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ご意見をお寄せください

①～③の各案について、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。
①公園などの全面禁煙化に向けて
「豊島区立公園条例」「豊島区立区民
の森条例」「豊島区立目白庭園条例」
の一部改正案を策定しました
受動喫煙を防止することで、子育
て環境をさらに向上させる観点から、
公園などでの全面禁煙化に向け、必
要な事項を定めました。
②「池袋駅周辺地域基盤整備方針
（案）」をまとめました
国際拠点・池袋の魅力を高め、民

間と行政が連携・協働して（特定）都
市再生緊急整備地域にふさわしい都
市再生を進めていくための基盤整備
方針をまとめました。
③個人住民税賦課徴収に関する事務
の「特定個人情報保護評価書（修正
案）」について
情報提供ネットワークシステムに
よる情報連携の本格運用開始に伴い、
「特定個人情報保護評価書（全項目評
価書）」の一部修正案をまとめました。
●閲覧できます
いずれも行政情報コーナー、区民
事務所、図書館（①は中央図書館の
み）、区ホームページで閲覧できま
す（②は2月14日から、③は2月13
日から）。①は公園緑地課・区民ひ
ろば、②は都市計画課、③は税務課
・区民ひろばでも閲覧可。
●ご意見をお寄せください
便せんなどに「ご意見、〒・住所、

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、①は2月16日（必着）ま
でに「公園緑地課公園管理グループ」、
②は3月9日（必着）までに「都市計
画課都市基盤グループ」、③は3月
14日（必着）までに「税務課庶務グル
ープ」へ。いずれも直接各担当グル
ープ窓口へ持参も可※個別に直接回
答はしません。

█問①公園管理グループ☎3981‐0534、
█FAX3981‐1008、█EMA0023700@city.t
oshima.lg.jp
②都市基盤グループ☎4566‐2636、
█FAX3980‐5135、█EMA0022603@city.t
oshima.lg.jp
③税務課庶務グループ☎4566‐2351、
█FAX3981‐9682、█EMA0013705@city.t
oshima.lg.jp

20歳前の病気などにより
障害基礎年金を受けている方へ

平成29年分（平成29年1～12月）の
収入の申告を必ずしてください。平
成30年度の障害基礎年金受給のため
の資料となります。収入のない方も
申告が必要です。申告がないと確認
できないため、一時的に年金の支給
が止まることがありますのでご注意
ください。
◇対象…20歳前からの病気やけがに
よる障害基礎年金（年金証書のコー
ド番号が2650または6350）を受けて
いる方
◇申告先…税務課（障害基礎年金以
外の収入があり、税務署へ確定申告を
する方は税務課への申告は不要です）
█問国民年金グループ☎3981‐1952

4月からの入園・入学に備えて、
お子さんの予防接種は
お済みですか？

入園・入学すると、新しい集団生
活が始まります。集団で生活すると
ころでは、さまざまな感染症が流行
する場合があります。感染症予防の
ために、お子さんの予防接種記録を
確認しましょう。まだ済んでいない
ワクチンがあれば、かかりつけ医に
相談し、接種することをお勧めしま
す。ワクチンで感染や重症化を防げ
る病気は未然に防ぎましょう。
◇費用…定期予防接種とおたふくか
ぜワクチン（任意接種）の接種対象者
は無料（ワクチンごとに対象者が異

なります）
◇実施方法…予診票を実施医療機関
に持参し、接種（医療機関によって
は要予約）
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

第10回特別弔慰金の請求期限は
4月2日です

戦没者などの死亡当時のご遺族で、
平成27年4月1日（基準日）に恩給法
による公務扶助料や戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金などを
受ける方がいない場合、先順位のご
遺族1名に額面25万円、5年償還の
記名国債が支給されます。区内在住
者の請求を平成30年4月2日まで受
け付けています※国債の交付には1
年程度かかります。
█問福祉総務課総務グループ☎4566‐
2421

平成30年度重度心身障害者
土曜余暇教室参加者募集

①参加者募集…4月から原則第3土
曜日 午前10時～午後3時 心身障

害者福祉センターほか◇ボランティ
アスタッフとの交流やグループでレ
クリエーション・外出などを楽しむ
◇区内在住の18～65歳未満の中重度
知的障害者の方※医療行為を必要と
せず、グループでの活動が可能な方。
つばさクラブなどほかの活動に参加
していない方◇20名程度
②運営スタッフ募集…ボランティア
スタッフを随時募集。詳細は問い合
わせてください。
█申①は電話かファクスで3月2日ま
でに「当センター☎3953‐2811、█FAX
3953‐9441」へ※応募者多数の場合
は抽選。

東京税理士会「税理士記念日」
街頭無料相談

2月23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◇区内
在住、在勤、在学の方█申当日直接会
場へ。
█問当会豊島支部☎3981‐4585

東京2020オリンピック・パラリンピックまであと2年数か月。パラス
ポーツの魅力を発信するため、現役の義足陸上選手と知識人をお招きし、
講演会やデモンストレーションを実施します。
◇講師…立教セカンドステージ大学教員／坪野谷 雅之氏、世界パラ陸
上競技選手権ロンドン大会5位／村上清加氏◇パラスポーツに興味があ
る方、「としまスポーツ応援団」団員の方◇100名█申当日先着順受付。

区内中小企業などでの就職を目指す39歳以下の方（学
卒後求職中の方、正規雇用を目指す方、女性で再就職を
目指す方）を応援します。詳細は当プロジェクトホーム
ページ█HPhttp ://biz.athuman.com/project/h29_tosh
ima_wakamono/参照█保6か月以上未就学児。各5名。要予約。
①合同企業面談会…2月15日㈭ 午後1時～4時30分（午後0時30分開場）
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇複数の企業採用担当者と直接面接や会
社の説明を聞くことができる面談会。区内に本社および事業所を持つ優良
企業20社（予定）が参加。参加企業情報は上記ホームページ参照。
②職業適性セミナー…2月14日㈬ 午後2～5時 生活産業プラザ◇「職
業適性と自己ＰＲ」をテーマに、仕事選びの参考になる適職診断により、
自分の特徴をつかむことで、自信を持って就職活動を進めることを目的と
したセミナー◇30名
█申①は当日直接会場へ。②は電話かファクスかＥメールで「当セミナー運
営事務局（ヒューマンアカデミー㈱）☎5348‐2039、█FAX6846‐1236、█EMtos
himakoyou-human@athuman.com」へ。上記ホームページから申込み
も可※先着順。

◇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

マイナンバーカードの受け取りはお早めに！
申請後、交付通知書が届いた方は、通知書記載の

期限内に電話かインターネットで受取日時を予約し、
本人が所定の窓口で受け取ってください。
※申請してから２か月経っても交付通知書が届かな
い方は問い合わせてください。
�問豊島区マイナンバーコールセンター�３９８１‐１１２２
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2月24日㈯～25日㈰
区役所本庁舎
3・4階の窓口業務は
終日休止します

パラスポーツを知って！応援しよう！
█問スポーツ振興グループ

☎4566‐27642月27日㈫ 午前10時30分～正午
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

▲坪野谷 雅之氏 ▲村上清加氏

豊島区わかもの就職プロジェクト
（託児サービス付き）

●「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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講演・講習講演・講習

豊島区民講座「遺言書の書き方」

2月24日㈯ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）
◇遺言書について書き方など、事例
を含めてわかりやすく説明。講師…
行政書士／中居 優氏◇50名◇500円
█申電話で2月21日までに東京都行政
書士会豊島支部事務�0120‐959‐
193へ※先着順。

南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開
発事業等の都市計画案の公告・
縦覧・意見募集について

◇対象地域…南池袋二丁目地内◇内
容…都市計画案（第一種市街地再開
発事業、地区計画、高度地区、防火
地域及び準防火地域）◇縦覧期間・
場所…2月21日～3月7日の間に都
市計画課窓口◇意見書の提出…郵送
かファクスで3月7日（消印有効）ま
でに都市計画グループ█FAX3980‐5135
へ※直接当グループ窓口へ持参も可。
█問当グループ☎4566‐2632

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

3月11日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園※駐車場なし◇
個人またはグループ※営業目的は不
可◇20店舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）
◇1，000円█申ファクスかＥメール（4

面記入例参照）で「みんなのえんがわ
池袋事務局█FAX5951‐1508、█EMenga
wa@toshima-npo.org へ※1名
（1グループ）1通のみ。先着順。
█問当会 楢原☎5951‐1508（午後1
～5時）

平成29年度高齢者肺炎球菌
ワクチン接種期間が終了します

今年度の対象者の方には昨年3月
下旬に予診票を発送しています。
◇平成29年度対象者…初めて肺炎球
菌ワクチンを接種する方で、区内に
住民登録があり次の①か②に該当す
る方。①平成29年4月2日～平成30
年4月1日の間に65・70・75・80・
85・90・95・100歳の誕生日がくる
方、②60歳以上65歳未満の方で、心
臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能のいずれか
に障害があり、身体障害者手帳1級
をお持ちで日常生活が極度に制限さ
れる方◇接種期間…3月31日まで※
期間を過ぎると費用助成は受けられ
ません◇自己負担額…4，000円※生
活保護受給者などには免除制度あり。
◇実施方法…予診票を23区内指定医
療機関に持参し、接種（医療機関に
よっては要予約）
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

東京都大気汚染医療費助成制度
改正のお知らせ

4月1日から、東京都大気汚染医
療費助成制度の改正に伴い、平成9
年4月1日以前に生まれた方に一部
自己負担が生じます。18歳未満の方

はこれまでと同様、窓口での自己負
担はありません◇変更内容…4月1
日以降の診療分から、認定された疾
病に対する保険診療の窓口支払額の
うち、月額6，000円までが自己負担
になります。月額の自己負担額は、
各医療機関（病院・診療所・薬局）で
「自己負担限度額管理票（東京都大気
汚染医療費助成用）※」に記載しても
らい、管理します※「自己負担限度
額管理票（東京都大気汚染医療費助
成用）」は、4月1日から使用する新
しい医療券と一緒に発送しました。
「マル都」医療券と一緒に同票を必ず
医療機関の窓口で提示してください。
█問公害保健グル―プ☎3987‐4220

～専門医からのアドバイ
ス～長引く空せきで困っ
ていませんか

3月1日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇夜中や明け方のせき、
冷気などのちょっとした刺激でせき
込むなど、長引く空せきで悩んでい
る方へ、治療や対処法を専門医から
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。

春が来た！
ぽかぽか陽気の中いっし
ょに歩きませんか？

3月24日㈯ 午前9時～午後3時
区役所本庁舎スタート・ゴール地点
◇区内4か所で4つのスタンプを集
めてゴールすると、記念品プレゼン
ト。トシマッハも登場！（約7．8km
3時間程度）◇小学生以下は保護者
同伴◇1，000名◇100円※中学生以下
無料█申はがきかファクスかEメール

（4面記入例参照。参加者全員分を
記入）で2月21日（必着）までに「〒
170‐0013 東池袋1‐20‐9 池
袋保健所地域保健課、█FAX3987‐4110、
█EMA0016901@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。
█問健康ウォークラリー実行委員会
（当課）☎070‐6555‐9889

第2回子ども・子育て会議

2月22日㈭ 午後2時から 区役
所本庁舎8階807・808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

プラス

第6回「はあとの木」マルシェ＋

2月14日㈬ 午前10時～午後3時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇テーマは気持ちのバト
ンをつなぐ「はあとリレー」。障害者
福祉施設によるハッピーな気持ちに
なれるハンドメイド雑貨やパン、お
菓子の販売会█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課施設支援グループ☎
3981‐1786

みんなの伝統芸能

2月16日㈮～18日㈰ あうるすぽ
っと◇おとなも子どもも一緒にたっ
ぷり、日本の芸能を気軽に楽しんで
いただく3日間。16日 午後7時か
ら…浪曲／春野恵子、17日 午後2
時から…落語／柳家三三、18日 午

後2時から…狂言／野村万蔵、佐藤
弘道ほか◇おとな1，500円、中高生
1，000円、子ども（3歳以上小学生以
下）500円、親子ペア（おとな1枚＋
子ども1枚）1，800円※各日限定50組、
3日通し券おとな3，900円（全席指定）
█申電話でとしまチケットセンター☎
5391‐0516へ※先着順。

池袋キャッツフェスタ2018

2月20日㈫～25日㈰ 午前11時～
午後9時（25日の一部イベントは午
後7時まで） WACCA 池袋（東池
袋1‐8‐1）◇猫雑貨マーケット、
里親相談会ほか█申当日直接会場へ。
█問当実行委員会☎048‐961‐8172

目白庭園 赤鳥庵

①大人の心を癒す「絵本広場」…2月
21日、3月21日 水曜日 午前10時
30分～正午◇日本初子どものための
文学雑誌「赤い鳥」創刊の地、「赤鳥
庵」で絵本とおしゃべりを楽しむ◇
各回30名◇300円
②Tea Party（Matcha Tea）（英語
でお茶会）…3月17日㈯ ⓐ午前10
時30分～正午、ⓑ午後1時～2時30
分、ⓒ午後3時～4時30分◇各回20
名◇800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、①は参加希望
日、②は参加希望時間も記入）で「〒
171‐0031 目白3‐20‐18 目白
庭園、█FAX5996‐4886、█EM info-mejir
o-garden@seibu-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

池袋ブランディング・シティ戦
略推進シンポジウム「コラボレ
ーティブ・シティ池袋の挑戦」

2月22日㈭ 午後6時30分～8時
30分 としまセンタースクエア（区
役所本庁舎1階）◇第一部…基調講
演「あるものを強く：イノベーショ

ンは組み合わせ」講師…法政大学大
学院教授、一橋大学特任教授／米倉
誠一郎氏、第二部以降…池袋駅周辺
地域におけるハード・ソフト両面の
まちづくり動向◇200名█申区ホーム
ページ（下記2次元コード参照）から
電子申請※先着順。
█問未来戦略推進第一
グループ☎4566‐
2512

豊島区空家活用シンポジウム

2月23日㈮ 午後6時～8時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇基調講演、パネルディ
スカッション「空家活用によるまち
の再生～空家活用から生まれるビジ
ネスチャンス～」◇200名
█申2月22日までに電話かファクスか
Ｅメールで「住宅課施策推進グルー
プ☎3981‐2655、█FAX3980‐5136、█EM
A0022901@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

東北支援チャリティ上映会
「うたごころ《2012年版》」上映会
＆榛葉 健監督講演会

3月6日㈫ 午後6時15分開演
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇東日本大震災による未
曾有の困難にも屈せず、ひたむきに
生きる女子校生たちの姿を描いたド
キュメンタリー映画上映と榛葉 健
監督の講演会◇200名◇一般1，000円、
高校生500円（中学生以下無料）
█申Ｅメールで防災ボランティア灯り
の会█EMakarinokaitokyo@yahoo.c
o.jp へ。電話で地域防災グループ
☎4566‐2572も可※先着順。

シルバー人材センター
「入会説明会」

2月16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※2・3月入会は平成30年
3月までの当年度会費が無料。
█申電話かファクスで「当センター☎
3982‐9533、█FAX3982‐9532」へ。

ドキュメンタリー映画「灯籠流し」
（Paper Lanterns）上映会

3月3日㈯ 午前10時30分～11時
40分 自由学園明日館講堂◇40年の
歳月をかけて、米兵捕虜12人の広島
での被爆死の真実を遺族に伝えた日
本人の話。「真の平和とは何か」を考
える◇150名◇300円
█申電話かファクスかＥメールで「東
京第一友の会☎3971‐9602、█FAX3981
‐4462、█EMdai1tomo.paperlanter
ns@gmail.com」へ※先着順。

楽しく学ぶくらしのヒント
「防災の備え」

3月8日㈭ 午後2時～3時30分
生活産業プラザ◇もしもの時に備え
て今すぐ家庭でできる防災対策、災
害時の携帯トイレの作り方、ポット
で炊飯など役立つ情報を東京ガスの
講師がわかりやすく伝えます◇区内
在住、在勤、在学の方◇50名
█申電話かファクス（4面記入例参照）
で「消費生活グループ☎4566‐2416、
█FAX5992‐7024」へ※先着順。

みらい館大明

①「小石川植物園を森の専門家と訪
ねる（全2回）」…3月8・15日 木
曜日 午後2～4時 8日／当館◇
レクチャー「小石川植物園の概要」、
15日／小石川植物園（文京区白山3
‐7‐1）※現地集合◇小石川植物
園を訪ねる。講師…（公財）大日本山
林会理事／桜井尚武氏◇20名◇
1，000円（入園料は別途各自負担）
②「仕事に役立てよう！土曜エクセ
ル2日間集中講座（全2回）」…3月
10・17日 土曜日 午前10時～午後

5時◇入力ポイントやきれいな表の
作成（基礎編）、計算式の入力方法・
印刷のポイント・グラフ作成。パソ
コン経験者向け◇8名◇6，000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。

セルフ・ディフェンス講座
～ＮＯ！と言える私になる～
（ダンス付き）

3月17日㈯ 午後6時30分～8時
30分 男女平等推進センター◇女性
への暴力にまつわる神話について、
現状を学習し、護身術の基本動作を
体感。暴力防止テーマダンスを見て
学び踊る盛りだくさんの2時間◇18
歳以上の女性◇25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「男
女平等推進センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

平成30年度手話講習会（各37回）

5月8日～平成31年3月12日 火
曜日 昼の部…午前10時～正午、夜
の部…午後6時45分～8時45分 心
身障害者福祉センター◇手話講習会
◇区内在住、在勤、在学の15歳以上
の方◇①入門コース…各30名、②応
用コース…各若干名、③専門コース
…応用コース修了程度の方。選考あ
り（4月15日実施予定）◇①3，240円、
②当講習会未修了の場合のみ3，240
円、③3，024円█申3月16日（消印有効）
までに往復はがき（4面記入例参照。
希望コース、昼夜の別、専門コース
の方は手話経験年数か応用コース修
了年度、在勤者は勤務先住所と電話
番号、在学者は学校名も記入）で当
センターへ※応募者多数の場合は抽
選。
█問当センター☎3953‐2811

Ｑ1．過去に脳の病気または脳を損傷する事故に
あった
□脳血管障害（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血など）
□脳腫瘍
□脳炎
□低酸素脳症
□交通事故・高所からの落下・スポーツ事故・暴
力などで頭を打ちけがをした。けがはないが意
識を失うことがあった。
★上記のいずれかに�□が付いた方は Q2に次に
進んでください
Ｑ2．次のような障害があることで生活上の問題
となっている
【注意障害】
□気が散りやすく、落ち着きがない、集中できない
□単純作業でもミスが多く、同じミスを繰り返す
□周りの状況を判断せずに、行動を起こそうとする
□同時に複数のことに気配りができない
【記憶障害】
□事故や病気以前のことは覚えているが、新しい
できごとを覚えられない
□何度も同じ話や質問を繰り返す

□物の置き忘れが多く、置いた場所を忘れる
□服薬や食事、自分の話したことを忘れる
【遂行機能障害】
□一つのことにこだわって、次の作業にすすむこ
とができない

□いきあたりばったりで自分勝手な行動をする
□段取りや優先順位をつけてものごとを進めるこ
とや最後までやり遂げることができない

□間違えた時の修正や急な予定変更に対応できない
【行動と感情の障害】
□思うようにならないと大声や暴力暴言がある
□やる気が出ない（ように見える）
□物事にこだわりやすく、依存的・退行的な言動
がある

□無制限にお金を使ってしまう、無制限に飲食する
★上記のいずれかに�□が付いた方は Q3に進ん
でください
Ｑ3．脳の画像検査の結果
□脳のCTやMRI検査で上記のような症状の原因
となる損傷が確認された

□画像検査でははっきりわからないが、診断書に
より過去に脳の損傷の原因となる事実が確認で

きる
★上記のいずれかに�□が付いた方は、「高次脳機
能障害」の可能性があります。診断を受けたい、
症状の対応方法が知りたい、障害者手帳の取得や
利用可能なサー
ビスを知りたい、
リハビリの方法
を知りたいなど
お困りの場合は
お気軽に相談し
てください。

講演会「知って得する認知機能リハビリ
～高次脳機能障害の理解と支援の鍵～」
2月23日㈮ 午後1時30分～3時 心身障害者

福祉センター仮施設（目白5‐24‐12）◇高次脳機
能障害の主な症状と対応方法、リハビリの方法と
しての生活支援と脳機能について。講師…首都大
学東京健康福祉学部作業療法学科准教授／宮本礼
子氏◇40名
█申電話かファクスで「当センター☎3953‐2811、
█FAX3953‐9441へ※先着順。

事故や病気の後「ものごとに集中できない」「新しいことが覚えられない」「やる気がなくなった」「すぐにかっとなる」など、気になったことはあり
ませんか？事故や病気が原因で脳の一部が損傷したことで「高次脳機能障害」という症状がおこることがあります。記憶・注意・行為・感情・意思
・判断などの脳の機能に障害が現れるためです。周囲の状況にあった適切な行動が選べなくなり、日常生活や社会生活に支障をきたすことがあり
ます。外見からでは分かりにくく、周囲の理解が得られにくいといわれています。気になる方はチェックリストで確認してみませんか。

█問心身障害者福祉センター☎3953‐2811

2月22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

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。

“ヒートショック”という言葉を
聞いたことがありますか？真冬、
急な寒暖の差がある時に身体がび
っくりしてしまい、心臓が止まっ
てしまうことがあるのです。恐ろ
しい病気ですが、これは急な寒暖
の差とそれに伴う血圧の上下によ
り発生します。
例えば暖かい所から寒い所へ入
った時、全身の血管が急激に締ま
ります。それにより血圧が急上昇し脳出血や心筋梗塞など恐ろしい病
気を引き起こします。逆に寒い所から暖かい所に入った時には体温を
上げるために締まっていた全身の血管が一気に緩み、低血圧で意識を
失って転倒することもあります。
ヒートショックによる急病が発生しやすいのは、寒暖差のある真冬
のお風呂場です。これを防止するためには、脱衣所はヒーター、浴室
はシャワーの湯気で暖かく、お風呂の湯船は熱くし過ぎないようにし
て寒暖の差が生じないように気をつけることによりかなり防げます。
高齢、生活習慣病の方は、リスクが高いので注意が必要です。
及川医院／及川 紘太郎

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

2月27日㈫ 午後2時から（午後1時40分受付開始） としま産業振興プラザ（IKE・Biz）3階エポック10研修室2█申当日開始10分前ま
でに直接会場へ。 █問当センター庶務・計画調整グループ☎5952‐9501

◇アドバイス…訪問購入については、特定商取引法で規定されています。
◎契約締結後も、売主（消費者）はクーリングオフ（契約の解除）ができます。
期間は書面受領日から起算して8日間であり、クーリングオフが可能にも
関わらず、「クーリングオフはできない」と説明することは禁止されていま
す。また、クーリングオフの期間中、売主は物品の引き渡しを断ることが
できます。
◎業者に査定だけ依頼した場合、業者の査定額に納得でき
なければ契約する必要はありません。契約する必要がなけ
れば、きっぱり断りましょう。また、売主が断っているに
も関わらず、勧誘を続けることは禁止されています。

◇事例…「不用品は無いか。何でも買い取る」と電話があった。ちょうど家
中の荷物の整理をしていたので、「古着や花瓶などがある」と答えると、
「必ず値段を付ける。資格のある者が査定をする」と言われたため、「とり
あえず査定しに来てほしい」と伝えた。翌日担当者が来訪し、査定を終え
ると「貴金属は無いか」と言うので、不要な貴金属を見せたが査定額が安か
ったため、一旦は断った。だが、「頑張って、この金額で買い取る」と粘ら
れ、買い取らせてしまった。買取額があまりに安いので、クーリングオフ
したい。

もしかしてその症状は「高次脳機能障害」??

「不用品を買い取る」と言われ、応じたら…
～訪問購入での不用品の処分は慎重に！～真冬のお風呂にご注意を！

█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515

ここに気を付けましょう！

第5回旧第十中学校跡地活用等
基本計画検討委員会

第6回男女平等推進
センター運営委員会
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予約制等の事業は随時受け付けて
いるため、定員に達していることが
ありますのでご了承ください。

保健所カレンダー月
33 ○申込みは、前日までに各施設へ

○詳細は直接施設へ問い合わせてください体育施設へ行こう

スポーツスポーツ
職員採用職員採用

社会福祉協議会

区民歩こう会
「坂道の街」東京を歩こう

3月4日㈰ 午前9時50分 東京
メトロ丸の内線赤坂見附駅駅前広場
集合◇赤坂見附から麻布十番へ（約
6．5㎞）◇300円█申当日集合場所で受
付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

第71回都民体育大会豊島区予選会

※申込み・詳細は、直接各競技担当
へ。
�なぎなた…3月4日㈰ 雑司が谷
体育館█申2月25日までに「なぎなた
連盟 隠岐☎3971‐1973」へ。
�弓道…3月4日㈰ 総合体育場█申
3月4日午前9時までに「弓道連盟
久保☎3955‐8733」へ。
�卓球…3月11日㈰ 豊島体育館█申
2月26日までに「卓球連盟 田辺☎
3959‐4423」へ。
�軟式野球…3月4日㈰ 総合体育
場、三芳グランド、荒川野球場█申2
月20日までに
「軟式野球連盟
前田☎3981‐
4628」へ。
�空手…3月18日㈰ 池袋スポーツ
センター█申2月25日までに「空手道
連盟 根本☎090‐7844‐3844」へ。
�テニス…男子4月1・15日 日曜
日 三芳グランド、女子4月1日㈰
総合体育場█申3月3日までに「テニ

ス連盟 鈴木☎3987‐2756」へ。

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。

豊島区新ホール技術専門員
（非常勤職員）

◇Hareza 池袋に建設中の新ホール
について、事業者などに対し、建築
物の構造、給排水、電気、空調など
の設備に関する指示などを行なう◇
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（文化デ
ザイン課で配布。区ホームページか
らダウンロードも可）を2月26日（必
着）までに当課庁舎跡地活用グルー
プへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2548

トキワ荘関連施設専門員
（非常勤職員）

◇平成32年3月に開設予定の（仮称）
マンガの聖地としまミュージアムの
開設準備、マンガ・アニメに関する
資料収集・保管・展示・調査研究、
事業企画、来館者対応など◇任期…
5月1日～平成31年3月31日（更新
あり）█申所定の申込書（文化観光課で
配付。区ホームページからダウンロ
ードも可）、小論文、資格を証明す
る書類（写し）などを2月23日（必着）
までにマンガ・アニメグループへ簡
易書留で郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2758

図書館奉仕員（非常勤職員）

◇図書館資料の収集・整理、利用に
関することなど◇任期…5月1日～
平成31年3月31日（更新あり）█申所定
の申込書（各図書館で配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）を、
3月2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 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※2月12日は持参不
可）。
█問当グループ☎3983‐7861

学校看護師（非常勤職員）

◇任期…4月1日～平成31年3月31
日（更新あり）█申履歴書（写真貼付）、
資格書（写し※裏面に記載がある場
合は両面）、自己申告書、作文を2
月20日までに学務課学事グループ窓
口へ本人が持参※募集要項、自己申
告書、作文原稿用紙は当グループで
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可。
█問当グループ☎3981‐1174

区立幼稚園職員（非常勤職員）

◇幼稚園指導員（預かり保育）…預か
り保育指導に関することや預かり保
育計画書作成など◇任期…4月1日
～平成31年3月31日（更新あり）█申履
歴書（写真貼付）、資格書（写し※裏
面に記載がある場合は両面）、自己
申告書、作文を2月27日までに学事
グループ窓口へ本人が持参※募集要
項、自己申告書、作文原稿用紙は当

課で配布。区ホームページからダウ
ンロードも可。
█問当グループ☎3981‐1174

区立幼稚園臨時職員（登録制）

①特別支援指導員…担任教諭の学級
指導補助など、②預かり保育指導員
…預かり保育の指導など◇任期…最
長6か月（更新あり）█申履歴書（写真
付き）、資格証（写し）を学事グルー
プ窓口へ持参※要事前連絡。
█問当グループ☎3981‐1174

ボランティア活動入門講座と
小物づくり体験

3月14日㈬ 午後2～4時 豊島
区民社会福祉協議会会議室◇ボラン
ティア活動の基礎知識、活動の種類
と選び方、活動上の注意点、小物づ
くりによるボランティアとは◇15名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ。

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆3月開催プログラム
①ソフトエアロビクス～運動不足
を解消しよう～…火曜日 午前9
時30分～10時30分◇1回400円、
②健康エアロビクス～心肺機能を
高めよう～…木曜日 午前9時30
分～10時30分◇1回400円、③キ
ッズジャズダンス～未経験の方歓
迎～（全4回）…火曜日 午後6～
7時◇4，000円（1回参加（1，300円）
も可）◇小学1～6年生。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆幼児水泳教室体験会（年中～年
長）◇2月22日㈭・23日㈮・28日
㈬ 午後3時40分～4時30分◇1
回1，200円◇3月へ継続可能。
◆2018年3月コース型教室 月曜
日（全3回）①ステップウォークヨ
ガ…午後0時20分～1時20分◇
3，570円、②バドミントン（初級）
…午後1時40分～3時◇3，570円
水曜（全4回）③ヨガ…午前11時～
正午◇4，760円、④フラダンス…
午後0時20分～1時20分◇4，760
円、⑤フラメンコ…午後3時10分
～4時10分◇4，760円、⑥ストレ
ッチ＆ワークアウト…午後7時30
分～8時30分◇4，760円 金曜（全
5回）⑦キッズダンス（年長～小学
6年）…午後4時15分～5時15分

◇5，940円、⑧大人バレエ（入門）
…午後6時30分～7時30分◇
7，020円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆幼児体操教室体験会 ①3月3
日…とび箱・マット、②3月10日
…鉄棒・なわとび 土曜日 午後
3時10分～午後3時55分
いずれも◇500円◇年少・年中◇
12名①②両方申込みも可█申窓口で
申込み※先着順。
◆バタフライ入門水泳教室（全4
回） 3月1日～3月22日 木曜
日 午後3時～3時55分◇4，000
円（施設使用料込）◇16歳以上◇10
名█申往復はがきで2月20日（必着）
までに「〒170‐0012 上池袋2‐
5‐1 池袋スポーツセンター」
へ。返信用の郵便はがき持参で直
接申込みも可※申込み多数の場合
抽選。

3月 母子健康相談

2日㈮ 区民ひろば駒込 午後1時30分～2時
6日㈫ 区民ひろば高南第二 午前10時～10時30分
7日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
█問池袋保健所☎3987‐4174

14日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
26日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分

█問長崎健康相談所☎3957‐1191

事 業 名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

1歳児歯科健診・総合相談
対象〈1歳～1歳3ヶ月児〉〔予約制〕

1・22日㈭
午前9時～9時30分

こども歯科健診 対象〈2歳・2歳6か
月・3歳6か月～4歳児〉〔予約制〕

15・29日㈭
午前9～10時

13・27日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 9・16・23日㈮
午後0時40分～3時30分

2月28日、3月7・14日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
10日㈯
①午前9時20分～11時30分
②午後1時20分～4時

お
と
な
の
健
康〔
予
約
制
〕

生活習慣病予防健診（男性）
※対象…平成29年度20～40歳未満の男性

9日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…平成29年度20～40歳未満の女性

7日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時30分～9時40分

健康（保健・栄養）相談〔予約制〕 9日㈮
午後1時15分～2時30分

14日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 8日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 7日㈬
午後1時15分～2時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

12日㈪
午後1時30分～2時30分

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

9日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 13日㈫ 午後2～4時

家族相談〔予約制〕 12日㈪ 午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症な
ど、健康に関する相談を受けています。
平日 午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時 面接相談は要予約
█問公害保健グループ ☎3987‐4220

飼い犬・飼い猫のしつけ相談〔予約制〕 22日㈭ 午後1時30分～4時
█問庶務・動物管理グループ☎3987‐4175
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