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平成30年度予算 ※（  ）内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。
　数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

●編成方針
本区の二大財源の一つである特別区民税は、人口の伸びによる納税義務者数

の増加が過去 5年間で 1万 6 千人に達するなど、歳入環境が大きく好転してい
るにもかかわらず、ふるさと納税制度による区民税の流出増加が止まらず、そ
の影響が無視できない状況となっています。さらに、特別区交付金の原資とな
る法人住民税の一部国税化や、地方消費税交付金の清算基準見直しによる東京
を狙い撃ちにした不合理な税制改正など、国が進める税源偏在是正の動きが区
財政に深刻な影響を与えています。
こうしたなか、30年度一般会計予算の規模は過去最大となり、来たる31年に

開設される予定の｢Hareza 池袋｣を始め、｢国際アート・カルチャー都市｣を推進
し、未来へ大きく飛躍するための準備の予算となりました。さらに、｢子どもと
女性にやさしいまちづくり｣を中心に据えた様々な新規拡充事業を実施する、
選択と集中を進めた予算となり、｢子育て｣｢福祉｣｢保健｣など、区民生活の基盤
をなす分野に大きく重点を置く｢住みたい｣まちの実現に向けた施策の充実を
最優先に取り組む予算となりました。

●持続可能な行財政運営の確立
　区民生活を支える様々な施策の充実を図りつつ、文化にぎわい拠点の整備な
ど、豊島区の将来に向けた投資を拡大していくためには、安定的で持続的な財

平成30年度の一般会計当初予算規模は1,246億4,920万円で、対前年度比79億4,849万円の増、6.8％のプラスとなりました。
また、特別会計を含めた予算規模は1,833億8,029万円で前年度に比べ18億7,174万円の増、1.0％のプラスとなっています。
なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。 財政計画グループ☎4566 - 2521

平成　 年度予算（案）がまとまりました30

平成30年度予算を 1 万円に置き換えると、このような使い道になります
高齢者・障害者福祉、生活保護
など

3,060円 2,033円

まちづくり、防災など

732円

保育園の運営、児童手当の給
付など

環境対策、清掃、リサイクル
など

道路、自転車対策など

347円

健康づくり、保健所の運営
など

335円

文化、スポーツ、図書館など

329円

区民ひろばの運営など

81円

選挙・監査

16円

323円

税を集めるため

88円

各基金の積立て（貯蓄）

116円

公園・児童遊園、緑化など

379円

借入金の返済

237円

●閲覧できます
　予算(案）の概要は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。
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各種健康対策、保健所の運営など
衛生費 40億2,518万円(3.2％)

保育園の運営、児童手当の給付など
子ども家庭費 257億8,362万円(20.7％）

まちづくり、区営・区立住宅の管理運営、道路･公園
の整備、自転車対策、緑化推進など

都市整備費 171億2,513万円(13.7％）

高齢者･障害者福祉､生活保護など
福祉費 308億4,494万円(24.7％）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
環境清掃費 43億1,842万円(3.5％)

戸籍事務、区民事務所運営など
区民費 118億2,838万円(9.5％)

防災対策、区役所の運営、議会費、公債費、予備費など
その他 145億6,500万円(11.7％)

特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
特別区税 319億7,158万円(25.6％)

消費税の一部が区市町村に交付されるもの
地方消費税交付金 61億4,600万円(4.9％)

都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自
主的な運営を確保することを目的として交付されるもの

特別区交付金 307億円(24.6％)

国や都から交付を受ける負担金・補助金など
国・都支出金 328億5,811万円(26.4％)

施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金
特別区債 59億8,200万円(4.8％)

地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､
分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金など

その他 169億9,151万円(13.6％)

広報、電算、その他区役所の
運営など

704円

歳　

入

歳　

出

平成3 0年度会計別予算

1,246億4,920万円

587億3,110万円

323億  862万円

61億4,121万円

202億8,128万円
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1,167億   71万円

648億  785万円

373億2,266万円
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1,815億  855万円
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国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

区　分

合　計

一 般 会 計
特 別 会 計

政基盤の構築が不可欠です。そうしたなか30年度予算においても、これまで進め
てきた｢子どもと女性にやさしいまちづくり｣｢文化によるにぎわいを生むまち
づくり｣の成果が、課税人口の増加などによる歳入増という形になって現れ、5
年連続で財政調整基金の取り崩しをせずに予算を編成することができました。
　今後も｢未来戦略推進プラン2018｣を実効あるものとするため、総点検の実施、
人件費の抑制、公民連携の推進など、構造改革に引き続き取り組み、安定的で持
続可能な財政運営の確立を目指していきます。

教育費 97億9,503万円(7.9％)
幼稚園､小・中学校､子どもスキップの運営など

文化商工費 63億6,349万円(5.1％)
文化・芸術、商店街・中小企業の振興、図書館の運営など

幼稚園、小・中学校、放課後対策
（子どもスキップ）など

821円

区議会の運営

55円

戸籍事務、区民事務所の運営
など

167円

商工業・観光の振興、勤労者
福祉など

177円

ハ レ ザ

●平成30年度予算重点事業は「広報としま4月 1日号(特集版)」に掲載します。

１分間の黙とうをささげましょう
�3月10日㈯ 午後2時 「東京都平和の日」…
東京大空襲をはじめ戦災で亡くなられた方のご冥福を祈り
ます。
�3月11日㈰ 午後2時46分 「東日本大震災
から7年」…犠牲者の方へ哀悼の意を表します。
�問総務課総務グループ�３９８１‐４４５１
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パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金
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

福  祉福  祉

環境・清掃環境・清掃

健  康

講演・講習講演・講習

「未来戦略推進プラン2018」（案）
をまとめました

「豊島区基本計画」の実施計画とし
て、施策や事業の内容を具体的に示
すものです。同時に区の目指す将来
像を実現するための、政策相互間の
つ な

繋がりや、施策を重点化して取り組
むための考え方を示しています。
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…本プラン（案）の全
文は、4月1日まで企画課、行政情
報コーナー、図書館、区民事務所、

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、4月1日（必着）までに、郵
送かファクスか Eメールで「企画課
未来戦略推進グループ█FAX3980‐5093、
█EMA0010108@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☎4566‐2518

特別区民税・都民税のお支払い
はお済みですか

第4期分（1月31日納期限）の納付
が確認できなかった方へ、3月6日

に督促状を発送します。期限内に納
付してください。納め忘れを防ぐた
めには便利な口座振替を利用してく
ださい。病気や退職などでやむをえ
ず納期限までに納付することができ
ない場合や生活に困窮している場合
は、分割納付などの相談を行なって
います。早めに税務課整理第一・第
二グループへ相談してください。
◇3月日曜窓口の開設日…3月18日
午前9時～午後5時
█問当グループ☎4566‐2362

防災行政無線などによる
全国一斉情報伝達訓練

区では、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
携した情報伝達訓練を実施します。
◇日時…3月14日㈬ 午前11時から
◇対象…①防災行政無線・戸別受信
機、②区のホームページ・安全安心
メール・Twitter・Facebook・デ
ジタルサイネージ
◇内容…①「（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）」
◇配信文…②「これは、J アラート
のテストです。」
※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

3月3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

多重債務110番を実施します

3月5日㈪・6日㈫ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
借金でお困りの方、一人で悩まず早
めに相談してください。電話か来所
で受け付けます。東京都消費生活総
合センターと連携して実施◇区内在
住、在勤、在学の方
█問消費生活センター（相談専用）☎
3984‐5515

特別相談「若者のトラブル110番」

3月12日㈪・13日㈫ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
商品の購入や契約のトラブルなどの
消費生活に関する相談を電話か来所
で受け付けます。東京都消費生活総
合センターと連携して実施◇区内在
住、在勤、在学の29歳以下の方
█問消費生活センター（相談専用）☎
3984‐5515

第14回子どもフェスタ
～ミニ池袋！
リニューアル大作戦～

3月11日㈰ 午前10時30分～午後
3時 池袋第三小学校校庭※雨天時
は同校体育館◇子どものまち「ミニ
いけ」の一員として、花屋や大工、
タレントなど色々な仕事をして地域
通貨「ハッピー」を受け取り、ハッピ
ーを使ってミニいけで過ごす◇小・
中学生█申当日直接会場へ。
█問青少年養成リーダー連絡会 横尾
☎090‐4174‐6933

東部障害支援センター
業務の拡大について

4月から東部障害支援センターで
特定相談支援事業を開始し、計画相
談支援（サービス等利用計画作成）な

どを行ない、相談支援を充実します。
█問障害者在宅支援グループ☎3981‐
2141、当センター☎3946‐2511、知
的障害者支援グループ☎3981‐1853

ケアハウス菊かおる園待機者募集

ケアハウスは高齢者が自立した生
活を維持できるよう配慮した施設で
す。詳細は問い合わせてください◇
所在地…西巣鴨2‐30‐19（都電庚
申塚駅そば）◇入居要件…区内在住
の60歳以上（要保証人）◇サービスの
内容…食事の提供、共同浴室、生活
相談
█問当施設☎3576‐2266

豊島清掃工場
個人見学会のお知らせ

3月10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◇清掃工場への理解を深め
ていただくための個人見学会◇50名
█申電話で当工場☎3910‐5300へ※先
着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

4月8日㈰ 午前11時～午後3時
金剛院（長崎1‐9‐2）および椎名
橋下広場※駐車場なし。雨天中止◇
区内在住、在勤、在学の個人または
グループ※営業目的は不可◇40店舗
（1店舗面積1．8ｍ×1．8ｍ）◇500円
█申往復はがきかファクスかＥメール
で「〒171‐0051 長崎1‐9‐2
しいなまちみとら、█FAX6908‐3760、
█EMmitora@life-design.or.jp」へ※
先着順。
█問当会 田中☎6908‐3988

ちょっと楽して栄養満点
メニュー～高齢者向け
コンビニ食材活用法～

3月14日㈬ 午後1時30分～3時
高田介護予防センター◇身近で便利
なコンビニエンスストアで購入でき
る食材だけを使った高齢者向けのメ
ニューと調理法の紹介など。試食付
き※平成29年11月29日実施の講座と
同内容。講師…帝京平成大学健康メ
ディカル学部准教授／野口律奈氏◇
65歳以上の区民の方※初めての方優
先◇20名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

ぜん息児水泳教室

①前期（8回）…5月7・14・21日、
6月4・11・18日、7月2・9日
月曜日 午後4時30分～6時30分
雑司が谷体育館、②夏休み（4回）…
7月31日㈫～8月3日㈮ 午前9時
～正午 雑司が谷体育館、③後期（8
回）…9月3・10日、10月1・15・
22・29日、11月5・12日 月曜日
午後4時30分～6時30分 南長崎ス

ポーツセンター◇ぜん息について学
び、水泳を通して体と心を鍛える。
医師・看護師による健康管理あり◇
気管支ぜん息などにかかっている区
内在住の新小学1年生～新中学3年
生◇50名◇ロッカー代は自己負担。
█申電話かＥメール（4面記入例参照。
件名を「ぜん息児水泳申込み」、新学
年、保護者氏名、希望コースも記入）
で①は3月23日、②は6月19日、③
は7月13日までに「公害保健グルー
プ☎3987‐4220、█EMA0016901@city.
toshima.lg.jp」へ。

そめいよしの
さくら開花予想クイズ2018

駒込小学校にある基準樹木「駒桜」
の今年の開花日を予想█申はがきで3
月15日（消印有効）までに「〒170‐
0003 駒込2‐2‐2 駒込地域文
化創造館内『そめいよしの開花予想
クイズ係』」へ。区内設置の応募箱か
ら申込みも可※詳細は当館ホームペ
ージ█HPhttp ://www.toshima-mira
i.jp/center/e_komagome/参照。
█問染井よしの桜の里駒込協議会事務
局（当館内）☎3940‐2400

「2018わたしの好きなとしま」
フォトコンテスト作品募集

◇応募期間…7月31日㈫まで※必着
◇あなたの好きなとしま風景を写真
に撮って送ってください。応募作品
は8月開催のコンテスト会場に展示。
来場者の投票で優秀作品が決まりま
す。入賞作品は2019年カレンダーに
掲載します█申Ａ4版紙ベースの作品
の裏に所定の応募票（文化デザイン
課窓口で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）を貼付し、郵送
で当課へ。
█問当課施策調整グループ☎3981‐1476

池袋図書館 ビブリオバトル

3月21日㈷ 午後2時～3時30分
池袋第三区民集会室◇テーマは「は
じめの一歩」◇中学生以上◇バトラ
ー8名、観覧40名
█申バトラー希望者は池袋図書館窓口
で申込み。電話で当館☎3985‐7981
へ申込みも可。観覧希望者は当日直
接会場へ※いずれも先着順。

駒込図書館 桜の名所ツアー

3月25日㈰ 午後1～3時 当館
◇ボランティアガイドと一緒に駒込
周辺の桜の名所を巡る。散策途中で
図書館スタッフがその場所にゆかり
のある本を紹介◇中学生以上◇20名
█申電話で当館☎3940‐5751へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

豊島みどりの会
「自然教室（樹木観察会）」

3月29日㈭ 午前9時30分 池袋
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、正午頃
現地解散※雨天中止◇文京区「小石
川後楽園」で桜のシーズンに合わせ、

樹木などを観察◇20名◇200円※交
通費・入園料（300円）別
█申電話かファクスで3月19日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

かんたん、楽しい！
絵本づくりワークショップ

3月28日㈬・29日㈭ 午後1～3
時 目白図書館◇絵とお話をつくり、
自分だけの絵本を仕上げる。講師…
作家／木村 研氏◇小学生以下の子
どもと保護者◇各回15名
█申3月7日から電話で当館☎3950‐
7121へ。直接窓口申込みも可※先着
順。

お花見ツアー ソメイヨシノの里
駒込・染井を訪ねる

3月30日㈮、31日㈯ 午前10時～
正午 ＪＲ駒込駅北口交番横「染井
吉野桜記念公園」集合※小雨決行◇
ボランティアガイドとしま案内人駒
込・巣鴨による、旬な季節のソメイ
ヨシノの里駒込・染井を巡るお花見
ツアー◇各20名◇300円█申往復はが
き（4面記入例参照。希望日も記入）
で3月16日（消印有効）までに「〒170
‐0003 駒込2‐2‐2 駒込地域
文化創造館内としま案内人駒込・巣
鴨ツアー申込み係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

ああそうなんだ倶楽部
「桜の花と藤沢周平を楽しむ石
神井の寺社史跡めぐり」

3月31日㈯ 午後1～4時 西武
池袋線石神井公園駅南口広場集合、
練馬高野台駅付近解散◇約6．1㎞。
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3月
25日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

赤鳥コンサート
～チェロと癒しの調べ～

4月1日㈰ 午後7～8時（午後
6時40分受付開始） 目白庭園赤鳥
庵◇60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。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

池袋図書館
読みきかせ講座「読みきかせに
おすすめの絵本とプログラム」

3月14日㈬ 午前11時～正午 池
袋第三区民集会室◇季節の絵本や新
刊を中心に、読みきかせのちょっと
したコツなどを紹介◇小学校や幼稚
園で読みきかせをしている方█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3985‐7981

1 平成30年度当初予算案
平成30年度当初予算の規模は、28年度に次ぐ過去2番目に大きい財政規

模であり、一般会計当初予算は、過去最大の予算額となりました。5年連
続の財政調整基金繰り入れなしの予算編成は、子どもと女性にやさしいま
ちづくり、文化によるにぎわいを生むまちづくりの成果が納税義務者の増
などによる税収増につながり、ふるさと納税や法人住民税の一部国税化等
による減収の影響を最小限に抑え、実現できたのではないかと考えていま
す。今後も持続可能な財政運営に取り組んでいきます。

2 子どもと女性にやさしいまちづくり
子どもを受動喫煙から守り、保育・子育て環境を向上させるため、原則、
平成30年10月1日から公園を全面禁煙にします。パブリックコメントの結
果を踏まえ、議案を追加提案します。
公園のトイレ改修では、誰もが安心して入れるよう若手デザイナーを起
用し、「アートトイレ」に取り組んでいきます。第1号となる「池袋公園」の
トイレは、これまでの概念を変える鮮やかなデザインで大変好評です。
区内の全認可保育施設で使用済み紙おむつを区が責任を持って処分する
こととしました。さらに、訪問型病児保育の利用料助成も引き上げ、「保
育は豊島区が日本一」と言われるよう全国トップレベルの保育サービスを
提供していきます。
受動喫煙による健康被害から胎児を含む子どもを守るため、平成30年度
から「子どものための禁煙治療費助成事業」を開始します。
ロタウイルスワクチン接種費用の一部を助成します。集団感染を防ぎ、
保護者の経済的負担の軽減にもつながります。
子ども若者や家族からの多岐にわたる悩みをサポートするため、「子ど
も若者総合相談窓口」を設置します。

3 国際アート・カルチャー都市
区政始まって以来の国家的プロジェクトである2019年東アジア文化都市
の開幕に向け、全区民を巻き込んだムーブメントを起こしていきます。オ
ールとしまで取り組むとともに、庁内で「サポート職員」を募集し全庁体制
で臨みます。
「アニメの聖地・池袋」を世界に発信するため、㈱アニメイトと池袋ＰＲ
アニメを共同制作します。平成30年度中に完成試写会を実施予定です。
日本のマンガ文化とトキワ荘を愛する皆様に関心をもっていただくため
に「トキワ荘関連施設整備基金」を創設し、寄附金募集を開始します。2020
年のトキワ荘復元を目指す取組みを国内外のマンガファンにアピールし、
完成への期待感を盛り上げていきます。
2020年に向け、豊島区を訪れる方々が安全・安心に観劇後の余韻を楽し
める場「アフター・ザ・シアター」を創出するため、具体的な検討を進めて
いきます。
新ホールは、条例上の名称を「豊島区立芸術文化劇場」とし、今定例会で
設置条例を上程しています。
池袋西口公園は、2019年秋、劇場公園としてリニューアルオープン予定

です。池袋西口再開発事業との連携等を十分に考慮し取り組んでいきます。
造幣局跡地の防災公園は、事業者公募を行なっていましたが、このたび

事業者が選定され、2020年春にオープン予定です。今後も「公園がまちを
変える」というコンセプトで、大胆に公園を活かしたまちづくりに取り組
んでいきます。
2023年の東京国際大学池袋キャンパス開校などにより、有楽町線東池袋
駅の乗降客数が5万人を超えることが予想されるため、副都心線の「東池
袋新駅」開設を目指し、鉄道事業者に働き掛けていきます。
「池袋副都心移動システム推進事業」の電気バスは、平成30年度に車両購
入や停留所の整備を行ないます。世界的に著名な水戸岡氏がデザインした
電気バスは、区の価値を上げ、地域の活性化に大きく貢献するものと確信
しています。
大塚駅北口は、駅前のロータリー広場を中心とした周囲の公共用地を一

体的にデザインすることで、駅前広場がまちづくりのシンボルとしての役
割を担うよう機能性や景観性に優れた整備を進めていきます。

4 福祉・保健・健康
「選択的介護モデル事業」については、今年度中に参加事業者を決定し、
平成30年秋ごろからの実施に向けて取り組んでまいります。
コミュニティソーシャルワーカーを増員し、将来的には12の旧出張所圏

域ごとにきめ細かく配置することで、本区にふさわしい地域共生社会の実
現を目指します。
豊島区初の区施行都市計画道路補助173号線、通称「みたけ通り」が3月

24日に開通します。当日は開通式と「健康ウォークラリー」も開催します。
豊島区の今とこれからを感じるポイントを歩くことで健康増進を図るイベ
ントです。
池袋保健所移転後の跡地については、公募プロポーザル方式により売却

したいと考えています。池袋の発展に寄与する活用がなされるよう、取り
組んでいきます。

5 安全・安心なまちづくり
「セーフコミュニティ」については再認証を取得しました。区民の皆様や
関係機関と手を携え、活動を継続してまいります。池袋中学校、池袋第一
小学校の「インターナショナルセーフスクール」の認証式が2月6日に執り
行われるとともに、新たに高南小学校と清和小学校で来年度の認証取得を
目指していきます。
災害に備えるため折りたたみ式給水コンテナセットを購入し、自宅避難

者に対しても給水体制を整えます。また、災害時、区の緊急車両や物資輸
送車両の運行を確保するため、石油燃料事業者との協定締結により、燃料
を確保します。

6 教育都市としま
新たな学習指導要領に対応するため、タブレットパソコンの台数をさら

に増やすとともに、外国語指導助手による授業時間数の増を図り、英語教
育への準備を進めてまいります。さらに、教員が本来業務に集中できるよ
う業務のあり方を見直し、支援策を検討していきます。

7 その他
「住宅宿泊事業法への対応」については、住宅宿泊事業者や管理業者への
指導を徹底し、安全・安心・健全な住宅宿泊事業を育てていきます。
「町会活動の活性化の推進に関する条例」を制定し、町会を中心とした地
域コミュニティが活性化されるよう積極的な支援を行なってまいります。

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。

3月27日㈫ 午後6時30分～8時30分 区役所本庁舎5階507・508会議室
█申電話かファクスで3月23日午後5時までに「障害福祉課政策推進グループ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」へ。

第8回
豊島区障害者地域支援協議会

●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

第1回区議会定例会
招集あいさつ・所信表明
（抜粋・要約） 2月14日開会、本会議にて▶
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平成30年2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 29,127
(＋117)

177,768
(＋97)

287,200
(＋89)
144,748
142,452

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

社会福祉協議会社会福祉協議会

エポック10シネマ
「カミング アウト ストーリー」

3月15日㈭ 午前10時～正午、午
後2～4時 男女平等推進センター
◇長年の夢だった性別適合手術へと
向かうドキュメンタリー◇各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「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

ミニセミナー「動画でふりかえる
『ふるさと豊島』」

3月17日㈯ 午後3～5時 地域
活動交流センター◇350タイトルに
およぶ「としまの記憶・動画アーカ
イブ」を紹介。動画の上映会を通し
て、昭和の時代や豊島区のくらしの
記憶をふりかえる◇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

IKE・Biz ワークショップ

①ワイン講座「気軽に楽しむ！スパ
ークリングワインの世界」…3月17
日㈯ 午後3～4時、午後5～6時
◇スパークリングワイン3種類のテ
イスティングあり◇20歳以上◇各12
名◇800円、
②egg シェフの料理教室「春野菜と
キノコのキッシュ作り」…3月23日
㈮ 午前11時～午後2時、午後4～
7時◇卵のおいしさを味わえるキッ
シュの作り方を学ぶ◇12歳以上◇各
8名◇1，500円
◇いずれもとしま産業振興プラザ（I
KE・Biz）5階料理実習室
█申電話で当館☎3980‐3131へ。直接

窓口申込みも可※先着順。

講演会「発達障害について～ＡＤ
ＨＤ親の会の活動から考える～」

3月22日㈭ 午前10時～正午 生
活産業プラザ◇親の立場から見た、
発達障害者の抱える課題、親の会の
活動など◇70名█申ファクスかＥメー
ルで「NPO 法人クローバー事務局
█FAX020‐4666‐8365、█EMkensyu2017
@npo-clover.net」へ※先着順。
█問当事務局☎3959‐5941

サクラーヌbiz 応援プロジェクト
「元NHKキャスターが教える人前
でも緊張しないで話す3つのコツ」

3月22日㈭ 午後6時～7時30分
生活産業プラザ◇体・呼吸・声を整
えて、人前でも緊張せずに話せる秘
けつを伝授。講師…フリーアナウン
サー／島 永吏子氏◇区内在住、在
勤の女性◇10名█保6か月以上未就学
児。4名。要予約。
█申電話かファクスかＥメール（右部
記入例参照。参加人数、メールアド
レスも記入）で「商工グループ☎4566
‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA002909
9@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）

4月17日㈫～19日㈭ 午前10時～
午後3時30分※17日は午後1時30分
～5時 南大塚地域文化創造館◇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（TOEIC500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（右部記入例参照。保育希望の
場合は子どもの年齢・人数も記入）
で3月15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

旧第十中学校
初心者硬式テニス教室

4月8日～9月30日 毎月第2・
4・5日曜日と祝日 午前8～10時
旧第十中学校（千早4‐8‐19）◇区
内在住、在勤の小学5年生以上◇30
名◇6，000円█申往復はがきで3月15
日（必着）までに「〒171‐0042 高松
3‐12‐21 大沼」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問豊島区スポーツボランティアリー
ダー四季 川島☎3951‐4335

ソフトテニスジュニア教室

4月8日～平成31年3月24日 毎
月第2・4日曜日 午前7～9時
総合体育場◇区内在住、在学の小・
中学生（平成30年4月現在）。保護者
も参加可◇40名◇年会費5，800円（保
護者8，800円）█申所定の申込書（区ホ
ームページからダウンロード）を、
郵送かファクスで「〒170‐0002 巣
鴨1‐33‐5 豊島区ソフトテニス
連盟 三好、█FAX3941‐7406」へ※先
着順。
█問当連盟 三好☎3941‐4739

在宅福祉サービス協力会員説明会

3月15日㈭ 午後2～4時 生活
産業プラザ◇高齢や障がいなどによ
り、日常生活でお困りの方に、お手
伝いをしてくださる協力会員（有償
ボランティア）を募集。①リボンサ
ービス（家事援助や付き添い支援）、
②困りごと援助サービス（電球交換
などの30分程度で終了する簡易作
業）、③ハンディキャブ（リフト付自
動車の運行）の概要説明。希望者は
会員登録可◇健康で福祉に関心のあ
る方、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。

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。

�英語と音楽のレッスン「英語de
リズミング」 毎月2回程度 月
曜日（全20回） ①1歳児クラス…
午前10時20分～11時5分、②2歳
児クラス…午前11時15分～正午
区民ひろばさくら第二◇①新1歳
児（平成28年4月2日～平成29年
4月1日生まれ）、②新2歳児（平
成27年4月2日～平成28年4月1
日生まれ）◇年額11，000円前後█問

大橋█EMsakuradainieigo@gmail.
com
�「超初心者英会話サークルグル
ープ45」 毎月第2・4木曜日
午前10時30分～11時30分 雑司が
谷地域文化創造館◇45歳以上の英
語初心者◇月額500円（初参加）、
1，000円（2回目以降）█問小沼☎090
‐6713‐2877（日曜のみ）
�手縫い帽子のサークル「あっぷ
る、シャポー」 毎月第2・4火
曜日 午前10時～正午 南大塚地
域文化創造館◇入会金1，000円、
月額3，000円█問藤津☎3951‐4525

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

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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ファイル無害化サービス


ファイルは、無害化処理により削除されました。





