問住宅課相談グループ☎3981‐
2683

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。

「東京手描友禅」伝統工芸士・椿逸雄さんは、中学
卒業後に高田馬場の模様師のもとに弟子入り。修行
を続けながら美術学校に通って、絵筆に磨きをかけ
ていった。
東京手描友禅は、江戸幕府が開かれたことを契機として京から江
戸に移り住んだ職人たちによって生み出され、水資源が豊富な神田
川などの河川流域に多くの染師などが住んでいた。
日本画家を父に持つ椿さんは、自身のセンスと身に着けた技術に
よって、顧客の要望に応じた新しい図柄を創作し続けている。
また、友禅の作業工程の
多くを自身で手掛け、特に
“色彩”に関しては納得がい
くまで追求している。色彩
に対するこだわりは、自分
の誇りだという。
█問商工グループ☎4566‐
2742

11月9日㈭ 午後6時30分から 区役所本庁舎5階507会議室
█申電話かファクスで前日正午までに「福祉総務課計画グループ☎4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

突然、業者から「火災保険を使って、住宅を修理しないか」とか「保険
金請求を代行する」と言われ契約したというトラブルの相談が多く寄せ
られています。

�このような勧誘を受けた時は、まず自分が加入している保険会社に対
象となるのか確認しましょう。
�火災保険では、火災のほかに自然災害による住宅の損害にも保険金が
支払われる場合がありますが、建物の経年劣化は支払いの対象外です。
�保険会社に保険金を請求する際は、契約者が事実に基づいて請求しま
しょう。嘘の請求は、不正請求として責任を問われる場合があります。
�訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理の契約をした
場合、書面受取から8日間はクーリング・オフが
できます。契約書面に不備がある場合は8日間を
過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。
※トラブルが起きた時は、すぐに消費生活センター
に相談してください。

「火災保険が使える」という
住宅修理契約のトラブルに注意！

█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515

事例① 訪問してきたリフォーム業者に雨どいが壊れていることを指摘
され「火災保険の保険金で雨どいと屋根の修理ができる。自己負担は一
切ない」と説明された。50万円の見積書を出され、自己負担なしで修理
できるならと思い、契約した。保険会社に保険金を請求したら「雨どい
と屋根は経年劣化による破損で、支払い対象外」と言われた。保険金が
下りないなら修理はやめたい。
事例② 知らない業者から「保険金の請求代行をしている。地震で外壁
が壊れていないか」と電話がかかってきた。「修理するなら地震で壊れた
ことにすればよい。保険の請求手続きは複雑なので、当社が代行する。
保険金が支払われたら、30％を手数料としていただく」と言われた。こ
の業者は信用できるか。
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「東京手描友禅」 椿 逸雄氏

10月は
住生活月間です 江

戸
の�
粋
�が
活
き
る
友
禅

ここに気を付けましょう！
◎老朽建物対策 ◎空き家の活用方法 ◎高齢者世帯等住み替え

家賃助成を拡充します

第10回豊島区保健福祉審議会第29期青少年問題協議会
第5回定例会
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スポーツスポーツ

職員採用

官公署だより

トップアスリートスポーツ教室
（全9回）

①車椅子バスケットボール（講師…
斎場辰巳氏）／11月18・25日、12月
2日 土曜日 午後3時30分～5時
豊島体育館、②バレーボール（講師
…西本哲雄氏）／12月12・19・26日
火曜日、③バスケットボール（講師
…廣瀬昌也氏）／平成30年1月16・
23・30日 火曜日 ②③とも午後4
時～5時30分 千早地域文化創造館
多目的ホール◇トップアスリートを
コーチに迎え、様々な競技を体験
（※原則全回出席）◇区内在住、在学
の小学4～6年生◇50名◇9，000円
█申ファクスか Eメール（3面記入例
参照。子どもの氏名〈ふりがな〉、学
校名、学年、性別、電話番号、メー
ルアドレスも記入）で11月11日まで

に「NPO法人地域総合型椎の美スポ
ーツクラブ█FAX3973‐1705、█EMshiino
mi.oyako@gmail.com」へ※先着順。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

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。

教育センター日本語指導員（非
常勤職員）を募集します

日本語指導教室の児童・生徒に対
する日本語指導など◇任期…12月1
日～平成30年3月31日█申①履歴書
（市販のもの、写真添付）、②選考申
込書（区ホームページからダウンロ
ード）、③資格を証明する書類（写し）
を、11月6日（必着）までに当センタ
ーへ簡易書留で郵送か持参。
█問教育センター庶務グループ☎3590
‐1251

図書館奉仕員（非常勤職員）

図書館資料の収集・整理および利
用に関すること、学校図書館の司書
業務に関することなど◇任期…平成
30年4月1日～平成31年3月31日
（更新あり）█申所定の申込書（各図書
館か図書貸出コーナーで配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
を11月10日（必着）までに「〒170‐
8442 東池袋4‐5‐2 ライズア
リーナビル5階 豊島区立中央図書
館管理グループ」へ簡易書留で郵送
か持参（午前9時～午後5時受付）。
█問当グループ☎3983‐7861

●豊島税務署
「年末調整関係用紙の事前配布」
10月26日㈭ 午前10時～午後4時

◇支給人員50名以上の方や早めに必
要な方へ配布█申当日直接会場へ。
█問当署源泉所得税担当☎3984‐2171
●東京都住宅供給公社
都営住宅入居者の募集
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
・単身向）、②定期使用住宅（若年フ
ァミリー・多子世帯向）、③若年フ
ァミリー向※詳細は募集案内参照。
◇募集案内・申込書配布期間…11月
1日㈬～10日㈮
◇区内配布場所…住宅課、東・西区
民事務所、東部障害支援センター、
区立図書館、当公社目白窓口センター
（目白2‐1‐1 目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター（募集期間中）
☎0570‐010‐810、（募集期間以外）
☎3498‐8894（土・日曜日除く）、█HP
http : //www.to-kousya.or.jp/

◆南大塚 「ひろばまつり」
①お楽しみパーク…11月5日㈰
午後1時～3時30分◇子ども用品
リサイクル、絵本読み聞かせや各
種ゲーム、②舞台発表…11月10日
㈮ 午前10時～午後3時◇音楽、
踊りのサークル、園児などの舞台
発表
█問当ひろば☎5976‐4399
◆西巣鴨第二 「友遊まつり」…11
月11日㈯ 午後1～3時◇ゲーム
コーナー、体験コーナー、カフェ
など
█問当ひろば☎3915‐2379
◆南池袋 ひろばまつり 「第12
回みみずくフェスタ」…11月11日
㈯ 午前11時～午後2時30分◇子
どもたちのダンス、いきいき体操、
お楽しみ人形劇・出演「春きゃべ
つ」、食事コーナー、ゲームコー
ナー、みんなで歌おうなど
█問当ひろば☎3984‐5896
◆朋有 「朋有まつり」…11月11日
㈯ 午後1時～3時30分◇サークル
発表、ミニコンサート、ゲームコ
ーナー、朋有喫茶など
█問当ひろば☎3971‐0781
◆目白 「目白ひろばまつり」…11
月11日㈯ 午後1時15分～3時30
分◇オープニングステージ、地域
協力団体による縁日など
█問当ひろば☎5956‐5871
◆千早 「収穫祭」…11月12日㈰
午前10時30分～午後2時◇的あて
ゲーム、コリントなどのコーナー、
豊昭学園合唱部による合唱、おに

ぎり豚汁セットの販売など
█問当ひろば☎3959‐2281
◆西池袋 「西池ワイワイまつり」
…11月12日㈰ 午後0時30分～3
時◇舞台発表、手作り・ゲーム・
食べ物・クールチョイスコーナー
など
█問当ひろば☎3980‐0088
◆さくら第二 「秋のコンサート」
…11月18日㈯ 開演午後2時から
（受付開始午後1時30分）◇内田フ
ァミリーと仲間たちによる弦楽奏
コンサート
█問当ひろば☎3958‐8453
◆清和第一 「第11回清和ひろば
まつり」…11月18日㈯ 午後1～
3時 清和小学校校庭、体育館◇
防災講話（午後0時10分から）、イ
ベント、防災食試食、ミニ鉄、ゲ
ーム、体験コーナー、苗木無料配
布など
█問当ひろば☎5974‐5464
◆朝日 「朝日地域文化作品展」…
11月18日㈯、19日㈰ 午前10時～
午後4時◇地域団体や利用者の作
品展示会、映画会など
█問当ひろば☎5974‐0566
◆高南第一 「高南ひろばまつり」
…11月25日㈯ 正午～午後3時
高南小学校校庭◇オープニングイ
ベント（ブラスバンド演奏・ダン
スなど）、バザー、遊びコーナー、
飲み物・食べ物コーナーなど
█問当ひろば☎3988‐8601
いずれも█申当日直接当ひろばへ。

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 特別号のみ全世帯へ個別に配布します。同日発行の「広報としま情報版」
は、通常通り新聞折り込みや希望者への個別配布となります。
●配布期間…10月30日㈪～11月3日㈷
●配布物…広報としま特別号「としま plus」11月号※特別号は冊子判16ペ
ージです。例月の特集版はタブロイド判8ページです。
●配布方法…区が委託した配布員（区発行の身分証明書を携帯）が郵便受け
に投かんします。 █問広報グループ☎4566‐2532

◆豊島区総合美術展
①「日本画・洋画・彫刻・工芸・
書」…11月17日㈮～21日㈫ 午前
10時～午後6時（初日午後1時か
ら、最終日午後5時まで） 東京
芸術劇場ギャラリー1、②「いけ
花」…11月19日㈰～21日㈫ 午前
10時～午後6時（最終日午後5時
まで） 当劇場ギャラリー2
█問プランセクション☎3590‐7118
◆第38回豊島区文化祭
①コーラス大会…11月18日㈯ 午
後6時から、②民踊大会…11月19
日㈰ 午前11時から ①②ともあ
うるすぽっと、③吟剣詩舞大会…
11月25日㈯ 午前10時30分から、
④器楽演奏会…11月26日㈰ 午後
1時から ③④とも上池袋コミュ
ニティセンター
█問プランセクション☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●南大塚 第100回南大塚ホール
落語会…11月16日㈭ 午後6時30
分開演◇出演…橘家圓太郎、月の
家小圓鏡、入船亭小辰ほか◇友の
会1，500円、一般（前売）1，800円、
一般（当日）2，000円█申各地域文化
創造館窓口で申込み（※巣鴨を除
く）。当館のみ電話予約可、●同
時開催第100回南大塚ホール落語
会記念展示「南大塚ホール落語会
思ひで」…11月16日㈭ 午後5時
30分から◇第100回落語会の入場
券（半券）が必要。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【113】ワイヤークラフ
トで作るクリスマスリース…11月

29日、12月6日 水曜日 午後6
時30分～8時30分◇10名◇2，500
円◇11月10日（必着）
●巣鴨 ②【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 区民ひろば清和第一◇20名
◇1，800円◇11月6日（必着）
●南大塚 ③【511】演劇挑戦!⑰音
響スタッフに挑戦！音をデザイン
する♪…12月15日㈮ 午後6時30
分～8時30分、12月16日㈯・17日
㈰ 午後2～4時◇15名◇一般
2，900円、高校生以下2，000円◇11
月15日（必着）
●千早 ④【415】「ワイン講座 ～
ソムリエが伝授！ワインの楽しみ
方」…12月16日㈯ 午後2時～4
時30分◇1，700円◇20名◇11月20
日（必着）
応募対象など詳細は当財団ホー
ムページ、としま区文化情報紙
Mirai10月号、文化情報紙 Mirai
臨時号を参照█申往復はがき（3面
記入例参照。講座名前の番号も記
入）で当館へ郵送。返信用はがき
持参で、直接窓口申込みも可※巣
鴨を除く。当財団ホームページか
ら申込みも可。
█問駒込☎3940‐2400、巣鴨☎070
‐6555‐6876（平日午前9時～午
後5時：〒171‐0022 南池袋2‐
34‐5 藤和第2ビル2Fとしま
未来文化財団内 窓口対応不可）、
南大塚☎3946‐4301、千早☎3974
‐1335

9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）

1日 0．06 0．06 0．05
11日 0．06 0．06 0．05
29日 0．07 0．06 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。

11月1日発行の広報としま特別号「としまplus」を
区内全世帯に配布します

4 広報としま情報版 平成29年（2017年）10月21日号 No.1758 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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