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接骨院・整骨院（柔道整復師）の
施術を受ける方へ

接骨院・整骨院での施術は、健康
保険を使えない場合があります。正
しい理解と適正な受診をお願いします。
◇使える場合…急性または急性に準
ずる外傷性の骨折、脱臼、打撲およ
び捻挫で、内科的原因による疾患で
はないもの（骨折・脱臼は、応急手
当の場合を除き医師の同意が必要）
◇使えない場合…日常生活からくる
疲れ、体調不良や肩こり、スポーツ
などによる筋肉疲労、神経痛やリウ
マチなど病気が原因の痛み、労災保
険が適用となる仕事中や通勤途中に
おきた負傷。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

裁判員候補者予定者・検察審査員
候補者予定者を選定しました

9月12日に豊島区選挙人名簿に登

録されている方の中から、東京地方
裁判所指定の人数を裁判員候補者予
定者として、また、検察審査会事務
局指定の人数を検察審査員候補者予
定者として、無作為に抽選で選定し
ました。選定された方には、東京地
方裁判所・検察審査会から11月頃に
通知が届きます。これらの制度の質
問や辞退の相談については、それぞ
れ問い合わせてください。
◇選定（登録）者数…裁判員候補者予
定者459名、検察審査員候補者予定
者72名
█問選挙グループ☎4566‐2821、裁判
員制度…東京地方裁判所裁判員係☎
3581‐2910、検察審査会制度…東京
第一検察審査会事務局☎3581‐2856

東部区民事務所自動交付機
休止のお知らせ

11月11日㈯ 終日◇漏電検査に伴
う停電のため。ほかの施設の自動交
付機は通常通り稼働します。
█問証明グループ☎3981‐4766

防災行政無線による緊急情報
伝達訓練の実施について

全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）で送られてくる地震、津波など

の緊急情報を区民の皆さんに迅速か
つ確実に伝えるため、国と連携した
緊急情報伝達訓練を行ないます。
◇日時…11月14日㈫ 午前11時頃
◇対象…防災行政無線（屋外拡声器）
など
◇放送内容…「（防災行政無線のチャ
イム）これは、J アラートのテスト
です（3回）。こちらは防災豊島区で
す（防災行政無線のチャイム）」
※訓練は全国一斉に行なわれます。
地域によっては、他区からの放送が
聞こえる可能性があります。
█問危機管理グループ☎3981‐1467

裁判所の調停委員による
無料調停相談会

11月11日㈯ 午前10時～午後3時
30分 西武池袋本店7階くらしの相
談コーナー◇民事上のもめごとや、
夫婦関係、相続などの家庭内のもめ
ごとに関する調停手続き相談。◇都
民の方█申当日直接会場へ。
█問東京民事調停協会連合会☎5819‐
0267

東京税理士会
「税を考える週間」税の無料相談

11月13日㈪ 午前10時30分～午後

3時30分 メトロポリタンプラザビ
ル1階自由通路（西池袋1‐11‐1）
◇相続、贈与、新規開業、住宅取得
など、税理士業務に関する相談█申当
日直接会場へ。
█問当会豊島支部☎3981‐4585

ノロウイルス対策講習会

11月14日㈫ 午後3時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇集団給食施設、生かき
提供業者、区内在住、在勤の方◇
200名█申当日先着順受付。
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

子育て講演会「アトピーを治す
ためのスキンケアとアトピーに
しないためのスキンケア」

12月7日㈭ 午前10時～正午 長
崎健康相談所◇乳幼児のスキンケア
について学ぶ。講師…りかこ皮フ科
クリニック院長／佐々木りか子氏◇
乳幼児の保護者◇25名█保2か月以上
2歳未満児。定員あり。要予約。
█申電話で当相談所保健指導グループ
☎3957‐1191へ※先着順。

●児童手当・特例給付…支給対象月は原則、申請月の翌月分からです。所得制限
額は右表を参照。子どもが生まれた方、転入した方は新たに申請してください。
また、これまで受給していた方が海外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請
してください。申請方法などは事前に問い合わせてください。
◇対象…中学校3年生（平成14年4月2日以降生まれ）までの児童
◇手当額…0歳から3歳未満15，000円、3歳以上小学校終了前／第2子まで
10，000円、第3子以降15，000円、中学生10，000円、所得制限以上の方／児童1名
につき一律5，000円※公務員の方は勤務先から支給されますので、職場で申請し
てください。
●子ども医療費助成…児童の入院と通院にかかる保険適用内の医療費を助成しま
す※乳幼児のみ入院時の食事負担金も助成対象。対象となる児童の保護者で、ま
だ「子ども医療証」をお持ちでない方は申請してください。原則、申請日から助成
を開始します。
◇対象…中学校3年生（平成14年4月2日以降生まれ）までの児童で、次の①・②
の要件を満たす方。①保護者と児童がともに区内に住所がある、②児童が国民健
康保険か社会保険などの健康保険に加入している。

スポーツ、音楽、食欲の“秋”を全部
まとめて楽しみながら、区民の皆さ
んが交流できるイベントです。
ボルダリングの野中生萌選手、卓球
の平野 早矢香元選手も参加！

①ボルダリング野中生萌選手の「スポーツクライミングを知って応援しよう！」
②卓球平野 早矢香元選手のスペシャルトーク＆レッスン
③東京音楽大学学生によるミニコンサート・楽器体験会
④“今だけ”をより美味しく！ボジョレーヌーヴォー講座
⑤女子栄養大学併設校香川調理製菓専門学校による「マジパンづくり体験教室」
⑥「親子で楽しむクリスマスリース作り」
⑦egg シェフの料理教室「シェフ直伝！本格エッグベネディクトを作ろう!!」
⑧「ボジョパ！」ボジョレーヌーヴォーお楽しみ会

█申③⑧は当日開催時間内随時、そのほかは要予約。予約方法など詳細は IKE・
Biz ホームページ█HPhttp : //www.toshima-plaza.jp/参照。
█問当館☎3980‐3131

区議会第4回
定例会を開会します
◇会期…11月15日㈬～12月5日㈫
◇一般質問…11月21日㈫・22日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／11月27日㈪、都市整備・子
ども文教委員会／11月28日㈫
█申傍聴希望の方は、当日、区役所
本庁舎9階区議会事務局へ。なお、
本定例会で審議する請願・陳情の
提出期限は11月10日㈮午後5時で
す。点字の場合は問い合わせてく
ださい。
█問議事グループ☎3981‐1453

児童手当所得制限額表（単位：円）
扶養人数 所得制限額（申請者本人）

0人 6，300，000

1人 6，680，000

2人 7，060，000

3人以上 以降一人増やすごとに、
380，000円加算

※受給者の平成28年中の所得を基にし
ています。
※上記所得制限額表には、社会保険料
控除一律80，000円を加算しています。

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11/1 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
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イケビズフェスタ2017開催！11月23日㈷ 午前10時～午後4時 IKE・Biz（としま産業振興プラザ）

▲野中生萌選手 ⒸBase Camp ▲平野 早矢香元選手

児童手当と子どもの医療費助成 █問児童給付グループ☎3981‐1417

●「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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橋梁の長寿命化修繕計画
（平成28年度）

平成26年度より道路管理者が管理
する橋梁に対し、5年に1回、近接
目視による点検の実施が義務付けら
れました。区は、平成27年度に行な
った全橋梁の点検結果に基づき、平
成23年度に策定した「豊島区橋梁の
長寿命化修繕計画」を平成29年3月
に改定しました。詳細は区ホームペ
ージ参照か問い合わせてください。
█問橋梁設計グループ☎4566‐2685

第3回空き家の勉強会

11月19日㈰ 午前10時～正午 区
役所本庁舎5階507～510会議室◇講
演「空き家を社会貢献に活用する～
NPO法人コミュニティランドスケ
ープの取組み～」、「豊島区居住支援
協議会の取組み」◇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。

豊島清掃工場個人見学会

11月11日㈯、23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◇50名
█申電話で各開催日2日前の午後3時
までに当工場☎3910‐5300へ※先着順。

「豊島の森」環境講座
秋の自然観察参加者募集

11月26日㈰ 午前10時～午後0時
30分◇講師…ＮＰＯ法人環境学習研
究会／谷村春樹氏◇区内在住の小学
1～3年生と保護者◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。子どもの学年も記入）
で11月15日までに「環境政策課事業

グループ☎3981‐2771、█FAX3980‐
5134、█EMA0029180@city.toshima.l
g.jp」へ。電子申請（区ホームページ
か右記二次元コー
ド参照）でも受付
可※応募者多数の
場合は抽選（11月
17日に抽選結果を
発送）。

豊島区救急業務連絡協議会
講演会「大切な命を守るために
やってみよう」

11月25日㈯ 午前10時～午後0時
30分 生活産業プラザ◇ＡＥＤ、心
肺蘇生法など◇150名█申電話かファ
クスで「豊島消防署警防課救急係☎
3985‐0119（内線380）、█FAX3985‐
0880」へ※先着順。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

あなたにも知ってほしい
女性のからだのこと

け い

～子宮頸がんと様々な性
感染症について～

11月27日㈪ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇女性の健康について正
しい知識と対応を専門医から学ぶ。
講師…こころとからだの元氣プラザ
婦人科診療部長／小田瑞惠氏◇区内
在住、在勤、在学の女性◇40名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

講演会「セルフメディケ
ーションとクスリ～手軽
にできる健康管理～」

12月3日㈰ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇セルフメディケーシ
ョンやくすりとの上手な付き合い方
についての講演会。講師…豊島区薬
剤師会会長／遠藤 信一郎氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

街の巨匠に学ぶ
「クリスマスは野菜料理
でパーティーを！」

12月6日㈬ 午後7時～8時30分
WACCA 池袋もうひとつの daido
koro（東池袋1‐8‐1）◇講師…
ベジフルティーチャー／小松晴世氏
◇街の巨匠シリーズ3回のうち、1
名1回参加可◇40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

適度な運動3
～何をどれだけやればい
いの？実践してみよう

12月8日㈮ 午後6時30分～8時
30分 生活産業プラザ◇運動法やそ
の適量について学ぶ。3か月実践プ
ログラム付き。講師…都健康長寿医
療センター研究所／清野 諭氏◇50名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

豊島区観光振興プラン
策定委員会の委員を募集します

◇平成29年4月1日現在、区内在住、
在勤、在学の20歳以上で、平日昼間
に開催する委員会（6回程度を予定）
に出席できる方◇任期…委嘱の日
（平成30年1月予定）～平成31年3月
◇報酬…1回13，700円◇人数…2名
程度◇選考…書類（申込書に1，000字
程度の論文あり）および面接（12月11
日実施予定）※応募者多数の場合、
書類選考実施█申所定の申込書（文化
観光課で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）を、11月24日（必
着）までに観光計画グループへ郵送
か持参。
█問当グループ☎3981‐4623

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

11月5日㈰ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「お
けらになった話」、芥川龍之介「蜘蛛
の糸」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

大塚三業通りフェア

11月8日㈬～10日㈮ 大塚三業通
り商店街◇協力店舗にて割引きのサ
ービス。8日午後6～10時は、芸者
・商店街屋台あり█申当日直接会場へ。
█問当商店街 山口☎3941‐2185

目白の森で遊ぼう

11月11日㈯ 午後1～4時◇ムク
ロジの実工作、ドングリ工作、木の
葉のしおりづくり█申当日直接会場へ。
█問豊島みどりの会☎3982‐5569

巣鴨撮影所跡地で大都映画を語る
ー伝説のシネマパラダイスー

11月11日㈯ 午後7～9時 巣鴨

北中学校体育館◇映画の撮影所があ
った巣鴨北中学校で昭和初期の映画
を鑑賞し、当時の巣鴨を今に伝える
◇約100名█申ファクスかＥメール（4
面記入例参照。同行者の名前と年齢
も記入）で「㈱オーウィン█FAX6893‐
3931、█EMdaitoeiga@ahwin.jp」へ。
当社ウェブフォーム█HPhttps://daito
eiga.ahwin.jp から申込みも可。当
日は席に余裕がある場合のみ入場可。
█問当社 山岸☎6869‐8707

Echika 池袋ギャラリー
「障害者アート展」

11月28日㈫まで 当ギャラリー
（東京メトロ副都心線池袋駅構内）◇
「第10回豊島区障害者美術展（ときめ
き想造展）」の受賞作品8点を展示。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

おかげさまで25周年
「さくらんぼ祭」

11月12日㈰ 午後0時30分～3時
30分 福祉ホームさくらんぼ◇焼き
そば、から揚げなどの模擬店やトシ
マッハ、合唱・ダンスなどの舞台発
表█申当日直接会場へ。
█問当ホーム☎5396‐9581

豊島みどりの会
「自然教室（野鳥観察会）」

11月15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◇大田区「東京港野鳥公園」に
て冬の渡り鳥シーズンに合わせ、ガ
イド付きで野鳥を観察◇20名◇200
円（交通費・入園料300円は別途）
█申電話かファクスで11月6日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着
順。

区立図書館 秋のイベント・講座

●池袋図書館 ①読み聞かせ講座
「読み聞かせにおすすめの絵本とプ
ログラム」…11月15日㈬ 午前11時
～正午◇絵本の紹介や読み聞かせの
プログラム、クリスマス絵本の紹介
など◇小学校や幼稚園で読みきかせ
をしている方、②大人の調べ学習
「豊島区を知ろう」…11月19日㈰ 午
後2時～3時30分◇図書館にある地
域資料を使い、豊島区の昔を振り返
る◇20名◇①②とも池袋第三区民集
会室█申①②とも当日先着順受付。
●駒込図書館 「一冊の本～人生を
変える可能性～」…11月18日㈯ 午
後2時～3時30分 駒込地域文化創
造館◇移動式本屋として活躍する三
田修平氏による本の選び方、向き合
い方、可能性について◇中学生以上
◇30名█申11月4日から電話で当館へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

●目白図書館 「イクメンパパ向け
読み聞かせ勉強会」…11月18日㈯
午後3時～4時30分◇童話作家／原
正和氏による子どもとお話の時間を
楽しむための方法について。母親の
参加も可◇30名█申電話で当館へ。直
接窓口申込みも可※先着順。
●巣鴨図書館 「本の福袋を作って
みませんか？」…11月19日㈰ 午後
2～4時◇好きなテーマで2冊選ん
で作った福袋を後日展示・貸出し◇
中学生以上◇5名█申電話で当館へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
●上池袋図書館 バリアフリー映画
会「博士の愛した数式」…11月25日㈯
午後1時30分～3時30分◇音声ガイ
ドと日本語字幕つきで、目や耳の不
自由な方もそうでない方も楽しめる
バリアフリー映画◇30名█申電話かフ
ァクスで当館へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
●千早図書館 千早進歩自由夢講演
と朗読「豊島の福祉を拓いた女性た
ち」…12月2日㈯ 午後2～4時◇
講演「社会事業に力を注いだ女性た
ち」、朗読「地域社会で福祉活動に携
わった女性たち」講師…グループ「風
の交叉点」◇50名█申当日先着順受付。
█問各図書館 池袋☎3985‐7981、駒
込☎3940‐5751、目白☎3950‐7121、
巣鴨☎3910‐3608、上池袋☎3940‐
1779、█FAX3940‐1149、千早☎3955‐
8361

明治学院大学管弦楽団
第90回定期演奏会

11月17日㈮ 午後7時開演（午後
6時15分開場） 東京芸術劇場◇サ
ン＝サーンス「交響曲第3番『オルガ
ン付き』」◇約2，000名◇700円█申チケ
ットぴあホームページ█HPhttp://t.pi
a.jp/（Pコード344‐764）へ※先着順。
█問当団 直島☎090‐3395‐5703

「ふたつの豊島からみらいへの
メッセージ」展

11月18日㈯～24日㈮ 午前10時～
午後6時（予定） としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇香川県
の豊島（てしま）と文化イベントを織
り交ぜた環境についてのパネル展を
開催█申当日直接会場へ。
█問事業推進グループ☎3981‐1142

都市を市民のリビングへ
ikebukuro living loop

11月18日㈯ 正午～午後8時、19
日㈰ 午前10時～午後5時◇池袋東
口グリーン大通りが「市民のリビン
グ」に大変身。木の屋台やベンチ、
ハンモックなどの誰もが楽しめるコ
ンテンツが盛りだくさん◇一部ワー
クショップ有料█申当日直接会場へ。
█問拠点まちづくりグループ☎4566‐2640

地域活動交流センターミニセミ
ナー「緑道としての谷端川で名
木探し」

11月23日㈷ 午前10時～正午 祥
雲寺（池袋3‐1‐6）境内集合◇豊
島みどりの会ボランティアガイドの
案内による樹木の紹介と名木探しを、

みらい館大明「いのちの森」まで散策
しながら行なう◇自力で移動できる
方。小学生以下は保護者同伴◇15名
█申ファクスで協働推進グループ█FAX
3981‐1213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

秋の目白庭園
ライトアップイベント

①ギター演奏会…11月23日㈷ 午後
6時30分～7時45分（午後6時開場）
赤鳥庵◇青木隼人ギター演奏会◇40
名、②第8回落語に親しむ会…12月
3日㈰ 午後6～8時（午後5時30
分開場）◇70名
①②とも◇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（4面記入例参照。
参加者の名前、人数、ファクス番号
も記入）で「〒171‐0031 目白3‐
20‐18 目白庭園、█FAX5996‐4886、
█EMinfo-mejiro-garden@seibu-la.c
o.jp」へ。直接窓口申込みも可。電
話申込み不可※先着順。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

ああそうなんだ倶楽部
「江戸の寺社散歩・世田谷線沿
いの寺社・史跡を歩く」

11月25日㈯ 午後1～4時 東急
田園都市線三軒茶屋駅中央改札口前
集合、桜新町駅付近解散◇約6㎞。
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11月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

東京都×若手・学生芸人 お笑
いで悪いヤツらをぶっとばせ！

12月2日㈯ 午後4時～5時40分
サンシャインシティ地下1階噴水広
場◇悪質商法をテーマに、若手・学
生芸人が漫才・コントを披露する公
開収録イベント。司会はお笑いトリ
オ「パンサー」。としまななまるも駆
けつけます◇座席エリア80席（都内
在住、在勤、在学の方※事前申込
制）。
█申座席エリアは電話で11月16日まで
に東京都消費生活総合センター☎
6228‐1331へ。同伴者1名まで申込
み可※応募者多数の場合は抽選。当
選者には招待券（はがき）を発送。立
ち見は当日直接会場へ。

家庭教育講座

①「おこづかい教室」（朋有小学校）…
11月18日㈯ 午前10時～正午 朋有
小学校体育館◇家庭でのおこづかい

教育の秘けつを伝授。講師…ジブラ
ルタ生命講師◇子どもの保護者◇
200名◇室内履き、靴袋、筆記用具
持参█保6か月以上未就学児。10名。
要予約。

い

②「家族の長所を活かす、チームプ
レー子育て」（巣鴨小学校）…11月25
日㈯ 午前10～11時◇家族が自分の
長所を活かして協力し、チームプレ
ー子育てを学ぶ。講師…東京都スク
ールカウンセラー／美和 健太郎氏
◇小学生の保護者◇30名◇筆記用具、
室内履き、靴袋持参。
③「親子で学ぶ護身術」（要小学校）…
11月25日㈯ 午前10時30分～正午◇
日常に潜む危険から身を守る方法を
親子で楽しみながら体験。講師…ト
ライフォース柔術アカデミー／新明
佑介氏◇小学生と保護者◇35組◇動
きやすい服装でタオル、筆記用具、
室内履き持参。
④「自分の身は自分で守ろう！いざ
というときに役立つ！親子護身術」
（仰高小学校）…12月9日㈯ 午前10
時30分～正午◇講師…トライフォース
柔術アカデミー／新明佑介氏◇小学
生と保護者◇40組◇動きやすい服装
でタオル、筆記用具、室内履き持参。
█申いずれも電話かファクスか Eメー
ルで①は11月9日、②は11月10日、
③④は11月20日までに「庶務課庶務
グループ☎3981‐1141、█FAX3980‐
5163、█EMA0024004@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

みらい館大明

①「回文づくりワークショップ」…11
月19日㈰ 午後1～3時◇上下から
読んでも同じ文章をつくるコツを学
び右脳を活性化。講師…回文ミュー
ジシャン／回文ブルース氏◇10名◇
500円（小・中学生無料）
②子どもモノづくり学校「手作りオ
ーナメント（装飾品）でエントランス
にある大明の樹を飾ろう＆ミニリー
スづくり」…11月25日㈯ 午後2～
4時◇身近な材料を使い手作りの楽
しさを学ぶ◇小学生以上の子ども。
幼児は要保護者同伴◇15名◇1セッ
ト500円（材料費込）
█申いずれも電話か Eメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ※先着順。①は
直接窓口申込みも可。

豊島区わかもの就職プロジェクト
「就職力ＵＰ！応援セミナー（託児
サービス付き）」

11月22日㈬ 午後2～5時（午後
1時40分開場） 生活産業プラザ◇
キャリアデザインの描き方や自己分
析、効果的な履歴書の書き方を紹介。
参加者を対象に後日個別相談を行な
い、継続して就職をサポート◇区内
中小企業などでの就労を目指す39歳
以下の方◇30名█保6か月以上未就学
児。5名。要予約。
█申電話かファクスかＥメールで「当
運営事務局ヒューマンアカデミー㈱
☎5348‐2039、█FAX6846‐1236、█EMt
oshimakoyou-human@athuman.
com」へ※先着順。

食育教室2017 食育講習会「食
べ物の栄養素を知ろう」と調理
実習「親子でクッキング！」

11月25日㈯ 午前10時～午後1時
30分 武蔵野調理師専門学校（南池
袋3‐12‐5）◇小学1～3年生の
子どもと保護者◇40組80名◇1組
800円※子ども1名追加300円◇筆記
用具、エプロン持参█申ファクスかＥ
メール（4面記入例参照。子どもの
氏名、ふりがな、年齢、性別も記入）
で「当校█FAX3982‐6170、█EMimaizumi
-y@musashi
no-chouri. a
c. jp」へ※先
着順。
█問当校☎3982
‐6116

豊島区若者支援事業
「のびのび日和」

11月26日㈰ 午前9時30分～午後
3時30分 みらい館大明◇学校の宿
題や自習のサポートを、アクティブ
ラーニング手法を用いて行なうタン
キュウ型学習会。講師…NPO 法人
SLC◇小学生◇8名◇筆記用具、ノ
ート、教科書、午後も参加の方はお
弁当持参。
█申電話かＥメールで11月25日までに
「当法人☎080‐5141‐3953、█EMslcn
obinobi@gmail.com」へ※先着順。

ママの自分時間を楽しもう。
Xmas リース作り講座

11月28日㈫ 午前10時～11時30分
男女平等推進センター◇プリザーブ
ドのスギや木の実を使った手作りの
リースで、Xmas をステキに演出し
ませんか？たまには子どもと離れて
ママもほっこり◇25名◇1，500円█保
6か月以上未就学児。1名500円。
定員あり。要予約█申Ｅメール（4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11月14日までに、Ane
ママグループ TOMATO█EManema
ma.tomato@gmail.com へ※先着
順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

もの忘れ相談事業区民公開講座
「認知症を知ろう（その対策と予
防）」

12月2日㈯ 午後2～4時 豊島
区医師会館4階講堂（西池袋3‐22
‐16）◇認知症について解説。講師
…慶應義塾大学医学部精神・神経科
学教室教授／三村 將氏◇区内在住、
在勤の方◇100名
█申電話かファクスで、11月18日まで
に「豊島区医師会事務局☎3986‐
2321、█FAX3984‐5921」へ※先着順。

出張講座「悪質商法にご用心」

12月5日㈫ 午後2時40分～3時
30分 区民ひろば仰高◇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

国は、東京一極集中の傾向が加速しているとして、「地方創生」を実現す
るという大義名分のもと、都市と地方の税源偏在是正を進めており、既に
行なわれた地方税の一部国税化に加え、消費税率10％段階において国税化
を拡大する法改正をしています。これにより、特別区は今年度だけでも
600億円を超える規模、消費税率10％段階では、1，000億円を超える規模の
減収が予想されています。
近年では、ふるさと納税制度（平成29年度特別区民税控除額約△232億円、
平成27年度比約10倍）や地方消費税の都道府県間における清算基準の見直
しなど、都市部の税収を吸い上げ、地方に配分するような動きが加速して
います。このことは、拡充すべき地方税を縮小することにほかならず、地
方分権の流れに逆行するとともに、受益と負担に基づく応益課税という地
方税の原則から逸脱するものです。
国の責任により地方税財源総体を拡充していくことこそ、本来の地方分
権の姿です。今必要なことは、全国各地域がともに発展・成長しながら共
存共栄を図る取組みです。
これらのことから、特別区は国に対し、税制改正に反論するとともに、
需要に見合う地方財源の拡充に取り組むよう主張してまいりますので、ご
理解をお願いいたします。
詳細は、特別区長会ホームページ█HPhttp : //www.tokyo23city-kucho
kai.jp/katsudo/shucho.html の「税源偏在是正議論についての特別区の
主張（平成29年度版）」をご覧ください。 █問財政課☎4566‐2521

11月9日㈭ 午後2時～3時30分 区役所本庁舎8階807・808会議室█申当日直接会場へ。
█問環境計画グループ☎3981‐1597

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。

税源偏在是正議論についての特別区の主張

健康チャレンジ！
マークのお知らせ第1回豊島区環境審議会
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人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 28,398
(＋59)

177,505
(＋8)

286,824
(＋8)
144,510
142,314

男
女

講演・講習講演・講習

職員採用

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

イライラ！もやもや、息苦しい
…『母娘問題』はなぜ起こる？

12月7・14・21日 木曜日 午後
2～4時 男女平等推進センター◇
難しい「母と娘」の関係について専門
家から学ぶ◇子育て中の女性、母娘
問題に関心がある方◇30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「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

出前寄席「『サギ師の心！』
読んで己を守る」

12月8日㈮ 午前10時30分～11時
10分 区民ひろば椎名町◇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

●学習院大学
①知っておきたい！～犯罪捜査から
裁判員裁判まで～…12月9日㈯ 午
後1～3時 当大学中央教育研究棟
301教室（目白1‐5‐1）◇捜査か
ら裁判員裁判の流れなど身近なニュ
ースに触れて検察官の立場から話す。
講師…当大学法務研究科（法科大学
院）教授（実務家教員〈検事〉）／髙橋
理恵氏◇1，000円
●立教大学
②「忖度（そんたく）」は、英語でどう
訳しますか？～翻訳と政治の不透明
な関係について…12月9日㈯ 午後
2～4時 当大学8号館8303教室（西
池袋3‐34‐1）◇政治や国際関係
の場面で日本語はどう翻訳・通訳さ
れるか、具体例を挙げて解説。講師
…当大学異文化コミュニケーション
学部教授／武田 珂代子氏◇1，000円
●東京音楽大学
③アジアに目を向けて～インドの文
化と音楽～…11月18日㈯ 午後2～
4時 当大学A館2階A200教室（南
池袋3‐4‐5）◇インド文化や音
楽の理解を深める。講師…当大学音

楽学部音楽学科講師／小日向 英俊
氏（シタール）、ゲスト／逆瀬川 健
治氏（タブラー）◇1，000円
●帝京平成大学
④運動の効果を高めるための栄養・
食生活…11月11日㈯ 午前10時～11
時30分 当大学池袋キャンパス412
教室（東池袋2‐51‐4）◇しっかり
した体を作り、体力の維持・向上に
役立つ栄養や食生活について学ぶ。
講師…東京都健康長寿医療センター
研究所／成田美紀氏◇500円
⑤スポーツの効用…11月18日㈯ 午
前10時～11時30分 当大学池袋キャ
ンパス412教室（東池袋2‐51‐4）
◇スポーツを見る・することでより
健康に。スポーツの様々な楽しみ方
を紹介。講師…当大学ヒューマンケ
ア学部鍼灸学科准教授／吉田成仁氏
◇500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

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。

区立保育園臨時職員（登録制）

◇①保育補助、②調理補助、③用務
補助。勤務条件、登録方法などの詳
細は問い合わせてください█申履歴書
（写真貼付）を保育課窓口へ本人が持
参※要事前連絡。
█問総務総括グループ☎3981‐2019

用地専門員（非常勤職員）

◇区が行なう土地、建物取引などに
関する事務。土地評価業務、不動産
鑑定士他との諸調整、不動産売買契
約事務ほか◇任期…平成30年4月1
日～平成31年3月31日（更新あり）█申
実施要領を確認し、所定の採用選考
申込書・自己申告書（いずれも財産
運用課活用促進グループ窓口で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）などを11月17日（必着）までに簡
易書留で当グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐4571

区民ひろば推進員（非常勤職員）

◇区民ひろば施設の運営業務◇任期
…平成30年4月1日～平成31年3月
31日█申指定の履歴書と申込書（地域
区民ひろば課窓口で配布。区ホーム
ページからダウンロードも可）を11
月30日（消印有効）までに簡易書留で
当課へ郵送か当課窓口（土・日曜日、
祝日を除く午前9時～午後4時）へ
本人が持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

池袋スポーツセンター

11月13日㈪～17日㈮は、水の入替
えや館内清掃、トレーニング機器な
どの点検整備のため休館します。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

長崎第三区民集会室

12月～平成35年3月末（予定）まで
長崎健康相談所の改築に伴う仮移転
先として業務を行なうため貸出しを
休止します。
█問区民ひろば長崎☎3554‐4411

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、在勤、在学
の18歳以上の方（高校生不可）。難病
や障がいのある方も応募可。研修あ
り◇説明会…11月22日㈬ 午後6時
30分～7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。

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会を開催

11月24日㈮ 午前10～11時 ボラ
ンティアセンター活動室◇指定の介
護保険施設でボランティア活動を行
ない、自身の介護予防と支え合う地
域社会をめざす。貯めたスタンプは
換金可（上限年間5，000円）◇60歳以
上の健康な区民の方◇20名◇健康保
険証・運転免許証など、住所と年齢
が確認できるものを持参。
█申電話で当センター☎3984‐9375へ
※先着順。

●豊島税務署
「年末調整等説明会」
①11月7日㈫…午後1時30分から／
高松、西池袋、南池袋、②11月8日
㈬…午前9時30分から／池袋、池袋
本町、要町、高田、午後1時30分か
ら／千川、雑司が谷、長崎、南大塚、
南長崎、目白、③11月9日㈭…午前
9時30分から／上池袋、東池袋、午
後1時30分から／北大塚、駒込、巣
鴨、千早、西巣鴨
いずれも東京信用金庫本店8階ホ
ール（東池袋1‐12‐5）◇年末調整
の仕方、法定調書・給与支払報告書
の作成と提出方法など。説明開始30
分前から用紙配布█申当日直接会場へ。
█問当署源泉所得税担当☎3984‐2171

�謡曲と仕舞「観暁会」 毎週火曜日 午後2～7時 巣
鴨第三区民集会室◇月額4，000円█問水口☎3955‐2544
�ひいらぎ合唱団 毎月第2・4日曜日 午後1～5時
椎名町小学校音楽室◇月額1，000円█問柴田☎080‐6519‐
5507

じ う た ま い

�地唄舞“池袋” 毎月第1・3月曜日 午後6～8時
雑司が谷地域文化創造館◇地唄舞を豊島区で広めること
に前向きな方◇入会金1，000円、月額4，000円█問田中☎
3983‐3433
�社交ダンス「フレンド」 毎週木曜日 午後6時30分～
8時30分 西池袋第二区民集会室◇入会金1，000円、月
額4，000円█問梶☎090‐9806‐5736

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）11月1日号 No.1760 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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