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2019年「東アジア文化都市」国内都市広  報
●
　
UN MONDE NOUVEAU
新しい世界へ

主な内容
2・3面

●
　
平成30年度予算
重点事業ピックアップ

4・5面

詳しくは2･3面をご覧ください

5月3日（木・祝）～5日（土・祝）
ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018

丸の内エリアと、今年から新たに加わる池袋エリアで行なわれる
コンサートのスケジュールやチケットの購入方法など詳細はホームページ　 http://www.lfj.jp参照。

■問ラ・フォル・ジュルネTOKYO運営委員会事務局☎3574-6833
　（土日祝日を除く午前10時～午後6時30分）

ラ・フォル・ジュルネ クラシック音楽を誰でも親しむことができるよう、さまざまな仕掛けがなされたクラシック音楽祭。1995 年、
フランスの港町ナントで誕生した ラ・フォル・ジュルネは大成功をおさめ、瞬く間に世界中へと広まりました。
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A東京芸術劇場
リーズナブルな価格設定と、短い公演時間が魅力のLFJ。目当てのコ
ンサートをはしごしたり、有料公演（日中の公演は3歳から鑑賞可能
〈一部は0歳から〉）のチケットを買うことで参加できるワークショップ
を楽しんだりと、クラシック音楽の魅力を味わうための仕掛けが盛り
だくさん！

B池袋西口公園
期間中、公園内では朝か
ら晩までアマチュアや学生
を中心としたコンサートの
音色が響き渡ります。また、
公園内にはケータリング
カーも出店予定。食事を
楽しみながら、クラシック
音楽を楽しもう！

C南池袋公園
常緑の芝生が広がるなかで繰り広げられ
るコンサート。出演するのは、アマチュア
や学生だけでなく有料公演に出演する一
流の演奏家もサプライズで登場！公園内で
はマルシェも出店するので、クラシック音
楽と一緒に買い物も楽しめます。

池袋エリア〈メイン会場〉

2月16日、ラ・フォル・ジュルネ（以下、LFJ）の記者会見を前に豊島区長とルネ・マルタン氏が対談を行ないました。
人やまちとの出会い、文化に対する思いが交錯するなかで実を結んだのが池袋エリアでのLFJの開催です。

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO @池袋
応援する会

「amitié（アミティエ）」が
発足！

クラシック音楽に言語はありませんが、聴いてみると喜びや悲しみ、
怒りといった感情が旋律の中から心に響いてきます。音楽を通して、
様々な感情を自分以外の人とシェアできる。これがクラシック音楽の
魅力なんじゃないかな。敷居が高いものではないので、この機会に
クラシック音楽を気楽に楽しんでみてはいかがでしょう。

クラシック音楽の魅力とは～言葉がなくても～

◀東京音楽大学の学生さんたち

私たちも出演します！私たちも出演します！

会場…東京国際フォーラム、大手町、丸の内、有楽町ほか
LFJは丸の内エリアでも同日開催！池袋エリアとは、異なる
プログラムがそろっています。２つのエリアをはしごして、い
ろいろなクラシック音楽を楽しもう！

丸の内エリアでも 開催！

撮影：大杉隼平

池袋のことは以前から話を聞いていましたが、学生が多いダイナミック
なまちという印象があります。実際に何度か訪れるうちに、私は池袋の
まちから様々なインスピレーションを得ました。LFJの精神は「あらゆる
人々とクラシック音楽を分かち合うこと」です。短時間の公演とリーズナ
ブルな価格設定は、伝統的なクラシック音楽のコンサートと比べたら非常に野心的なものです。で
も、豊島区にはそれを受け入れられるだけの素地が整っていると、私は今日までの歩みのなかで
確信しています。

「繋がり」を大切に
私がもっとも大事にしているのは、人と人との関係、そして出会いです。私にとって区長との出会
いは大きな幸運でした。文化でまちづくりをするという区長のビジョンと、私たちのビジョンが一
致したからこそ、豊島区での開催にたどり着いたのですから。ぜひ豊島区のみなさんに楽しんでい
ただきたいと思っています。そして、もう一つの会場である丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）
にも足を運んでみてください。2つの会場の聴衆が交じり合うこと、それが私の夢です。

私が区長になった当時、区は厳しい財政状況で破綻寸前でした。行財政改革に速やかに取り組みましたが、
今でも忘れられないのが区民や区職員の非常に落ち込んだ表情です。閉塞感がそこかしこに漂っていました。
まちににぎわいを、そして人の心に豊かさと活力をもたらすのは何かと考えてたどり着いたのが「文化」です。
区を文化で盛り上げていこう！という強い思いで、厳しい財政状況の中でもメッセージを発信してきました。

人と出会い、まちが繋がる
区には美術館やホールが充分に備わっていませんが、文化芸術創造都市部門において文化庁長官表彰をい
ただきました。また、来年の日中韓3カ国による東アジア文化都市の国内都市に選ばれています。これは、
区民の皆さんの文化に対する熱い思いが評価された結果だと思います。
かつて、LFJのもう1つの会場である有楽町や、銀座を拠点に活躍されていた福原義春さんに豊島区文化政
策懇話会の座長に就任のお願いをしました。「私が区長としてある限りは責任をもって文化によるまちづくり
を遂行します」と申し上げ、やっとのことで引き受けていただきました。これが区の文化によるまちづくりの
始まりでしょうか。当時のことを思い返してみると、LFJを通して豊島区と銀座・有楽町が繋がりを持てたと
いうのは、本当に夢のようで感慨深いですね。

★

新しい世界へモンド・ヌーヴォー

豊島区豊島区ラ・フォル・ジュルネラ・フォル・ジュルネ

池袋エリア〈プレイベント&エリアコンサート〉
LFJの願いの１つ、それは「小さな子どもにも本物の音楽を楽しんでほしい」ということ。
小さな子どもが一緒でも安心してクラシック音楽を楽しめるよう、会場には様々な設備が整っています。

D西武池袋本店9階屋上
「食と緑の空中庭園」
4月28～30日、 5月3～5日 
各日午前11時30分～正午、 
午後1時30分～2時
「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018」
の無料コンサート会場となる、西武池袋
本店の屋上「食と緑の空中庭園」は緑豊
かな環境で気軽に飲食も楽しめるスペー
スとなっています。また館内には、授乳
室やこどもトイレを完備しているベビー
休憩室があり、お子さま連れでも安心し
てイベントにお越しいただけます。

E東武百貨店池袋店8階屋上
4月28・30日、5月1日、3～5日
午前11時30分から、午後3時から開演（各回30分）
※4月28日のみ2階5番地で開催。
無料コンサート会場の近くには店舗直結の子どもと一緒に利用できるト

イレのほか、飲食を楽しむ
スペースもあります。また、
親子で休憩できる「なかよ
し広場」など、館内は子ど
もと楽しめるサービスやイ
ベントがそろっています。

Fサンシャインシティ噴水広場
4月28日 午後2時～2時30分
「ラ・フォル・ジュルネがやってくる！ トーク&
ミニコンサート」◇出演…フリーアナウンサー
／八塩圭子、チェリスト／横坂 源
水族館や展望台に加え、色々なお店がそろう
ショッピングセンターに、キッズメニューやベ
ビーカーOKな飲食店も充実。疲れたら緑いっ
ぱいの屋上広場でリラックス。ベビールーム
やキッズプレイスペースもご利用ください。

Gサンシャイン水族館
5月3～5日 各日午後6時45分～7時5分、
午後7時30分～7時50分
水族館で楽しめる貴重な音楽会！ 初夏の夕闇
に包まれる頃、音楽と生き物たちに心癒やさ
れるひと時を※水族館入場料が必要です。

H南池袋公園周辺
4月30日 午後2～3時※雨天時はとしまセンタースクエア
「ラ・フォル・ジュルネが池袋にやってくるBBBBの
ワッショイ！スペシャルパレード！」
◇出演…ブラック・ボトム・ブラス・バンド

Iとしまセンタースクエア　
①ラ・フォル・ジュルネ展
4月22日～5月5日　
午前9時～午後8時
※22日は午後1時から。
日本初上陸から13年間の
キービジュアルポスターや、
出演アーティストのサイン
ボードなどを展示。
②有志によるプレコンサート
4月23～27日 各日正午から
※26・27日は午前10時50分からも開演。
ヴァイオリン、ピアノ、歌、トランペットなど
毎日異なる編成でコンサートを行ないます。

①ラ・フォル・ジュルネ展

キービジュアルポスターや、

②有志によるプレコンサート
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明日のクラシック音楽を担う、新しい聴衆を開拓したい
アーティスティック・ディレクタールネ・マルタン

まちに、人に元気と活力を 豊島区長

期間中、公園内では朝か
ら晩までアマチュアや学生
を中心としたコンサートの
音色が響き渡ります。また、
公園内にはケータリング

を
楽しみながら、クラシック

ちょっとおめかし
しても、

普段どおりの服装
でもOK♪

音楽以外にも
楽しみ方はいろいろ♪

ＧＷの思い出づくりに
“コンサートデビュー ”はいかが♪

つな

撮影：大杉隼平

渋さ知らズ

C H

区内で演奏活動をする方々が集まって、LFJ
を盛り上げます。各地で無料のプレコンサ
ートを開催。もちろん小さな子どもも歓迎♪
ぜひ、お越しください！
■問当会☎6820-8234

JWACCA池袋（東池袋1－8－1）
1階ステージ…4月28日 午後2時、 午後6時開演、 30日 午後6時開演  
5階もうひとつのdaidokoro…4月29日 午後5時45分開場（午後6時20分開演）
1階ステージでは、ピアノや歌、フルートなどの演奏を、5階「もうひとつのdaidokoro」では間近でハープの
演奏を楽しめます。

Kフォルテ・オクターヴハウス（南池袋1-26-9第2M.Y.Tビル8階）
4月29日 第1部…午後2時30分開演、第2部…午後3時30分開演
発表会やクリスマスなどお子様も楽しめるイベントスタジオは、最大50名まで入場可能です。ピアノ、ソプラノ、
フルートによる演奏をお届けします。

L第一イン池袋（東池袋1－42－8）
4月30日 ランチタイム…正午から（午後1時30分開演）、ティータイム…午後3時から（午後3時30分開演）
ランチタイムはサックス、ピアノ、ハープによる演奏をお届けします。ティータイムは、ハープの演奏で午後
の優雅なひと時を♪

Mメトロポリタンプラザビル自由通路（西池袋1－11－1）
4月28日 正午、午後4時開演、 29日 正午開演
フルート、ピアノ、歌による演奏で皆さんをLFJの世界へと誘います。さあ、あなたも「新しい世界へ♪」

N西口東武ホープセンター（西池袋1－1－30）
4月24・26日 各日午後3時から
ピアノやトランペットによるハッピーな演奏で、LFJのテーマにまつわる曲をお届け。買い物途中に気軽に立ち寄ってみては♪

　　 フランス・ナント出身。クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」アー
ティスティック・ディレクター。経営管理学と音楽を学んだのち、1979年に芸
術研究制作センター（CREA）を創設。1995年、ナントでLFJを開始。ヨーロッ
パのクラシック音楽シーンにセンセーションを巻き起こす。

※天候などの影響により中止・変更となる場合があります。
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ＡＩ時代を生きる教育の推進
●学校学習用パソコンの整備
　…3,000万円（拡充）
タブレットＰＣ1,500台を新規に追加し、
3人に1台体制を整えます。アクティブ
ラーニングやプログラミング教育などに
活用することで、情報活用能力向上と
新しい時代の教育環境を整備します。

ＡＬＴ(外国語指導助手)の時間数を増やし、
聞く・話す・読む・書くの英語教育4観点を
切れ目なく徹底させます。外国人とも積極的
に話せる、使える英語教育を目指します。

住宅宿泊事業法施行
「豊島区ルール」で安全・安心
●住宅宿泊事業法施行に伴う対応…128万円
住宅宿泊事業運営の適正化を図るため、届出前の事前準備や近隣への周知、
トラブル時の駆けつけ義務を課すなど事業者への指導を徹底するとともに、
警察・消防と連携し、区民の生活環境の悪化を防止します。

増える外国人に対応
●テレビ電話による多言語通訳サービス委託事業…280万円
窓口手続きや相談に対応できるよう、タブレット端末による電話を活用した
多言語通訳サービスを試行的に実施し、12か国語に対応できるようにします。

災害対策の強化
●救援センター等備蓄関係事業…800万円（拡充）
●地域防災計画推進事業…100万円
●災害廃棄物処理計画の策定事業…324万円 ほか
簡易給水タンクを40基購入し、断水地域への給水体制を
整えます。また、災害時の受援に関する考え方の整理や
廃棄物の処理など、速やかに復旧・復興できる体制作り
を進めていきます。

セーフコミュニティの推進
●インターナショナルセーフスクール…143万円（拡充）
●鉄道駅等バリアフリー推進事業（継続）
●地域における見守り活動支援事業…1,071万円（拡充）
●自動通話録音機の設置推進事業…219万円（拡充） ほか
セーフコミュニティの再認証を取得し、「けが」
や「事故」などの健康を阻害する要因を予防する
取組みを継続します。また、区立小・中学校の
インターナショナルセーフスクールの認証取得、
駅のホームドア設置やバリアフリー化、地域の
防犯カメラ設置助成、振り込め詐欺防止のため
の自動通話録音機の無料貸し出しなどを行な
い、安全・安心なまちづくりを進めていきます。

平成30年度予算 重点事業
※拡充事業は既存の予算額を含まない、純増した予算額を掲載。

持続発展都市対策 4つの柱
2014年に「消滅可能性都市」と位置付けられて以降、持続発展都市への転換を図るため、様々な対策を展開しています。
新規・拡充事業全体の約7割である115事業、40億8,000万円を対策経費に計上しています。

わたしらしく、暮らせるまち。
●女性にやさしいまちづくり推進事業…1,737万円（拡充）

2017年4月に達成した待機児童ゼロを維持するため、認可保育所10園、600名の定員増加を図ります。また、保育コンシェルジュ
を増員し、様々な保育サービスの利用を支援します。そのほか、自治体初の取組みとして、区立・私立保育園および地域型保
育事業施設などでの園児の紙オムツを区が処分し、保護者の負担を軽減します。

わたしらしく、暮らせるまち。
●

小さな公園の新しい活用を提案
●小規模公園活用プロジェクト…360万円
●公園トイレ等改修事業…3億5,100万円
地域に点在する公園を新たな地域コミュニティの場として活用するプロジェクトがスター
トします。また、公園などのトイレを順次改修するとともに、地域で活躍する若手デザイナー
を起用し、トイレアートを展開していきます。

子どもを受動喫煙から守る！すべての公園を全面禁煙化
●子どものための禁煙外来治療費助成事業…133万円
10月1日から公園などの全面禁煙化を実施します。あわせて、平成30年度より妊婦本人および妊婦や
18歳未満の子どもの同居喫煙者などで禁煙意思のある方が禁煙外来を受診し、治療が完了した場合
に助成を行ない、禁煙を支援します。

全国初！「選択的介護モデル事業」を実施
●選択的介護モデル事業…1,100万円（拡充）

訪問介護サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせて提供する「選択的介護」のモデル事業を実施します。「豊島区モデル」
となる適正な運用ルールなどを定め、介護が必要になっても自分らしく暮らせるまちづくりを推進していきます。

「新たな支え合い」の仕組みづくり
●コミュニティソーシャルワーク事業…1,600万円（拡充）

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を段階的に増員し、
区内12か所に配置します。ＣＳＷと町会、民生委員などとの
連携をより一層強め、「地域共生社会」を実現していきます。

姉妹・交流都市との関わり
●地方との共生推進事業…150万円（拡充）

区民のライフスタイルの選択肢を増やすことにつながるよう、
姉妹都市である埼玉県秩父市や友好関係にある市町村など
との共生を推進していきます。

「待機児童ゼロ」維持とサポートの新展開！
●区立保育園の紙オムツの処理委託…418万円
●私立保育園・地域型保育事業等施設でのオムツ廃棄回収…875万円
●訪問型病児保育年度限度額の拡充…130万円（拡充）
●安全対策強化事業補助事業…9,100万円

子どもと女性にやさしいまちづくり

ひとりひとりの多様なライフスタイルを大切にすることを基本コンセプトに、民間や関
係機関などと連携・協働を深めながら、女性や子育て世代、働く世代のニーズや意
見を広く、きめ細やかに取り入れ、様々な分野での施策・事業を展開していきます。

日本の推進力
「国際アート・カルチャー都市」
4 

アフター・ザ・シアターでまちの魅力アップ！
●豊島区アフター・ザ・シアターの検討事業…50万円
国際舞台にふさわしい都市として豊島区の強みを生かした「安全・安心に観劇・
鑑賞後の余韻を楽しめる場」(アフター・ザ・シアター )を実現するため、各分
野に精通する専門家からなる懇談会を開催し、検討をさらに進めます。

公園、広場がまちを変える ！ 誰もが主役の「劇場都市」へ
●池袋西口公園整備事業…3億800万円
●公園の整備事業（継続）
●大塚駅周辺整備事業（継続）
池袋西口公園は、文化芸術を発信する劇場公園とし
て2019年秋にオープンします。地元イベントからフ
ルオーケストラまで、多様な催しに対応できる機能
を備え、日常は憩いの場として、災害時は一時待機
場所として活用します。

池袋副都心内を回遊する電気バス
2019年運行開始！
●池袋副都心移動システム推進事業…2億8,400万円

マンガ・アニメの聖地から世界へ発信
●（仮称）マンガの聖地としまミュージアム整備事業（継続）
●マンガ・アニメ等を活用した観光事業…2,000万円（拡充）
南長崎花咲公園内に「トキワ荘」を復元し、2020年春にマンガ・アニメ
ミュージアムとしてオープンします。日本のマンガ文化とトキワ荘を愛する
方とともに創り上げていくため「トキワ荘関連施設整備基金」を創設しまし
た。また、池袋を舞台とするＰＲアニメを㈱アニメイトと共同制作します。

池袋副都心内などを安全・快適に移動できる環境に優しい電
気バスを導入します。ドーンデザイン研究所代表／水戸岡鋭
治氏による車両デザイン、バス停などの関連施設やチケット、
制服のデザインなど総合的なプロデュースを行ないます。 ▲車両デザイン案

▲提供：池袋ハロウィンコスプレ
　フェス2017/niconico

▲フェスティバル/トーキョー17 オープニングプログラム
　『Toky Toki Saru(トキトキサル)』

▲としま能の会

撮影：西野正将撮影：西野正将

撮影：青木信二撮影：青木信二

日中韓の各国から文化芸術による発展を目指す都市を毎年１都市選定し、様々な文化イベントを展
開する「東アジア文化都市」の2019年国内都市に決定しました。「マンガ・アニメ」「舞台芸術」「祭事・
芸能」を柱とした事業を展開します。平成30年度は基本計画の発表、ロゴ作成やプレイベント開催
などにより、年明けのオープニングへとつなげます。

※各分野を重複する事業あり。

東アジア文化都市開催へ ！ 国際舞台への足固め
●東アジア文化都市推進事業…1億3,100万円（拡充）

▲いろいろなライフ
　スタイルを楽しむ
　ための情報サイト

▲アートトイレ第1号の池袋公園

1

高齢になっても元気で住み続けられるまち2
様々な地域との共生3

次世代教育プログラムの展開

安全・安心なまちづくり

特色ある事業

切れ目のない英語教育
●次期学習指導要領の実施に向けた
　英語教育充実事業…1,385万円（拡充）

ピックアップ

36事業／約14億3,000万円

58事業／約32億2,000万円

24事業／約1億円

（イメージ図）（イメージ図）

平成30年度一般会計当初予算額は1,246億4,920万円（前年度比6.8％増）と
過去最大の予算規模となりました。
そのうち新規・拡充事業は全223事業で、約62億1,000万円を計上し、
昨年に引き続き、持続発展都市対策を重点化しています。
新規・拡充事業から重点事業を紹介します。



4月は新しい年度
（学期）のスタートです。手軽に作れ
てストックもできる、栄養バランスの
良いレシピを紹介します。時間がない
時には食べやすいことも大切。朝ご
はんを食べて、元気に過ごしましょう！
■問健康推進課栄養グループ
☎3987－4361

①ボウルに牛乳と卵を入れよく混ぜ、すりおろし
た人参とホットケーキミックスを加えまぜる。
②生地を半分に分け、それぞれにⒶ、Ⓑをまぜる。
③フライパンにサラダ油をひき弱火で3分、裏返
して2～3分火加減を調整しながら焼く。

野菜や魚などが入っているので、1品でも栄
養のバランスが良くなります。時間のある時に
焼いて、冷凍保存もできるので、朝食だけで
なくおやつにも！汁物や牛乳と一緒にどうぞ♪

施設に関する詳細情報は、区
ホームページでもお知らせし
ています。

●基本保育時間…いずれも午
前7時15分～午後6時15分。
延長保育は午後7時15分まで。
●0歳児クラスは8週経過児
から保育。
■問保育計画グループ
☎4566－2490
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区立図書館司書によるわくわくおはなし会
5月26日㈯　
午後1時から、午後2時30分から（いずれも約30分）
西武池袋本店屋上庭園
◇大型絵本や大型紙芝居などを使ったおはなし会
◇主に幼児～小学校低学年くらいの子ども
■申当日直接会場へ。

読書ノート（パパ・ママの読み聞かせ
ノート）をはじめませんか
お子さんに読み聞かせをした本の記
録をつける「読書ノート（パパ・ママの
読み聞かせノート）」を4月23日㈪か
ら配布します。ぜひご利用ください。
●対象…未就学児がいる方。
●配布場所…各図書館窓口で配布。図書館ホー
ムページ■HPhttp://www.library.toshima.tokyo.
jp/からダウンロードも可。

■問いずれも図書館課児童グループ☎3983－7861

親子で本に親しもう！新しい命のお祝いに
誕生記念樹をプレゼントします

小・中学生の保護者の方へ
就学援助制度をご存知ですか

当館は、鈴木信太郎（1895～1970）
の旧宅（区指定有形文化財「旧鈴木家
住宅」）を改修・整備したものです。
当地が日本のフランス文学研究発祥
の地であることを広く発信していきま
す。どうぞご来館ください。
■問当館☎5950-1737

①講演会
　「鈴木信太郎先生とフランス文学」
5月6日㈰　午後2時～3時30分　
南大塚地域文化創造館
◇講師…東京大学名誉教授／菅野昭正氏
◇60名◇申込み締切日…4月17日(必着)

②見学会
　「旧鈴木家住宅建物解説・見学会」
5月19 日㈯　午後2～3時　当館
◇講師…協同組合伝統技法研究会／大平秀和氏
◇15名◇申込み締切日…5月1日(必着)

③講演会「マラルメの『大鴉』」
6月2日㈯　午後2時～3時30分　
南大塚地域文化創造館
◇講師…放送大学名誉教授／柏倉康夫氏
◇60名◇申込み締切日…5月15日(必着)
■申いずれも往復はがき(「鈴木信太郎記念館開
館記念事業参加申込み」と明記のうえ、参加
希望回、住所、氏名〈ふりがな〉、年齢、電話
番号を記入)で「〒170-0013　東池袋5-52-
3鈴木信太郎記念館」へ。はがき1枚につき、
1名1事業のみ※応募者多数の場合は抽選。

平成24年11月豊島区は、世界で296番目、日本で5番目、東京では初めて、
セーフコミュニティの国際認証を取得しました。この認証は５年ごとの
更新があり、昨年11月の現地審査を経て、本年2月1日に再認証を受
けました。
再認証を新たなスタートとして、さらに区民の皆さんとの協働を広げな
がら、けがや事故、災害の予防に努め、暮らしの安全・安心を高めて
いきます。
■問セーフコミュニティ推進グループ☎ 3981－1782

セーフコミュニティとは
ＷＨＯ（世界保健機関）が推奨する、安全・安心まちづくり
の国際認証制度です。「けがや事故などは、偶然の結果では
なく、原因を分析することで予防できる」との理念に基づき、
「横断的な連携・協働」と「科学的手法の活用」により、安全・
安心と健康の質を高めていく活動です。

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再認証が決定！セーフコミュニティ再認証が決定！セーフコミュニティ再認証が決定！ ～安全・安心な都市に向けた新たな5年間がスタート～～安全・安心な都市に向けた新たな5年間がスタート～～安全・安心な都市に向けた新たな5年間がスタート～～安全・安心な都市に向けた新たな5年間がスタート～

4月1日に私立認可保育所を新規開設します

区では、緑豊かな環境都市を目指して土地本来の森を再生
する「いのちの森」の植樹を進めています。
新しい命が「いのちの森」とともに健やかに成長されることを
願い、区内在住で平成27年4月1日以
降に生まれたお子さんに、誕生記念樹
として「いのちの森」の苗木を贈ります。
■申乳幼児医療証手続き窓口（子育て支
援課・総合窓口課）で配布する「子育て
応援ふくろう」内の専用はがきで申し込
んでください。業者からご自宅（区内）
に直接配送します。
■問環境政策課事業グループ☎3981－2771

国公立小・中学校でかかる学校給食や学用品、卒業アルバ
ムの費用などを区で援助します。
●対象…区内在住で国公立小・中学校へ通う児童・生徒の
保護者で、次の①か②に該当する方。①生活保護を受けてい
る、②所得が一定基準以下（申請書参照）である。
■申申請書（新学期に学校を通じて児童・生徒へ配布。学事グ
ループ窓口、総合窓口課、東・西区民事務所でも配布）を4
月30日（消印有効）までに学事グループへ郵送か持参（持参
の場合は平日のみ）※申請は随時受け付けますが、認定は申請月からになります。
■問当グループ☎3981－1174　

みんなで食べよう朝ごはん！

▲信太郎の代表作『ステファヌ・マラルメ詩集考』
　も展示

▲信太郎がデザインを手がけた書斎窓上部のステンドグラス

書斎内の信太郎
菅原幸男氏撮影

子育て
ワンポイントヒント
新年度は

お子さんと一緒に
登下校の道を確認

新年度は子どもの飛び出し事故が一番多
い時期です。一年に一度はお子さんと一

緒に、交通量の多い道路など登下校の道の安全確認をしましょう。
■問学務課学事グループ3981－1174

4月は新しい年度
（学期）のスタートです。手軽に作れ
てストックもできる、栄養バランスの
良いレシピを紹介します。時間がない

①ボウルに牛乳と卵を入れよく混ぜ、すりおろし

②生地を半分に分け、それぞれに
③フライパンにサラダ油をひき弱火で3分、裏返

野菜や魚などが入っているので、1品でも栄
養のバランスが良くなります。時間のある時に
焼いて、冷凍保存もできるので、朝食だけで
なくおやつにも！汁物や牛乳と一緒にどうぞ♪

ホットケーキミックス 簡単ごはん簡単ごはんホットケーキミックスホットケーキミックス 簡単ごはん簡単ごはんホットケーキミックス 簡単ごはんホットケーキミックスで簡単ごはん
～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～～いろいろな具材を入れて、栄養バランスアップ～

作り方

おとな2人＋子ども2人程度
●ホットケーキミックス　1袋（200ｇ）
●牛乳　60ml　●卵　2個
●人参　100ｇ（小1本）
●サラダ油　小さじ２
●Ⓐ　干しブドウ30ｇ（きざむ）
　　　チーズ30ｇ（きざむ）
●Ⓑ　ツナ1缶（固形50ｇ）
　　　ねぎ40ｇ（きざむ）

分量 れい
鈴木 信太郎 プロフィール
20世紀前半の日本のフランス文学研究黎
明期に、ステファヌ・マラルメなどの象徴
派の詩人や、ヴィヨンを中心とする中世文
学を研究したフランス文学者。また、フラ
ンス文学関係の稀覯本蒐集家としても知ら
れている。
※稀覯本…手に入りにくい珍しい書物

き   こう  ぼんしゅうしゅう

めい   き

●所在地…東池袋5-52-3
●交通案内…東京メトロ丸ノ内線新大
塚駅より徒歩約3分
●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3日曜日、祝日、年末年始
※展示替えによる臨時休館日あり。
【4月の休館日】
2・9・15・16・23・29・30日
※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。

フランス文学関連の展示
信太郎の書斎では、主にフランス文学に関する著作と蒐集資料を5 つの
コーナー（「フランス文学の受容と展開」、「象徴主義フランス詩の世界」、
「信太郎の愛蔵書」ほか）に分けて紹介します。また、限定豪華版訳詩集
『ポエジイ』のほか、彼と交流のあった谷崎 潤一郎や大佛次郎からの謹
呈本なども展示します。

建築関連の展示
当館は数度の増改築を経て、鉄筋コンクリート造の書斎棟、茶の
間・ホール棟、座敷棟の三棟構成となりました。各棟それぞれ建
築年代が異なり、貴重な建造物が同一敷地内に所在することから、
区の有形文化財（建造物）「旧鈴木家住宅」として保存されています。
書斎棟北側廊下では、こうした増改築の変遷を物語る図面資料を
中心に展示し、「旧鈴木家住宅」の変遷と魅力を紹介します。

「まんがでわかるセーフコミュニティとしま」では、セーフコミュニティ
を分かりやすく解説しています。区ホームページ■HPhttp://www.
city.toshima.lg.jp/022/bosai/026636/safe-community/
から閲覧可(上記二次元コードから読み取りも可)

区の取組みは
非常に包括的
に進められて
います。今後
の活動にも大
いに期待して
います。

記念館外観

記念館展示室

苗木例

ポイント

※一部の園で3歳児以降の定員調整を実施しています。次年度以降、定員増の見込みです。

セーフコミュニティ国際認証センター審査員／
ミカエル・グブリナー氏

おおがらす

鉢植えでも育てることができます

鉢植えでも育てることができます みんなで
つくる

保育所名 運営法人 所在地 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 延長保育定員
おはよう保育園 西巣鴨 東京建物キッズ㈱ 西巣鴨1－22－8 47 6 14 11 11 5

定員なし大空と大地のなーさりぃ南大塚園 ㈱キッズコーポレーション 南大塚2－26－15 南大塚ビル2階 56 9 10 11 26
グローバルキッズ
池袋駅前保育園 ㈱グローバルキッズ 西池袋1－17－1 

東京都豊島合同庁舎1階 20 － 10 10 － － －

目白ちとせ保育園 (社福)ちとせ交友会 高田3－36－11 40 6 8 9 9 8 12
グローバルキッズ椎名町園 ㈱グローバルキッズ 目白5－18－23 25 6 12 5 2 0

定員なしおはよう保育園 椎名町 東京建物キッズ㈱ 南長崎2－3－7 20 4 10 6 0 0
にじいろ保育園落合南長崎 ライクアカデミー㈱ 南長崎4－18－4 58 6 10 12 15 15
椎名町ちとせ保育園 (社福)ちとせ交友会 長崎1－1－14 30 6 10 10 2 2 15
にじいろ保育園千早 ライクアカデミー㈱ 千早1－6－7 49 6 10 11 11 11 定員なしグローバルキッズ千早園 ㈱グローバルキッズ 千早3－45－11 26 6 16 4 － － －
キッズガーデン要町 ㈱Kids Smile Project 要町1－25－7 58 6 10 12 15 15 12
アスクかなめ町保育園 ㈱日本保育サービス 要町3－22－10 星野館ビル1階 30 6 12 12 － － － 定員なし



50歳以上で年度末年齢が偶数の方は、胃部X線（バリウム）検査か内視鏡検査
のどちらかを選んで受診することができるようになります。受診方法は、受診券
同封の案内をご覧ください。

これまで、それぞれのがん検診ごとに申込みや、受診
券発送を行なっていましたが、今年度から5つのがん
検診（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん）
は、受診券をひとまとめにして発送します。
5月に40～79歳の方(子宮頸がん検診は20歳から
発送）へ順次受診券を発送します。受診できる検診を
確認し、実施期間中にもれなく利用してください。な
お、年度途中に転入された方や80歳以上の方は、お
電話いただければすぐに受診券を発送します。上記保
健事業グループへ連絡してください。

胃がんリスク検診

実施期間
8月1日～平成31年2月28日

20歳・30歳の方のみ
血液検査

ピロリ菌検査

実施期間 8月1日～平成31年1月31日

40歳・50歳の方のみ
血液検査（ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノゲン検査）　

ABC検診

対象者に受診券が届きます。　
がん検診とは？
がん検診とは、自覚症状のない段階でがんを早期
発見し、早期治療することを目的に行なう検診です。
一次検診でがんの疑いがある方を効果的にスクリー
ニング（選別）し、精密検査、確定診断、治療という流れで進んでいきます。また、
がん検診には限界があり、実際にはがんではないのに疑わしい結果が出たり、
実際には病気があるのに見つけられないといったこともまれに起こります。全て
のがんが発見できるわけではありません。すでに自覚症状がある方は、がん検
診ではなく、早急に医療機関で受診してください。

パンフレットをご利用ください
各がん検診に関する詳細は、区内の公共施設や医
療機関で、4月以降配布する「豊島区健診のお知ら
せ」をご覧ください。

豊島区がん検診PRキャラクター「ももか」

※受診券イメージ

申込み後、
受診券を
お送りします

申込みが必要ながん検診申込みが不要ながん検診
※年齢基準日：平成31年3月31日現在※年齢基準日：平成31年3月31日現在

今年度から５つのがん検診の受診券を、
ひとまとめにしてお送りします

その他申込み不要ながん検診

電子申請

必要事項
①希望する
　がん検診名  
②氏名（ふりがな）    
③〒・住所　
④生年月日（年齢）
⑤性別　
⑥電話番号
   

●池袋保健所4階（東池袋1－20－9）
●池袋保健所出張窓口（区役所本庁舎4階）
●長崎健康相談所
　（長崎3－6－24　5月7日から長崎2－27－18へ移転）
いずれかへお越しください。

はがき

窓 口

ファクス

必要事項を記入し、
「〒170－0013 東池袋１－20－９　
豊島区地域保健課保健事業グループ」へ。

６３１１－６８４０ へ。FAX

必要事項を記入し、
保健事業グル－プ

電  話

保健事業グループ ☎3987－4660

子宮頸がん検診
20歳以上の偶数年齢女性

頸部細胞診、内診
30・36・40歳の方は
HPV検査を同時実施

実施期間
5月～平成31年1月31日

けい

胃がん検診
30～39歳の方

胃部Ｘ線（バリウム）検査

実施期間 通年

大腸がん検診
30～39歳の方
便潜血反応検査

実施期間 通年

肺がん検診
40歳以上の方

胸部Ｘ線・胸部ＣＴ検査など
実施期間 通年

50歳以上偶数年齢の方
胃部Ｘ線（バリウム）検査か、
胃内視鏡検査胃内視鏡検査のどちらかを選択

実施期間
7月1日～平成31年2月28日

胃がん検診
40～49歳の方

50歳以上奇数年齢の方
胃部Ｘ線（バリウム）検査

実施期間 通年

大腸がん検診
40歳以上の方
便潜血反応検査
実施期間 通年

乳がん検診
40歳以上の偶数年齢女性
視触診・マンモグラフィ
（乳房Ｘ線）検査

実施期間
5月～平成31年1月31日

●パソコンから
区ホームページのトップページ
の右下部「便利ガイド」の「電子
サービス＞電子申請＞電子申
請手続一覧＞がん検診申込み」
から電子申請ができます。

●携帯電話から
右記二次元コード
からアクセスして
ください(一部対
応していない機
種があります）。

前立腺がん検診
50～74歳の偶数年齢男性

PSA（前立腺特異抗原）検査（血液検査）
実施期間

6月1日～平成31年1月31日
※上記年齢で国民健康保険加入者は特定健
診で受診できるため、申込み不要。

月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時受付

受けていますか？ 
がん検診
受けていますか？ 
がん検診
自覚症状が出る前に、
定期的に受診しましょう
■問地域保健課保健事業グループ☎3987－4660

平成30年度 がん検診のご案内

7月から胃がん検診に
新たに内視鏡検査が導入されます

その他の
申込み
方法

「ももか」

お送りします

☎3987－4660

診で受診できるため、申込み不要。

月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時

※上記年齢で国民健康保険加入者は特定健診で受診できます。

すべて無料

けい

けい
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