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まちづくりまちづくり

夜間相談窓口を開設します…12月6日㈬ 午後5～9時

こんな時にはご注意ください

「豊島区地域保健福祉計画（素
案）」をまとめました

保健福祉の総合計画である「豊島
区地域保健福祉計画」の改定にあた
り、計画の素案をまとめました。こ
の素案について、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。
●閲覧できます
素案の全文は12月28日まで、福祉
総務課、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。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・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12月28日（必着）までに
「福祉総務課計画グループ█FAX3981‐
4303、█EMA0015209@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当グループ窓口へ持
参も可※個別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2422

「豊島区高齢者福祉計画・第7
期介護保険事業計画（素案）」を
まとめました

高齢者福祉分野における目標と具
体的な施策を示す「豊島区高齢者福
祉計画・第7期介護保険事業計画」
の改定について、パブリックコメン
ト（意見公募手続き）制度に基づき、
区民の皆さんのご意見をお聴きしま
す。
●閲覧できます
素案の全文は12月28日まで、介護
保険課、高齢者相談総合センター、
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。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・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12月28日（必着）までに
「介護保険課管理グループ█FAX3981‐
6208、█EMA0016408@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当グループ窓口へ持
参も可※個別に直接回答はしません。
█問当グループ☎3981‐1942

「豊島区障害者計画・第5期障
害福祉計画・第1期障害児福祉
計画（素案）」をまとめました

「豊島区地域保健福祉計画」の見直
しに伴い、障害者福祉施策も一層の
推進を図るため、障害者計画と障害
福祉計画を一体的に見直し、新たに
計画の素案をまとめました。この素
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。
●閲覧できます
素案の全文は12月28日まで、障害

福祉課、心身障害者福祉センター、
障害支援センター、駒込生活実習所
・福祉作業所、行政情報コーナー、
区民事務所、図書館、区ホームペー
ジで閲覧できます。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・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12月28日（必着）までに
「障害福祉課政策推進グループ█FAX
3981‐4303、█EMA0015600@city.tos
hima.lg.jp」へ。直接当グループ窓
口へ持参も可※個別に直接回答はし
ません。
█問当グループ☎3981‐1766

「第三期特定健康診査・特定保健
指導実施計画及び第二期データヘ
ルス計画（案）」を策定しました

これまでの事業計画における課題
の整理、蓄積されたデータの分析、
効果を検証し、計画案を策定しまし
た。この計画案について、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。
●閲覧できます
計画案は12月25日まで、国民健康

保険課、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。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに①ご意見②〒・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12月25日（必着）までに
「国民健康保険課管理グループ█FAX
3981‐6491、█EMA0013808@city.tos
hima.lg.jp」へ。直接当グループ窓
口へ持参も可※個別に直接回答はし
ません。
█問当グループ☎3981‐1923

「南池袋二丁目Ｃ地区」市街地
再開発事業などの説明会

12月19日㈫ 午後7時から とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇「南池袋二丁目Ｃ地区」第一
種市街地再開発事業などの都市計画
原案について◇南池袋二丁目1、2、
40、43～46番内（ただし環状5の1
号線以東）に土地・建物の権利など
を持っている方█申当日直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

東京都と区市町村では、安定した税収確保と納税義務の公平性確保を目指して、様々な徴収対策に取り組んでいます。
区では次のような取組みを実施します。 █問税務課整理第一・第二グループ☎4566‐2362

●催告書の発送…平成25年度第1期分（平成25年7月1日納期限）～平成29
年度第2期分（8月31日納期限）の納付が確認できない方へ、11月27日に催
告書を発送しました。期限内に納付してください。
●督促状の発送…平成29年度第3期（10月31日納期限）の納付が確認できな
い方へ、11月28日に督促状を発送しました。期限内に納付してください。
◇納付方法／納付書、口座振替、モバイルレジ、インターネットによるク
レジットカード納付など様々な納付方法があります。それぞれの手続き方
法は、区ホームページ参照か問い合わせてください。
◇納付が困難な場合／病気や退職などによってやむをえず納期限までに納
付できない場合や、生活が困窮している場合には、分割納付などの納税相
談を行なっています。第3日曜日にも窓口相談を行なっています。早めに
相談してください。

●滞納処分の強化…納期限までに納付がない場合は、電話催告・訪問催告
をします。区が委託した納付案内センターが電話訪問で納付案内を行なっ
ています※訪問員は必ず区が発行する身分証を携帯しています。税を直接
徴収することはありません。納期限までに納付も相談もない場合は、差押
えを行ないます。平成28年度は約2，500件の差押えを実施しました。

①区外に転出する…1月1日現在の居住地で課税されるため、課税された
年の途中で区外に転出する場合や日本国外に出国する場合は、区に1年度
分の特別区民税・都民税を納付する必要があります。出国などで国内に住
所を持たなくなる方は、納税管理人を届け出る義務があります。
②毎月の給与から住民税を引かれていた（特別徴収）方がその会社を退職し
た場合…特別徴収にならない残りの住民税は普通徴収に切り替わり、納税
者自身が納付書などで納付することになります。

◇種目…①親子レース（小学1～3年生と保護者）、②小学校4～6
年生、③中学生※団体戦あり、④高校生～29歳、⑤30～39歳。ほか
40歳以上の種目もあり。詳細は区ホームページ参照◇区内在住、在
勤、在学および近隣の小学生以上で健康な方◇1，000名◇親子レー
ス1組1，500円、中学生以下1名1，500円、高校生以上1名3，000円
█申指定の申込用紙（区スポーツ施設窓口などで配布）で、12月11日～
平成30年1月19日の間に参加費を添えて郵便局かゆうちょ銀行で申
込み※先着順。
█問目白ロードレース実行委員会事務局☎5979‐6070

「としま情報スクエア」

12/1 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）

No.1764
〈毎月１・１１・２１日発行〉

発行：豊島区 編集：政策経営部広報課
〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

第21回目白ロードレース

平成30年3月4日㈰ 午前8時受付開始
学習院キャンパス周辺の周回コース
※雨天決行

12月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」です

●「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。



福  祉福  祉
くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

子育て・教育子育て・教育

健  康

傍聴できます

高額医療合算介護サービス費の
支給制度があります

医療保険と介護保険の月ごとの自
己負担限度額を適用した後に、世帯
の自己負担合計額（8月1日～翌年
7月31日の1年間）が年間自己負担
上限額を超えた場合、申請により超
過分を支給する制度です。支給額が
ある方は、各医療保険者から申請書
が送付されます（平成30年1～2月
以降に送付予定）。
平成29年7月31日現在、後期高齢
者医療制度または豊島区国民健康保
険以外の医療保険に加入している方
は、加入の医療保険担当窓口に問い
合わせてください。なお、申請に必
要な介護保険の自己負担額証明書は
介護保険課に申請してください。
█問当課給付グループ☎3981‐1387

福祉住宅（ひとり親世帯向け）
入居登録者募集

今後あき家が発生した場合、登録
順位に従いあっせんします。
◇募集世帯数…4世帯（抽選で決定）
◇入居資格…区内に引き続き1年以
上居住しているひとり親世帯。18歳
未満の子どものみと世帯を構成し、
現に住宅に困窮しているなど。詳細
は区ホームページか募集案内（12月
4日から住宅課、東・西区民事務所

で配布※平日のみ）参照。
█申申請書に必要事項を記入し、12月
4～11日（消印有効）の間に当課住宅
管理グループへ郵送か持参（平日の
み）。
█問当グループ☎3981‐2637

認知症について学びませんか？
（認知症サポーター養成講座）

12月19日㈫ 午前10時～11時30分
高田介護予防センター◇認知症に関
する基本的な知識や自分ができるこ
とについて学ぶ◇区内在住、在勤の
方◇30名
█申電話かファクスで「介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2433、█FAX
3980‐5040」へ※先着順。

わかばパソコンクラブ第Ⅱ期
「エクセル初級編」（全7回）

平成30年1月10日～2月21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）◇エクセルの基礎を学
ぶ◇区内在住、在勤で18～64歳の身
体障害者手帳、愛の手帳、精神保健
福祉手帳をお持ちか、高次脳機能障
害と診断されている方。ゆっくりで
も入力可能な方。視覚障害の方は対
応するソフト・器材などはありませ
ん◇4名※初回の方優先。再受講可
◇テキスト代などは実費。
█申電話かファクスで「当センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ。直
接窓口申込みも可※先着順。送迎バ

ス希望の方は12月15日までに要事前
相談。

区営住宅（家族向け）
入居登録者募集

今後あき家が発生した場合、登録
順位に従いあっせんします。
◇募集世帯数…2人以上世帯用8世
帯、3人以上世帯用4世帯（抽選で
決定）
◇入居資格…区内に引き続き1年以
上居住し、同居親族のいる住宅に困
窮した成年者。詳細は区ホームペー
ジか募集案内（12月4日から住宅課、
東・西区民事務所で配布※平日のみ）
参照。
█申申請書に必要事項を記入し、12月
4～11日（消印有効）の間に当課住宅
管理グループへ郵送か持参（平日の
み）。
█問当グループ☎3981‐2637

平成30年度学校開放団体登録の
新規登録申請を受付けます

区立小・中学校の施設を定期的に
利用する場合は、年度ごとに学校開
放団体登録が必要です。
◇申請期間…12月26日㈫まで※申請
期間を過ぎての受付不可。申請受付
後、審査のうえ登録の可否を決定。
平成30年2月中に仮決定の予定。
█申登録要件や申請手続きなど詳細は、

区ホームページ参照か問い合わせて
ください。
█問放課後事業推進グループ☎3981‐
1335

12月2日からリサイクル自転車
を販売します

◇販売店舗…下表参照※価格は店舗
により異なる。販売台数は1店舗5
台程度。
◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問自転車計画グループ☎4566‐2691

大きなものをつくってあそぼう

12月17日㈰ 午前11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）◇「こども DIY
部」による幼児、小学生、親子のた
めの遊び場。木材でテントを作って
飾り、ヒミツ基地をつくる█申当日直
接会場へ。
█問地域支援グループ☎3981‐2187

「ポジティブ・ディシプリン」
たたかない・怒鳴らない子育て
（全9回）

平成30年1月17日㈬・23日㈫・31
日㈬、2月7日㈬・13日㈫・21日㈬、
3月2日㈮・7日㈬・20日㈫ 午前
10時～正午 東部子ども家庭支援セ
ンター◇親が子どもと同じ目線で日
々の課題に向き合う力をつけるため
のプログラム◇区内在住で18歳まで
の子どもを育てていて、全回参加で
きる方◇15名█保0歳以上。10名。要
予約。
█申電話で12月4日午前10時～20日の
間に当センター☎5980‐5275へ。直
接窓口申込みも可※応募者多数の場
合は抽選。結果は後日電話連絡。

手元から若返り
か ら だ

～ハンドケアで手も身体
もイキイキ講座～

12月13日㈬ 午後1時30分～2時
30分 生活産業プラザ◇資生堂の講
師による運動機能の向上などを目的
としたハンドケアの方法を学ぶ講座。
学んだことを友人など身近な方へ広
め、いつまでもイキイキと過ごしま
しょう◇65歳以上の区民の方◇35名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

「食彩いきいきサロン」で
栄養バランスの取れたご
飯を食べませんか？
（全6回）

①平成30年1月11日～3月15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あり◇30
名、②平成30年1月16日～3月20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
ーションあり◇20名
いずれも◇バランスの取れた食事
を楽しみながら、参加者同士の交流

を図る◇区内在住の65歳以上の方◇
2，700円█申往復はがき（4面記入例参
照。希望会場も記入）で12月15日（必
着）までに介護予防・認知症対策グ
ループへ※応募者多数の場合は抽選
（両会場への重複申込み不可）
█問当グループ☎4566‐2434

第3回豊島区民泊サービスの
あり方検討会

12月7日㈭ 午後6時から 区役
所本庁舎5階509・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

豊島区多文化共生推進基本方針
策定検討委員会（第1回）

12月8日㈮ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問多文化共生推進グループ☎3981‐
1782

第3回旧第十中学校跡地活用等
基本計画検討委員会

12月8日㈮ 午後6時から 区役
所本庁舎8階807・808会議室█申当日
直接会場へ。
█問施設計画グループ☎3981‐4594

豊島区図書館経営協議会

12月14日㈭ 午後6時から 中央
図書館5階会議室
█申電話で当日午後5時までに図書館
課管理グループ☎3983‐7861へ。

第7回
豊島区障害者地域支援協議会

12月19日㈫ 午後6時30分～8時
30分 区役所本庁舎5階509・510会
議室
█申電話かファクスかＥメールで12月
13日午後5時までに「障害福祉課政
策推進グループ☎3981‐1766、█FAX
3981‐4303、█EMA0015600@city.tos
hima.lg.jp」へ。

2018わたしの好きなとしま
フォトカレンダー発行

12月1日㈮から※平日のみ 午前

9時～午後5時 区役所本庁舎7階
西側文化デザイン課カウンター◇4
月に開催した一般公募フォトコンテ
ストの入賞作品が掲載されたカレン
ダー。限定部数発行のため、数に限
りあり。一人一部※先着順。
█問当課施策調整グループ☎3981‐
1476

書評講座～ポップで表現！私に
響いたこの本Ⅲ期～（全3回）

12月13日、平成30年1月10日、2
月14日 水曜日 午後6～8時 中
央図書館◇ひとに紹介したい本の書
評・紹介文の書き方をレクチャー、
添削してもらい、ポップを作成。ポ
ップは当館で展示。展示期間…2月
24日㈯～3月22日㈭ 講師…書評家
／佐藤壮広氏◇20名◇1，000円（高校
生以下500円）
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。ファクス番号、メール
アドレスも記入）で「図書館課企画調
整グループ☎3983‐7861、█FAX3983‐
9904、█EMA0027900@city.toshima.l
g.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

「冬のスペシャルおはなし会」の
ご案内

中央図書館…12月17日㈰ 午後2
～3時、駒込図書館…12月16日㈯
午後3～4時、巣鴨図書館…12月13
日㈬ 午後3時30分～4時、上池袋
図書館…12月20日㈬ 午後3時～3
時30分、池袋図書館…12月23日㈷
午後2時30分～3時30分、目白図書
館…12月13日㈬ 午後3時～3時30
分、千早図書館…12月13日㈬ 午後
3時30分～4時◇各図書館。駒込図
書館は駒込地域文化創造館音楽室◇
児童█申当日直接会場へ。
█問各館 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

第12回「社会貢献活動見本市」
出展者説明会

12月18日㈪ 午後6時30分～8時
としま南池袋ミーティングルーム◇
地域の社会貢献活動をパネル展示で
紹介する見本市（平成30年2月3日
開催）の出展希望団体向け説明会◇
区内で社会貢献活動を行なう地域活
動団体、NPO 法人、企業など◇50

名█申ファクスかＥメールで「NPO法
人としまNPO推進協議会█FAX5951‐
1508、█EMen@toshima-npo.org」へ
※先着順。
█問当会☎5951‐1508

つなぐつながるひろばのWA2017

12月21日㈭～23日㈷ 21日…午前
11時30分～午後4時、22日…午前10
時～午後4時、23日…午前10時30分
～午後4時 としまセンタースクエ
ア（区役所本庁舎1階）◇“区民ひろ
ば”について「つくる・みる・きく」
をメインに紹介。1・2日目は作品
展示。3日目は舞台発表のほか、木
育広場や木のネックレス作りなどを
実施█申当日直接会場へ。
█問地域区民ひろば課自主運営支援グ
ループ☎3981‐1507

Mr.ロニー＆エジソン
クリスマスコンサート

12月23日㈷ 午後1時30分～3時
30分（午後1時受付開始） 赤鳥庵
（目白庭園内）◇Lonnie Hirsch、渡
邉湧成によるコンサート◇70名◇
1，000円█申往復はがきかファクスか
Eメール（4面記入例参照。ファク
ス番号、参加人数も記入）で「〒171
‐0031 目白3‐20‐18 目白庭園、
█FAX5996‐4886、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.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

みらい館大明 たいめいシネマ
「ペンギンズ FROM マダガス
カル ザ・ムービー」

12月25日㈪ 午前11時から、午後
2時から（上映時間92分）◇少し大き
な画面と大きな音で映画をみよう！
ドリームワークス2014年ＣＧアニメ。
（日本語吹替版）◇各回30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。

2018としま「成人の日のつどい」

平成30年1月8日㈷ 午後1時～
2時30分（正午開場） 東京芸術劇場
◇音楽成人式◇平成9年4月2日～
平成10年4月1日生まれの方█申当日
直接会場へ。
█問学習・スポーツ課管理グループ☎
4566‐2761

一般社団法人日本建設業連合会の「第58回ＢＣＳ賞」に、としまエコミュ
ーゼタウンの受賞が決定いたしました。先に受賞した、まちづくりの観点
から評価される都市計画学会賞と、建築作品の観点から評価されるＢＣＳ
賞のダブル受賞は、今回の受賞作品中、エコミューゼタウンだけという快
挙であります。今後も、エコミューゼタウンの成果と理念を内外に発信し
ていきたいと考えております。

1 造幣局跡地への大学誘致決定
本年7月から、ＵＲ都市機構がプロポーザル方式により大学法人の公募
を実施しておりましたが、10月20日、「東京国際大学」に決定したとの連絡
をいただきました。今後、グローバル人材の育成、国際的な文化事業の推
進、多文化共生の推進など、様々な面で東京国際大学と連携を図ってまい
ります。

2 池袋保健所の移転計画
移転計画は、まず、造幣局跡地の市街地南部分に仮移転し、その後、南
池袋二丁目Ｃ地区の再開発ビルの完成時に本移転するものです。関係団体
・地元の皆さんに説明したところ、おおむね好意的なご意見をいただきま
した。また、庁舎に近くなり、最寄駅からの動線、駐輪・駐車スペースなど
も問題はないと判断できました。さらに、現保健所では多額の改修経費が
かかることを総合的に考慮し、この移転計画を進めていくことを決意いた
しました。平成31年度末までに仮移転し、本移転は平成36年を予定してお
ります。現池袋保健所の建物と敷地は、財政負担の軽減、賑わいの連続性
の確保などを念頭に入れ、最適な方法での資産活用を検討してまいります。

3 福祉と健康
「区内特別養護老人ホームの整備」については、候補地を旧朝日中学校に
絞り、具体的な施設の規模や工期などの検討に着手いたしました。施設完
成は5年以上先になりますが、精力的に検討を進め、早期実現を図ってま
いります。
「受動喫煙防止対策」については、都条例で、すでに生まれたお子さんへ
の受動喫煙防止は規定されておりますが、胎児は、その対象とされており
ません。妊婦または妊婦と同居する喫煙者に対する禁煙対策を一層促進す
べく、新年度より、妊婦禁煙治療助成事業を始めたいと考えております。

4 トキワ荘復元施設
「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム」について、日本のマンガ文化を
象徴する施設として多くの皆さんに訪れていただくために、整備費の一部
について、広く全国の個人・法人にご寄附を呼びかけ、トキワ荘復元施設

への思いを盛り上げていきたいと考えております。また、できるだけ早い
時期に、トキワ荘周辺の賑わいを創出するまちづくり方針を策定するとと
もに、具体的にトキワ荘通りへの店舗誘致活動などに着手してまいります。

5 安全・安心なまちづくり
本年10月1日に「豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条

例」を制定したのを機に、「客引き禁止、ポイ捨て禁止、路上看板禁止」の
三つの条例で、繁華街クリーン作戦を展開しています。本区が世界に誇れ
る文化・環境の先進都市として東京の顔になるためにも、オールとしまで、
安全で安心な美しいまちを創り上げてまいる決意であります。
「帰宅困難者対策」については、大規模災害発生時の帰宅困難者の発生に
危機感を持ち、平成21年度から池袋駅周辺での帰宅困難者対策訓練を実施
し、今年度も、11月16日に実施いたします。池袋駅周辺事業者の皆さんと
共に繰り返し訓練を行なうことで、災害時の対応の確認と対策の強化に繋
げてまいります。
「セーフコミュニティ」については、ＷＨＯが推奨するセーフコミュニテ
ィの再認証に向けた現地審査が、去る11月6日から8日にかけて、2名の
海外審査員を迎え、行なわれました。認証取得から5年間、区民の皆さん
とともにオールとしまで取り組んできた成果は、審査員講評で高く評価さ
れ、必ずや再認証をいただけるものと確信をしております。
「インターナショナルセーフスクール」は、池袋中学校、池袋第一小学校
が、いよいよ12月14日に本審査を迎えます。すでに認証を受けている池袋
本町小学校とともに、区内で初めて、中学校ブロックという広域の地域コ
ミュニティでのインターナショナルセーフスクールが実現します。子ども
たち自身が、池袋本町地区小中一体型校舎を防災拠点とする地域防災活動
や地域ボランティア活動などに参画していくことで、地域全体のセーフコ
ミュニティ活動に繋がっていくことを期待するものです。

6 教育都市としまの推進
今年は小・中学校の周年式典が6校で開かれます。すでに開催されまし

た千早小学校80周年、西巣鴨中学校70周年式典、12月にかけて、巣鴨小学
校70周年、千川中学校70周年、駒込小学校100周年、池袋中学校70周年と
続きます。創立以来、幾多の歴史を潜り抜けて多くの地域の方々に愛され、
支えられ、地域と共に歩んでまいりました。周年という大きな節目に、地
域の皆さんと一緒にお祝いできますことを大変うれしく思います。
スポーツ、芸術・文化の秋が深まる中、バトン、将棋、体操の大会で、

本区の小・中学生が素晴らしい成績を収めていることは大変頼もしく思い
ます。これからも3年後の東京オリンピック・パラリンピックを目指して
益々の活躍を期待しています。

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。

◇対象…区内在住または区立当該小学校在学の小学生で、保護者の就労、
疾病などにより放課後の時間帯に家庭で適切な保護を受けられない児童
（利用要件あり）※保護者の疾病の場合は、医療機関の診断書などが必要。
◇利用時間…平日／放課後～午後6時、学校休業日／午前9時～午後6
時（土曜日は午後5時まで）※日曜日、祝日、年末年始を除く。
◇延長利用…平日のみ午後7時まで。対象／新1～3年生。保護者のお
迎えが必要。
◇9時前利用…学校休業日、土曜日／午前8時15分から※延長利用、9
時前利用については、保護者の就労時間（通勤時間含む）が午前9時～午
後6時以外にかかり、その時間の保育が必要な場合のみ利用可。

◇利用料…基本利用料／月額4，000円、延長利用料／月額1，000円、9時
前利用料／年額1，000円（いずれも減額・免除制度あり）※欠席届の提出
による欠席月も利用料金発生※午後5時以降利用する方で間食希望者／
別途月額1，000円
◇受付期間…学童クラブ在籍者／12月2日㈯～18日㈪、新規利用希望者
／平成30年1月4日㈭～19日㈮※面談あり、要予約。
◇実施施設…子どもスキップ22施設（各小学校区に一か所ずつ）※住所・
連絡先は、区ホームページ参照。
█申各学童クラブで配布する①利用申請書、②就労証明書などを受付期間
内に希望する学童クラブへ提出※受入れ人数は各学童クラブに問い合わ
せてください。

「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。

第4回区議会定例会区長招集あいさつ 11月15日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。

平成30年度学童クラブ利用案内 █問各学童クラブ、放課後事業推進グループ☎3981‐1058

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11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 29,027
(＋629)

178,110
(＋605)

287,439
(＋615)
144,880
142,559

男
女

講演・講習講演・講習
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

としま案内人雑司ヶ谷イベント
「新春雑司が谷七福神めぐり」

平成30年1月7日㈰・8日㈷ 午
前10時～正午◇日本ユネスコ協会連
盟から「未来遺産」に登録された雑司
が谷地域にある七福神と重要文化財
に指定された�子母神堂をボランテ
ィアガイドが案内◇各日35名◇ご朱
印用色紙（500円）は当日希望者に販
売█申往復はがき（下部記入例参照。
参加者全員の氏名と参加希望日も記
入、第二希望も可）で12月15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

法定研修会＆ブランチコンサート

12月11日㈪ ブランチコンサート
…午前11時開演（開始30分前開場）、
法定研修会…午後1時30分開演 文
京シビックセンター大ホール（文京
区春日1‐16‐21）◇ブランチコン
サートと不動産に関する法定研修会。
子ども連れ歓迎。途中入退場可◇都
民の方◇1，000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（代表）

ミニセミナー
「途中ノート～近未来のあなた
をセルフプロデュース～」

12月16日㈯ 午前10時30分～正午
地域活動交流センター◇なりたい自
分になるために「途中ノート」を活用
する手法を学ぶ。講師…ＮＰＯ法人
ささえ手代表理事／齊藤 美和子氏、
事務局長／加藤昭子氏◇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

●学習院大学
「部活顧問の過重負担の問題を考え
る」…平成30年1月13日㈯ 午後1
～3時 当大学中央教育研究棟301
教室（目白1‐5‐1）◇社会問題と
なっている肥大化した部活動の過重
負担、実態と解決策に迫る。講師…
当大学文学部教育学科教授／長沼
豊氏◇100名◇1，000円█申ファクスか
Ｅメールで「生涯学習振興グループ
█FAX3981‐1577、█EMA0014606@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

西本哲雄氏のバレーボール教室
「見学者」募集

12月27日㈬ 午前の部（女子）…午
前9時～正午、午後の部（男子）…午
後1時30分～4時30分 豊島体育館
◇ミュンヘン五輪金メダリストの西
本哲雄氏が中学生へ指導する様子を
見学。上履き持参█申当日直接会場へ。
█問豊島区バレーボール連盟 山下☎
3980‐3058

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。

消費生活相談員（非常勤職員）

消費生活相談など。採用日現在、
消費生活専門相談員、消費生活アド
バイザー、消費生活コンサルタント
のいずれかの資格を有する方◇任期
…平成30年4月1日～平成31年3月

31日（更新あり）█申履歴書、申込書
（消費生活グループで配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）、
小論文（課題は募集要項に記載）を12
月15日午後5時（必着）までに当グル
ープへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2416

会計審査専門員（非常勤職員）

会計書類の審査事務など◇任期…
平成30年4月1日～平成31年3月31
日█申12月20日（必着）までに申込書
（会計課で配付。区ホームページか
らダウンロードも可）、職務経歴書、
課題作文を当課へ郵送か持参。
█問決算グループ☎4566‐2811

教育センタースクールソーシャ
ルワーカー（非常勤職員）

問題を抱える児童・生徒が置かれ
た環境への働きかけや、関係機関な
どとのネットワークの構築、連絡調
整など◇任期…平成30年4月1日～
平成31年3月31日█申履歴書（市販の
もの、写真添付、自筆）、選考申込
書（用紙は区ホームページからダウ
ンロード、自筆）、資格を証明する
書類（写し）を、12月20日午後5時
（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

豊島区学芸研究員（非常勤職員）

任期…①平成30年2月1日～3月31
日（更新あり）、②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（文化デザイン課で
配付。区ホームページからダウンロ
ードも可）などを12月22日（必着）ま
でに当課施策調整グループへ郵送か
持参。
█問当グループ☎3981‐1476

生涯学習指導員（非常勤職員）

生涯学習、スポーツの振興を図る
区の文化政策に関する事務◇任期…
平成30年4月1日～平成31年3月31
日（更新あり）█申申込書（学習・スポ
ーツ課で配付。区ホームページから
ダウンロードも可）を平成30年1月
10日（必着）までに当課管理グループ
へ簡易書留で郵送か持参。（午前9

時～午後5時受付。最終日は午後3
時まで）
█問当グループ☎4566‐2761

リボンサービス協力会員
募集説明会

12月14日㈭ 午前10～11時 区役
所東池袋分庁舎4階◇高齢や障がい
などで、日常生活に支援を必要とす
る方に家事援助や外出の付き添いな
どのサービスを地域の皆さんの参加
と協力で行なう会員制の有料在宅福
祉サービスについての事業説明、D
VD上映、会員登録（希望者のみ）◇
健康で福祉に関心のある方や空いた
時間を使って活動してみたい方など。
経験や資格は不問。
█申電話でリボンサービス☎3981‐
9250へ。

●豊島都税事務所
「12月は固定資産税・都市計画税第
3期分の納期です（23区内）」
12月27日㈬までに、お手元の納付
書裏面に記載されている金融機関、
コンビニエンスストアなどで納めて
ください。納税には、安心で便利な
口座振替をご利用ください。パソコ
ンやスマートフォンなどからクレジ
ットカードでも納付できます。口座
振替については、主税局徴収部納税
推進課☎3252‐0955へ。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●総務局人権部
「第69回人権週間行事
講演と映画の集いin小平」
12月8日㈮ 午後1時30分～5時
10分 ルミネこだいら大ホール（小
平市美園町1‐8‐5）◇桑田真澄
氏による講演「子供たちの心と夢を
育てる～試練は人を磨く～」、映画
上映「きみはいい子」、人権啓発パネ
ルの展示など。詳細は東京都総務局
人権部ホームページ「じんけんのと
びら」参照█保定員あり。12月1日午
後5時までに電話で総務局人権部☎
5388‐2588へ。
█申当日直接会場へ。

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。

�「豊島詩吟同好会」 毎月第1～3土
曜日 午後1～4時 みらい館大明◇
月額2，100円█問山中☎3916‐9133
�書道勉強「六書会」 毎月第1・3金
曜日 午後6時30分～9時 としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）◇入会金
1，000円、月額5，250円█問井上☎3955‐
4666
�「如月古文書会」 毎月第2・4火曜
日 午後5時30分～7時30分 南大塚
地域文化創造館◇入会金500円、月額
500円█問高橋☎3941‐1859

�日本の伝統芸「南京玉すだれ」 毎月
第1・3火曜日 午後5時30分～7時
区民ひろば朝日█問西出☎3910‐4696
�「日中交流倶楽部池袋中国語学習会」
不定期 土曜日 月2回 午後1時～
3時30分 みらい館大明◇中国語学習
経験1年以上程度の方◇入会金1，000
円、月額3，000～4，500円█問小松☎044
‐866‐7496
�フォークダンス・スクウェアダンス
「アストライアの会」 不定期 午後2
～5時 南大塚地域文化創造館ほか◇
月額2，000円█問松原☎049‐258‐3218
�百歳体操「大明自彊術」 毎月第2～
4月曜日 午前9時30分～11時30分
みらい館大明◇入会金1，000円、月額
2，200円█問多田☎3915‐9636

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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