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後期高齢者医療後期高齢者医療

一般病床への入院時の食事代
（1食あたりの自己負担額）

所得区分 食費（1食
につき）

現役並み所得・一般 460円※1

住
民
税
非
課
税
等

区
分
Ⅱ

90日以内の入院（過去
12か月の入院日数） 210円

90日を越える入院（過
去12か月の入院日数）
長期入院該当※2

160円

区分Ⅰ 100円

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

「池袋保健所移転の方針」を策定
しました

平成31年秋に当保健所を造幣局跡
地の市街地南側部分（東池袋4‐42）
に仮移転させ、その後、南池袋二丁
目Ｃ地区の再開発ビルに本移転する
予定です。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
きします。
●閲覧できます
計画（案）の全文は、6月20日まで企
画課、行政情報コーナー、図書館、
区民事務所、当保健所、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郵便番号・
住所③氏名または団体名（代表者名

・担当者名）を記入し、郵送かファ
クスか E メールで6月20日（必着）
までに「地域保健課管理グループ█FAX
3987‐4110、█EMA0016901@city.tos
hima.lg.jp」へ※個別に直接回答は
しません。
█問当グループ☎3987‐4203

減額認定証のお知らせ

後期高齢者医療制度の加入者で、
世帯全員が住民税非課税の場合は、
入院などの際に減額認定証（限度額
適用・標準負担額減額認定証）を提
示することで、食事代（右表参照）と
保険適用の医療費の自己負担限度額
が減額されます。対象の方で減額認
定証の交付を希望する方は、申請し
てください。すでにお持ちの方は申
請不要です※75歳になる前に加入し

ていた保険で減額認定証の交付を受
けていた方も、後期高齢者医療制度
に加入した場合は、改めて申請が必
要です。
�区分Ⅰ…住民税非課税世帯で、世
帯全員が年金収入80万円以下（その
他所得がない）の方または老齢福祉
年金受給者。
�区分Ⅱ…世帯の全員が住民税非課
税で区分Ⅰに該当しない方。

※1…①指定難病患者の方は1食
260円に据え置き、②精神病床へ平
成27年4月1日以前から継続して入
院した患者の方は、当分の間1食
260円に据え置き。
※2…過去12か月で入院日数が90日
（ほかの健康保険加入期間も区分Ⅱ
相当の減額認定証が交付されていれ
ば通算可）を越える場合は、入院日
数のわかる医療機関の請求書・領収
証などを添えて窓口で申請してくだ
さい。なお、長期入院該当日は申請
日の翌月1日となり、申請日から月
末までは差額支給の対象です。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332

介護保険負担限度額認定証の
申請について

介護保険施設入所者およびショー
トステイ利用者の居住費（滞在費）と
食費は、所得に応じた負担限度額が

設けられており、申請により負担額
が軽減されます◇軽減要件…①～③
すべてに該当する方。①世帯全員が
住民税非課税であること、②別世帯
の配偶者も住民税非課税であること、
③預貯金、有価証券、現金などの資
産が単身1，000万円以下、夫婦で
2，000万円以下の方※本人または世
帯員が住民税課税になっている方は、
限度額認定証の適用はありません。
ただし、高齢者世帯で一方が施設に
入所して費用負担をした結果、生計
が困難になった場合は対象となる場
合があります◇申請方法…申請書、
添付書類（通帳の写しなど）を介護保
険課へ提出※郵送も可。
※限度額認定証は毎年申請が必要で
す。平成29年度の限度額認定証をお
持ちの方には、5月末までに更新用
の申請書を郵送します。詳細は問い
合わせてください。
█問当課給付グループ☎3981‐1387

第15回豊島ミュージックフェス
ティバルの参加団体（者）募集

9月16日㈰ 午後2時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇応募条件など詳細は問
い合わせてください█申Ｅメールで5
月31日までに豊島ミュージックフェ
スティバル（TMF）実行委員会█EMtmf
es@live.jp へ※応募多数の場合は
当会の協議により決定。
█問当委員会☎080‐4429‐7365

第1回産休・育休明けの
保育園入所予約

◇対象…労働基準法で定める産後休
暇や、育児介護休業法で定める育児
休業の対象となった1歳未満の子ど
もがいて、8～11月に職場復帰を予
定している区内在住の方◇申込期間
…6月1～8日◇募集園…駒込第一、
駒込第二、東池袋第一、池袋第二、
池袋第三、高南、目白第一、南長崎
第一、長崎、高松第二◇人数…各園
1名※詳細は問い合わせてください。
█問入園グループ☎3981‐2140

出前講座「子どもの身の回りの
ヒヤリ・ハット」

①6月5日㈫ 午前10時30分～11時
30分 区民ひろば高南第二、②6月
12日㈫ 午前10時40分～11時40分
区民ひろば西池袋
いずれも◇ボタン電池や薬の誤飲事
故など、乳幼児をとりまく危険を学
ぶ◇乳幼児とその保護者█申当日直接
会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

█申いずれも電話で①山中湖秀山荘☎0555‐62‐5481、②猪苗
代四季の里☎0242‐63‐1616へ。
①富士山一望！お箸で食べられる創作和洋膳の温泉宿「山中
湖秀山荘」…新宿から中央高速バスで山中湖下車、無料送迎
有り。6月には池袋からの送迎バスが運行します（予約制）。
�池袋から当施設まで…6月5・6・12・13・19・20・26・
27日、7月3・4日 午後1時 池袋西口芸術劇場前出発、
�当施設から池袋まで…6月6・7・13・14・20・21・27・
28日、7月4・5日 午前9時30分出発
◇片道利用も可◇最少催行人数5名（運行は出発7日前に決定）
②自家温泉と猪苗代の自然満喫！体験型宿泊施設「猪苗代四
季の里」…JR 猪苗代駅下車、無料送迎有り。

◇アマチュ
アバンドの
ほか、プロ
のミュージ
シャンも出
演する野外
ライブイベ
ント。「物
産と観光展」
も同時開催。
区の友好都
市のご当地
グルメを堪能できます。ぜひ足を運んでみませんか。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

利用料金表（共通）
区民（在住・在勤・在学） 税込

平日 休前日 特別日
2名以上（おとな） 7，920円 8，950円 9，980円

小学生 5，550円 6，270円 6，990円
幼児 4，010円 4，480円 4，990円

※高齢者500円引、障害者おとな2，300円引、障害者子ど
も500円引
※猪苗代四季の里は区民の方は上記金額より1，000円引
（被災地応援補助）
※1名利用追加料金3，240円（税込）
※12歳以上の方は別途入湯税がかかります。
※特別日…8月10～15日、12月29日～平成31年1月3日

保険料の納め忘れはありませんか？
5月31日が納期限です

２０１８年
５月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護
保険料は期限内に納付をお願いします。5／21
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池袋フォーク＆カントリー
フェスティバル2018
池袋フォーク＆カントリー
フェスティバル2018
6月2日㈯・3日㈰ 午前10時～午後7時
（3日は午前10時30分から）池袋西口公園

行楽シーズン
到来！ 区民優待宿泊施設をご利用ください

●「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。



５月31日 はは 世界禁煙デー世界禁煙デー世界禁煙デー

子育て・教育子育て・教育 くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

募  集募  集

健  康健  康

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

離乳食講習会

6月12日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所（長崎2‐27‐18に
仮移転）◇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、むし歯
予防を学ぶ（保護者のみ試食あり）◇
離乳食の開始から完了期食の乳児の
保護者◇25組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

6月21日㈭ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇子ど
もとの関わりで大切なことを学ぶ。
講師…ほあしこどもクリニック副院
長／帆足暁子氏◇参加は子ども1名
につき1回。区内在住で1歳6か月
までの子どもの保護者◇18名█保2か
月以上未就学児。15名。2か月未満
は親子同席。要予約。
█申5月25日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

プレママ講座

6月29日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター（帰路
は千川駅までの送りあり）◇新しく
赤ちゃんとの生活を始める方の心配
や疑問を、小児科医師が解消◇区内
在住で、第一子を妊娠中の方とその
家族◇15名
█申5月25日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

ふくしのしごと
ＧＯ！ＤＯ！合同就職面接会

5月30日㈬ 午後1時30分～4時
（午後3時30分受付終了） ハローワ
ーク池袋本庁舎（東池袋3‐5‐13）
◇池袋近辺の8施設による事業説明
会の後、施設の方と直接面談・相談
ができる就職面接相談会を開催。詳
細はハローワーク池袋ホームページ
█HPhttp ://jsite.mhlw.go.jp/tokyo
-hellowork/ list / ikebukuro.html
参照◇介護や看護など福祉の分野で
働きたい方◇応募する会社数の履歴
書を持参█申当日直接会場へ。
█問ハローワーク池袋ハートフルワー
クコーナー☎3987‐4367

サクラーヌbiz 応援プロジェクト
（女性のための起業支援）
無料起業入門・集客相談会

6月8日㈮、19日㈫ 午前9時30
分、11時、午後1時30分、3時 区
役所本庁舎7階としまビジネスサポ
ートセンター◇㈱ソフィットウェブ
コンサルティング代表取締役／吉枝
ゆき子氏による個別相談。自分の強

い

みを活かした集客できるプランの考
え方をアドバイス◇豊島区で起業予
定の方・事業を営んでいる方。
█申電話で当センター☎5992‐7022へ。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

6月10日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園※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※営業目的不可
◇20店舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）◇

1，000円█申ファクスかＥメールで「み
んなのえんがわ池袋事務局█FAX5951‐
1508、█EMengawa@toshima-npo.o
rg」へ。1名（1グループ）1通のみ
※先着順。
█問当事務局 楢原☎5951‐1508（午
後1～5時）

介護保険事業計画推進会議委員
の募集について

◇対象…4月1日現在、区内在住の
40歳以上で、平日の午後および夜間
の会議に出席できる方。介護保険に
係わる事項などについて議論◇任期
…委嘱の日から3年以内◇謝礼…1
回3，000円◇人数…若干名◇選考…
書類審査（800字程度の作文あり）。
書類審査の状況により面接あり█申申
込書（介護保険課で配布。区ホーム
ページからダウンロードも可）を郵
送か持参で6月4日（必着）までに当
課管理グループへ。
█問当グループ☎3981‐1942

飲み水の水質検査はお済みですか
～6月は「水質検査奨励月間」です～

年に1度、ビルやマンションのタ
ンクの水は水質検査を定期的に実施
し、飲み水の安全を確認しましょう。
池袋保健所では6月の奨励月間中、
簡易10項目（濁度・細菌など）の水質
検査料金を通常時より割引します。
◇検査受付（6月）…毎週月～木曜日
午前8時30分～午後3時◇検査料金
（6月）…4，800円（通常6，700円）
█申電話で住所、氏名、電話番号、件
数を告げ、事前に当保健所来所のう
え、検査容器を受け取り。
█問環境衛生グループ☎3987‐4176

出前講座
「醗酵食品を知る」

6月22日㈮ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば池袋本町◇麹やイ
ーストを使って、微生物の働きによ
って物質が変化する醗酵食品につい
て学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

かんたんヨガ

6月27日㈬ 午後1～2時 池袋
スポーツセンター◇ヨガの基本動作
を中心とした初心者向け講座◇40名
◇飲み物、タオル持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

3Ｂ体操教室

6月28日㈭ 午後2時30分～4時
上池袋コミュニティセンター◇ボー
ル・ベル・ベルターの三つの用具を
使って気軽に始められる運動講座◇
40名◇運動靴を着用のうえ、タオル、
飲み物持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第53回住宅対策審議会

5月29日㈫ 午後3時から 区役
所本庁舎9階第1委員会室
█申電話で前日午後5時までに住宅課
施策推進グループ☎3981‐2655へ。

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

5月30日㈬ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第1委員会室█申当日直
接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

池袋めんそ～れ祭り
in サンシャイン60通り

5月27日㈰ 午前10時15分～午後
2時◇沖縄を感じさせるパフォーマ
ンスイベント█申当日直接会場へ。
█問サンシャイン60通り祭り実行委員
会☎3989‐3317

エポック10シネマ
「すれ違いのダイアリーズ」

6月7日㈭ 午前10時～正午、午
後2～4時 男女平等推進センター
◇田舎の小さな小学校に赴任した青
年教師と前任者の女性教師が、日記
を通じて交流する姿を描いたタイ映
画█保6か月以上未就学児。要予約。
定員あり◇各回30名
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター事業企画グループ☎5952‐
9501、█FAX5391‐1015、█EMA0029117
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

花を訪ねるツアー
～旧古河庭園と飛鳥山～

6月8日㈮、9日㈯ 午前10時～
午後0時30分 染井吉野桜記念公園
集合、飛鳥山公園解散予定◇旧古河
庭園バラと飛鳥山のアジサイを鑑賞
し散策する◇各20名◇300円█申往復
はがき（4面記入例参照。希望日、
参加人数も記入）で5月28日（必着）
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係」へ※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

駒込図書館
庭師と歩く！染井霊園

6月10日㈰ 午後2～3時 染井
吉野桜記念公園集合※小雨決行◇駒

込ゆかりの地で造園業に関わった庭
師の案内で、園内を巡る◇中学生以
上◇10名
█申5月26日から電話で当館☎3940‐
5751へ。直接窓口申込みも可※先着
順。

日本庭園を眺めながら親子ヨガ

6月28日㈭ 午前10～11時 赤鳥
庵（目白庭園内）◇出産や子育てでゆ
がんだ骨盤を元に戻し、リフレッシ
ュ。ベビーマッサージも行なう◇2
か月～2歳児と母親◇10組◇1，800
円█申Ｅメールかファクスか往復はが
き（4面記入例参照。参加者の年齢、
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。
█問当事務所☎5996‐4810

ホームビジット受入れ家庭募集！

6月30日㈯ 午後1～5時 各家
庭※区役所で参加者との対面式を実
施◇区内に在学・在住の留学生をご
自宅に招き、おもてなしをする受入
れ家庭を募集◇区内在住で国際交流
に理解があり、家族ぐるみで受入れ
ができる家庭█申実施日の1か月前ま
でに、観光交流グループ窓口へ。
█問当グループ☎3981‐1316

千早図書館 大人の職場体験

6月30日㈯ 午後1時30分～4時
30分◇司書の仕事を体験◇18歳以上
◇8名
█申6月21日ま
でに電話で当
館 ☎3955‐
8361へ。直接
窓口申込みも
可※先着順。

豊島区伝統工芸保存会
会員による伝統工芸教室

�「東京手描友禅」…水曜日◇講師…
土田英彦氏☎3915‐5347、�「東京
手描友禅」…土曜日◇講師…大久保
紀保氏☎3986‐7037、�「貴金属装
身具」…土曜日◇講師…島 功氏☎
3973‐3014、�「江戸べっ甲」…土曜
日◇講師…宮本拓哉氏☎3949‐1147
█申電話で各講師連絡先へ。詳細は区
ホームページ参照。
█問商工グループ☎4566‐2742

出前講座「時短で簡単上手な洗濯」

6月8日㈮ 午前10時30分～11時
30分 区民ひろば要◇洗剤や洗濯の
基本やコツ、注意点を覚えて、日々
の洗濯を時短で簡単、快適に行なう
方法を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明

①薬膳で梅雨もシャキッと！…6月
10日㈰ 午後1～3時◇薬膳を使っ
てじめじめした梅雨でも元気に過ご
す秘訣。薬膳体験もあり。講師…国
際中医薬膳師／菱田裕子氏◇20名◇
2，000円、②万華鏡づくり体験…6月
12日㈫ 午後1～3時◇オイルタイ
プの美しいオリジナル万華鏡を制作。
講師…万華鏡づくりインストラクタ
ー／さかきえみこ氏◇15名◇2，500円、
③仕事に役立てよう！「エクセル2
日間集中講座」…6月15・22日 金
曜日 午前10時～午後5時◇1日目
／基礎編入力のポイントやきれいな
表の作成、2日目／計算式の入力方
法・印刷のポイント・グラフ作成◇パ
ソコン経験者◇8名◇6，000円
█申いずれも電話か Eメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

池袋図書館
ギャラリートーク『乱歩と池袋』

6月10日㈰ 午後2時30分～3時
30分 池袋第三区民集会室◇地域ゆ
かりの作家『江戸川乱歩』に関する講
座。協力…立教大学江戸川乱歩記念
大衆文化研究センター◇40名█申当日

先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

出前寄席

①詐欺の電話にゃもう出んわ…6月
13日㈬ 午後1時30分～2時30分
区民ひろば豊成◇あなたの財産を狙
う詐欺の手口と対策を古典落語風に

だ ま だ ま

紹介、②あなたはどっち？騙す？騙
される？…6月15日㈮ 午後3時～
3時40分 区民ひろば西池袋◇「人
の世は騙し騙され暮れて行く。許せ
ないのは詐欺と理不尽」の歌を枕に
「振り込め詐欺」の実態と手口を落語
で紹介█申いずれも当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

シニア生涯ワーキングセミナー

6月14日㈭ 午後1時～3時45分
（午後0時30分開場） としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇年金などの各
種制度の基本的知識を学びシニア世
代の「働き方」も考える◇55歳以上で
働く意欲のある方◇50名◇電卓持参。
█申電話で当セミナー予約専用窓口
（公社）長寿社会文化協会☎5843‐
7665へ※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…6月15日、7月20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…ⓐ6月21日㈭ 午後0時45
分～2時15分、�パソコン入門（全
4回）…ⓑ6月4～25日 月曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、�
ワードⅠ（全4回）…ⓒ6月5～26日
火曜日 午前10時～11時30分、ⓓ6
月8～29日 金曜日 午後0時45分
～2時15分◇ⓒⓓとも5，700円、�i
Pad 入門（全4回）…ⓔ6月6～27
日 水曜日 午後3時～4時30分◇
5，800円、�エクセル初級（全4回）
…ⓕ6月8～29日 金曜日 午後3
時～4時30分◇5，700円、�夜間
エクセル講座（全8回）…ⓖ6月8日
～7月27日 金曜日 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。

禁煙は何歳から始めても効果があります。ご自身、ご家族の健康のため、この機会
に禁煙について考えてみませんか？
たばこの煙の有害物質は体内に入ると血液に溶け、全身を回り、様々な病気や障害
の原因になります。咽頭がんや肺がん、心臓病、脳卒中などを引き起こすリスクを高
めます。
◇COPD（慢性閉塞性肺疾患）…たばこ煙を主とする有害物質を長期に吸入すること
で生じた肺の炎症疾患です。せき・たん・息切れの症状がみられ、ゆっくりと呼吸障
害が進行します。患者の90％が喫煙者です。
◇ニコチン依存症…禁煙が難しいのは、意思が弱いからではなく、習慣による「心理
的依存」とニコチンによる「身体的依存（ニコチン依存症）」によるものです。
◇「ニコチン依存症」の治療…禁煙外来／保険適用は、一定の条件を満たす必要があり
ます。診察に行く前に必ず医療機関に問い合わせてください。禁煙補助薬（パッチ、
ニコチンガム、内服薬）／ニコチン切れの症状を軽くします。医療機関、薬局などで
購入できます。まず、医師、薬剤師などに相談し、自分にあった薬を選んでください。
█問池袋保健所健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174、長崎健康相談所保健指導グ
ループ☎3957‐1191
◇「禁煙レストランとしま」登録店募集…店内全面禁煙の飲食店を
「豊島区受動喫煙防止対策推進店」として登録します。店頭に登録
ステッカーを掲示していただくとともに、区が登録店情報をホー
ムページなどで公開します。
█問がん対策・健康計画グループ☎3987‐4243

5月30日㈬ 午後2時から 区役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話で前日午後5時までに総務課法務・文書グループ☎4566‐2553へ。

平成29年、新たに東京都に報告されたHIV感染者・AIDS 患
者を合わせた数は464件で、前年と同数でした。また、HIV 感
染者は20～30歳代が68％と多くの割合を占めています。
HIV の感染は血液検査でわかります。HIV 感染を早期発見

することで、早く治療を開始すれば、AIDS の発症を遅らせた
り、症状を軽くしたりすることができます。
池袋保健所では、毎月 HIV 検査（血液検査）や相談を匿名・

無料で実施しています。6月は検査当日に結果がわかる即日検
査日を設けています。今年度から、HIV 即日検査に梅毒即日
検査を追加しました。HIV や梅毒感染が心配な方、特に20歳
代を中心とした若年層の方には、ぜひこの機会に検査をお勧め
します。
また、池袋保健所1階にある AIDS 知ろう館（平日午前9時

～午後5時。年末年始は休館）では、HIV や性感染症に関する
資料を取り揃えています。興味のある方はぜひお越しください。
●即日検査（匿名・無料）※要予約
6月4日㈪ 午後1時30分～2時30分受付（結果説明は午後

2時45分頃から） 池袋保健所2階
█申電話で健康推進課☎3987‐4244（検査
予約専用）へ。携帯サイト予約も可。詳
細は区ホームページ参照。
█問当課☎3987‐4182（相談を含む）

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。

伝統工芸士・土田英彦さんは、昭和11年生ま
れ。洋画家の木谷 俊氏に内弟子として入門、
10年間絵画と友禅の修行をした後、友禅作家として独立した。
画家志望だったことから、着物というキャンバスに絵を描く気
持ちで創作に励み続けているという。
友禅染めは江戸時代に始まった着物の生地に絵柄模様を染め
る技法で、数多くの工程を経て完成する。
土田さんは「絵描きの修行から工芸の世界に入りました。で

きるだけたくさんの展覧会や催事に行き、いろいろな作家の考
え方や物を創り出すエネルギーを感じることが一番の楽しさで
あり励みになっています」と笑顔で語る。
ぼかし染めの上に花模様や風景などを描く
抽象的な作品や、パターン的なものも制作。
高い技術を要する「ぼかし」を得意とする。
また、妥協のない美への探求心と長年にわ
たる友禅染の幅広い知識・技能が認められ、
平成19年に「区政功労賞」、平成23年には「東
京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」を
受賞した。
伝統を引き継ぎながら現代的な感覚も取り
入れた作品の数々。美しさに目を奪われる。
█問商工グループ☎4566‐2742

6月2日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「はちとばらの花」、小野浩「馬車のくるまで」█申当日直接会
場へ。 █問当館☎3985‐4081

平成24年から、西武線沿線の起点から終点にある3自治体（豊島区、
飯能市、秩父市）は、地域の魅力の創出、観光事業の推進および経済活
動の活性化を図ることを目的に「西武線沿線地域の活性化に関する相互
協定（西武線沿線サミット協定）」を締結し、広域連携を行なってきました。
このたび、区で2019年に開催される東アジア文化都市、2020年の東京
オリンピック・パラリンピック競
技大会を契機に、所沢市および横
瀬町の参画による新たな「西武線
沿線サミット協定」を締結。
今後も、この協定に基づき、将
来にわたる相互発展を見据えて相
互連携を推進していきます。
█問観光交流グループ☎3981‐1316
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6月は「HIV検査・相談月間」です！

5月31日㈭～6月6日㈬
は禁煙週間です 「東京手描友禅」土田 英彦氏

自
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新たな「西武線沿線サミット協定」を締結
（豊島区、所沢市、飯能市、秩父市、横瀬町、西武鉄道株式会社）

▲4月25日に区議場にて協定締結式を実施

第2回豊島区公文書管
理のあり方検討委員会

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会
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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

起業に役立つセミナー①「個人
法人の違いと開業のための準備」

6月21日㈭ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
起業に詳しい税理士を講師に招き、
開業時の心構えや基本的知識などを
説明◇起業を考えている方、創業し
て間もない方◇
40名
█申電話で東京商
工会議所豊島支
部☎5951‐1100
へ※先着順。

親子ＤＥダンス教室 池袋
参加者募集

7月15日㈰ 午前・午後、7月29
日㈰午前※第4回目以降は随時決定。
午前10時～正午、午後1時30分か

ら※時間変更の場合あり。 東京芸
術劇場、としま産業振興プラザ（IK
E・Biz）など◇プロダンサーの振り
付けで楽しくダンスを踊りましょう
！10月14日にはフェスティバル出演
します。講師…ダンススクールtwi-
nkle 代表／柿沼茉梨氏◇区内在住
の5～10歳の子どもと保護者（2名
1組）、全回参加できる方※子ども
2名は応相談◇20組40名◇1組

15，000円（10回分）◇運動ができる服
装、上履き、水を持参█申ファクスか
Ｅメールで6月7日までに「NPO法
人Wa-shoi█FAX3957‐2654、█EMwa-s
hoi@outlook.jp」へ※応募多数の
場合は抽選。
█問当法人 芝崎☎080‐5377‐2664

中央図書館 特別講演会「童謡
の100年―北原白秋と『赤い鳥』」

6月30日㈯ 午後2～4時 東京
音楽大学A200教室（南池袋3‐4‐
5）◇豊島区発祥の童話・童謡雑誌
『赤い鳥』が創刊100年を記念した「赤
い鳥と童謡」がテーマの特別講演会。
手話通訳あり。講師…東京音楽大学

しゅうと う よ し き

講師／周東美材氏◇150名
█申電話かファクスか E メールで「当
館企画調整グループ☎3983‐7861、
█FAX3983‐9904、█EMA0027900@city.t
oshima.lg.jp」へ。当館窓口（午前10
時～午後5時）で直接申込みも可※
先着順。

男だけの水泳教室（全4回）

6月5～26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歳以上の男性◇20名
（最小催行人数5名）◇4，000円█申は
がきで5月29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

区民ヤマベ釣り大会

6月24日㈰ 午前5時45分 旧豊
島公会堂前集合。神奈川県酒匂川・
狩川周辺◇ヤマベ30匹の総重量で競
う（竿などの制
限あり）◇区内
在住、在勤の方
とその家族◇
100名◇6，000円
（女性と高校生

までの方は4，000円）◇竿（3．6～4．5
ｍ）、仕掛け、えさ、弁当、水筒、
雨具など持参（希望者には貸竿あり）。
█申電話で6月13日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079※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。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆さくら第一 「春の文化祭」～舞
台発表～…5月25日㈮ 午前10時
～午後3時◇各サークルなどの舞
台発表
█問当ひろば☎3950‐8676
◆駒込 「文化祭」…6月1日㈮～
4日㈪ 午前9時～午後5時（4
日は正午まで）◇作品展と舞台発
表。舞台発表は2日のみ
█問当ひろば☎3917‐9873
◆千早 「千早文化祭」…6月2日
㈯～4日㈪ 午前10時～午後4時
（舞台発表は午後3時まで）◇4日
は午前中のみ作品展示、3日舞台
発表
█問当ひろば☎3959‐2281
◆南大塚 「おおつか音楽祭2018
～まちかどライブ～」…6月2日
㈯ 午後2時～3時30分◇優しい
歌声のロマンティックジャズコン
サート。出演…ロニー・ハーシュ
█問当ひろば☎5976‐4399
◆西巣鴨第一 「水無月寄席」…6
月8日㈮ 午後1時30分から◇出演
…桂竹千代
█問当ひろば☎3918‐4197

◆朋有 「浮世絵で見る江戸の遊
び第3回」～江戸のクイズ～…6
月14日㈭ 午後1時30分～2時30
分◇江戸時代のクイズに現代人の
スマホ脳が挑戦。講師…たばこと
塩の博物館学芸員／湯淺淑子氏
█問当ひろば☎3971‐0781
◆高南第一 「高南お笑い寄席」…
6月16日㈯ 午後1時30分～2時
30分◇出演…柳家花いち落語会
█問当ひろば☎3988‐8601
◆清和第一 「清和文化祭」…6月
22日㈮・23日㈯ 午前10時～午後
3時◇ストラップ作り（要事前申
込み）…22日午後※作品展示は両
日、舞台発表とロニー・ハーシュ
ジャズコンサート…23日
█問当ひろば☎5974‐5464
◆池袋本町 「オールディーズバ
ンドの都電沿線コンサート」…6
月30日㈯ 午後2～3時◇懐かし
いフォークソングやグループサウ
ンズなどの曲を楽しむ。
█問当ひろば☎3986‐0041
いずれも█申当日直接当ひろばへ。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

「広報としま」5月1日号（特集版）4‐5面［江戸川乱歩と豊島区］の記事の
なかで、2か所に誤りがありました。お詫びして訂正します。
・2行目…「現在の池袋3丁目」は、正しくは現在の西池袋5丁目です。
・5行目…「乱歩は「幻影城」と呼んでいた」とありますが、乱歩が「幻影城」
と呼んでいた記録は見つかっていません。
█問広報グループ☎4566‐2532

◆としま区民芸術祭第39回豊島区
文化祭「大会部門」参加団体募集…
9月2日㈰／吟剣詩舞大会、10月
27日㈯／民踊大会、10月27日㈯／
コーラス大会、12月9日㈰／器楽
演奏会※コーラス大会、民踊大会
は2名以上◇詳細は当財団ホーム
ページ参照。
█申6月5日㈫～7月1日㈰の間に
当財団ホームページかプランセク
ション☎3590‐7118（平日午前10
時～午後5時）へ。
◆ジュニア・アーツ・アカデミー
参加者募集
①親子で体験！はじめての日本舞
踊…7月7日または14日 土曜日
午後1時30分～3時30分◇各回10
組20名の親子、②親子でいっしょ
に！狂言っておもしろい…公演鑑
賞＋お稽古体験 公演鑑賞／7月
16日㈷、お稽古体験／7月27日㈮
午後、28日㈯午前か午後、29日㈰
午前か午後◇各回10組20名の親子、
③親子でいっしょに！アートの
「あ」（全5回）…8月10日㈮～14日
㈫ 午後2時～3時30分◇20組40
名の親子※6月9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）
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【106】親子で参加！夏
のワークショップ「ピアノ調律体
験―音の違いを感じてみよう！」
…8月5日㈰ 午前10時30分～午
後0時30分◇1，000円◇12組24名
◇7月5日（必着）
●巣鴨 ②【205】すがも健康講座
大動脈瘤のお話…6月14日㈭ 午
後2時～3時30分◇60名※申込み
先着順。
●南大塚 ③【506】あなたが迎え
るシルバーシニアの楽しみ方！～
知っておきたい年金・相続・終活

とエンディングノート～…7月5
～19日 木曜日 午後2～4時◇
25名◇2，100円◇6月11日（必着）
●雑司が谷 ④【304】歌舞伎鑑賞
入門…7月7～28日 土曜日 午
後2～4時◇30名◇3，000円◇6
月21日（必着）、⑤【305】高田三丁
目の薬の歴史・世界の薬の現状と
課題を学ぶ…7月20日㈮ 午前10
時～正午◇36名◇500円◇6月30
日（必着）、⑥【306】光の触り方研
究室…7月22日㈰ 午後1～5時
◇20名◇1，000円◇6月30日（必着）
●千早 ⑦【409】夏休み親子講座
「水族館のヒミツ？～水族館の裏
側をのぞいてみよう！」…7月21
日㈯・22日㈰ 午前10時～正午◇
10組20名◇700円（入場料別途）◇
6月20日（必着）、⑧【410】夏休み
親子講座「鏡のヒミツ!?万華鏡を
作ろう」…7月29日㈰ 午前10時
～正午◇10組20名◇1，000円◇6
月20日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学の
18歳以上、【205】はどなたでも、
【305】は18歳以上、【106】【409】
【410】は親子どちらかが区内在住、
在勤、在学の小学生以上の親子█申
往復はがき（上部記入例参照。講
座名前の番号も記入）で当館へ郵
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。【205】は
巣鴨地域文化創造館窓口か電話の
み。
█申駒込☎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
雑司が谷3‐1‐7）、千早☎
3974‐1335（〒171‐0044 千早2
‐35‐12）

4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）

12日 0．05 0．07 0．06

26日 0．06 0．06 0．06
※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。

お詫びと訂正
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