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●保険料の計算
世帯の保険料は、総所得金額等・加入
者の人数・年齢によって計算されます。

＝

＋

＋

※算定基礎額
前年の総所得金額等－基礎控除額（33万円）
保険料の計算にあたっては、収入ではなく所得
が算出の基礎となります。
平成30年度（4月～平成31年3月）の保険料は、
平成29年中の所得に基づいて計算されます。

基礎（医療）分
所得割額 均等割額

各加入者の算定基
礎額※×7．32％の
合計額

39，000円
×加入者数＋

最高限度額58万円

後期高齢者支援金分
所得割額 均等割額

各加入者の算定基
礎額※×2．22％の
合計額

12，000円
×加入者数＋

最高限度額19万円

あなたの世帯の年間国民健康保険料

介護分
所得割額 均等割額

40～64歳の各加入
者の算定基礎額※
×1．76％の合計額

15，600円
×40～64歳
の加入者数

＋

最高限度額16万円
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「豊島区自転車走行環境計画」
（案）の策定

自転車走行空間づくりと活動しや
すい交通体系の実現にむけて、適切
に利用するための環境づくりを含め
た、「豊島区自転車走行環境計画」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
お寄せいただいたご意見および区
の考え方は、5月21日まで、土木管
理課、行政情報コーナー、区ホーム
ページで閲覧できます。
█問自転車計画グループ☎4566‐2691

「池袋地区駐車場整備計画」の策定

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
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、5月21日
まで、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。
█問交通政策グループ☎4566‐2635
●池袋駐車場整備地区の都市計画変
更の決定
4月2日に「池袋駐車場整備地区」

の変更が決定されました。これに伴
い、関係図書を縦覧しています。
◇位置および区域…上池袋二丁目、
東池袋一・二・三・四丁目、南池袋
一・二・三丁目、西池袋一・二・三
・五丁目、池袋一・二丁目、池袋本
町一丁目、目白二丁目の各地内
◇面積…約132ha
◇縦覧場所…都市計画課窓口
█問都市計画グループ☎4566‐2632

「豊島区健康プラン」の改定

区民の健康づくりの行動計画とし
て策定した「豊島区健康プラン」を改
定します。また、今回から「豊島区
歯と口腔の健康づくり推進計画」を

合冊し、併せて改定します。改定に
あたっては、区民・学識経験者など
からなる「健康プラン推進会議」で議
論を重ねて計画の案を取りまとめ、
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、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。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

平成30年度国民健康保険料の
計算方法をお知らせします

保険料は6月に総所得金額などが
決定した後に計算します。保険料決
定通知書と納付書は6月中旬から郵
送予定です。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

発達障害に関する
ご相談をお受けします

発達障害全般に関し、ライフステ
ージを通したあらゆる年齢層の当事
者、家族からの相談に応じます。相
談内容に応じて、適切な機関へ紹介
します。
█問発達障害者相談グループ☎4566‐
2445、█FAX3981‐4303

文学散歩を愛した郷土史家／故伊藤榮洪氏による長崎地区とそ
の周辺の歴史・文学を紹介した“ぶらりシリーズ”の第三弾を刊行
しました。区の郷土史を形あるものとして残したいという伊藤氏
の想いがつまったシリーズの最終刊です。ポケットに入る小型サ
イズにまとめていて、散歩に便利です。この本を片手に、長崎地
区散歩を楽しんでください。
◇販売価格…500円◇販売場所…区立図書館（全7館）、行政情報
コーナー、郷土資料館、雑司が谷案内処
█問中央図書館企画調整グループ☎3983‐7861

長崎健康相談所は建て替えのため、5月7日から仮
移転します
◇移転先所在地…長崎2‐27‐18
█問当所☎3957‐1191（移転後も変更ありません）診療機関 所在地・電話番号 受付時間

内
科
・

小
児
科

池袋休日診療所 東池袋1‐20‐9 池袋保健所6階
☎3982‐0198

午前9時～正午、
午後1時～9時30分

長崎休日診療所 長崎2‐27‐18 3階
☎3959‐3385

午前9時～正午、
午後1時～4時30分

歯
科

池袋歯科
休日応急診療所

東池袋1‐20‐9 池袋保健所6階
あぜりあ歯科診療所内
☎5985‐5577

午前9時～
午後4時30分
（要電話予約）

調
剤 池袋あうる薬局 東池袋1‐20‐9 池袋保健所1階

☎3984‐7540
午前9時～
午後9時40分

保険料の納め忘れはありませんか?
５月１日が納期限です4/21 ４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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長崎めぐりにこの1冊！『ぶらり長崎―歴史・文学散歩』
（伊藤榮洪著）を発行しました

長崎健康相談所の仮移転4月29日㈰・30日㈪、5月3日㈭～5日㈯の
休日診療所のご案内
受診時は健康保険証を必ず持参してください。当日健康保険証がない場合は全額負担し、
後日清算です。

�東京都保健医療情報センター「ひまわり」による医療機関案内サービス…☎5272‐0303
�インターネットによる医療機関検索・案内…█HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/
※豊島（平日準夜間）こども救急（都立大塚病院内）は、平日夜間診療のため5月1・2日を
除く連休中は実施していません。
※午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。
※交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止することがあります。
█問平日…地域保健課管理グループ☎3987‐4203、休日…上記診療所か区役所☎3981‐1111

●「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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子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

募  集募  集

まちづくりまちづくり

環境・清掃環境・清掃

講演・講習講演・講習

60歳以上の高齢者向け
優良賃貸住宅の入居待機者募集

優先順位は抽選で決定し、今後空
室が発生した場合は順位に従いあっ
せんします◇物件概要…ＧＳＳⅢ（千
早1‐15‐18）、間取り／1ＤＫ、家
賃／82，000～97，000円（家賃助成制
度あり）、別途敷金・共益費◇登録
期間…事業者が定めた日から1年間。
応募資格など詳細は問い合わせてく
ださい█申4月23日～5月2日午前10
時～午後5時（土・日曜日、祝日を除
く）の間に電話で㈱ハウスメイトマ
ネジメント東京支店☎5992‐3620へ。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

豊島区介護予防活動支援助成金
交付事業説明会

4月27日㈮ 午前10時～正午 と
しま南池袋ミーティングルーム（南
池袋2‐34‐5 藤和第2ビル）302
会議室◇54名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

TOBU de あそびシリーズ
プレーパークがやってきます
～自由に「遊び」を創っちゃおう！～

4月29日㈷ 午前11時～午後3時
東武百貨店池袋本店8階屋上 スカ
イデッキ広場※雨天時は2階5番地
◇ダンボール遊びや木工遊びなど、
子どもが自主性・創造性を発揮して
遊ぶ。開催時間中、いつでも出入り
可█申当日直接会場へ。
█問地域支援グループ☎3981‐2187

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

5月28日㈪ 午後2時～3時30分
東部子ども家庭支援センター◇講師
…ほあしこどもクリニック副院長／
帆足暁子氏※絵本のプレゼントあり
◇1歳6か月までの子どもがいる母
親◇30名█保5か月以上1歳6か月児。
15名。0～5か月未満児は親子同席。
█申5月9日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。

国民生活基礎調査に
ご協力ください

この調査は統計法に基づくもので、
保健、医療、福祉、年金、所得など
国民生活の状況を把握し、施策立案
の重要な基礎資料となるものです。
厚生労働省と東京都から委託をうけ、
調査員が戸別訪問し、調査票の配付
・回収を行ないます。訪問する調査
員は、必ず調査員証を携帯していま
す◇調査日…6月7日㈭◇調査地区
…区内の4調査地区（全国より無作
為抽出された地区）
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

第30期青少年問題協議会委員

青少年に関する総合的な施策の実
施状況および豊島区子どもプランの
策定に関する調査・審議◇対象…区
内在住で、夜間を含む平日の協議会
（全10回程度）に出席が可能な18歳以
上の方◇任期…委嘱の日（平成30年
7月予定）から2年◇報酬…1回
13，700円◇人数…3名◇選考…書類

※選考結果は全員に通知█申応募用紙
（子ども若者課で配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）と作文
（「応募の動機」をテーマに800字程度）
を5月10日（必着）までに当課管理グ
ループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2471

子育てファミリー世帯への
家賃助成制度

区内の民間賃貸住宅（区民住宅ソ
シエを含む）に転居（転入）した場合、
一定の要件を満たす子育てファミリ
ー世帯に対し、転居（転入）後の家賃
と基準家賃との差額の一部を一定期
間助成します。転居（転入）後1年以
内に申請が必要です。詳細は問い合
わせてください。
█問住宅相談グループ☎3981‐2683

住宅確保要配慮者用住宅提供事業

住宅確保要配慮者に、安心住まい
アパートの空き室を提供します。
◇提供住宅…メゾン三恵（北大塚3
‐12‐4）ほか4件。すべて単身者用。
◇家賃…64，000円～82，000円。減額
を受けられる場合もあり。
◇利用者資格…区内に2年以上居住、
65歳以上か障害者手帳のある方また
は低所得者（前年の月額所得が
158，000円以下）の単身者。そのほか
18歳未満の子を養育している方。詳
細は区ホームページを参照するか、
問い合わせてください。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

震災復興まちづくり訓練の参加者
募集（南長崎四・五・六丁目地区）

①5月11日㈮／ガイダンス、②6月
2日㈯／第1回訓練、③7月21日㈯
／第2回訓練、④9月29日㈯／第3
回訓練、⑤11月17日㈯／まとめの会

①午後7～9時、②～⑤午前9時30
分～午後0時30分 南長崎第四区民
集会室◇大地震を想定し、「自分た
ちのまちで被害が生じたら復興をど
う進めるか」について、ワークショ
ップ形式で模擬体験をしながら、地
域の方と専門家、行政とともに考え
る◇区内在住、在勤、在学の方◇15
名程度█申はがきかファクスかＥメー
ル（4面記入例参照。Ｅメールアド
レス〈ある方のみ〉も記入）で5月2
日までに「地域まちづくり課事業企
画グループ█FAX3980‐5135、█EMA0022
706@city.toshima.lg.jp」へ※応募
者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐2611

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

5月26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NPO
推進協議会█FAX5951‐1508、█EMen@t
oshima-npo.org」へ。1名（1グル
ープ）1通のみ※応募者多数の場合
は抽選。
█問当会 幅上☎5951‐1508

「つる植物・いのちの森苗木」を
配布します

6月3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）※上記日時のみ配布◇①
つる植物…トケイソウ、ハゴロモジ
ャスミン、アイビー、カロライナジ
ャスミン、フィカスプミラ、ツルニ
チニチソウ（1名3株まで）、②「い
のちの森」苗木…高木／シラカシ、
ヤマザクラ、イロハモミジ、低木／

アセビ、ジンチョウゲ、センリョウ、
マンリョウ、ナンテン、ツツジ、サ
ツキ（1名4本まで）。植物や苗木は、
区内に植えてください。地植えでも
鉢植えでも育てることができます█申
往復はがき（4面記入例参照。希望
植物・樹種名と各個数も記入※1枚
で①②両方の申込み可）で4月27日
（消印有効）までに環境政策課事業グ
ループへ。応募者多数の場合は数量
の調整あり。配布引換券を5月中旬
発送予定。
█問当グループ☎3981‐2771

ラ・フォル・ジュルネTOKYO
2018 アミティエ（amitié）
オープニングコンサート

4月22日㈰ 午後1時30分から
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）█申当日直接会場へ。
█問文化デザイン課施策調整グループ
☎3981‐1476

豊島区ゆかりのマンガ家・
横山孝雄の世界

7月末日まで（予定） 椎名町駅ギ
ャラリー（西武池袋線椎名町駅南北
自由通路〈改札外〉）◇マンガ家／横
山孝雄氏の作品と区との関わりを紹
介。貴重なデビュー作やライフワー
クとして取り組むアイヌ文化や引揚
げ体験のイラストのパネル展示など。
█問マンガ・アニメグループ☎4566‐
2758

郷土資料館 展示見どころ解説

4月28日、5月26日、6月23日
土曜日 午後2時から（40分程度）
◇展示を学芸員がわかりやすく解説
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3980‐2351

池袋東口としま商人まつり

4月29日㈷、30日㈷ 午前10時～
午後6時（30日は午後5時まで） 中
池袋公園、サンシャイン通り歌碑の
広場◇区内商店・交流都市の物品販
売、模擬店コーナー、春の演舞のつ
どい、江戸芸かっぽれなど█申当日直
接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

みんなで一緒に歌って踊ろう

5月3日㈷ 午後0時20分開演（午
前11時開場）あうるすぽっと◇歌や
ダンスのステージ、洋服や雑貨の販
売会など◇前売3，000円、当日3，500円
█申ホームページ█HPhttps ://infosup
life.wixsite.com/eventから申込み。
█問サプライフ事務局☎070‐3284‐3355

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

5月5日㈷ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「野
ばら」、今井鑑三「青梅」█申当日直接
会場へ。
█問当館☎3985‐4081

京葉旭会第8回筑前琵琶演奏会

5月6日㈰ 午後1時から（午後
0時30分開場） 東京芸術劇場◇ゲ
スト…森中志水、上原まり。助演…

そ う

茶道／福田宗好社中、箏／内藤美和
◇280名◇2，000円█申当日先着順受付。
█問当会 藤巻☎3957‐7432

区民ひろば回遊音楽キャラバン
（全8回）

5月9日㈬～平成31年3月6日㈬
午前10時30分～11時◇子どもたちが
質の高い音楽を気軽に鑑賞でき、一
緒に楽しめる音楽会。詳細は区ホー
ムページか各区民ひろばで配布して
いるチラシ、ポスター参照。
█問自主運営支援グループ☎3981‐1507

スプリングコンサート

5月13日㈰ 午後2時～3時30分
雑司が谷旧宣教師館◇演奏…ヴァイ
オリン／佐藤瞳子、ピアノ／米丸
咲季子、曲目…エルガー／愛の挨拶
ほか（曲目は変更になる可能性あり）
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

第5回「まち中つながる展覧会」

5月17日㈭～6月24日㈰ 東長崎
・椎名町・千早・西池袋・江古田ほ
か50店舗◇まちと人がつながる回遊
型アート展覧会。ワークショップあ
り。各店舗の営業時間は問い合わせ
てください◇一部参加費あり█申当日
直接会場へ。
█問当実行委員会☎5964‐0032（水曜
日を除く午前11時～午後8時）

池袋図書館 読みきかせ講座
第1回「挑戦してみよう！
はじめての読みきかせ」

5月9日㈬ 午前10時30分～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、読
みきかせを始めてみたい方█申当日直
接会場へ。
█問池袋図書館☎3985‐7981

みらい館大明

①大明ジュニア合唱団体験講座（全
6回）…5月11・18・25日 金曜日
午後5時～6時30分、5月12・19・
26日 土曜日 午前9～10時◇正し
い発声法、美しいハーモニーづくり
を体験。講師…声楽家／本郷文敏氏
◇小学3～6年生◇20名◇3，000円
②「カリグラフィー講座」（全2回）…

5月11・25日 金曜日 午後1～3
時◇カリグラフィーの基礎を学ぶ。
講師…カリグラフィーネットワーク
会員／牧 幸子氏◇15名◇2，000円
③パソコン講座 仕事を応援！「土
曜講座 ワード・パワーポイント」
（全2回）…5月19日㈯／ワードでビ
ジネス文書 5月26日㈯／パワーポ
イント入門 いずれも午前10時～午
後5時◇ワードかエクセル経験者◇
各8名※2講座受講優先◇2講座受
講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。直接当館窓口
で申込みも可※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…5月18日、6月15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
②パソコン＆iPad 教室 �無料体
験教室…ⓐ5月24日㈭ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ5月8～29日 火曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）…ⓒ5月12日～6
月2日 土曜日 午後3時～4時30
分、ⓓ5月9～30日 水曜日 午前
10時～11時30分◇ⓒⓓとも5，700円、
�iPad 入門（全4回）…ⓔ5月10～
31日 木曜日 午前10時～11時30分
◇5，800円、�エクセル初級（全4回）
…ⓕ5月11日～6月1日 金曜日
午前10時～11時30分◇5，700円、�
夜間 エクセル講座（全8回）…ⓖ5
月10日～6月28日 木曜日 午後7
時～8時30分◇14，000円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ。②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。

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。

4月26日㈭ 午前10時から 区役所本庁舎8階807・808会議室█申当日直接会場へ。
█問環境計画グループ☎3981‐1597
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種類 場所 日時 相談員 相談内容など 問い合わせ先（予約先）
法律相談
※要事前予約 1回30分以内

区役所本庁舎4階
相談室408

毎週月～金曜日 午後1時15分～3時45分
毎月第2日曜日 午前10時15分～午後0時45分 弁護士 土地、家屋、金銭貸借、相続などの法

律問題全般に関する相談

区民相談課
☎3981‐4164

人権身の上相談 区役所本庁舎4階
面接・相談室401

毎月第2・4木曜日
午後1～4時 人権擁護委員 いじめや差別などの人権侵害に関する

相談

行政相談 区役所本庁舎4階
区民相談コーナー前

毎月第2・4火曜日
午後1時30分～4時 行政相談委員

役所、独立行政法人、特殊法人などに
ついての苦情や意見、要望などに関す
る相談

住宅・不動産相談 区役所本庁舎4階
相談室409

毎週水曜日 午後1～4時
（年末年始、GW、8月中旬は休みの場合があ
るので、問い合わせてください）

宅地建物取引士 住宅・不動産に関する相談 住宅課相談グループ
☎3981‐2683

消費生活相談 区役所本庁舎4階
消費生活センター

毎週月～金曜日
午前9時30分～午後4時 消費生活相談員

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 消費生活センター

☎3984‐5515債務整理等相談 債務整理などに関する相談。状況によ
り弁護士の法律相談を案内

中小企業の資金・起業・経営
相談 区役所本庁舎7階

としまビジネスサポ
ートセンター

毎週月～金曜日
午前9時30分～午後4時30分

金融相談員
ビジネスコーディネーター
創業相談員など

融資、金融、起業、創業、経営改善、
販路拡大などに関する相談 としまビジネスサポートセン

ター
☎5992‐7022中小企業の労務相談 隔週水曜日 午後1～4時（4月は第1・3週

に実施。5月以降は問い合わせてください） 社会保険労務士 労務管理・雇用保険・労災・年金など
に関する相談

中小企業の税務相談 毎週水曜日 午後1～4時 税理士 税務・会計などに関する相談
女性の法律相談
※要事前予約 1回30分以内 としま産業振興プラ

ザ（IKE・Biz）3階

男女平等推進センタ
ー（エポック10）相談
室

毎月第1金曜日 午後1時30分～4時30分
毎月第3金曜日 午後6～9時 弁護士 女性弁護士による夫婦、親子、離婚、

相続、セクハラなどに関する相談
男女平等推進センター（エポ
ック10）
☎3980‐7830（午後5時まで）
※ＤＶ専門相談の当日午後5
時以降の予約は☎5952‐9501
※相談日が祝日などの場合は
別の日に振り替えて実施する
ので、問い合わせてください。

女性のこころ相談
※要事前予約 1回50分以内

毎月第2水曜日 午後1時30分～4時30分
毎月第4火曜日 午後6～9時 臨床心理士 女性臨床心理士による生き方、人間関

係、家族関係などに関する相談
女性のDV相談
※要事前予約 1回50分以内
※空きがあれば当日予約可能

毎月第1水曜日 午後6～9時 カウンセラー 女性カウンセラーによる夫やパートナ
ーからの暴力などに関する相談

家庭相談
※要事前予約

区役所本庁舎4階
子育て支援課 毎週月・木曜日 午後1～5時 家庭相談員 夫婦、親子、嫁姑、扶養など家庭内の

問題、養育費や面会交流に関する相談
子ども家庭・女性相談グルー
プ☎3981‐2119
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種類 場所 日時 相談内容など 問い合わせ先（予約先）
専門家合同相談室（弁護士、司法書士、税
理士、社会保険労務士、行政書士、中小企
業診断士、建築士、不動産鑑定士、土地家
屋調査士、弁理士、公証人）※要事前予約

区役所本庁舎4階
面接・相談室401

毎週月・金曜日 午後1～4時
（8月13日、12月28日、平成31年1月4日
は臨時休業）

事業や日常生活の中で生じるあらゆる問
題について、複数の専門家チームが応じ
る相談

█申区民相談課☎3981‐4164
█問豊島区専門家合同相談事業運営
協議会事務局☎080‐4927‐6487

許認可・遺言・相続・成年後見・外国人在
留・各種法律書類作成の相談

毎月第2水曜日
午後1～4時

官公署へ提出する書類（許認可など）の作
成や手続きに関する相談、権利義務に関
する書類（遺産分割協議書、遺言書、契約
書、内容証明など）の作成に関する相談

東京都行政書士会豊島支部
�0120‐959‐193

税金相談
※要事前予約

毎月第2・4土曜日
午前9時30分～正午 税務全般、経営に関する相談 東京税理士会豊島支部

☎3983‐2478

住まいの増改築相談 毎月第1・3木曜日（1月は休み）
午前10時～午後3時

住宅の増改築、修繕工事、耐震などに関
する相談

豊島区住宅相談連絡会事務局
東京土建豊島支部
�0120‐309‐379

登記など法律相談 毎月第2水曜日
午前10時～正午

相続・贈与・売買・抵当権・会社設立そ
の他登記手続き、借地・借家、裁判書類
作成、成年後見に関する相談

東京司法書士会豊島支部
☎3980‐4246

建築設計・工事監理・耐震診断などの相談
※要事前予約 1回40分以内

毎月第1・3土曜日
午前9時30分～午後0時30分

一級建築士などによる建築設計・工事監
理・耐震診断などに関する相談

東京都建築士事務所協会豊島支部
事務局 小山設計
☎3984‐2448

土地・建物の測量・関係調査・登記の相談 毎月第3水曜日
午前10時～正午

お隣との境界が不明で確定したいなどの
土地の境界問題、測量、登記、建物新築、
増築、取り壊しの登記に関する相談

東京土地家屋調査士会豊島支部
☎3980‐1336

年金・労務相談
※要事前予約

区役所本庁舎7階
としまビジネスサポ
ートセンター

毎月第2火曜日
午後1～4時 年金全般、労務に関する相談 （一社）豊島産業協会

☎3981‐1540労働保険相談
※要事前予約

としま産業振興プラ
ザ（IKE・Biz）4階

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時 労働保険全般

ビジネスなんでも相談
※予約可・来館者優先 1回1時間以内

中央図書館
ビジネス支援コーナ
ー

毎週木曜日 午後6～9時
毎週土曜日 午前10時30分～午後4時30分
（休館日と5月3・5日、6月2・7日、
平成31年1月5日、3月21日を除く）※終
了時刻の30分前までに来館してください。

経営相談、起業・創業などに関する相談

█申中央図書館企画調整グループ
☎3983‐7861
█問特定非営利活動法人としま創業
ネットワーク☎3940‐6698

青少年相談 区役所東池袋分庁舎
3階

毎週月・金曜日
午前10時～午後0時30分
午後1時30分～4時

青少年の非行防止や健全育成のための相
談

豊島区保護司会
更生保護サポートセンター
☎6321‐3517

各相談には専門の相談員があたります。お気軽にご利用ください。（相談日が祝日の場合は休み）
※予約、相談の詳細は直接各連絡先へ問い合わせてください。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

区民専門相談をご利用ください

第2回
豊島区環境審議会

●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

2 3広報としま情報版 平成30年（2018年） 4月21日号 No.1781 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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スポーツスポーツ 職員採用

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

巣鴨体育館（プール）
個人公開時間変更のお知らせ

巣鴨北中学校の改築に伴い、5月
30日㈬～7月19日㈭の間、平日個人
公開時間が変更となります。詳細は
区ホームページか当施設ホームペー
ジ█HP http ://www.shisetsu.jp/to
wn.sugamo/taiikukan/参照。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

楽々初心者水泳教室（全4回）

5月8～29日 火曜日 午前10時
～正午 雑司が谷体育館◇区内在住、
在勤、在学の18歳以上で泳力10メー
トル程度の方◇20名（最小遂行人数
5名）◇4，000円█申はがきで4月30日
（必着）までに「〒112‐0012 文京区
大塚6‐24‐15‐502 豊島区水泳
連盟事務局 佐藤」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問当事務局 佐藤☎3943‐6397

シニアのための
楽らくポールウォーキング

5月13日㈰ 午前9時～11時30分
ふるさと千川館とその周辺◇ポール
を使ったウォーキング講座◇区内在
住、在勤の方◇50名◇100円◇歩き
やすい服装、靴、体育館履き持参█申
往復はがきで4月30日（必着）までに
「〒171‐0043 要町3‐47‐8 豊
島体育館内 （特非）豊島区体育協会」
へ※先着順。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

第72回都民体育大会豊島区予選会

�ゴルフ…6月6日㈬ 日本カント
リークラブ
█申電話で5月8日までに豊島区ゴル
フ協会 小林☎3981‐1619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。

まちづくり専門員（非常勤職員）

◇任期…平成31年3月31日まで█申採
用選考申込書（地域まちづくり課で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）を5月7日午後5時（必着）
までに当課事業企画グループへ簡易
書留で郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐2611

図書館からのお知らせ

特別整理のため休館します。
◇駒込…5月7日㈪～8日㈫◇巣鴨
…5月14日㈪～17日㈭◇上池袋…5
月21日㈪～22日㈫◇目白…5月28日
㈪～29日㈫◇中央・雑司が谷図書貸
出コーナー…6月1日㈮～7日㈭◇
千早…6月11日㈪～14日㈭◇池袋…
6月18日㈪～19日㈫
█問中央図書館☎3983‐7861

高田第2区民集会室

7月1日㈰～12月31日㈪（予定）ま
で、改修工事のため休館します。休
館期間中は抽選申込み、予約はでき
ません。周辺の集会施設は、区ホー
ムページや集会室の掲示を参照。
█問地域振興グループ☎3981‐0479

在宅福祉サービス協力会員説明会

4月26日㈭ 午後2時～3時30分
区役所東池袋分庁舎3階◇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
関心のある方や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。

●豊島都税事務所
「法人事業税・都民税の申告には便
利な電子申告（eLTAX）をご利用く
ださい」
◇利用時間…月～金曜日 午前8時

30分～0時（土・日曜日、祝日、年
末年始は除く）◇ヘルプデスク…☎
0570‐081459、5500‐7010（いずれ
も月～金曜日 午前9時～午後5時
土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
◇eLTAX ホームページ…█HPhttp : /
/www.eltax.jp/
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

◆朋有 「朋有わくわくSUNDAY
第1弾 ロニー・ハーシュ ジャ
ズコンサート」…4月22日㈰ 午
後1時30分～3時◇出演…ロニー
・ハーシュ█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆清和第二 「子育て悩み相談」…
毎月第4金曜日 午後1時30分～
午後4時30分◇相談者…臨床心理
士／池田佳世氏◇毎月2名程度
█申電話で当ひろば☎5961‐5756へ。
◆千早 「ゴーヤ講習会」…5月8

日㈫ 午前10～11時◇ゴーヤの育
て方を学ぶ。先着30名にゴーヤの
苗を配布█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆高南第二「子育て応援！フリー
マーケット出店者募集」…5月11日
㈮ 午前10時30分～11時30分◇子
どもの服や靴、おもちゃなど（食品
を除く）◇区内在住の方◇10店舗█申
4月23日午前10時30分から当ひろ
ばで受付。午前10時40分から抽選。
█問当ひろば☎3987‐6600

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。
█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
き ど な つ き キ ン テ ー ト

と鬼怒無月 Quinteto TANGO
LIVE タンゴ五重奏…5月17日㈭
午後7時開演 あうるすぽっと◇
出演…ギター／鬼怒無月、バンド
ネオン／北村 聡、ヴァイオリン
／近藤 久美子、ピアノ／熊田 洋、
コントラバス／西嶋 徹◇前売
3，000円、当日3，500円、区民2，500
円、学生1，500円（全席指定）█申電
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
◆第31回 池袋いけいけ人形劇ま
つり in 大塚…5月4日㈷ 午前
10時～午後4時（オープニングイ
ベントは午前9時45分から） 南
大塚地域文化創造館◇ゴールデン
ウィークは家族で人形劇をお楽し
みください◇前売おとな900円、
3歳～小学生700円（当日いずれも
100円プラス）
※3歳未満無
料。
█申電話でプラ
ンセクション
☎3590‐7118
へ。
◆ジュニア・アーツ・アカデミー
「歌でつながる！音楽の輪」参加者
募集（全14回）…6月17日～12月24
日 日曜日ほか◇コンサートを目
指し、仲間と楽しく歌おう！◇40
名◇5，000円◇5月12日募集開始。
詳細は当財団ホームページ参照。
█問プランセクション☎3590‐7118
（平日午前10時～午後5時）
◆地域文化創造館
●南大塚 第101回南大塚ホール
落語会…5月17日㈭ 午後6時30
分開演◇出演…昔昔亭桃太郎、柳
家さん枝、柳家小はぜ、ぴろきほ
か◇250名◇友の会1，500円、一般
（前売）1，800円、一般（当日）2，000
円█申各地域文化創造館窓口でチケ
ット発売中。当館のみ電話予約可。
●雑司が谷 第29弾雑司が谷ワン
コイン落語会…6月17日㈰ 午後

2時開演◇出演…立川談修◇100
名◇500円█申各地域文化創造館・
雑司が谷案内処でチケット発売中。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【105】着付け入門―夏
の遊び着“ゆかた”を1人で着て
おでかけしてみませんか？…6月
16日～7月7日 土曜日 午後1
時30分～3時30分◇15名◇2，000
円◇5月20日必着
●巣鴨 ②【204】妖怪と宗教～国
際文化の比較を通じて～…6月4
～25日 月曜日 午後2～4時◇
24名◇2，200円◇5月9日必着、
③【206】尺八入門～伝統楽器に親
しもう～…7月13日～8月3日
金曜日 午後7時～8時30分◇15
名◇2，100円◇6月13日必着
●南大塚 ④【503】若者ことば学
―若者ことばから現代社会のコミ
ュニケーションを考える…6月14
・21日 木曜日 午後2～4時◇
30名◇1，300円◇5月21日必着、
⑤【504】大塚ものがたり～鈴木信
太郎記念館をたずねて 新大塚駅
界隈をたどる～…6月16～30日
土曜日 午後2～4時◇30名◇
2，000円◇5月21日必着、⑥【505】
落語講座～古今東西落語事情その
弐…講座／7月5・19日 木曜日
午後7～9時、落語会鑑賞／8月
16日㈭ 午後6時30分～9時◇30
名◇2，500円◇6月10日必着
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上、【504】は18歳以上
█申往復はがき（上部記入例参照。
講座名前の番号も記入）で各館へ
郵送。返信用はがき持参で、直接
各館窓口申込みも可。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（〒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
雑司ヶ谷3‐1‐7）

3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）

1日 0．06 0．06 0．06
15日 0．07 0．06 0．05
29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。
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