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子どもスキップで過ごそう！
放課後も安全・安心！2・3面

4・5面 春のアート＆ミュージック！
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新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館
池袋ジャズフェスティバル2018
熊谷守一美術館33周年展
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2019年「東アジア文化都市」
国内都市に決定

国際アート・カルチャー都市としま

小学生の放課後はお任せください！子どもスキップ

安全・安心な子どもスキップ
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放課後の居場所を学校に

★SKIP＝Space for Kid’s Ideal Play(子どもの理想的な遊び場)

子どもスキップ目白　所長 斉藤英子さん

◆さまざまなおとなに囲まれて育つ

　「子どもスキップ」は、放課後を安心して過ごすための
小学生の居場所です。目白小学校にある「子どもスキッ
プ目白」では学童クラブと隣り合うスペースを中心に、教
室、校庭、体育館などを活用しています。学校と同じ敷
地内にあり、ランドセルを背負ったまま来ることのでき
る安心感から、平日は平均150名が利用しています。
　学校との違いは、遊びや生活の側面から子どもたちを
支えているところです。大学生からお孫さんのいる方ま
で、職員以外に大勢の地域の方も関わっており、幅広い
世代のおとなに囲まれて育つことができるのもスキップ
の良さです。また学校や地域とも連絡会などを通じて情
報交換し、きめ細やかなフォローを心がけています。

◆一人一人の成長を楽しむ

　私たちスタッフの励みは、なんといっても子どもたち
の笑顔です。言えなかった自分の気持ちを相手に伝える

ことができたときや、できなかったことに再度挑戦してで
きたときなど、日々成長していくプロセスを一緒に分か
ち合えることがこの仕事のやりがいだと言えるでしょう。
そうした成長をみんなで認め合いたくて、「目白ギネス」
を貼り出しています。皇居の周囲を走ったよとか、ゲー
ムが上手にできたよといったその子なりの頑張りを申告
してもらうのですが、迎えに来たお母さんたちに「がんば
りましたね」と声をかけるとうれし
そうにご覧になっています。決して
一人で子育てをしているのではな
いという安心感を伝えたいですね。
　すべてを理解することはできなく
ても、子どもの気持ちに寄り添う
ことで信頼関係を築き、思いを表
現しやすい雰囲気を心がけていま
す。ニーズはますます高まっていま
すので、子どもが大好きな方はぜ
ひスタッフとして参加してください。

　放課後や週末に子どもたちが安心して過ごせる場所として、区内の全小学校22校に子どもスキップを
設置しています。宿題をしたり、友達と遊んだり、工作や英会話、スポーツなどのプログラムに参加したり、
過ごし方は様々です。地域の子どもたちの活動を地域の皆さんで見守りませんか？
■問放課後対策課児童支援グループ☎3981-1058

●学校隣接！学校の全面協力のもと、垣根を超えた連携が可能
になります。
●午前中は学校、午後は子どもスキップで、支援の必要な児童
をサポートする「スクール・スキップサポーター（非常勤職員）」
により、切れ目のない支援を実現します。
●午後7時までの延長保育を全学童クラブで実施することで、
働く保護者も安心です。

安全・安心に過ごす

放課後子ども教室「囲碁教室」
　スキップ目白では、地域住民の方の協力を得て、クレイアート、ヒップホッ
プダンス、お茶など様々な講座を開いています。囲碁教室では、プロ棋士
の王唯任先生が直接指導。昇級という目標を励みにしながら、友達と対
戦し、みんな、めきめきと腕を上げています。

おうゆいにん

　学童クラブでは、ICタグを利用したセキュリティシステ
ム「ミマモルメ」を導入。ICタグの入ったファイルを専用の
カードリーダーにタッチすると、入室・退室時間を保護者
にメールで連絡する仕組みで、安心感が広がっています。

地域の協力でパワーアップ

放課後を『安全・安心に、地域で、友達と』放
課
後
も
安
全
・
安
心
！

子
ど
も
ス
キ
ッ
プ
で
過
ご
そ
う
！

ここがポイント！

　豊島区は、民間調査による「共働き子育てしやすい街ランキング2017」で全国総合1位を獲得しました。昨年に引き続き、
2年連続で保育園の待機児童ゼロを達成、さらに学童クラブも待機児童ゼロを維持しています。幼児保育から学童保育へ育
ちの連続性・接続を確保するため、より子育てしやすいまちを目指します。

待機児童ゼロを維持！

●放課後子ども教室での地域の方々
による、学び・スポーツ・遊びな
どの多様なプログラムで、子ども
の好奇心を伸ばし、豊かな人間性
を育みます。

友達と楽しく
●学童クラブと一般利用の
児童が一緒に放課後を過
ごし、多くの友達と遊ぶ
ことで、交流を深め、思
いやりの心を学びます。

　放課後の小学生の「生活」「遊び」「学び」の場です。全小学校の校舎や敷地内などにあり、
区内在住または区立小学校に在学している全小学生が利用できます。

子どもスキップってどんなところ学校・地域・家庭の核に

放課後
子ども
教室

一般
利用

学童
クラブ

子どもスキップ

？
学童クラブ学童クラブ

一般利用

保護者の就労などにより、家庭が留守になる
児童が対象。

放課後
子ども教室

地域住民の参加と協力により、学習やスポーツ、
文化、地域住民との交流活動など、様々なプロ
グラムに取り組むことができる教室。

届け出により全児童が利用可能。

学童指導員　尾髙仁美さん

　昨年4月からスキップ目白の一員となり、
学童クラブをメインに担当しています。学童
クラブは子どもたち自らスキップで遊びたい
と思える場所でありたいと考えています。毎
日子どもたちにとってスキップが心地よい居
場所になるよう、温かく迎えてあげることを
心がけています。1年をふり返ると、子どもたちから教わることも
多かったですね。これからもまず私から心を開いて話しかけ、信
頼されるスタッフになりたいと思います。

①スクール・スキップサポーター
◇職務内容…特別な支援を要する児童の学習・生活の補助
◇対象…教員免許状、保育士、臨床心理士、看護師のいずれかの
　資格・免許を有する方

②学童指導員
◇職務内容…児童の健全育成指導など
◇対象…教員免許状、保育士、社会福祉士などのいずれかの資格・
　免許を有する方など。詳細は問い合わせてください。

◇いずれも勤務条件などの詳細は問い合わせてください。
■申所定の申込書(写真貼付)、自己申告書、課題論文、資格証明書などを放課後
対策課へ本人が持参か簡易書留で郵送。詳細は区ホームページ参照（右記2次元
コードから読み取りも可）。
■問当課管理グループ☎4566-2786

子どもが大好きな方へ
あなたの力が必要です！

子どもたちの
放課後を
見守ります！

練習すると
どんどん強く
なれるよ！

スキップの友達と
遊べて楽しい！

入退室は保護者にただちにお知らせ！

学童指導員　櫻井良輔さん

　スタッフになって5年。現在は校庭を中心
にスキップが安全な遊び場となるようサポー
トしています。大人がお膳立てするのではな
く、自ら考えて遊べるよう働きかけています
が、一人一人と話したりする機会も多いス
キップには、教師とはまた別のやりがいを感
じます。保護者の方にもできるだけ声をかけ、安心して預けても
らえる関係を築いています。

非常勤職員募集中！



問 申 HP EM FAX 保問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  平成30年（2018年）  5月号  No.1782 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 54

立教大学

旧江戸川乱歩邸

東武百貨店

ルミネ池袋店

ホテル
メトロ
ポリタン

池袋警察署

としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

東京芸術劇場

池袋西口公園

西池袋公園

池袋
マルイ

西口五差路

池袋駅

西池袋一丁目

池袋警察署前

5月17日㈭～23日㈬　 
午前11時～午後7時
(最終日は午後4時まで)　
東京芸術劇場、ギャラリー 1・2

5月11日㈮～6月24日㈰

公募で集まった区内児童・生徒の絵画・立体・映像作品を展示。

春のア
ート＆ミュージック！

5月20日㈰～27日㈰　午前10時～午後5時30分(最終日は午後3時まで)　 
としまセンタースクエア(区役所本庁舎1階)

5月19日㈯　午後2時～4時30分　
としま産業振興プラザ(IKE・Biz)工芸室

江戸川乱歩の小説を題材に、イラストレーター／北見 隆氏をはじ
めとするアーティストたちによる描き下ろし作品を展示。今も変わ
らず愛されている乱歩作品とアートをお楽しみください。

池袋モンパルナスの画家たちの代表作を鑑賞し、彼らの生きた時代と
その苦しみや喜びを、講師自身の歴史として一緒にたどる。
◇講師…詩人・批評家／鶴山裕司氏

5月24日㈭　午後6時30分～8時　
立教大学池袋キャンパス1号館1203教室

▲北見 隆｢乱歩先生とわたし｣

アーティスト集団｢C-DEPOT｣
による謎解き企画。会場内の
様々な場所で、アートを鑑賞し
ながら謎解きにチャレンジ！

5月17日㈭～30日㈬　各施設営業時間内　
東京芸術劇場、WACCA池袋(東池袋1-8-1)

池袋西口公園(2会場)
池袋西口駅前広場
池袋マルイ前
元池袋史跡公園
東武百貨店
8階屋上スカイデッキ広場
メトロポリタンプラザビル
１階自由通路
ルミネ池袋８階イケレスガーデン
東京芸術劇場前広場
ミュージックスタジオ・フォルテ
芸劇店前

❶
❷
❸
❹
❺

❻

❼
❽
❾

池袋ジャズフェスティバル2018会場

今年で15周年目の開催！ジャズ、ファンク、ポップスなど、
様々なジャンルの音楽に池袋西口のまちが包まれます。セ
ミプロやアマチュア中心のアーティストが自慢の腕を競い
合い、プロのミュージシャンも出演します。
◇主催…池袋ジャズフェスティバル実行委員会
■問文化観光課観光交流グループ☎3981-1316

5月19日㈯・20日㈰
午前11時～午後8時※両日とも開演時間は会場により異なる

◇観覧料…一般700円※区内在住、在勤の方は650円(本
人確認書類が必要)、高校生・大学生300円、小・中学生
100円、小学生未満無料。障害者手帳提示で100円(介助
の方1名無料)。

毎年恒例の特別企画展。熊谷守一の故郷、岐阜県中津川
市付知町の熊谷守一つけち記念館、岐阜県美術館、個人
所蔵家に協力いただき、約100点の作品を展示します。

午前10時30分～午後5時30分(金曜日のみ午後8時まで)
・休館日…月曜日※5月7日㈪～ 10日㈭、6月25日㈪～ 28日㈭
は展示替え作業のため全館休館。※入館は閉館30分前まで。

≪百日草≫1962年／油絵　
岐阜県美術館蔵

≪立秋の朝≫1959年／油絵　
熊谷守一つけち記念館蔵

熊谷守一(1880－1977)
1880年、岐阜県恵那郡付知村(現・中津川市)
生まれ。17歳で上京、20歳で東京美術学校
西洋画選科(現・東京藝術大学)に入学。戦
前の二科会に長く所属し、その独自の画業と
生き様は、今も多くの人々を魅了しています。
1932年、守一は家族と豊島区長崎町(現・
千早)に移り住み、97歳で亡くなるまでをこ
の地で過ごしました。

区立熊谷守一美術館
(千早2－27－6)
●東京メトロ有楽町線・副都心線要町駅2番出口より徒歩8分　●JR池袋駅西口、国際興業バス
乗り場2番または4番｢要小学校｣下車、徒歩5分　●西武池袋線椎名町駅北口より徒歩14分 ■問当館☎3957－3779

▲2017年IAG大賞｢継ぎ芽／ Buds of KINTSUGI｣石川遊雪

優れたアーティストの発掘と、池袋がかつてのようにアー
ティスト交流の場となることを目的に始まった公募展。
来場者の投票によって選ぶ「オーディエンス賞」もあり。

謄写版版画作家による新作の公開制作イベン
ト。ガリ版の歴史、ガリ版による作品から、奥深いその技術の多様さを紹介します。
◇講師…謄写版版画作家／神﨑智子氏◇10名
■申Eメール(件名に｢ガリ版｣、本文に①氏名②年齢③電話番号④返信用メールアド
レスを記入)で5月11日までに文化デザイン課■EMA0014400@city.toshima.lg.jpへ
※応募者多数の場合は抽選。抽選結果は上記メールアドレスから返信。
■問当課ミュージアム開設準備学芸グループ
　☎3980-3177（月曜日・祝日を除く）

Ⓒ神﨑智子Ⓒ神﨑智子

日本探偵小説の黎明期に大きな足跡を残した江戸川乱
歩は、昭和9年から亡くなる昭和40年まで、現在の池
袋3丁目に居を構え、「怪人二十面相」など数々の傑作
を生み出しました。旧江戸川乱歩邸と、2万冊にも及
ぶ蔵書を収めた乱歩邸の蔵(乱歩は「幻影城」と呼んで
いた)は、立教大学により、研究資料として保存され
一般公開も行なっています (期間中特別公開日あり) 。

昭和初期から戦後にかけて、池袋西口周辺には多くの芸術家が移り住み、集い、芸術のまち
として｢池袋モンパルナス｣と呼ばれた時代があります。この池袋モンパルナスの精神を現代に
継承するアートイベントが今年も開催！百貨店、大学、ギャラリー、商店街などさまざまな場
所がアート会場に。まち歩きとアートを楽しんでみませんか？

●総合案内所…東武ホープセンター地下中央通路(午前10時～午後4時)
●会場…池袋各ギャラリー (右記地図★参照)ほか。
　まちかど展示会場多数あり。
●回遊美術館ホームページ■HP http://www.kaiyu-art.net/
■申当日直接各会場へ。
■問(公財)としま未来文化財団まちの魅力づくりセクション☎3981-4732

▲乱歩邸の蔵

▼2017年オーディエンス賞・区長賞
「幻想石」石橋美香

各会場をめぐるスタンプラリーもあり、子どもからおとなまで楽しめる2日間。各会場をめぐるスタンプラリーもあり、子どもからおとなまで楽しめる2日間。

「継ぎ芽」は壊れてしまった器や壺
を、金継ぎで修復し、その継ぎ芽
から新しい芽が生えてくる作品です。

素敵な音楽を聴きに
出かけてみませんか？

5月17日㈭～23日㈬　
午前10時～午後8時（最終日は午後4時30分まで）　
東武百貨店池袋店6階1番地 美術画廊

れいめい



親子・家族でアートのワークショップに参加しませんか？
初めての方もリピーターも大歓迎！

ぞうしがや こどもステーション
（千登世橋教育文化センターB1階）

プロのアーティストによる、
親子・家族に向けたワーク
ショップ(歌、ダンス、楽器、
絵本)や演劇公演などを毎週
末開催！アートに触れながら
親子のコミュ二ケーションを
深める時間として、ぜひご参
加ください。

◇幼児～小学生までの子どもとその家族◇各回10組程度
◇親子1組につき1回500～800円
※時間・対象年齢・定員・参加費はプログラムにより異なります。
■申NPO法人芸術家と子どもたち内、ぞうしがや こどもステー
ションホームページ■HPhttp://www.children-art.net/
zoshigaya-ksta/から申込み。6月分まで受付中。7月
以降のプログラムも近日より受付開始。要予約※先着順。
■問当法人☎5906－5705

自由な
発想とルールで、
親子ともに
楽しめました

いつも参加者みんなと
つくりあげていく
あたたかな雰囲気で

楽しいです

ロタウイルスワクチン接種費用の
一部助成をはじめます

平成30年4月1日以降に生まれたお子様が対象です。予診票は5月中旬以降、
他の予防接種予診票と同封して発送します。なお、使用するワクチンの種類に
より1回あたりの助成額と助成回数が異なり、各医療機関が定める接種料金と
の差額は自己負担となります。詳細は下記まで問い合わせてください。
接種費用助成の対象者、助成金額、助成上限回数

産後のお母さんをサポートする
産後ケアが始まります

東京都では、2020年オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向け、日本を訪れる外国人が安心
して滞在できる環境を整えるため、街中で外国
人に積極的に声をかけ、簡単な道案内などの手
助けをしていただく語学ボランティ
アを育成していきます。専任保育
士による託児で子育て中のお母さ
ん・お父さんも安心です！

外国語通訳等ボランティア募集中

地域の国際交流を推進するため、通訳、翻訳能力のある方にボラ
ンティアとして登録してもらい、公共施設・学校・地域団体の行
事などにおける通訳、書類の翻訳支援をお願いしています。育児
中・妊娠中の合間時間を活かして活動ができます！

いずれも詳細は区ホームページかチラシをご覧ください。
■問文化観光課観光交流グループ☎3981－1316

　外国人おもてなし

語学ボランティア育成講座参加者募集 

■問健康推進課管理・事業グループ☎3987－4173
　長崎健康相談所☎3957－1191

特に ネパール語・ミャンマー語・タガログ語

としま健康チャレンジ！対象事業 　

消費生活講座「田植え体験教室」

6月2日㈯　午前10時～午後4時
西武秩父駅集合・解散※雨天決行
◇秩父市太田で生産者の思いや工夫を聞き、体験を通して米に対
する理解を深めませんか◇区内在住、在勤、在学の方※小学生は
保護者同伴◇50名◇交通費は参加者負担。
■申はがきかファクス（件名に「田植え体験教室」、①住所、②電話番号、
③参加者全員の氏名〈フリガナ〉・年齢を記入）で5月14日（消印有効）
までに「消費生活グループ☎4566－2416、■FAX5992－7024」へ※応
募者多数の場合は抽選。

上手に苗を植えてみよう！上手に苗を植えてみよう！上手に苗を植えてみよう！

豊島区民生委員児童委員協議会　普及・啓発パネル展示
5月9日㈬　  正午～午後4時30分
5月10日㈭　午前9時～午後4時30分
5月11日㈮　午前9時～午後2時　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
民生委員・児童委員の活動を知っていただくための普
及・啓発パネル展示を開催します。
■問福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981-1722

5月12日は

民生委員・
児童委員の

日

民生委員・児童委員は、
高齢者や障害のある方、
子育てをしている方などの、
心配事やさまざまな福祉に
関する相談にのる地域のボ
ランティアです。

▶民生委員・児童委員
キャラクター「ミンジー」

出産後は心と体の状態が大きく変化しやすい時期で、育児への不安
を抱いたり、体調不良になる方もいます。区では契約する助産院な
どの母子ショートステイ（宿泊）で育児相談、授
乳相談を受ける際に利用料の一部を助成し、
産後のお母さんをサポートします。
●対象…医療的な処置の必要がない生後4か
月未満の母子
※利用には、妊娠32週以降に池袋保健所か長
崎健康相談所で面談・申請が必要です。詳細
は区ホームページかチラシをご覧ください。
■問健康推進課保健指導グループ☎3987－4174

▲区内図書館、各地域文化創造館、区役所本
庁舎7階（平日）で配布。区ホームページから
ダウンロードも可。

マナビト生の募集　
2年間登録して学ぶ「マナビト1年
生募集」は、「広報としま」情報版
5月11日号や区ホームページを
ご覧ください。

区と区内７大学（学習院大学、川村学園女子大学、女子栄
養大学、大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、立教大学）
が協働で、だれでもいつからでも始められる講座を開催。
学習の成果を地域につなげていきます。
■問生涯学習振興グループ☎4566-2762

平成
30年度

としまコミュニティ大学

本物の
大学キャンパスで

学べる！

自分の
ライフスタイルに
合わせて選べる

幅広い
年齢層の
学友ができる

興味があるから
頭に残る

受講方法

受講生募集！ 申し込む

受講したい講座を選ぶ

受講する

６月15日㈮～17日㈰
男女平等推進センター〈としま産業振興プラザ（IKE・Biz）〉3階　■問当センター☎5952－9501

◇男女共同参画週間(毎年6月23～29日)に先立ち、当センターの登録団体や運営委員によるイベントを開催します。

14私のトリセツ※15・16日は同じ内容です。
15『風の交叉点』から見える豊島の女子教育
　ー豊島区女性史『風の交叉点』よりー

エポック10フェスタ2018
タイム・テーブル

※各講座の時間・参加費・持ち物など詳細は区ホー
ムページ参照。

●いずれも6月16・17日午後（3は各日午前も開催）
1手作り作品～ブローチと帽子型マグネット～
2佐藤俊輔オリジナル
　セミフレッシュアレンジメント
◇講師…フラワーデザイナー／
　佐藤俊輔氏
3香り高いコーヒーの提供

テーマ 生き方

様々な学びが盛りだくさん！

様々な学びが盛りだくさん！

❶カネミ油症とPCB処理問題を考える
❷正しいがん情報の見極めかた
　～腫瘍内科医からのメッセージ～
◇講師…日本医科大学武蔵小杉病院／勝俣範之氏
❸ダイヤビック体験教室
　～エアロビックを楽しもう～
◇講師…ダイヤビックインストラクター

❹日々のイライラ・ガミガミを卒業！
　子どもと心が通い合うための「聞き方」「話し方」
◇講師…親業インストラクター／
　久保 まゆみ氏
❺保健所から見た
　としまのリアルな子育て

エポック10や登録団体の紹介・LGBTに関する講
演会やうたごえ喫茶などのイベントを実施します。
●5月31日㈭～6月1日㈮　
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

❻子どものチカラを育むコミュニケーション
◇講師…メンタルコーチ／眞鍋 登喜子氏
❼カップルのための
　産前産後のセルフケア体験講座
◇講師…NPO法人マドレボニータ認定産後セルフケ
アインストラクター／吉田 紫磨子氏
❽ホームスタート・わくわく  活動報告会
◇講師…ホームスタート二葉オーガナイザー／宮越
裕子氏

❾人工知能は天使か悪魔か
　～女性脳から見たヒトとAIの理想臨界～
◇講師…脳科学者／黒川 伊保子氏
10エポック10フェスタ2018メインイベント
　気づいていない？！私たちの中にひそむ
　『男尊女子』
◇講師…エッセイスト／酒井順子氏
11戦時下における女性への暴力
　ーその要因と根絶にむけた課題ー
◇講師…大妻女子大学非常勤講師／土野瑞穂氏
12シニアがおくる絵本読み聞かせ
◇講師…学校教育ボランティアコーディネーター／
熊谷 裕紀子氏
137年間の被災地の歩み
◇講師…盛岡女性センター長／平賀圭子氏

テーマ 健康

プレ・フェスタ

■保 6か月以上未就学児。6月7日までにファクスかEメー
ルで講座とともに要予約。定員あり※先着順。
■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.lg.jp」へ。区ホームペー
ジ（2次元コード参照）から申込みも可
※先着順。
●ファクス、Ｅメールの記入項目　①参加希望講座名・実
施日時、②氏名（ふりがな）、③住所、④電話番号(緊急時に
連絡がつく番号)、⑤ファクス番号、⑥Eメールアドレス、⑦
講座を知った方法、⑧保育の有無(保育を希望する場合は、
子どもの名前〈ふりがな〉、年齢〈○歳○か月〉も記入)　

テーマ ジェンダー平等

テーマ 手作り体験など

テーマ 子育て

ごみの出し方は従来どおりです

ごみを資源に

区は4月からリサイクルの向上とごみの減量を目的と
して、「金属・陶器・ガラスごみ資源化事業」を実施
しています。家庭などから出されたごみを専用工場
で選別し、再資源化を行ないます。なお、金属・陶器・
ガラスごみの出し方は従来どおりです。

金属・陶器・ガラスごみ
資源化事業

一度役割を終えた
廃材が、生きものとし
て生まれ変わったら良い
なという思いで作品を
制作しています。

■問ごみ減量推進課計画調整グループ☎3981-1320

▶区から出た不燃ごみを使って
制作したフクロウ作品
制作…美術家／富田菜摘氏

ひと ひと

問 申 HP EM FAX 保問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  平成30年（2018年）  5月号  No.1782 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 76

ワクチンの種類 対象者
（平成30年4月1日以降生まれ）

助成金額
（1回につき） 助成上限回数

1価ロタウイルスワクチン
（ロタリックス®） 生後6週～24週0日の区民 6,000円 1人2回まで

5価ロタウイルスワクチン
（ロタテック®） 生後6週～32週0日の区民 4,000円 1人3回まで

日付 午前 午後 夜間

6月15日 ❹ ❺ 14 10
6月16日 ❻ ❼ ❸ ❾ 11 14 ❷
6月17日 ❽ 15 ❶ 12 13 14



三澤 遥 ｜ デザイナー（㈱日本デザインセンター）
誰もが主役になれる劇場都市というテーマから、
「光あふれる舞台」というコンセプトを構築し、ロゴ
を制作しました。皆さんに長く親しんで頂けたら嬉
しいです。
日本デザインセンター三澤デザイン研究室 主宰。
KITTE、TOKYO BIG SIGHTのロゴマークを手掛ける。

■アンケート結果
実施期問…2月1～28日
総数11,693票
※アンケート結果は審査委員会で参考
とさせていただきまし
た。ご協力ありがとう
ございました。審査
過程は区ホームペー
ジで確認してください。
■問Hareza池袋調整グループ
　☎4566-2548

国際アート・カルチャー都市構想の魅力の発信や、様々
な文化事業に参画する約1,400名の特命大使による事
業がいよいよ開催。2019年東アジア文化都市開催に
向けて、まちをどんどん盛り上げます！
■問国際アート・カルチャー都市推進室☎4566－2753 

●オフィス棟
2020年夏グランドオープン。
10スクリーンを擁するシネマ
コンプレックスとシネマプラ
ザなどを備えています。

●芸術文化劇場棟
2019年秋にオープン。
多様な演目に対応する本格
舞台設備を完備しており、
宝塚劇場によるこけら落とし
公演も決定しました。

●としま区民センター
2019年秋にオープン。
区民の皆さんの様々な活
動拠点となります。

親子ワークショップ「熊谷守一の目線で　
見てみよう！描いてみよう！」
５月26日㈯　午前10時～正午　自由学園明日館
自由学園明日館の中にある「物」や庭の「植物」などを、
熊谷守一の目線で観察し、親子で1枚ずつ絵を描く
◇定員…15組30名
■申電話かEメールで「ホクトデザインルーム 田中☎090
－6009－2951、■EMhdr@sepia.ocn.ne.jp」へ※先着順。

狂言＆能セミナー
6月24日㈰　正午～午後1時30分
東京芸術劇場プレイハウス
狂言と能の成り立ちや見どころの話と、当日本公演で使用する舞台に上がっ
て狂言の所作などの体験ができます。
◇講師…和泉流狂言方／野村万蔵◇50名◇1,000円◇足袋を持参。
■申電話でとしま未来文化財団プランセクション☎3590－7118（平日午前10
時～午後5時）へ※先着順。

豊島区国際アート・カルチャー
特命大使参画事業

ただ  のり

ふな わたしむこ

悲しみに舞う静御前、襲い掛かる平知盛の亡霊。英雄・源義経
の悲運を“静”と“荒”で織りなすスペクタクル―能『船弁慶』を
中心に、体感するほどに新しい“能楽”の世界へ誘います。
●演目・主な出演者…宝生流 仕舞『忠度』 ／水上 優、和泉流 
狂言『舟渡聟』／野村 萬・野村 万之丞、観世流 能『船弁慶』／
観世喜正・野村万蔵

S席・タブレット席4,000円、A席3,500円※全席指定。
学生は2,000円割引（要証明）。未就学児入場不可。
■申電話でとしまチケットセンター☎5391-0516（休
館日を除く午前10時～午後7時）へ。 

平成30年度としま区民芸術祭

第31回 としま能の会
6月24日㈰　午後3時開演（30分前開場）　
東京芸術劇場プレイハウス

撮影…青木信二

チケット
好評
発売中！

■問としま未来文化財団プランセクション☎3590-7118（平日午前10時～午後5時）

東
エリア

西
エリア

TRAMパル大塚１周年記念イベント
6月1日㈮　午後4～8時　大塚駅南口駅前広場
テノールアーティスト ケン・カタヤマ コンサート、野点、
大塚南北商店街対抗歌合戦、大塚の企業紹介など
■問大塚駅周辺を考える会☎6914－0333 

のだて

ト　　ラ　　ン

TRAMパル大塚は昨年5月に
オープンしました。

▶毎年5月になると
　バラが見頃を
　迎えます。

「第31回としま能の会」関連事業　参加者募集

歴史ある矢来能楽堂で人気の
高い能の演目『船弁慶』を軸に、
実演を交えて能の世界を紹介。
◇講師…観世流シテ方／観世喜正◇100名◇1,000円
■申ファクスかEメールで5月7日までに「としま国際アー
ト・カルチャーフォーラム実行委員会事務局■FAX3984-
0865、■EMart_culture@a.toshima.ne.jp」へ※応募多
数の場合は抽選。
■問当事務局☎3590-7119

古典芸能への誘い
　　 　 －能『船弁慶』を楽しむ

5月19日㈯　午後0時30分～2時　矢来能楽堂（新宿区矢来町60）

としま国際アート・カルチャーフォーラム

ふな      べん      けい

ふな  べん  けい

＜光あふれる舞台＞「まち全体が舞台となり、誰もが主役になれる劇
場都市」というハレザ池袋の特長を形にしました。横一直線のライン
は「舞台」を、奥に続くグラデーションは「光」を表します。ハレザ池袋
は、全ての人にスポットライトがあたり、感動や夢、希望に満ちた物
語が次 と々生まれる「光あふれる舞台」であることを伝えるロゴです。
※今後の使用にあたってはガイドラインを作成し、様々なバリエーションなどについて規定します。

集客力…年間1,000万人（隣接アニメイト含む）

誰もが主役になれる劇場都市 Hareza池袋 2020年夏グランドオープン

●決定した「Hareza池袋」エリアロゴ

中池袋公園中池袋公園

としま区民センターとしま区民センター

芸術文化劇場棟（旧公会堂）芸術文化劇場棟（旧公会堂）

オフィス棟（旧本庁舎）オフィス棟（旧本庁舎）

明治
通り

明治
通り

アニメイトアニメイト

WACCAWACCA
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