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住宅宿泊事業法（民泊新法）の
豊島区ルール案をまとめました

平成30年6月15日に住宅宿泊事業
法が施行されるにあたり、必要な事
項を定めた豊島区ルールの策定を計
画しています。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
素案の全文は、12月22日から平成

30年1月11日まで、生活衛生課、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）を記入し、郵送かファクスか
Eメールで1月10日（必着）までに
「生活衛生課環境衛生グループ█FAX
3981‐5452、█EMA0017000@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☎3987‐4176

マイナンバーカードを作りませ
んか～交付促進キャンペーン～

平成30年1月4日～2月28日まで
区役所本庁舎3階総合窓口課窓口で、
マイナンバーカードの申請ができま
す。申請用写真を無料で撮影し、マ
イナンバーカード申請のサポートを
します。通知カードおよび本人確認
書類を持参してください。詳細は区
ホームページ参照。
█問豊島区マイナンバーコールセンタ
ー☎3981‐1122

マイナンバーカード
活用実証実験の参加者追加募集

マイナンバーカードに「豊島区ポ
イントを貯めて、一部の区内商店街
での買い物に利用できる」実証実験
（平成30年3月31日まで）の参加者を
追加募集します。
◇参加特典…豊島区ポイント2，000
ポイントプレゼント（1ポイント1
円相当で池袋本町・巣鴨地域の一部
商店で買い物に使用可）
◇応募条件…区主催の説明会（1月
13日㈯ 午前10時～正午 池袋本町
第二区民集会室）に参加可能な方※
マイナンバーカード（公的個人認証
済みのもの）を持参してください
█申Ｅメール（3面記入例参照。件名
「マイナンバーカード活用実験申込」、
マイナンバーカード所持の有無、公
的個人認証の有無も記入）で1月5
日までに未来戦
略第一グループ
█EMA0010108@ci
ty.toshima.lg.j
p へ。
█問当グループ☎
4566‐2512

同じ住所に建物が複数あり
お困りの方へ

平成30年1月から補助番号制度が
始まります。補助番号とは同じ住所
表記の建物が複数あり郵便物の誤配
などが生じている場合に、住所の末
尾に「‐1」などと表示することで区
別をつけるためのものです（例／南
池袋2丁目45番1号‐1など）。該
当の建物の所有者か居住者が申請を
行なうことができます。申請は区役
所本庁舎3階総合窓口課、東・西区
民事務所で受け付けています。詳細
は区ホームページ参照。
█問住民記録グループ☎3981‐4782、
東部区民事務所☎3915‐2334、西部
区民事務所☎4566‐4022

巣鴨地域文化創造館の
予約受付を開始します

休館中の巣鴨地域文化創造館は平
成30年4月8日からリニューアルオ
ープンします。皆さんの利用をお待
ちしています。
◇利用抽選申込期間…生涯学習団体
・青少年団体・文化創造団体／1月
20日㈯ 午前10時から、一般団体／
2月25日㈰ 午前10時から█申豊島区
公共施設予約システムか各地域文化
創造館（巣鴨以外）窓口で申込み。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐
2762、巣鴨地域文化創造館☎070‐
6555‐6876

今から始める
ランニング講座初級編

平成30年1月8日㈷ 午前10～11
時 スポーツクラブルネサンス早稲
田（高田1‐19‐24）◇今一度ランニ
ングを基礎から学ぶ初心者向け講座。
当日の体調により参加できない場合
があります◇40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

食事と運動のバランス
～年齢によるからだの変
化とともに考える～

平成30年1月28日㈰ 午前10時～
正午 生活産業プラザ◇講演終了後、
薬と栄養の相談会あり。講師…女子
栄養大学生涯学習講師／東 千恵子
氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

「骨太教室（骨粗しょう症
予防教室）」（全2日）

①平成30年1月29日㈪ 午後1時30
分から、午後2時から、午後2時30

分から、各1時間程度、②2月5日
㈪ 午後2時～3時30分
いずれも長崎健康相談所◇①骨密
度測定と栄養士による食事の話、②
保健師による日常生活の話、運動指
導員による骨を丈夫にする運動◇65
歳未満の両日参加でき、医師に運動
の制限をされていない方。幼児以下
の子どもがいる方優先◇30名（1月
29日は各回10名）█保2か月～2歳児。
6名（2月5日のみ）。先着順。
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

女性の健康教室「冷え症予防の
食事」～からだがよろこぶ食事
でなかから温めよう！～

平成30年1月31日㈬ 午後1時30
分～3時30分 池袋保健所◇栄養バ
ランスの整った食事について話とレ
シピ紹介。午後1時から希望者のみ
インボディ測定◇区内在住で40歳未
満の女性◇20名█保6か月以上未就学
児。定員あり。
先着順。
█申電話で栄養
グループ☎
3987‐4361へ
※先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

平成30年1月27日㈯ 午前10時～
午後3時 東池袋中央公園※駐車場
なし。雨天中止◇個人またはグルー
プ※営業目的不可◇50店舗（1店舗
面積2ｍ×2ｍ）◇2，000円（一般企
業は5，000円）█申ファクスかＥメール
で「としまNPO推進協議会█FAX5951‐
1508、█EMen@toshima-npo.org」へ
※1名（1グループ）1通のみ※先着
順。
█問当会 幅上☎5951‐1508

平成24年11月のセーフコミュニティ国際
認証取得以来、区民の皆さんとの協働を広
げながら、けがや事故、災害の予防の取組
みを進めてまいりましたが、11月6～8日
の現地審査を経て、このたび再認証が決定
しました。
█問セーフコミュニティ推進グループ☎3981
‐1782

保険料の納め忘れはありませんか？
平成３０年１月４日が納期限です12/21 １２月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保

険料、介護保険料の期限内納付をお願いします。平成29年（2017年）
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みんなでつくる セーフコミュニティとしま
～続けよう安全・安心まちづくり～
セーフコミュニティ国際認証の再認証が決定しました！

●「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。

審査員による講評の様子まち歩き調査の様子

区民ひろば視察の様子対策委員会プレゼンの様子



http://www.toshima-mirai.jp

区民ひろば
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職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

介護相談員

◇区内在住で40歳以上65歳未満の方
◇介護保険施設入所者の意見傾聴業
務。詳細は区ホームページか介護保
険課窓口で確認◇任期…平成30年4
月1日～平成31年3月31日（更新可）
◇謝礼…1回3，000円（月3回程度）
█申履歴書（写真貼付）、作文（400字程
度の応募動機）を12月22日～平成30
年1月26日（平日のみ）の間に当課窓
口へ直接本人が持参※郵送不可。
█問当課相談グループ☎3981‐1318

子どもの権利委員会委員

◇区内在住で、夜間を含む平日の協
議会（計10回程度）に出席できる方◇
子どもの権利に関する施策の実施状
況および子どもの権利推進計画の策
定に関する調査・審議◇任期…委嘱
の日（平成30年3月予定）から2年◇
報酬…1回13，700円◇人数…2名◇
選考…書類※選考結果は全員に通知
█申応募用紙（子ども課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
と作文（「応募の動機」をテーマに800
字程度）を平成30年1月15日（必着）
までに当課管理グループへ郵送か持
参。
█問当グループ☎4566‐2471

豊島区生涯学習保育者

◇乳幼児をもつ保護者の社会活動参
加に理解があり、平成30年4月1日
現在、保育士、幼稚園教諭、看護師
いずれかの資格を有し、平成30年2
月22日㈭の研修に参加できる方◇区
や区民が実施する各種の事業や学習
会で保育の依頼があった場合に乳幼
児の保育を行なう◇登録期間…1年
◇報酬…1回（1時間30分）2，050円、
1回（3時間）4，050円█申登録申込書
（学習・スポーツ課で配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）に
顔写真、資格証明書のコピーを添付
のうえ1月19日までに当課生涯学習
振興グループへ持参。
█問当グループ☎4566‐2762

第2回雑司が谷未来遺産
フォトコンテスト 作品募集

◇テーマ…「わが心の雑司が谷」「あ
なたにとっての雑司が谷」（100年後
の子ども達に残したい雑司が谷の四
季・風景・まつりなど）◇応募規定
…5MB までのデジタルデータ
（JPEGファイル形式）※大きい画像
は5MB以内に圧縮、応募者本人が
1年以内に撮影したもので未発表の
もの█申未来遺産推進協議会ホームペ
ージ応募フォーム█HPhttp ://zoushi
gaya-mirai.tokyo/photocontest/
に必要事項を入力し、作品データ添
付で平成30年2月28日までに申込み
※応募用紙（当会ホームページから
ダウンロード可）を作品（四切サイズ
まで）の裏側に添付し、「〒171‐
0022 南池袋2‐34‐5 藤和第2
ビル2階 雑司が谷未来遺産推進協

議会事務局（（公財）としま未来文化
財団内）」へ郵送も可。
█問当事務局☎3981‐4732

「本の福袋」（貸出し）のご案内

中央図書館…おとな向け／12月23
日㈷～平成30年1月25日㈭、子ども
向け／1月27日㈯～2月18日㈰、駒
込図書館…12月23日㈷～平成30年1
月25日㈭、巣鴨図書館…12月16日㈯
～28日㈭、上池袋図書館…12月23日
㈷～平成30年1月25日㈭、池袋図書
館…12月25日㈪～平成30年1月15日
㈪、目白図書館…12月25日㈪～平成
30年1月15日㈪、千早図書館…12月
20日㈬～平成30年1月8日㈷ いず
れも各図書館の開館時間※中央図書
館以外はおとな向けと子ども向けを
同時実施◇どんな本が入っているの
かは、開けてからのお楽しみ。予定
個数が貸出になった時点で終了。
█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

第36回豊島区高齢者クラブ連合会
「作品展」

12月25日㈪～27日㈬ 25日…午後
1～4時、26日…午前9時～午後4
時、27日…午前9時～午後2時 と
しまセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇会員による絵画・陶芸・
写真・書・俳句・短歌・手芸作品な
どの展示█申当日直接会場へ。
█問当会☎5950‐2511（火・木曜日の
み）、高齢者福祉課☎4566‐2429

あうるすぽっとでお正月
『みんなの演芸』わくわく！動物編

平成30年1月6日㈯ 午後1時か
ら あうるすぽっと◇日本の伝統語
り芸「落語・浪曲・講談」の3本立て。
旬な実力派たちによる「動物」のおは
なし◇おとな3，000円、学生（中・高
生含む）1，500円、子ども（小学生以
下）500円※2歳以下の膝上鑑賞は無
料、区民割引（区内在住、在勤、在
学）、障害者割引あり。
█申電話でとしまチケットセンター☎
5391‐0516へ。

「かるた大会」のご案内

中央図書館…平成30年1月7日㈰
午後2時から、駒込図書館…1月13
日㈯ 午後2時から、巣鴨図書館…
1月10日㈬ 午後3時30分から、上
池袋図書館…1月10日㈬ 午後3時
から、池袋図書館…1月6日㈯ 午
後2時30分から、目白図書館…1月
20日㈯ 午後3時から、千早図書館
…1月10日㈬ 午後3時30分から◇
児童█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

第24回豊島区邦楽連盟演奏会

平成30年1月13日㈯ 午後2時30
分開演 あうるすぽっと◇区内在住
の長唄・筝曲・尺八の演奏家による
古典・現代邦楽の演奏会◇300名◇
前売2，000円、当日2，500円
█申電話で当事務局☎3981‐5103へ※
先着順。

豊島みどりの会
「自然教室（野鳥観察会）」

平成30年1月17日㈬ 午前9時30
分～11時30分 雑司ケ谷霊園◇会員
による案内付きで冬の野鳥を観察◇
20名◇200円（交通費は自己負担）
█申電話かファクスで1月9日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

池袋図書館 バリアフリー映画会
「武士の家計簿」

平成30年1月21日㈰ 午後1時30
分～3時30分 池袋第三区民集会室
◇視聴覚に障害のある方も鑑賞可。
日本語字幕、音声ガイド付き◇60名
█申1月7日午前10時から電話かファ
クスで「当館☎3985‐7981、█FAX3985
‐7486」へ。直接窓口申込みも可※
先着順。

いけびず演芸シリーズ
「新春 第二回いけびず落語会」

平成30年1月27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…
桂竹千代、立川吉笑、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█HP
http ://www.toshima-plaza. jp/
参照。
█問当館☎3980‐3131

シルバー人材センター

①「シニアのための英会話教室（追加
募集）」…平成30年1月4～25日 木
曜日 午後3時～4時30分、1月10
～31日 水曜日 午前10時～11時30
分◇50歳以上◇若干名※応募者多数
の場合は抽選◇4回6，000円◇12月
25日正午（締切）、②「入会説明会」…
1月19日㈮ 午前9時30分から◇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※ただし1月入会は3月ま
での初年度会費1，000円、2・3月
入会は3月までの初年度年会費無料、
③「パソコン＆iPad 教室」…�無料
体験教室…ⓐ1月25日㈭ 午後0時
45分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ1月10～31日 水曜日
午後0時45分～2時15分◇5，500円、
�ワードⅠ（全4回）…ⓒ1月8～29
日 月曜日 午前10時～11時30分、
ⓓ1月13日～2月3日 土曜日 午
前10時～11時30分ⓒⓓとも◇5，700
円、�iPad入門（全4回）…ⓔ1月
8～29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）…ⓕ1月9～30日 火曜
日 午後0時45分～2時15分◇

5，700円、�夜間 エクセル講座（全
8回）…ⓖ1月11日～3月1日 木
曜日 午後7時～8時30分◇14，000
円（各講座共テキスト代を含む）
いずれもシルバー人材センター
█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。

みらい館大明

①「お正月こどもまつり」…平成30年
1月7日㈰ 午後1～4時◇かるた、
はねつき、コマ回し、餅つき、オリ
ジナルの凧を作ってグラウンドで凧
あげなど◇凧作りは50名（当日先着
順受付）、②若者支援事業 ブック
カフェシアター vol2「熱海殺人事
件」…平成30年1月12日㈮～14日㈰
12・13日は午後6～8時、14日は午
後5～7時◇脚本…つかこうへい、
制作…演劇ユニットウラダイコク◇
各回50名◇前売り1，500円（高校生以
下500円）、当日2，000円（高校生以下
800円）、③「庭入門」…平成30年1月
28日㈰ 午前10時～正午◇花のこと、
庭のデザインのこと、お手入れのこ
となどを実習も交えて学ぶ。講師…
庭園デザイン家／佐藤勇武氏◇20名
◇1，000円（保護者同伴の場合、小学
生以下は無料）◇汚れてもよい服装
で参加。手袋、植木ばさみ持参。
█申①は当日直接当館へ。②③は電話
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。

豊島区・北区・荒川区 起業家
交流会2018 winter

平成30年2月1日㈭ 午後6時～
8時45分 北とぴあ15階ペガサスホ
ール（北区王子1‐11‐1）◇第一部
…トークセッション「企業価値のつ
くりかた」。講師…㈱スマイルボイ
ス代表取締役／倉島麻帆氏、タイガ
ーモブ㈱代表取締役／菊地 恵理子
氏、第二部…懇親会◇起業家の方
（個人・法人問わず）、起業に関心が
ある方◇60名◇1，500円（第一部のみ
は無料）
█申電話かファクスかＥメール（3面記
入例参照。業種・事業内容、起業状
況、第二部参加の有無も記入）で1
月26日までに「商工グループ☎4566
‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA0029099
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全5回）

平成30年2月6～20日 火・金曜
日 午後2～4時※6日は午後1時
30分～5時 雑司が谷地域文化創造
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（3面記入例参照。保育

希望の場合は子どもの年齢・人数も
記入）で1月9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

長野県立科町
リフト券優待のお知らせ

購入時に、区内在住が確認できる
書類（免許証、保険証など）を提示す
ると、リフト券（共通一日券）がおと
な4，000円→2，500円、子ども2，500
円→1，500円の優待料金で購入でき
ます。今シーズン中、何度でも購入
可◇対象スキー場…白樺高原国際ス
キー場、しらかば2in1スキー場※
年末年始ほか優待除外日あり。詳細
は区ホームページの優待案内参照か、
立科町役場へ問い合わせてください。
█問立科町役場観光商工課☎0267‐55
‐6201

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。

Ⅱ類看護師

◇昭和48年4月2日以降に生まれた
方で、看護師免許を有する方◇若干
名█申所定の申込書（人事課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を平成30年1月12日までに当課
人事グループへ郵送※1月9～12日
午前8時30分～午後5時は直接当グ
ループ窓口へ持参も可。
█問人事グループ☎3981‐1247

子育て支援課（非常勤職員）

①心理職…子どもの発達相談など、
②子ども家庭支援ワーカー…子ども
と家庭の総合相談など、③ひとり親
・女性相談員…ひとり親家庭・女性
の総合相談など、④ファミリー・サ
ポート・センター事務局アドバイザ
ー…会員の相互援助活動調整など◇

任期…いずれも平成30年4月1日～
平成31年3月31日█申申込書類（子育
て支援課で配布。区ホームページか
らダウンロードも可）を1月25日（必
着）までに当課窓口へ郵送か持参。
█問当課庶務・事業グループ☎4566‐
2478

講演会「HOW TOサバイバル
～緊急時に役立つ防災の知恵～」

平成30年1月20日㈯ 午後2～4
時 生活産業プラザ◇今からできる
防災対策、避難所と在宅避難の違い、
トイレ・食料に関する知恵など。大
規模災害発生時に生き残る自信はあ
りますか？まだ防災減災対策を行な
っていない方にも、役立つ情報をわ
かりやすくお伝えします。講師…N
PO法人プラス・アーツ◇100名
█申1月17日ま
でに電話で豊
島ボランティ
アセンター☎
3984‐9375へ
※先着順。

●豊島都税事務所
「1月は固定資産税（償却資産）の申
告月です」（23区内）
固定資産税は、土地や家屋のほか、
償却資産（機械や備品などの事業用
資産）をお持ちの方にも課税されま
す。平成30年1月1日現在、23区内
に償却資産をお持ちの方は、資産が
所在する区にある都税事務所に申告
してください。申告期限は平成30年
1月31日㈬です※償却資産の申告に
は、電子申告（eLTAX／エルタック
ス）も利用できます。詳細は問い合
わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

平成30年1月6日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「大根とダイヤモンドの話」、水木京太「海すずめ」
█申当日直接会場へ。 █問当館☎3985‐4081

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。

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を参照。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆池袋 「ニューイヤーコンサー
ト」…平成30年1月10日㈬ 午後
1時30分～2時30分◇新春弦楽奏
コンサート。出演…對馬時男氏、
平澤海里氏█申当日直接当ひろばへ
█問当ひろば☎3982‐9658
◆駒込 「新年初笑い」…平成30年
1月11日㈭ 午後1時30分～3時
◇落語…桂 竹千代、日舞…繭の
会█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3917‐9873
◆さくら第一 「新年の集い」…平
成30年1月13日㈯ 午後1時30分
～3時◇大正大学雅楽倶楽部によ
る演奏█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆西池袋 「新春作品展・舞台発
表」…作品展／平成30年1月13日
㈯ 午前9時～午後3時30分、舞
台発表／1月14日㈰ 午前10時～
午後1時◇作品展示とサークルの
発表█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆南池袋 「新春の集い～雅楽器
と箏の世界～」…平成30年1月13
日㈯ 午後1時30分～2時45分◇
新春にふさわしい雅楽器と箏の演
奏。演奏終了後、お汁粉タイムあ
り（先着150名）。出演…稲葉明徳
氏、池田 万里子氏█申当日直接当
ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆富士見台 「新春の集い」…平成

30年1月17日㈬ 午後1時30分～
2時30分◇竹駒流舞踊や獅子舞・
おみくじを楽しみながら新年を祝
う█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆長崎 「新春作品展」…平成30年
1月18日㈭、19日㈮ 午前10時～
午後4時※2日目は午後3時まで
◇日頃ひろばを利用している個人、
団体サークルの作品を展示█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆椎名町 「新春の集い」…平成30
年1月20日㈯ 午後1時30分～3
時◇日本舞踊とサークル発表で新
春を寿ぐ。舞踊…七々扇恵里那氏
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆上池袋 「楽しい絵手紙」…平成
30年1月28日、2月25日、3月25
日 日曜日 午後1時30分～3時
30分◇講師…矢島みつよ氏（日本
絵手紙協会公認講師）◇15名◇500
円█申直接当ひろば窓口で申込み。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆要 「ダンボール工作」…平成30
年1月28日㈰ 午前10時～11時15
分◇ダンボールで電車をつくり、
電車ごっごを楽しむ◇未就学児と
保護者◇20組
█申1月5日から窓口か電話で当ひ
ろば☎3972‐6338へ。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

「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。

◆区民参加によるアートステージ
SING！みんなのクリスマス…

12月24日㈰ 午後2時開演 とし
まセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇区民とゲストによるク
リスマスソング満載のコンサート
◇曲目…きよしこの夜、ジングル
・ベル、聖者の行進、クリスマス
・イヴほか◇0歳から入場可█申当
日直接会場へ。
◆豊島区吹奏楽団＆豊島区管弦楽
団ニューイヤーコンサート…平成
30年1月21日㈰ 吹奏…午後1時、
管弦…午後6時開演 東京芸術劇
場◇曲目…吹奏／「仮面舞踏会」よ
りワルツ、「トゥーランドット」よ
りほか、管弦／美しく青きドナウ、
交響詩「ローマの松」ほか◇全席指
定。前売各1，000円、当日各1，200
円、中学生以下無料（要予約）、管
弦吹奏セット券あり█申電話でとし
まチケットセンター☎5391‐0516
へ。

は つ は る

◆としま初春寄席 in 南大塚2018
…平成30年1月27日㈯ 午前11時
開演／午後2時開演（各30分前開
場） 南大塚ホール◇落語…三遊
亭歌奴、柳家さん若、ジャグリン
グ…ストレート松浦◇全席指定。
前売2，500円、前売ペア割4，500円、
当日3，000円█申電話でとしまチケ
ットセンター☎5391‐0516へ。
いずれも█問プランセクション☎
3590‐7118
◆地域文化創造館
●駒込 ヴァレンタインコンサー
ト2018「音の世界旅行」～世界の様
々な民族楽器を駆使して繰り広げ
られる民族音楽の世界ツアー～…
平成30年2月3日㈯ 午後2時開

演◇Gypsy Pot（ジプシー・ポッ
ト）◇60名◇500円█申当館窓口でチ
ケット販売。
●雑司が谷 雑司が谷新春コンサ
ート…平成30年1月14日㈰ 午後
2時開演◇100名◇500円█申当館窓
口でチケット販売
●南大塚 地域文化創造館 新春
合同発表会2018…平成30年1月13
日㈯ 午後1時30分開演 南大塚
ホール█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【115】かんたん元気ダ
ンス～初心者OK！社交ダンスの
リズムで健康アップ～（全3回）…
平成30年2月6・13・20日 火曜
日 午前10時～11時30分◇1，500
円◇30名◇1月10日（必着）
●南大塚 ②【513】エリアガイド
ボランティア養成講座「English
Guide～英語で大塚の街を紹介し
よう～Ⅱ」（全5回）…平成30年2
月7日～3月7日 水曜日 午後
7～9時◇3，000円◇25名◇1月
10日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学
の18才以上、【513】は18才以上で、
昨年の English Guide 講座未受
講者█申往復はがき（上部記入例参
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、
直接各館窓口申込みも可※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（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、南大塚☎3946
‐4301（〒170‐0005 南大塚2‐
36‐1）、雑司が谷☎3590‐1253
（〒171‐0032 雑司が谷3‐1‐
7）

11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）

9日 0．06 0．06 0．06

21日 0．06 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。

健康チャレンジ！
マークのお知らせ

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会
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※1 長崎第三区民集会室は貸出休止中です。
※2 1月1・2日も利用申込みの受付をしています。☎5396‐2873
※3 12月26日は電話問合せのみ受け付けます。
※4 駒込駅北・西巣鴨駅・巣鴨駅北・巣鴨駅南・巣鴨駅第三・目白駅東・目白駅

西・目白駅北・千登世橋自転車駐車場、そのほか道路上施設は年中無休です。

※5 会議室の受付抽選は1月10日です。
※6 巣鴨地域文化創造館は改修工事のため休館中です。
※7 12月27日は午前9時～午後5時です。
※8 12月29日は午前8時30分～午後6時です。
●山中湖秀山荘、猪苗代四季の里は休まず営業しています。

●都立大塚病院内「豊島（平日準夜間）こども救急」は、年末年始（12月29日～1月4日）は実施していません。
●年末年始は混み合うため、なるべく電話で確認後、受診してください。
●午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。
●交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止することがあります。

診療機関 診療日 受付時間 所在地 電話番号

内科・
小児科

休
日
診
療
所

池袋休日診療所 12月29日㈮～1月4日㈭
午前9時～正午
午後1時～9時30分

東池袋1‐20‐9 池袋保健所6階 3982‐0198

長崎休日診療所 12月29日㈮～1月4日㈭
午前9時～正午
午後1時～4時30分

長崎2‐27‐18 3階 3959‐3385

在
宅
当
番
医

くにやクリニック 12月31日㈰
午前9時～午後4時30分
※必ず当日事前に電話して
から受診してください

南大塚2‐37‐11‐101 5319‐0873
小林内科クリニック 1月1日㈷ 巣鴨1‐4‐1 5977‐8070
おおこし医院 1月2日㈫ 東池袋2‐6‐2 ロイヤルアネックス2032 3971‐3012
髙橋診療所 1月3日㈬ 東池袋5‐27‐8 3971‐0585

歯科 池袋歯科休日応急診療所 12月29日㈮～1月4日㈭
午前9時～午後4時30分
※要電話予約

東池袋1‐20‐9 池袋保健所6階
あぜりあ歯科診療所内

5985‐5577

薬局 池袋あうる薬局 12月29日㈮～1月4日㈭ 午前9時～午後9時40分 東池袋1‐20‐9 池袋保健所1階 3984‐7540

施設名 年末（まで） 年始（から）
区役所（東・西区民事務所、生活福祉課、西部
生活福祉課を含む） 12月28日㈭ 1月4日㈭

区民集会室
池袋第三、目白第一 12月28日㈭ 1月5日㈮
上記以外の区民集会室（※1） 12月28日㈭ 1月4日㈭

暮らしの
関係施設

南池袋斎場（※2） 12月31日㈰ 1月3日㈬
ふるさと千川館 12月30日㈯ 1月2日㈫
生活産業プラザ、としま産業振興
プラザ（IKE・Biz）、区民ひろば（区
民ひろば集会室も含む）、としま
南池袋ミーティングルーム

12月28日㈭ 1月4日㈭

豊島リサイクルセンター（※3） 12月26日㈫ 1月6日㈯
豊島清掃事務所 12月30日㈯ 1月4日㈭
男女平等推進センター（エポック
10） 12月27日㈬ 1月5日㈮

自転車保管所 12月28日㈭
1月4日㈭

自転車駐車場（※4） 12月31日㈰

保健・福祉
・教育施設

高齢者総合相談センター（地域包
括支援センター）、心身障害者福
祉センター、福祉作業所、生活実
習所、東・西障害支援センター、
池袋保健所、長崎健康相談所、中
高生センター、子どもスキップ、
東・西子ども家庭支援センター、
区立保育園、教育センター、豊島
健康診査センター、豊島区民社会
福祉協議会、東京城北勤労者サー
ビスセンター

12月28日㈭ 1月4日㈭

施設名 年末（まで） 年始（から）

文化施設

図書館 12月28日㈭ 1月5日㈮
熊谷守一美術館 12月24日㈰ 1月9日㈫
郷土資料館 12月27日㈬ 1月5日㈮
あうるすぽっと（舞台芸術交流セ
ンター）（※5） 12月25日㈪ 1月5日㈮

地域文化創造館（千早地域文化創
造館多目的ホール含む）（※6） 12月28日㈭ 1月4日㈭

みらい館大明 12月27日㈬ 1月5日㈮

体育施設

総合体育場、西巣鴨体育場、荒川
野球場、雑司が谷体育館、巣鴨体
育館、南長崎スポーツセンター（多
目的広場を含む）、三芳グランド

12月28日㈭
1月4日㈭

豊島体育館（※7） 12月27日㈬
池袋スポーツセンター（※8） 12月29日㈮

観光・
公園施設

雑司が谷旧宣教師館 12月27日㈬ 1月5日㈮
雑司が谷案内処 12月24日㈰ 1月1日㈷
豊島区観光情報センター、トキワ
荘通りお休み処、池袋の森、目白
の森、目白庭園

12月28日㈭ 1月4日㈭

南池袋公園 12月29日㈮ 1月4日㈭
土木事務所 公園管理事務所、道路工事事務所 12月28日㈭ 1月4日㈭
まちづくり
センター 染井、上池袋第一・第二、東池袋 12月27日㈬ 1月5日㈮

その他
開放施設

駒込福祉作業所会議室 12月27日㈬ 1月5日㈮
地域活動交流センター 12月28日㈭ 1月4日㈭

年末年始 暮らしのガイド █問総務課総務グループ☎3981‐4451

施設などの開設状況

年末年始の休日診療などのご案内 █問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

年末年始の休日診療 受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。

医療機関案内
東京都保健医療情報センター 東京消防庁
●医療機関案内サービス「ひまわり」（音声案内・24時間受付）
☎5272‐0303
█HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

●聴覚障害者の方などの専用ファクシミリ案内（24時間受付）
█FAX5285‐8080

●外国語での医療情報サービス（毎日 午前9時～午後8時）
（英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語による案内）
☎5285‐8181

●救急相談センター（24時間受付） ☎＃7119または☎3212‐2323
●インターネットによる救急病院案内（受診可能な救急病院をホームページで案内しています。）
█HPhttp : //www.tfd.metro.tokyo.jp/kb/index.htm

東京都
●小児救急相談（平日…午後5～10時、土・日曜日、祝日…午前9時～午後5時）
☎＃8000または☎5285‐8898
●豊島消防署☎3985‐0119 ●池袋消防署☎3988‐0119
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