
広   報
情 報 版

2019年「東アジア文化都市」国内候補都市

パブリックコメントパブリックコメント

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

くらし等くらし等

「平成30年度食品衛生監視指導
計画（案）」を策定しました

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…計画案の全文は2
月20日まで、生活衛生課、行政情報
コーナー、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
2月20日（必着）までに「生活衛生課
食品衛生グループ█FAX3981‐5452、█EM
A0017000@city.toshima.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☎3987‐4177

「豊島区国民保護計画（変更素案）」
について

計画の策定にあたり、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
しました。
●閲覧できます…お寄せいただいた
意見および区の考え方は、防災危機
管理課、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。
█問防災計画グループ☎4566‐2578

介護保険料の口座振替
新規申込みキャンペーン実施中！

新規に口座振替を申し込んだ方に、
「はあとの木」オリジナルグッズ（エ
コバッグなど）をプレゼント。
◇手続き方法…①キャッシュカード
による口座振替受付サービス／振替
を希望する口座のキャッシュカード
を持参。通帳、届出印不要。利用可
能な金融機関、キャッシュカードの

種類は問い合わせてください、②口
座振替依頼書／通帳、口座届出印を
持参※①②ともに土・日曜日の窓口
受付は不可
◇対象…介護保険料の支払いが普通
徴収で、初めて口座振替を申し込む
方※介護保険は特別徴収（年金天引
き）が原則です。年金天引きから口
座振替への変更は不可。
█問収納グループ☎3981‐4715

特別永住者福祉給付金のお知らせ

区では、国民年金制度の老齢基礎
年金などを受けることができない特
別永住者の方などに、給付金を支給
しています。
◇対象者…次の①～④の条件をすべ
て満たす方。①大正15（1926）年4月
1日以前に生まれた、②在留資格が
特別永住者（原則）、③区内に引き続
き2年以上住所がある、④前年の所
得が一定額を超えていない（老齢福
祉年金の所得制限と同じ。扶養者が
いない場合で159万5千円以下）※次
のア～エに該当する方は対象外。ア
公的年金を受給している、イ生活保
護を受給している、ウ老人ホームな
どに入所している、エ豊島区重度心
身障害者特別給付金を受給している
◇支給金額…月額1万円
◇支給時期…4・8・12月に前4か
月分を支給。
█問高齢者福祉課管理グループ☎4566
‐2429

子どもとメディア講座

2月5日㈪ 午前10時30分～正午
東部子ども家庭支援センター◇電子
メディアとの付き合い方や、電子メ
ディアがなくても親子で楽しめる時
間の過ごし方を考える◇0～2歳0
か月の子どもの保護者、妊娠中の方
◇25名█保5か月～2歳0か月児。15
名※5か月未満児は同席。要予約。
█申1月22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。

離乳食講習会

2月6日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期・完了期の3グループに分かれ
て、お口の機能の発達に合わせた離
乳食の進め方、調理のポイント（保
護者のみ試食あり）、むし歯予防を
学ぶ◇離乳食の開始（5～6か月）か
ら完了期食の乳児の保護者◇30組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

区立小・中学校特別支援学級
（固定学級）連合行事「まとめ展」

展示発表…2月9日㈮・10日㈯
午前9時～午後6時（10日は午後2
時まで） としまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）、舞台発表…2
月10日㈯ 午前9時～午後0時30分
南池袋小学校体育館◇区立小・中学
校特別支援学級（固定学級）の児童・
生徒の1年間の学習の成果発表█申い
ずれも当日直接会場へ。
█問教育センター教育相談グループ☎
3590‐6746

豊島区建物等の適正な維持管理
を推進する条例を改正しました

条例本文は区ホームページ、情報
公開コーナーで閲覧できます。
█問許可・耐震グループ☎3981‐0590

「南池袋二丁目Ｃ地区」都市計画
原案に関する説明会

2月6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」都市
計画原案への意見について◇対象…
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

ご利用ください
豊島区民交通傷害保険

少額の保険料で加入でき、自動車
などによる交通事故でケガをした場
合に、入院や通院治療日数などに応
じて、保険金が支払われる制度です。
保険の詳細は、引受保険会社「損害
保険ジャパン日本興亜㈱☎3349‐
9666（平日午前9時～午後5時）」へ
問い合わせてください。
◇受付期間…2月1日㈭～3月30日
㈮※この期間以外は加入手続きでき

ません。
◇加入できる方…平成30年4月1日
現在、区内に住所を有している方。
◇年間保険料…1，000円、1，700円、
2，900円の3コース（400円追加で自
転車賠償責任プランにも加入可）※
保険料は掛け捨てです。
◇保険期間…平成30年4月1日午前
0時～平成31年3月31日午後12時
（1年間）
◇受付場所…①区内金融機関（銀行
・ゆうちょ銀行・郵便局・信用金庫
・信用組合）、②区役所本庁舎6階
東13 区民交通傷害保険窓口（区民
活動推進課）█申申込用紙（受付場所で
配布）に保険料を添えて申込み。
█問区民活動推進課管理グループ☎
4566‐2311（SJNK17‐13166，平成29
年12月14日作成）

区民住宅（ソシエ）
あき家入居者募集

◇募集期間…1月30日㈫まで◇募集
物件…ソシエ南池袋第二（南池袋3
‐7‐8）1201号室◇入居資格…同
居親族（配偶者または二親等以内の
親族）のいる月額所得が20万円以上
60万1千円以下の世帯。詳細は区ホ
ームページ参照█申区ホームページ
（下記2次元コード参照）から電子申
請。所定の申請書（区ホームページ
からダウンロード可）を住宅課住宅
管理グループへ郵送か
持参でも可。
█問当グループ☎3981‐
2637

空き家・空き店舗活用セミナー

2月9日㈮ 午後6時～7時15分
養老乃瀧 YR ホール（西池袋1‐10
‐15 4階）◇目からウロコが落ち
る、空き家・空き店舗の活用術につ
いて◇70名
█申電話で2月8日までに空き家・空
き店舗活用セミナー事務局☎6264‐
7421（平日午前10時～午後6時）へ。

2月11日㈷ 午後1～4時（午後0
時30分から受付） としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇家庭教育
推進員が6つのチームに分かれて、1
年間キャリアデザインについて学んだ
成果を発表█申当日直接会場へ。
█問庶務課庶務グループ☎3981‐1141

区議会第1回
定例会を開会します
◇会期…2月14日㈬～3月26日㈪
◇一般質問…2月20日㈫・21日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／2月23日㈮、都市整備・子
ども文教委員会／2月26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2月8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

保険料や税金の納め忘れはありませんか？
１月３１日が納期限です1/21 １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４期分の特別区民税・
都民税（普通徴収）の期限内納付をお願いします。
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職員採用

羽田空港機能強化についての
説明会

1月27日㈯ 午前11時～午後4時
西部区民事務所◇国は、羽田空港の
国際線増便に向けた飛行経路の見直
し（2020年以降の新飛行経路では、
豊島区上空を南風好天時の午後3～
7時に着陸便が通過予定）などによ
る機能強化に取り組んでいます。パ
ネルやパンフレットにあわせ、国の
職員が説明するオープンハウス型説
明会を実施します█申当日直接会場へ。
█問国土交通省☎0570‐001‐160、公
害対策グループ☎3981‐2405

再生可能エネルギー講座
「海流から学ぼう！
自然エネルギーのチカラ」

2月18日㈰ 午前10時～正午 区
役所本庁舎8階807・808会議室◇カ
ラフルな実験を通して海が動く仕組
みを知り、海流や海風が自然エネル
ギーとして生活に活用できることを
学ぶ◇区内在住の小学3～6年生
（小学3年生は保護者も参加）◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。学年、保護者参加の場
合は氏名と続柄も記入）で2月5日
までに「環境計画グループ☎3981‐
1597、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ。区ホーム
ページから申込みも可※応募多数の
場合は抽選。結果は2月8日に発送。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

2月24日㈯ 午前10時～午後3時
中池袋公園※駐車場なし。雨天中止
◇個人またはグループ※営業目的は
不可◇50店舗（1店舗面積2ｍ×2
ｍ）◇2，000円（一般企業5，000円）█申
ファクスかＥメールで「としま NP
O 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

「国民健康保険運営協議会」
被保険者代表委員

区長の諮問に応じて、豊島区国民
健康保険に関する条例や規則、医療
の給付などについて審議します。
◇対象…昭和20年2月9日～平成12
年2月9日生まれの豊島区国民健康
保険に加入している区内在住の方で、
年2回程度の運営協議会（原則平日
昼間開催）に出席できる方◇任期…
2月8日～平成32年2月7日◇報酬
…1回13，700円◇人数…若干名◇選
考…書類・面接（2月6日実施予定）
█申所定の申込書（国民健康保険課で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）に応募の動機（400～500字）
などの必要事項を記入し、1月31日
（必着）までに当課へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1923

地域包括支援センター
運営協議会区民委員

◇対象…4月1日現在、40歳以上の
区内在住で高齢者福祉行政に関心が
あり、平日夜間に開催する会議に出
席できる方◇任期…委嘱日（4月予
定）から2年◇人数…2名以内◇選
考…書類・面接█申所定の申込書（高
齢者福祉課で配付。区ホームページ
からダウンロードも可。800字程度
の作文あり）を2月15日（必着）まで
に当課へ郵送か持参。
█問当課管理グループ☎4566‐2429

有料広告募集

「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接
種のお知らせ」の封筒に掲載する広
告を募集中。お知らせは対象者の自
宅に郵送します。
◇発行部数…約1万1千通◇対象者

…平成30年度に65、70、75、80、85、
90、95、100歳になる方◇発行時期
…3月下旬（予定）◇料金…3万円
（長3封筒裏面7×9㎝・刷色1色）
・5万円（長3封筒裏面7×18㎝・
刷色1色）█申2月5日午後5時（必着）
までに、申込書、会社概要、広告原
稿を健康推進課管理・事業グループ
へ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4173

第3回精神保健福祉講演会
「地域で安心して暮らすヒント」

2月2日㈮ 午後2～4時 池袋
保健所◇精神疾患をもつ方が地域で
安心して暮らしていくための支援や
社会資源について学ぶ◇区内在住、
在勤、在学の方◇40名
█申電話かファクスで「精神保健グル
ープ☎3987‐4231、█FAX3987‐4178」
へ※先着順。

街の巨匠に学ぶ「中国料
理の極意を学ぼう」

2月15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）◇実演と
試食あり。街の巨匠シリーズ3回の
うち、1名1回参加可。講師…日本
中国料理協会池袋副都心支部◇区内
在住、在勤、在学の方◇40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

日本福祉教育専門学校公開講座
「健康促進 Part2～自宅ででき
るツボを使ったセルフケア～」

2月24日㈯ 午後1～2時 日本
福祉教育専門学校高田校舎（高田3
‐6‐15）◇認知症予防や膝の痛み
予防、強い身体と元気になる方法を
学ぶ。講師…日本医学柔整鍼灸専門
学校／山中直樹氏◇区内在住、在勤、
在学の方◇40名
█申電話かファクスで「日本福祉教育
専門学校☎3982‐2511、█FAX3982‐
5133」へ※先着順。

第6回池袋駅周辺地域再生委員会

1月24日㈬ 午後6時から 生活
産業プラザ█申当日直接会場へ。
█問都市基盤グループ☎4566‐2636

豊島区民泊サービスのあり方
検討会（第4回）

1月29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。
█問企画調整グループ☎4566‐2511

第180回豊島区都市計画審議会

2月1日㈭ 午前10時から 区役
所本庁舎5階509・510会議室█申当日
直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

2月2日㈮ 午後2時30分から
区役所本庁舎9階第一委員会室█申当
日直接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第11回豊島区保健福祉審議会

2月8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2月7日正午ま
でに「福祉総務課計画グループ☎
4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

男女平等推進センター情報誌
「えぽっく・めいかー No．46」
を発行しました

「豊島区で女性が私らしく生きる
ために」をテーマに、区内の施設情
報・お役立ち情報を掲載しています。
当センター、区
内関係施設で配
布しています。
ぜひご覧くださ
い。
█問当センター事
業企画グループ
☎5952‐9501

2018
としまセンタースクエア美術展

1月23日㈫～26日㈮ 午前9時30
分～午後5時（26日は午後0時30分
まで） としまセンタースクエア（区
役所本庁舎1階）◇豊島区美術家協
会会員による美術展。水彩・油彩・
日本画・版画・染色画などを展示。
█申当日直接会場へ。
█問当協会 山田☎3916‐8457

あ き ん ど

椎名町としま商人まつり

2月3日㈯ 午前10時～午後4時
椎名橋下広場（長崎1‐9‐2）◇区
内商店および地方都市による飲食、
物品販売、観光展など。オープニン
グセレモニー、大抽選会は午前11時
から█申当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

第11回椎名町豆まき会

2月3日㈯ 午後0時30分～4時
金剛院赤門前駐車場（長崎1‐9‐
2）※小雨決行◇千早高校和太鼓部
演奏…午後0時30分、豆まき…午後
1時10分、2時30分、3時30分、仮
面ライダービルドショー…午後1時
40分、3時█申当日直接会場へ。
█問椎名町駅前すずらん通り商店会
田中☎6908‐3988

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

2月3日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「不
幸な親と娘」、茅原順三「おばあさん
と鬼」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

地域活動交流センターミニセミ
ナー「紙芝居だ～いすき！みん
なあつまれ～」

2月10日㈯ 午後3時30分～5時
地域活動交流センター◇日本独自の
文化である紙芝居を使って「生きる喜
びや感謝の気持ち」を相手に伝える
方法を学ぶ◇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

駒込図書館「豊島区立郷土資料
館学芸員に学ぶソメイヨシノの
誕生と染井の植木屋」

2月11日㈷ 午後2時～3時30分
駒込地域文化創造館◇駒込の地域特
色である「ソメイヨシノ」にまつわる
お話◇中学生以上◇30名
█申電話で当図書館☎3940‐5751へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

陸上自衛隊第1音楽隊
第42回定期演奏会

2月16日㈮ 午後7～9時（午後
6時開場） 東京芸術劇場◇クラシ
ックとポップスを中心にした吹奏楽
コンサート◇未就学児不可◇約2，000
名※要入場整理券█申往復はがきで2
月2日（必着）までに「〒179‐0081
練馬区北町4‐1‐1 陸上自衛隊
第1師団司令部広報班『第42回定期
演奏会』係」へ。はがき1枚で2名ま
で応募可※応募者多数の場合は抽選。
█問当班☎3933‐1161（内線2152）

ＳＮＳをフル活用！
お金をかけずに販売促進

2月22日㈭ 午後3～5時（午後
2時30分から受付） 生活産業プラ
ザ◇ウェブ集客を実践するためのノ
ウハウやスキルについて。講師…中
小企業診断士／庄司桃子氏◇起業を
考えている方、事業者の方◇40名
（区内事業者優先）
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。参加人数、事業所名・
所在地、業種、メールアドレスも記
入）で「商工グループ☎4566‐2742、
█FAX5992‐7088、█EMA0029099@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

豊島法人会のブラトシマ
「長崎・千早歴史散歩」

3月10日㈯ 午後0時30分～4時
30分 千川駅4番出口集合、金剛院
解散◇長崎富士塚、熊谷守一美術館、
城西高校、さくらが丘パルテノン跡、
長崎神社などを散策し、金剛院で長
崎・千早周辺の歴史や魅力などにつ
いて講演◇30名
█申1月29日から電話で（公社）豊島法
人会事務局☎3985‐8940へ※先着順。

みらい館大明

①子どもモノづくり学校「世界に一
つの～かわいいおひな様づくり～」
…2月4日㈰ 午後2～4時◇画用

紙や綿など身近な素材を使ってつく
る◇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、
②「体験的語学講座 韓国語入門編」
（全4回＋食事会）…2月14日～3月
14日 水曜日 午後7時～8時30分
※3月7日は食事会◇基本的な韓国
語を習い韓国料理店で実践。新大久
保の韓国料理店で食事会も予定◇15
名◇2，500円（食事会は実費）、③パ
ソコン講座お仕事応援！「土曜講座
ワード・パワーポイント」…ワード
でビジネス文書／2月17日㈯、パワ
ーポイント入門／2月24日㈯ 午前
10時～午後5時◇ワードかエクセル
経験者◇各8名※2講座受講者優先
◇2講座6，000円、1講座4，500円
█申いずれも電話か 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。

池袋創業支援フォーラム

2月5日㈪ 午後1時30分～4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇創業者の方に事業成功
の秘けつを伝える応援企画。経験豊
富な創業支援家や起業家の講演やデ
ィスカッションなど◇起業家、経営
者、起業検討中の方。創業を支援す
る方の参加も歓迎█申当フォーラム専
用申込みフォーム█HPhttps : //krs.b
z/jfc_seminar/m/ikebukuro3002
sogyoforumから申込み。
█問日本政策金融公庫池袋支店☎3983‐2132

出前講座「高齢者のヒヤリ・ハット」

2月8日㈭ 午後2時30分～3時
30分 区民ひろば千早◇高齢者の身
の回りで起こりやすい危害や危険情
報について学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出張講座「悪質商法にご用心」

①2月16日㈮…区民ひろば要、②2
月23日㈮…区民ひろば清和第一 ①
②とも午後1時30分～2時30分◇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

ジュニアの食育～子どもの
生活習慣病とスポーツ～

2月16日㈮ 午後6時30分から
（午後6時から受付） 武蔵野栄養専
門学校（南池袋3‐12‐5）◇試食あ
り。講師…当校管理栄養士／板垣
裕氏◇スポーツをしている子どもの
保護者（子どもも参加可）、ジュニア
スポーツの指導者、食に関心のある
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）を、ファ
クスで2月9日までに（特非）豊島区
体育協会█FAX3955‐0528へ※先着順。
█問豊島区生涯スポーツ推進事業実行
委員会 木津☎3983‐4075

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全5回）

3月5・8・12・15・19日 月・
木曜日 午後2～4時※5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（TO
EIC500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（4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2月5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」（宛先上部
欄外参照）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

親子ふれあい体操教室

1月26日～3月9日 金曜日 く
まコース（3～4歳）…午前9時25分
～10時10分、うさぎコース（2～3
歳）…午前10時15分～11時、ひよこ
コース（10か月～2歳）…午前11時5
分～11時50分 豊島体育館◇1回参
加も可。詳細は問い合わせてくださ
い◇10か月～4歳児の子どもと保護
者。区内在住、在勤の方優先◇各50
組◇1回500円█申所定の申込書（区ホ
ームページからダウンロード）を、
ファクスか Eメールで「（特非）地域
総合型椎の美スポーツクラブ█FAX3972
‐1876、█EMshiinomi.oyako@gmail.
com」へ※先着順。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

IKE・Biz
ボルダリング初心者講習会

2月24日㈯・25日㈰、3月10日㈯
・17日㈯・25日㈰ ①午後1時から、
②午後2時から、③午後3時から、
④午後4時から（各回講習50分、入
替10分。当日各30分前から受付）
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
ボルダリングの楽しさがわかる初心
者向け講習会◇小学4年生以上◇各
回10名◇1名1回500円◇運動ので
きる服装、上履き持参。
█申電話で各回前日までに当館☎3980‐
3131へ。直接窓口申込みも可※先着順。

豊島区民ダンスの集い
～Dance Party～

2月25日㈰ 午後1時30分～4時
30分 雑司が谷体育館◇社交ダンス
パーティー、講習会も開催。革製の
ヒールカバー装着◇500円█申当日直
接会場へ。
█問豊島区ダンススポーツ連盟 西倉
☎3988‐4082

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。

23区合同説明会

3月3日㈯ 午前10時～午後4時

明治学院大学白金キャンパス（港区
白金台1‐2‐37）◇内容…①各区
・組合ブース、②技術職・専門職の
個別相談、③コラボブース、④採用
試験概要説明◇対象…特別区職員採
用試験の受験希望者◇5，000名程度
█申2月5日午後5時までに特別区人
事委員会事務局ホームページ█HP htt
p ://www.tokyo23city.or.jp/saiy
ou-siken.htm から申込み※応募者
多数の場合は抽選。
█問当事務局任用課採用係☎5210‐
9787

広聴相談専門員（非常勤職員）

◇区政に対する苦情・要望の受付、
区民からの一般相談の受付、関係機
関への案内や連絡調整、そのほか広
聴に関する業務など◇任期…4月1
日～平成31年3月31日█申所定の申込
書（区民相談課で配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）、履歴
書、小論文を2月2日（必着）までに
区民相談コーナー窓口へ持参か郵送。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

高齢者福祉課（非常勤職員）

◇介護予防による地域づくり推進員
（訪問看護指導員）。理学療法士か作
業療法士の方◇任期…4月1日～平
成31年3月31日（更新あり）█申所定の
申込書（高齢者福祉課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
と課題作文を2月5日までに当課窓
口へ持参。
█問当課管理グループ☎4566‐2429

学校栄養士（非常勤職員）

◇学校給食献立作成・栄養管理・衛
生管理および作業管理など◇任期…
4月1日～平成31年3月31日（更新
あり）█申所定の申込書（学務課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）、栄養士免許証、作文（テーマ
「学校給食における栄養士の役割に
ついて」）を1月29日（必着）までに当
課窓口へ本人が持参か郵送。
█問保健給食グループ☎3981‐1176

マイナンバー制度関連業務
（臨時職員）

◇窓口、入力業務など◇任期…4月
1日～9月30日█申所定の申請書（住
民記録グループで配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）を2月
8日午後5時までに当グループ窓口
へ本人が持参。
█問当グループ☎3981‐4782

児童指導補助（臨時職員）※登録制

◇小学生の遊びの指導と学童保育の
補助。欠員状況により条件に合う方
から紹介█申履歴書（写真貼付）、登録
用紙（区ホームページからダウンロ
ード）を放課
後対策課管理
グループ窓口
へ本人が持参
※要事前連絡。
█問当グループ
☎4566‐2786

平成29年12月19日、区内
における環境活動の分野で
顕著な功績のあった個人と
団体（下表敬称略）に感謝状
が贈呈されました。
█問環境政策課調整グループ
☎3981‐1293

2月3・17日 土曜日 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
█申電話で当工場☎3910‐5300へ※先着順。

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。

地球温暖化防止対策推進団体・生物多様性保全団体など〈1名・1団体〉
田中 國穂 豊島みどりの会

さわやかな街づくり推進団体など〈21名・7団体〉
五十嵐 ミチ子 石井 弘美 石塚 富雄 今井 勝代 宇津木 澄子
大内 利枝 小田 昭子 金子 桂子 小林 尚子 小山 健
近藤 文子 佐々木 信子 新村 佳代子 竹内 順子 田邉 久枝
津曲 政子 戸張 真克 冨塚 美津子 羽川 英昭 樋口 久恵
水越 りき 家庭連合 上池袋池八町会 高松二丁目町会 花咲き会
株式会社トーエネック東京本部 パナホーム株式会社東京東支社

東目白自治会 ミレニアム花壇

資源リサイクル運動実践団体など〈14名〉
赤桐 和子 （巣鴨四丁目協和町会） 今井 勝代 （東池袋サンシャイン町会）
小川 正吉 （南長崎六丁目町会） 小林 とし江（池袋二丁目原町会）
執行 大輔 （上り屋敷町会） 清水 正博 （長崎六丁目町会）
長澤 利光 （南長崎五丁目町会） 根岸 ゆみ子（巣鴨四丁目協和町会）
林 繁雄 （南大塚東南町会） 林 敏子 （上池袋町会）
福壽 章 （南大塚一丁目南町会） 藤原 美佐子（巣鴨四丁目協和町会）
堀口 吉三郎（東目白本町会） 森 昌美 （折戸協和町会）

平成29年度環境活動推進団体などに感謝状を贈呈

豊島清掃工場
個人見学会のお知らせ

健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより
郷土資料館

1月29日㈪～2月5日㈪◇展示替
えのため。
█問当館☎3980‐2351

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

2月6日㈫ 午後2～3時 豊島
区民社会福祉区協議会会議室◇高齢
者が指定の介護保険施設で、お茶だ
しなどの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。貯めたスタンプに応じて
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。
█申電話で豊
島ボランテ
ィアセンタ
ーへ☎3984
‐9375へ※
先着順。

日本語でできる国際交流！
日本語学習支援ボランティア講座

2月27日㈫ 午後6時45分～8時
45分 東部区民事務所◇日本語を教
えることを通じて、地域で身近にで
きる国際交流をはじめてみませんか
？第1部…ボランティア活動の基礎
知識、ボランティア保険について、
外国人市民の現状、日本語学習支援
をするに当たっての注意点（文化の
違いなど）第2部…ボランティア体
験と振り返り、活動先の紹介など◇
語学・外国人支援に興味のある方、

ボランティアを始めたい方◇30名
█申2月23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。

●東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集

◇募集内容…①家族向（※ポイント
方式）※ひとり親・高齢者・心身障
害者・多子・車いす使用者世帯・特
に所得の低い一般世帯など、住宅困
窮度の高い世帯限定（審査による）、
②一般募集住宅※単身者向・単身者
用車いす使用者向け・シルバーピア
（抽せん）、病死等の発見が遅れた住
宅※単身者・車いす使用者（単身者
・世帯向け）・シルバーピア（単身）
◇募集案内配布期間…2月1日㈭～
9日㈮
◇区内の配布場所…住宅課、東・西

区民事務所、東部障害支援センター、
図書館、西部生活福祉課複合施設（西
部障害支援センター）、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、█HP http :
//www.to-ko
usya.or.jp/

◆仰高 「節分の集い」…2月2日
㈮ 午後1時30分～2時30分◇出

は る

演…桜舞「よさこい踊り」、劇団東
俳「桃太郎」
█問当ひろば☎5907‐3471
◆駒込 「オニはそと！」…2月2
日㈮ 午前11時～11時40分◇豆ま
きをし、歌って踊る。
█問当ひろば☎3917‐9873
◆清和第二 「ちびっこまめまき」
…2月2日㈮ 午前10時30分～11
時30分◇乳幼児向けの豆まき
█問当ひろば☎5961‐5756
◆西池袋 「節分のつどい」…2月
2日㈮ 午後1時30分から◇第一
部…「加藤町会長バンド」のカント
リー演奏。第二部…「年男・年女
による豆まき」
█問当ひろば☎3980‐0088
◆池袋本町 「節分の集い」…2月
2日㈮ 午後1時30分から◇年男、
年女による豆まきと東京コミック
スの演芸を楽しむ。甘酒と豆菓子
のプレゼントあり。
█問当ひろば☎3986‐0041
◆要 「節分の集い」…2月2日㈮
午前10時30分～11時30分◇DVD
上映。やさしい赤鬼・青鬼も登場
█問当ひろば☎3972‐6338
◆さくら第一 「節分・豆まき」…
2月3日㈯ 午後1時30分～2時
30分◇年女・年男による豆まき。
クラウン Toga さんによる大道芸
などの披露。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆富士見台 「区民ひろば富士見

台“祭典”」…2月4日㈰ 午前10
時30分～午後2時30分◇西池袋中
学校吹奏楽演奏、遊びコーナー、
地域・福祉団体出店販売、防災炊
き出し体験、喫茶、バザーなど。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆豊成 「ひろばまつり」…2月4
日㈰ 午後1時から◇舞台発表、
作品展示、子どものあそびコーナ
ーなど。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆高松 「ちょっといいお話 ―
冬・ほっこりと―」…2月20日㈫
午後1時30分から◇沢村貞子「紅
い鼻緒」、藤沢周平「梅薫る」ほか。
出演…ちょっといいお話の会
█問当ひろば☎3973‐0032
◆椎名町 「防災の集い」…2月24
日㈯ 午後1時30分～4時◇南三
陸町からの報告、シンポジウム「南
長崎地区の防災対策」、AED講習、
セルフマッサージ講習など。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆朝日 「第12回朝日ワクワクま
つり」…2月24日㈯ 午後1時～
3時30分 朝日小学校体育館、区
民ひろば朝日◇オープニング（子
どもスキップ朝日）、楽しいゲー
ムコーナー、バラエティあふれる
食べ物コーナーなど。
█問当ひろば
☎5974‐
0566
いずれも█申
当日直接会
場へ。

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をご覧く
ださい。
█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

◆LIVE MUSIC in あうるすぽっ
と VIVA！GYPSY MUSIC～音
楽の旅路～…2月8日㈭ 午後7
時開演 あうるすぽっと◇前売
2，800円、当日3，000円、区民割引
2，500円（全席指定）

は つ は る

◆としま初春寄席 in 南大塚2018
…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◇出演…三遊亭歌奴、ス
トレート松浦、柳家さん若◇前売
2，500円、前売ペア割4，500円、当
日3，000円（全席指定）
█申いずれも電話でとしまチケット
センター☎5391‐0516へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●巣鴨 すがもハートフルコンサ
ート…2月12日㈷ 午後2時開演
南大塚ホール◇出演…すがも児童
合唱団ほか█申当日直接会場へ。
●南大塚 南大塚演劇市2018…2
月10日㈯・11日㈷ 午後2時開演
南大塚ホール◇出演…10日／演劇
挑戦!⑯受講生有志『発表会』、劇
団東俳 サークルかぐや姫『かぐや
姫はどこに』、演劇サークル「サン
カーント」『ハッピー・ウェディン
グ』、11日／劇団東俳 劇団員『こ
ちら、オフィス堂島』、劇団ヴィ
ーナス『ソーイングボックスを開
けて』、TIC『インプロ（即興劇）』
█申当日直接会場へ。
●千早 スプリングコンサート
in 千早～懐かしのオールディー
ズ＆ポップス～…3月3日㈯ 午
後2時開演◇80名◇600円█申当館
窓口か電話で申込み。

◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【216】すがも健康講座
「肩関節の痛みと病気、治療法」…
2月16日㈮ 午後2時～3時30分
南大塚地域文化創造館◇60名█申電
話で申込み※先着順。
●南大塚 ②【514】心と身体のア
ロマテラピー～エッセンシャルオ
イルでリフレッシュ～…3月10日
㈯ 午前10時～11時30分、11日㈰
午後2時～3時30分◇2，600円◇
20名◇2月13日必着
●雑司が谷 ③【318】エリアガイ
ドボランティア養成事業としま史
跡探訪「消えた川・弦巻川を歩こ
う」…3月3・10日 土曜日 午
後1時30分～3時30分◇2，000円
◇24名◇2月15日必着、④【319】
自己啓発講座『空き家活用』～空き
家問題とその対応～…3月11日㈰
午前10時～正午◇24名※先着順
いずれも区内在住、在勤、在学
の18才以上、【216】はどなたでも█申
往復はがき（4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）、巣鴨☎070‐
6555‐6876（平日午前9時～午後
5時）、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）、千
早☎3974‐1335（〒171‐0044 千
早2‐35‐12）

平成30年度発行の広報紙に掲載する広告を募集
します。詳細は区ホームページ参照。
◇発行部数…98，000部程度◇サイズ・料金…「1
号広告（縦93㎜・横46㎜）1回50，000円」～「5号広告（縦93㎜・横240㎜）
1回250，000円」※掲載は2色刷り◇申込み締切…2月9日まで※終了後、
空枠の受付を開始します。 █問広報グループ☎4566‐2532

12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）

7日 0．06 0．06 0．05

21日 0．06 0．07 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。

広 報 と し ま 有 料 広 告
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