
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
税・国保・年金税・国保・年金

後期高齢者医療後期高齢者医療
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「豊島区町会活動の活性化の推進
に関する条例（案）」を策定しまし
た

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…条例の全文とお寄
せいただいたご意見および区の考え
方は4月27日まで、区民活動推進課、
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。
█問地域振興グループ☎3981‐0479

「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」を策定しました

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…計画の全文とお寄
せいただいたご意見および区の考え
方は、国民健康保険課、地域保健課、
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。
█問国民健康保険課管理グループ☎
3981‐1923

「豊島区景観計画（原案）」のパブ
リックコメント結果について

計画の一部改定にあたり、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
ご意見および区の考え方は、都市計
画課、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。
█問都市計画グループ☎4566‐2633

国民健康保険課の夜間窓口を
実施します

◇夜間窓口開設日…3月28日㈬・30
日㈮、4月2日㈪・4日㈬ 午後7
時まで
�3月・4月は窓口が混雑します
月曜日や午後は特に混雑します。

東・西区民事務所を利用するか、時
間に余裕を持ってお越しください。
なお、3月下旬～4月中旬に加入の
申込みをした場合、保険証は後日郵
送となります。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

後期高齢者医療保険料の催告書
を3月中旬に発送しました

◇対象…平成29年12月までの現年分
と過年度分の保険料に未納がある方
◇納付方法…催告書で4月2日まで
に、金融機関、コンビ二エンススト
ア、区役所、東・西区民事務所窓口
で支払ってください。期限内の納付
が困難な場合は相談してください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

平成30年度後期高齢者医療保険料
（仮算定）のお知らせ

4月中旬に普通徴収の方へ平成30
年度の保険料額（仮算定）を通知しま
す。年間保険料額は、平成29年中の
所得に基づいて7月に計算し、改め
て「後期高齢者医療保険料額決定（変
更）通知書（本算定）」で通知します。
◇普通徴収（納付書・口座振替）の方
…「後期高齢者医療保険料額通知書
（仮算定）」を送付します（平成29年度

の年間保険料額を12等分した仮算定
額）。納付書で支払う方には4～6
月分の納付書を同封します。
◇特別徴収（年金天引き）の方…平成
29年7月以降に送付した「後期高齢
者医療保険料額決定（変更）通知書」
の「翌年度特別徴収仮徴収額」欄に記
載された額を、4・6・8月期に年
金から天引きします。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

重症心身障害児（者）等
在宅レスパイト事業を開始します

重症心身障害児（者）等の健康の保
持と在宅で介護する家族の介護負担
を軽減するため、訪問看護ステーシ
ョンから看護師が一定時間自宅に滞
在し、医療的ケアなどを代替えしま
す。1年度で24回（月4回、1回あ
たり2～4時間）まで利用できます。
◇対象…区内に住所を有し、家族な
どによる在宅介護および訪問看護サ
ービスによる医療的ケアを受けて生
活しており、次のいずれかに該当す
る方。（1）18歳に達するまでに愛の
手帳1・2度の知的障害および身体
障害者手帳1・2級の身体障害（自
ら歩くことのできない程度の肢体不
自由に限る）を有する方。（2）18歳
未満で、次のいずれかの医療的ケア
を受けている障害児。①人工呼吸器
管理、②気管内挿管、気管切開、③
鼻咽頭エアウェイ、④酸素吸入、⑤
6回／日以上の頻回の吸引、⑥ネブ
ライザー6回／日以上または継続使
用、⑦中心静脈栄養、⑧経管（経鼻
・胃ろう含む）、⑨腸ろう・腸管栄
養、⑩継続する透析、⑪定期導尿、
⑫人工肛門
◇利用料…世帯の区民税の課税状況
などに応じた利用者負担あり。

◇申請…4月2日から受付開始。所
定の医師指示書が必要です。事前に
問い合わせてください。
█問障害福祉課☎3981‐2141

平成30年度心身障害者等
福祉タクシー券の交付について

区と契約しているタクシー会社
（団体）で利用できる福祉タクシー券
を交付します。申請のあった月から
翌年3月分までを交付し、翌年度か
らは1年分をまとめて交付します。
平成29年度に支給された方には、平
成30年度分を3月22日に簡易書留で
発送します。不在の場合は、不在連
絡票が郵便受けに投函されます。再
配達を依頼してください。窓口受取
り希望の連絡をいただいた方には、
3月23日から各窓口で交付します。
◇対象…次のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳をお持ちで、下肢
障害1～4級、体幹機能障害1～3
級、視覚障害1・2級、内部障害1
～3級の方、②愛の手帳1・2度の
方、③豊島区難病患者福祉手当を受
けている方
█問障害者在宅支援グループ☎3981‐
2141、東部障害支援センター☎3946
‐2511、西部障害支援センター☎
3974‐5531

豊島区認知症カフェ
運営補助金の交付

◇対象…区内に事務所がある法人お
よび医療機関で、認知症のケアや相
談に関する専門職が常駐する認知症
カフェを月1回以上定期的に運営す
る団体※平成30年度中に開設予定の
団体も可。詳細は区ホームページ参
照█申所定の申込書（区ホームページ
からダウンロード）を5月7～25日
（平日午前8時30分～午後5時）の間
に介護予防・認知症対策グループへ
郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2433

傾聴ボランティアを
ご利用ください

豊島区社会福祉事業団傾聴ボラン
ティアステーションを開設しました。
高齢者の方に無料で話し相手を紹介
します。当事業団が実施する傾聴ボ
ランティア養成講座修了者などで当
ステーションに登録している方（原
則2名）が訪問します※家事お手伝
いや介護、介助は行ないません。
◇対象…区内在住の高齢者など
◇利用時間、回数など…午前9時～
午後5時 1回1時間以内、月2回
まで
█問当ステーション（当事業団事務局
内）☎5980‐0294（平日午前9時～午
後5時）

4月23日の「子ども読書の日」にあわせて、スペシャルおはなし会を実施します█申当日直接会場へ。

4月23日から各
図書館で「読書
ノート（パパ・
ママの読み聞か
せノート）」を配
布します

図書館 開催日時 内容
中央図書館
☎3983‐7861

4月22日㈰
午後2～3時

絵本・紙芝居・ビッグブックなどの読み聞か
せ。

駒込図書館
☎3940‐5751

4月1日㈰
午後2時30分～3時30分

染井よしの桜まつりの一環として、駒込公園
で絵本の読み聞かせ（雨天時は駒込図書館）。

巣鴨図書館
☎3910‐3608

4月18日㈬
午後3時30分～4時 絵本・ビッグブックの読み聞かせ。

上池袋図書館
☎3940‐1779

4月21日㈯
午前11時30分～正午 絵本・ビッグブックの読み聞かせ。

池袋図書館
☎3985‐7981

4月28日㈯
午後2時30分～3時30分 絵本・ビッグブックの読み聞かせ、お絵描き。

目白図書館
☎3950‐7121

4月21日㈯
午後3～4時 「赤い鳥」関連作品からの読み聞かせ。

千早図書館
☎3955‐8361

4月15日㈰
午後3時30分～4時 絵本・ビッグブックの読み聞かせ。

保険料の納め忘れはありませんか？
４月２日が納期限です3/21 ３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30年（2018年）
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児童・生徒等表彰 受賞者
平成29年度  豊島区教育委員会

中小企業、商店などで働く皆さんへ

環境・清掃環境・清掃

子育て・教育子育て・教育

募  集募  集

健  康健  康

くらし等くらし等

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

4月15日㈰ 午前11時～午後2時
中池袋公園※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◇30店
舗（1店舗面積1．8m×1．8m）◇
1，000円█申往復はがきで4月6日（必
着）までに「〒171‐0043 要町3‐
3‐8 笈川」へ。1名（1グループ）
1通のみ※応募者多数の場合は抽選。
█問ハローフリーマーケット 笈川☎
3973‐5824

「2018としまエコライフフェア」
出展者募集

7月29日㈰ としまセンタースク
エア（区役所本庁舎1階）◇環境への
意識を高め、より環境に配慮した暮
らしを広げるための情報発信や交流
を行なう、事業者・グループ・サー
クルなどの団体の出展者を募集。詳
細は募集要項（環境政策課事業グル
ープで配布。区ホームページからダ

ウンロードも可）参照█申所定の申込
書（募集要項に添付）などをファクス
か郵送か持参で4月13日（必着）まで
に環境政策課事業グループ█FAX3980‐
5134へ。
█問当グループ☎3981‐2771

離乳食講習会

4月10日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期・完了期食の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。

育児講座ノーバディーズ・パー
フェクト・プログラム～完璧な
親なんていない～（全6回）

5月18日～6月22日 金曜日 午
前9時30分～11時30分 区民ひろば
さくら第二◇参加者同士で話をしな

がら、子育てや自分自身などについ
て考える。保育付き◇区内在住の30
歳以上の母親で、全回参加できる方
◇10名
█申電話で3月26日午前10時～4月20
日の間に西部子ども家族支援センタ
ー☎5966‐3131へ。直接窓口申込み
も可※応募者多数の場合は第一子を
育てている方を優先したうえで抽選。
当選者には4月23日以降に電話連絡。

秩父市の市有住宅の
入居者を募集します

姉妹都市の秩父市では、秩父市へ
の移住や二地域居住を検討している
豊島区民向けに、市有住宅の入居者
を募集します。申込方法や住宅の詳
細は問い合わせてください。
◇物件名称・所在地…井ノ尻住宅
（秩父市中村町3‐8‐9）
◇間取り・家賃…3ＬＤＫ、月額
60，000円※駐車場使用料（月額3，000
円）ほか共益費がかかります。
█問秩父市移住相談センター☎0494‐
26‐7946

24時間使用可能なＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の設置推進

区は㈱ファミリーマートと「ＡＥ
Ｄ設置推進事業に関する協定」を1
月22日に締結しました。今年度から
3か年計画で、区内のファミリーマ
ート店舗に24時間使用可能なＡＥＤ
を約100台設置します。24時間使用
可能なＡＥＤを設置することにより
迅速な救命措置が可能となる環境を
整備し、区民や区内外から訪れる皆
さんが安全・安心を実感できるまち
づくりを進めていきます。今回設置
した27店舗は区ホームページ参照。
█問危機管理グループ☎3981‐1467

通電火災を未然に防ぐ！
感震ブレーカー説明会

3月28日㈬ 午後3～4時 区民
ひろば池袋本町◇感震ブレーカーに
ついて、助成事業の説明◇池袋本町

3・4丁目在住の区民の方◇30名
█申電話か Eメールで「防災危機管理
課管理グループ☎3981‐2100、█EMA
0011101@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。当日会場で受付も可。

事業と暮らしの無料相談会

4月7日㈯ 午後1時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇9士業団体、公証役場
などによる相談会◇区内在住、在勤
の方、区内事業者◇63名
█申電話で3月26日～4月6日の間に
東京パブリック法律事務所☎5979‐
2920（平日午前10時～午後4時）へ。
要予約※先着順。

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

3月28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。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第6回豊島区景観審議会

3月28日㈬ 午後4～6時 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2633

第11回豊島区障害者美術展
「ときめき想造展」受賞作品展

3月22日㈭～4月25日㈬ 午前8

時30分～午後5時15分 庁舎まるご
とミュージアム（区役所本庁舎4階）
西・北面◇当美術展の受賞作品を展
示。自由な発想から生まれた素晴ら
しい作品の数々をぜひご覧ください
█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課政策推進グループ☎
3981‐1766、█FAX3981‐4303

春の全国交通安全運動と
第40回すがも染井吉野桜まつり

①桜まつりパレード…3月31日㈯※
雨天の場合は4月1日㈰ 正午～午
後5時 巣鴨1丁目～巣鴨駅前～白
山通り～巣鴨地蔵通り◇小・中学生、
高校生を中心としたブラスバンド、
来賓オープンカーによるパレード。
②すがも駅前のれん市…3月24日㈯
～4月4日㈬ 巣鴨駅前商店街◇商
店街内約30店舗が独自のサービスを
実施。
█申いずれも当日直接会場へ。
█問当商店街振興組合☎3918‐3255

鈴木信太郎記念館が開館します

区では平成22年に寄贈いただいた
フランス文学者の鈴木信太郎氏の居
宅（区指定有形文化財〈建造物〉）を3
月28日㈬から一般公開します。
◇名称…豊島区立鈴木信太郎記念館
◇所在地…東池袋5‐52‐3（東京
メトロ丸の内線新大塚駅から徒歩約
3分）※駐車場・駐輪場はありませ
んので、公共交通機関をご利用くだ
さい。
◇展示内容…フランス文学に関する
信太郎の著作、建築図面や資料、お
よび区指定有形文化財である建物の
公開など。

◇開館時間…午前9時～午後4時30分
◇休館日…月曜日（祝日が重なる場
合は翌日も）、第三日曜日、祝日、
年末年始※展示替えによる臨時休館
あり。
◇入館料…無料
█問郷土資料館管理運営グループ☎
3980‐2351（3月27日まで）、鈴木信
太郎記念館☎5950‐1737（3月28日
から）

第7回台日文化交流・熊本震災復
興支援・東日本大震災復興支援

4月7日㈯、8日㈰ 午前11時～
午後5時 池袋西口公園◇ステージ
で「台湾民族住民舞踊」「太極拳」「日
本舞踊」などの披露、台湾産品を中
心とする物品、飲食品などの販売█申
当日直接会場へ。
█問台日文化交流実行委員会☎5966‐
9037

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

4月7日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「春
がくる前」、秋庭俊彦「櫻ん坊のパイ」
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

東京音楽大学卒業演奏会

4月9日㈪ 午後6時30分開演
東京文化会館小ホール（台東区上野
公園5‐45）◇平成29年度当大学卒
業の成績優秀者による声楽、ピアノ、
ヴァイオリンなどの独奏◇649名█申
当日先着順受付。
█問当大学演奏課☎3982‐2044

豊島みどりの会
「自然教室（樹木観察会）」

4月19日㈭ 午前9時 池袋駅西
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。午後0時
30分頃現地解散※雨天中止◇「多摩
森林科学園（ＪＲ中央線高尾駅）」で、
サクラ保存林の樹木を観察◇20名◇
200円（交通費・入園料400円は別途）
█申電話かファクスで4月10日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

LGBTを知って巣鴨地蔵通りを
歩こう！
としまレインボーウォーク

4月29日㈷ ①第一部…午後1～
3時 巣鴨地域文化創造館、②第二
部…午後3時から 巣鴨地蔵通り◇
①東ちづるがインタビューする、40
人以上の LGBTs セクシュアル・マ
イノリティの人たちの言葉を紡いだ
記録映画の上映会、②地蔵通りを歩
く◇各90名◇②は1，000円
█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。

みらい館大明

①たいめいさくらまつり…4月1日

㈰ 午前11時～午後4時（雨天の場
合、一部館内で開催）◇当館グラウ
ンドで桜を見ながら、演奏やパフォ
ーマンスを見たり、屋台料理やお茶
会を楽しむ。家にあるけど使ってい
ない、誰かに使ってもらえばと思う
モノを交換する参加費無料の「交換
ひろば」や「手作り品の販売」（出店料
500円）の参加者も募集中。
②パソコン講座「初めての文字入力」
…4月11日㈬ 午後1～5時◇パソ
コン未経験者、初心者◇8名◇
3，000円
③「月イチ男の料理10」（全6回）…4
月11日～9月12日 毎月第2水曜日
午前10時30分～午後0時30分◇料理
の基礎を交え、天ぷら、魚のさばき
方など和食と海外料理を交互に作り
試食◇15名◇11，000円（1回2，000円）
④「これだけは覚えたいワード2日
間」…4月14日㈯ 午前10時～午後
5時／基礎編（チラシ作成）、4月21
日㈯ 午後1～5時／文書に写真や
表を挿入◇文字入力できる方◇8名
◇5，500円
█申①は当日直接会場へ。①の出店募
集と②～④は電話か E メールで「当
館☎3986‐7186、█EMmiraikan_taim
ei@yahoo.co.jp」へ。直接当館窓
口で申込みも可※先着順。

シルバー人材センター

①体操教室（月3回）…4月2日から
毎月第1～3月曜日 午後1時30分
～3時◇25名◇月額2，000円
②だれでもかんたん英会話（全4回）
…4月3～24日 火曜日 午前10時
～11時30分◇初めてでも大丈夫。Ｃ
Ｄ付の教科書を使って初級の英会話
を学習◇5名◇6，000円
③表装教室（月2回）…4月13日から
毎月第2・4金曜日 午後1～4時
◇若干名◇1回1，500円
④「入会説明会」…4月20日、5月18
日 金曜日 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
⑤パソコン＆iPad 教室 �無料体
験教室…ⓐ4月19日㈭ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ4月7～28日 土曜日
午後3時～4時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）…ⓒ4月2～23日
月曜日 午後0時45分～2時15分、
ⓓ4月6～27日 金曜日 午後3時
～4時30分◇ⓒⓓとも5，700円、�i
Pad 入門（全4回）…ⓔ4月3～24
日 火曜日 午後3時～4時30分◇
5，580円、�エクセル初級（全4回）
…ⓕ4月2～23日 月曜日 午前10
時～11時30分◇5，700円、�夜間―
エクセル講座（全8回）…ⓖ4月6日
～5月25日 金曜日 午後7時～8
時30分◇14，000円（各講座共テキス
ト代を含む）
█申①～④は電話で当センター☎3982
‐9533へ（②は3月22日午前9時か
ら）。⑤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。

区立小・中学校の児童・生徒の持続的な努力や功績、他の児童・生徒の
模範となる行ないに対して、その功績を広く表彰するために、教育委員会
から表彰状を贈る「児童・生徒等表彰」を実施しています。
各小・中学校からの推薦に基づき、厳正な審査のうえ、受賞者を決定し、
3月7日に区役所本庁舎で表彰式を行ないました。（敬称略）

█問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

◇対象期間…3月12日㈪～4月9日㈪◇平日受付時間…午前8時30分～午後4時※午後4時までに発券機で番号札をお取りください。3月中旬～5
月中旬は総合窓口課窓口は大変混雑します。転入届や転居届などの手続きは東・西区民事務所でも扱っています。 █問住民記録グループ☎3981‐4782

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。

（一財）東京広域勤労者サービスセンター（愛称「フレンドリーげんき」）は、
豊島区、北区、荒川区の中小事業所、商店などの従業員および事業主の皆
さんの福利厚生の向上を目的とした事業を実施しています。
只今、新規事業所入会キャンペーンを実施中。入会者には特典があります。
ぜひ、入会をご検討ください。入会方法や資料請求などお気軽に問い合わ
せてください。4月1日から杉並区へも対象エリアを拡大し、サービス内
容を更に充実させます。
█問当センター☎5961‐0520、█HPhttps : //www.tokyo-kinrou.jp/

●平成31年3月までの新規事業所入会キャンペーン
◇特典…①入会金無料（通常200円）、②期間中に入会の事業所には、入会
者1名につき3，000円分の「ＱＵＯカード」1枚を進呈※入会後、1年以内
の事業所退会不可。
◇加入対象…従業員数500名以下の区内中小事業所や商店が事業所単位で
入会。個人事業主も対象。
◇費用…入会金／1名200円、会費／1名500円（月額）

●主な実施事業…多様化している従業員のライフスタイルに対応した多彩
な福利厚生メニューを用意しています。下記は事業内容の一部です。
�給付事業…結婚祝金（2万円）、小中学校入学祝金（1万円）、入院見舞金
（7千～3万円）、弔慰金（1～10万円）など。
�健康維持増進事業…区内公営スポーツ施設、ピーウォッシュの割引、イ
ンフルエンザ予防接種費用補助（上限1千円）など。
�余暇支援事業…としまえん、東京ディズニーリゾート、東武動物公園な
どの遊園施設、入浴施設、映画鑑賞券、観劇、コンサートの割引など。
�各種講習会実施事業…簿記講座、弁護士、税理士などによる仕事と暮ら
しに役立つセミナーの開催など。
�全国に展開する福利厚生サービス「ライフサポート倶楽部」の宿泊施設、
フィットネスクラブなどを割引利用できます。

◇募集期間…3月27日㈫まで◇物件…ソシエ長崎第二502号室◇使用料…92，800～126，800円◇共益費…8，500円◇主な入居資格…月額
所得が20万～60万1，000円の複数世帯。詳細は区ホームページ参照。 █問住宅課住宅管理グループ☎3981‐2637

学校名 学年 受賞者名 功績・業績・善行など

椎名町小 4年 馬場 藍希
EXPLOSIONアマチュア大会小学校低学年－28㎏
級「第5代王者」、WPMF日本ジュニア30㎏級「王
者」

椎名町小 6年 安間 葵
目白交通少年団に5年間在籍。警視庁交通部長感
謝状受賞者。高齢者施設訪問や交通安全のつどい
などで鼓笛隊の演奏を披露し、安全で安心なまち
づくりに貢献。

富士見台小 3年 松本 嬉桜香 第24回公募日本習字展毛筆の部「特選賞」、硬筆の
部「特選賞」

高松小 6年 稲留 千咲
第12回関東小学生バドミントン選手権大会6年女
子ダブルス出場、東京都23区部ジュニアバドミン
トン小学生ダブルス大会6年女子「準優勝」

高松小 6年 高久 莉歩
KOSUKE KITAJIMA CUP2018A‐決勝女子小
学生決勝100m背泳ぎ「第5位」、KONAMI OPE
N2018水泳競技大会 A‐決勝女子小学生の部100
m背泳ぎ「第6位」

さくら小 6年
豊島ファイヤーズ

代表
兵藤 海帆

東京都知事杯第6回東京都女子学童軟式野球大会
エリエールトーナメント「第3位」、第10回GasO
neCap学童軟式野球選手権大会出場権獲得

立教小 6年 今田 誠吾
池袋交通少年団に5年10か月間在籍。他の団員の
規範。警視庁交通部長賞（交通少年団卒団表彰）受
賞決定。安全で安心なまちづくりに貢献。

駒込中 3年 住川 莉名 第21回NBA全国バレエコンクール中学3年女子
の部「第5位の2」

駒込中 3年 井上 舜喜
東京都中学校選手権水泳競技大会男子100m自由
形決勝「第3位」、第57回全国中学校水泳競技大会
男子100m自由形決勝「第7位」

駒込中 3年 藤平 夏鈴 第65回東京都中学校学年別水泳競技大会3年女子
50ｍ平泳ぎ決勝「第2位」

駒込中 2年 木崎 京香 第65回東京都中学校学年別水泳競技大会2年女子
100ｍ背泳ぎ決勝「第2位」

駒込中 1年 今井 優奈 第41回関東中学校水泳競技大会女子100ｍ平泳ぎ
決勝「第3位」

駒込中 2年 吹奏楽部 代表
二井 小春

第51回東京都中学校アンサンブルコンテストＡ部
門「金賞」（管楽8重奏）

西巣鴨中 2年 中野 乃梨子 第57回全国中学校水泳競技大会女子50m自由形
出場、女子100ｍ自由形出場

池袋中 3年 髙﨑 さえこ
区立池袋第二小学校3年生の入団時から約7年間、
池袋消防少年団活動に積極的に取り組み、来年度
以降も継続の意思を示している。今後も高校生準
指導者として活躍が期待される。

池袋中 2年 吹奏楽部 代表
村井 楓花

第51回東京都中学校アンサンブルコンテストＢ部
門「金賞」（管楽8重奏）

西池袋中 3年 大熊 萌絵 国民体育大会（器械体操）団体競技「第5位」

西池袋中 3年 岸野 紗也 平成29年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大
会中学校の部D「優秀賞」

西池袋中 2年 岸野 莉子 平成29年度全日本少年少女武道（なぎなた）錬成大
会中学校の部D「優秀賞」

千登世橋中 3年 矢澤 希空 平成29年度第51回中学生の「税についての作文」コ
ンクール「国税庁長官賞」

千登世橋中 3年 ロボット部 代表
榎本 藍

創造アイディアロボットコンテスト全国大会基礎
部門「第3位」、東京都大会格闘部門・基礎部門「優
勝」

三輪田
学園中 3年 小林 朱乃

区立富士見台小学校3年生の入団時から約7年間、
池袋消防少年団活動に積極的に取り組み、来年度
以降も継続の意思を示している。今後も高校生準
指導者として活躍が期待される。

学校名 学年 受賞者名 功績・業績・善行など
仰高小 3年 岩井 まゆ 第15回調べる学習コンクール in としま「区長賞」

清和小 6年 上村 逢夢
巣鴨交通少年団に5年9か月在籍。巣鴨さくら祭
りパレードに参加したり、交通安全運動期間中ミ
ニパトによる広報活動を行なったりして、安全で
安心な巣鴨のまちづくりに貢献。

西巣鴨小 6年 小林 莉鼓
巣鴨交通少年団に5年9か月在籍。巣鴨さくら祭
りパレードに参加したり、交通安全運動期間中ミ
ニパトによる広報活動を行なったりして、安全で
安心な巣鴨のまちづくりに貢献。

朋有小 4年 新井 蔵人
2017関東ユースシリーズ第2戦回転「第3位」、南
関東ブロック小学生スキーチャンピオン大会男子
Ｂ組「第3位」

池袋第一小 4年 久郷 悠人
第15回調べる学習コンクール in としま「区長賞」、
第21回図書館を使った調べる学習コンクール「優
良賞」

池袋第一小 6年 刈屋 心菜
池袋交通少年団に5年10か月間在籍。他の団員の
規範。警視庁交通部長賞（交通少年団卒団表彰）受
賞決定。安全で安心なまちづくりに貢献。

池本小 6年 今野 力海

豊島消防少年団に約2年間在籍。今年度の全ての
活動に参加し、礼儀正しく真面目に活動に取り組
み、他の団員の規範。普通救命講習を受講し、心
肺蘇生やAED の使用方法などを学び、技能認定
を交付された。

池袋第三小 6年 山口 花衣
All Japan Cheerleading＆Dance champion
ship USA All Star Nationals 2017 Elementa
ry 編成 Pom 部門 Large「第1位」、Elementary
Dance「チャンピオン」

池袋小 6年 岸野 隼大
平成29年度東京都スポーツ少年団競技別交流大会
なぎなた競技の部演技競技小学5・6年生の部
「第3位」

池袋小 4年 岸野 真夕
平成29年度東京都スポーツ少年団競技別交流大会
なぎなた競技の部演技競技小学4年生以下の部
「優勝」、試合競技小学4年生以下の部「第2位」

混雑時期に伴う総合窓口課
平日の受付（発券）時間変更

区民住宅（ソシエ）
あき家入居者募集
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区民ひろば
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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

休  館休  館

官公署だより

エポック10アンコールシネマ2018

4月26日㈭ ①午前の部…午前10
時～11時45分、②午後の部…午後2
～4時 男女平等推進センター◇今
年度エポック10シネマで扱った映画
作品の再上映①リトル・ガール・ロ
スト、②最強のふたり█保要予約、先
着順◇各回30名
█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。

平成30年度 西巣鴨中学校地域
スポーツクラブ会員募集

毎月2回学校休日の土曜日※変更、
休止の場合あり 西巣鴨中学校◇実
施種目…野球／午前8時20分から、
フットサル・サッカー／午後1時か
ら、ヨガ／午後1時30分から、バレ
ーボール／午後3時から◇区内在住
の幼児～一般の方※小学2年生以下
と、一般の方のみの入会は応相談◇
年会費…中学生以下3，000円、高校
生4，000円、一般5，000円、親子（中
学生以下と保護者1名ずつ）7，000円
█申随時受付（体験・見学可）。所定の
申込書（活動日に直接配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）を
会費と一緒に活動日に直接スポーツ
クラブへ。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

区民グラウンド・ゴルフ初心者教室

4月5日㈭ 午後2～4時※雨天

時は19日㈭ 正午～午後2時 総合
体育場◇区内在住、在勤の方◇100
円※用具の貸出しあり。
█申電話で4月2日までに豊島区レク
リエーション協会 野口☎3918‐
4968へ。

小・中・高校生
「ブルーギル釣り教室」

5月6日㈷ 午前6時から 旧豊
島公会堂前集合。茨城県神栖市鰐川
方面◇区内在住、在勤の方とその家
族◇50名◇2，500円※幼児無料◇昼
食、雨具、飲料水など持参。
█申電話で4月24日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

第6回豊島区民生涯水泳大会
兼都民体育大会予選会

5月20日㈰ 午前10時から 南長
崎スポーツセンター◇種目…個人／
自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフラ
イ、個人メドレー。リレー／リレー、
メドレーリレー、混合リレー※年齢
区分あり◇区内在住、在勤、在学、
在クラブの小学生以上の方◇350名
◇個人種目は1種目600円、リレー
種目は1種目2，000円※小・中学生
はそれぞれ半額、別途保険料100円
█申所定の用紙（学習・スポーツ課で
配布。豊島区水泳連盟ホームページ

█HPhttp://toshimasuiren.web.fc2.
com/index.html からダウンロー
ドも可）に記入し、4月14・15日午
前10時～午後2時の間に健康プラザ
としま1階ホールへ持参。参加費は
持参か所定の用紙で払込み。詳細は
当連盟ホームページ参照※先着順。
█問当連盟 佐藤☎3943‐6397

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。

南池袋斎場管理員（非常勤職員）

◇任期…7月1日～平成31年3月31
日（更新あり※65歳以上は不可）█申所
定の申込書（区民活動推進課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を5月11日までに当課管理グル
ープへ持参。簡易書留で郵送も可。
█問当グループ☎4566‐2311

南長崎スポーツセンター

3月30㈮～4月2日㈪◇指定管理
者変更に伴う準備のため。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

●豊島都税事務所
「4月から固定資産税における土地
・家屋の価格などがご覧になれます
（23区内）」
◇期間…4月2日㈪～7月2日㈪※
平日のみ 午前9時～午後5時
◇対象…平成30年1月1日現在、当
該区内に土地・家屋を所有する納税
者※縦覧時などの本人確認を厳格に
行ないます。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

◆朝日 「カフェあさひ」…3月24
日㈯ 午後1時30分～3時30分◇
3大テーノールコンサート。コー
ヒー100円クッキー付。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆上池袋 「うたってみんよう」…
4月12日㈭ 午後1時30分～2時
30分◇三味線と尺八に合わせて民
謡を唄う会。講師…林田 恵千子
氏、齊藤 タカ子氏。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆千早 「スノードロップコンサ
ート」…4月15日㈰ 午後1時30
時から◇フルバンドで演歌から童
謡までの演奏を楽しむ。
█問当ひろば☎3959‐2281

◆清和第一 「清和音楽ひろば」…
4月21日㈯ 午後1時30分～2時30
分◇毎月第3土曜日開催。手話・
ハンドベル・童謡、唱歌などの音
楽を楽しむ。講師…大澤 よし子氏。
█問当ひろば☎5974‐5464
いずれも█申当日直接会場へ。

◆高松 「パパとベビーマッサー
ジ―赤ちゃんとのふれあい方・遊
び方―」…4月28日㈯ 午前11時
～11時50分◇講師…橋田静穂氏◇
生後3～8か月程度の乳児とその
保護者（父親）◇15組◇バスタオル
持参。
█申4月2日から電話で当ひろば☎
3973‐7420へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

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参照。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第192回庁舎ランチタイムコン
サート…3月28日㈬ 正午～午後
0時35分 としまセンタースクエ
ア（区役所本庁舎1階）◇華やかに
黄金のように輝く、金管五重奏
曲目…カルヴェール「組曲『モンテ
ルジャンの丘』」より、クレスポ
「アメリカ組曲」よりほか。出演…
東京音楽大学█申当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆Echika 池袋ギャラリー4月展
示『子供之友』パネル展…3月31日
㈯～4月26日㈭█申当日直接会場へ。
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●巣鴨 リニューアルオープンセ
レモニー＆コンサート…4月7日
㈯ 午後2時から◇出演…入船亭
小辰、合唱団「大塚」・とげぬき地
蔵通り合唱団、すがも児童合唱団
◇90名█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【103】和洋に楽しむフ
ラワーアレンジメント（全3回）…
5月15～29日 火曜日 午後7時
～8時30分◇10名◇7，500円◇4
月20日必着、②【104】初心者のた
めのパステル画講座（全4回）…5
月19日～6月30日 土曜日 午後
2～4時◇20名◇3，500円◇4月
20日必着
●巣鴨 ③【201】東アジア世界の
夜明け～古代中世中国史の視点か
ら～（全4回）…5月8～29日 火
曜日 午前10時～正午◇40名◇
2，200円◇4月16日必着、④【202】
実用書道入門～正しい基礎から美
しい文字へ～（全4回）…5月15日
～6月5日 火曜日 午後1時30
分～3時30分◇18名◇2，200円◇
4月16日必着
●南大塚 ⑤【501】「てとめでおは
なししようよ」～親子で手話にふ
れてみよう～（全3回）…5月13日

～6月3日 日曜日 午後2～4
時◇10組20名◇1，800円◇4月14
日必着、⑥【502】阿波踊りに挑戦
！（全6回）…5月16日～6月27日
水曜日 午後7～9時◇15名◇
5，100円◇4月16日必着
●雑司が谷 ⑦【301】宝塚ダンス
体験講座（全5回）…4月16日～6
月18日 月曜日 午後7時～8時
15分◇24名◇4，000円◇3月31日
必着、⑧【302】ちとせ橋コミュニ
ティ塾（全24回）…5月16日～平成
31年1月30日 水曜日 午後2～
4時◇50名◇28，000円◇4月19日
必着、⑨【303】子育てママのリフ
レッシュ講座（全12回・保育付）…
6月4日～12月3日 月曜日 午
後1時30分～3時30分◇12名◇
10，000円◇5月17日必着
●千早 ⑩【404】かわいい刺しゅ
う「入門編」（全4回）…5月18日～
6月15日 金曜日 午後2～4時
◇16名◇3，500円◇4月20日必着、
⑪【405】ギター入門講座（全6回）
…5月26日～6月30日 土曜日
午後2～4時◇15名◇3，200円◇
4月20日必着
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上█申往復はがき（左記
記入例参照。講座名前の番号も記
入）で各締切日までに各館へ郵送。
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☎3576‐
2637※平日午前9時～午後5時
（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐11）、
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）

2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）

15日 0．07 0．07 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。

█問公害対策グループ☎3981‐2405
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