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平成30年度特別区民税・都民税
普通徴収納税通知書を
6月11日㈪に発送します

特別区民税・都民税（住民税）は、
前年（平成29年）の所得に対して課税
されます。住民税は、区政の大切な
財源となるものです。必ず納期限ま
でに納付してください。
█問課税調整グループ・課税第1・第
2グループ☎3981‐1111（内線2353
・2354・2355）

住民税課税（非課税）証明書の
発行を開始します

6月11日㈪から平成30年度住民税
課税（非課税）証明書の発行を開始し
ます。証明書は平成30年1月1日に
お住まいの区市町村で発行されます。

◇発行場所…税務課、総合窓口課、
東・西区民事務所、自動交付機（専
用の区民カード登録者本人分のみ）、
コンビニエンスストア（マイナンバ
ーカード登録者本人分のみ）※窓口
発行は、本人確認資料（運転免許証
・健康保険証など）の提示が必要。
代理申請の場合、本人自筆の委任状
も必要。
◇証明書の費用…1通300円
█問税証明担当☎4566‐2352

企業の倒産・解雇により
国民健康保険に加入した方の
保険料軽減措置について

◇対象者…次の要件すべてに該当す
る方。①平成25年3月31日以降に離
職し、離職時に65歳未満である方
（今年度の保険料軽減は平成29年3
月31日以降の離職日が対象です）、
②雇用保険受給資格者証の離職理由
コードが11・12・21・22・23・31・

32・33・34の方。
◇申請方法…「雇用保険受給資格者
証（原本）」と「保険証」を国民健康保
険課へ持参。
◇軽減期間…離職日の翌日の属する
月から、その月の属する年度の翌年
度末まで。
※国民健康保険に加入中は、途中で
就職しても引き続き対象ですが、会
社の健康保険に加入するなど国民健
康保険を脱退すると終了します。
※当制度は離職者の給与所得を100分
の30として計算します。他の所得や
ほかの加入者の所得状況によっては
必ずしも軽減になるものではありま
せん。詳細は問い合わせてください。
█問当課資格・保険料グループ☎4566‐2377

国民健康保険料のお支払いは、
口座振替が原則です

口座振替は保険料の納め忘れがな
く、毎月納めに行く手間が省けます
※約3か月以内に国民健康保険をや
める予定がある世帯など、対象外と
なる場合があります。
◇申込み方法…①キャッシュカード
による申込み／「サービス対象金融
機関のキャッシュカード」と「国民健
康保険の保険証」を持参。申込み月
の翌月期分から振替開始。②口座振
替依頼書による申込み／「保険証」
「通帳届出印」「預（貯）金通帳）」を持
参。申込みの2か月後から振替開始。
いずれも国民健康保険課、東・西区
民事務所窓口で受付。郵送を希望す
る場合は口座振替依頼書を送付しま
すので、当課へ連絡してください。
◇引落し日…毎月末日（末日が金融
機関などの休業日の場合は、翌営業
日）
◇領収書・通知書…領収書は発行さ
れません。毎月の引き落としは、通
帳記帳で確認してください。毎年12

月中旬に、その年の1～12月に口座
振替した保険料の金額を、「国民健
康保険料口座振替済みのお知らせ」
（圧着はがき）でお知らせします。
█問当課資格・保険料グループ☎4566‐2377

福祉住宅（高齢者向け）「つつじ苑」
あき家入居登録者募集

この募集で今後発生するあき家の
入居登録者をあらかじめ決定します
◇世帯数…単身者用25世帯、世帯用
5世帯。区内に引き続き5年以上居
住している満65歳以上の単身者・世
帯。自立した日常生活が営めること、
現に住宅に困窮していることなど。
詳細は区ホームページか住宅課、東
・西区民事務所、区民ひろばで配布
する募集案内を参照█申申請書に必要
事項を記入し、6月11日（消印有効）
までに当課住宅管理グループへ郵送
か持参。
█問当グループ☎3981‐2637

豊島区国民健康保険加入者の方を
対象に健康診査を行ないます。受診
開始月の前月末に受診券を郵送しま
す。4月2日以降に国保に加入した
方、受診券を紛失した方は連絡して
ください。受診券を発行します。
◇対象…40～74歳（昭和18年10月1
日～昭和54年3月31日生）
◇受診期間…6月～9月末（4～7
月生の方）、7月～10月末（8～11月
生の方）、8月～11月末（12～3月生
の方）
※予備期間…12月～平成31年1月末
◇受診場所…区内実施医療機関（176
か所）

◇応募期間…7月31
日㈫まで※必着◇と
しま風景フォトコン
テスト作品募集。応
募作品は8月開催の
コンテスト会場に展
示。来場者の投票で
優秀作品が決まりま
す。入賞作品は2019
年カレンダーに掲載
します。
█申Ａ4版紙ベースの作品の裏に所定の応募票（文化デザイン課窓口で
配布。区ホームページからダウンロードも可）を貼付し、当課へ郵送
か持参。
█問当課施策調整グループ☎3981‐1476

健診の後には
全ての検査が終了した1～2か月後に、健診結

果がご自宅に届きます。結果の詳細は、受診した
医療機関で1回のみ無料で説明を受けることがで
きます。
健診の結果、メタボリックシンドローム該当者

や予備群と判断された方には、生活習慣を改善す
るための特定保健指導のご案内を送付します。ま
た、HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）値が高
めの方には、糖尿病予防のための保健指導のご案
内を送付します。どちらも運動や食事など、生活
習慣について保健師と管理栄養士がアドバイスし、
ご自身にあった無理のないプログラムを3～6か
月間実践していただくプログラムです。

眼科検診がスタートします
緑内障や加齢黄斑変性、糖尿病網膜症の早期発見・早

期治療を目的として、平成30年度より眼科検診をはじめ
ます。
◇対象…45・55歳の区民の方（平成31年3月31日現在）
◇受診期間…6月～平成31年1月末
◇検査項目…視力検査（屈折検査・矯正視力検査）、細隙
灯顕微鏡検査、精密眼圧検査、精密眼底検査、眼底カメ
ラ※眼科検診の受診後すぐには、車の運転ができない場
合もあります。車での医療機関へのお出かけはご遠慮く
ださい。
◇受診場所…区内実施医療機関（26か所）
█申社会保険加入者は電話で当グループへ申込み。豊島区
国保加入者は申込み不要。

区議会第2回
定例会を開会します
◇会期…6月20日㈬～7月9日㈪
◇一般質問…6月26日㈫・27日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／6月29日㈮、都市整備・子
ども文教委員会／7月2日㈪
█申傍聴希望の方は、区役所本庁舎
9階区議会事務局へ。なお、本定
例会で審議する請願・陳情の提出
期限は6月15日㈮午後5時です。点
字の場合は問い合わせてください。
█問議事グループ☎3981‐1453

「としま情報スクエア」
区内のケーブルテレビ（としまテレビ 地上１１１ch）で区の情
報番組を生放送でお届けします。
◇毎週木曜日～翌月曜日 午前１１時から２０分間◇再放送３
回（午後５時・１０時、翌朝午前７時）
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「2018わたしの好きなとしま」
フォトコンテスト作品募集

▲2017年度1位入賞「幾重にも」

1年度に1回、豊島区国保特定健診を受けましょう █問保健事業グループ☎3987‐4660

●「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。



くらし等くらし等

店舗名 電話
山岸モータース
（北大塚2‐13‐3） 3917‐3984

久保木サイクル
（上池袋2‐40‐14） 3916‐2063

玉井モーターサイクル
（池袋本町4‐25‐8） 3983‐4944

茂野サイクル
（池袋3‐69‐7） 3983‐1207

サイクルショップコバヤシ
（池袋4‐36‐5） 3982‐1541

飯箸自転車商会
（要町1‐7‐1） 3957‐0398

小崎サイクル商会
（要町2‐10‐7） 3957‐0693

マツダサイクル
（南長崎5‐16‐6） 3951‐8386

英輪社
（高田2‐10‐9） 3983‐6884

※価格は店舗により異なる。

子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

環境・清掃環境・清掃

健  康

講演・講習講演・講習

テレビ電話による多言語通訳サ
ービスを開始します（試行実施）

6月1日㈮から 区役所本庁舎
（税務課、国民健康保険課、子育て
支援課ほか）◇言語数…12言語（時間
により異なる）
█問区民相談課☎4566‐2411

6月2日㈯から
リサイクル自転車を販売します

◇販売店舗…1店舗5台程度販売

◇実施…東京都自転車商協同組合豊
島支部
█問自転車計画グループ☎4566‐2691

東京土建豊島支部第41回住宅デー

6月3・10日 日曜日 午前10時
～午後3時 染井よしの桜の里公園、
上池袋くすのき公園、南池袋第二公
園、池袋第二公園、千早フラワー公園、
椎名町公園◇住まいの増改築や耐震
診断、高齢者や障害者の住宅改造な
どの無料相談会。包丁研ぎ、親子工
作教室も行なう█申当日直接会場へ。
█問当支部☎3986‐2471

公的融資相談会

6月13日㈬ 午前10時～午後4時
区役所本庁舎8階807会議室◇東京
商工会議所豊島支部と日本政策金融

公庫池袋支店、区による区内事業者
のニーズに合わせた融資の紹介◇中
小企業の経営者など█申ファクス（3
面記入例参照。事業所名、所在地、
代表者名、担当者名、ファクス番号、
業種も記入）で6月8日までに東京
商工会議所豊島支部█FAX3988‐1440へ。
█問当支部☎5951‐1100

第1回空き家と住まいの勉強会

6月30日㈯ 午前10時～正午 区
役所本庁舎5階508～510会議室◇第
1部「空家活用条例と関連事業につ
いて」事業者情報や登録制度などの
説明、第2部「空家活用支援につい
て」空家活用支援事業者に選ばれた
2法人による事業説明◇80名
█申電話か Eメールで「マンショング
ループ☎3981‐1385、█EMA0022901
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

児童手当・児童育成手当の平成30
年度現況届を提出してください

法令などの定めにより、6月以降
の手当継続受給者となる方全員に現
況届を提出してもらい受給要件を確
認します。対象者には5月31日頃、
現況届および必要な添付書類などの
お知らせを発送しました◇提出方法
…現況届に必要事項を記入し、6月
29日までに子育て支援課児童給付グ
ループへ郵送か持参※現況届未提出
の場合、6月分以降の手当の受給に
影響が出ます※平成28・29年度現況
届未提出の方は、時効により手当受
給の資格が消滅となる場合がありま
すので、至急提出してください。
█問現況届専用コールセンター（8月
31日まで）☎4566‐2477、当グルー
プ（その他一般的な問い合わせ）☎
3981‐1417

平成30年度教科書展示会

①教育センター
�特別展示…6月4日㈪～14日㈭
�法定展示…6月15日㈮～30日㈯

いずれも午前9時～午後6時（日曜
日を除く。25日は午後5時まで）
②区役所本庁舎（教育部会議室）…6
月15日㈮～29日㈮ 午前9時～午後
5時（土・日曜日を除く）
◇「中学校用教科書目録（平成31年度
使用）」に登載されている教科書のう
ち、中学校「特別の教科 道徳」教科
用図書の展示※平成30年度は小学校
教科用図書（「特別の教科 道徳」を除
く）、中学校「特別の教科 道徳」教科
用図書、特別支援学級で使用する一
般図書を教育委員会で採択します█申
当日直接会場へ（①②とも入場は終
了時間の30分前まで）。
█問指導課庶務・事業グループ☎3981
‐1145

出前講座「子どもの身の回りの
ヒヤリ・ハット」

7月3日㈫ 午前11時～11時45分
区民ひろば豊成◇ボタン電池や薬の
誤飲事故など、乳幼児をとりまく危
険について学ぶ◇乳幼児と保護者█申
当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

豊島区景観計画の一部改定

区では平成28年3月に「豊島区景
観計画」を策定し、地域特性を生か
した景観形成を進めています。この
度、計画を一部改定し「雑司が谷地
域景観形成特別地区（雑司が谷1～
3丁目、南池袋3・4丁目）」の指定
などを行ないました。指定に伴い、
建築物を新築などする際に提出する
「景観法に基づく届出」の対象規模や
景観への配慮事項などを変更しまし
た。詳細は問い合わせてください。
█問都市計画グループ☎4566‐2633

電気バスを活用して
つ な

地域の活性化に繋がる
まちづくりを行なう団体を募集

6月8日㈮ 午前10時～11時30分
区役所本庁舎8階804会議室◇募集

に関する説明会。詳細は区ホームペ
ージ参照。
█申電話で交通政策グループ☎4566‐
2635へ。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

6月17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6月7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

豊島区歯科医師会「口腔がん検診」

毎月第3水曜日 午後2～4時
あぜりあ歯科診療所◇精密検査が必
要な場合は高次医療機関への紹介を
行なうため、保険証を持参。
█申電話で当診療所☎3987‐2425か歯
科相談窓口☎3987‐2370（いずれも
月～土曜日の午前9時30分～午後4
時30分）へ※先着順。

健康チャレンジ対象事業

●知ってチャレンジ！…①講演会
「がん検診・胃内視鏡検査がはじま
るよ！～専門ドクターに聞く！内視
鏡検査ってどんなもの？～」…7月
4日㈬ 午後3～5時 としまセン
タースクエア（区役所本庁舎1階）◇
講師…国立がん研究センター中央病
院内視鏡科医長／角川康夫氏◇200
名、②講演会「お口のお手入れ法～
歯周病にならないために～」…7月
12日㈭ 午後6時30分～8時 上池
袋コミュニティセンター◇歯周病や

歯の喪失を防ぐための、お口の手入
れ法について学ぶ。講師…豊島区歯
科医師会専務理事／高田 靖氏◇80
名
●やってチャレンジ！…「真向法で
ストレッチ」…7月7日㈯ 午後2
時～3時30分 上池袋スポーツセン
ター◇4種のポーズで全身をのばす。
講師…真向法協会／小野将広氏◇40
名
█申いずれも電話で保健事業グループ
☎3987‐4660へ※先着順。

郷土資料館 新着！寄贈資料展
～教育・戦争・ものづくり～

4月13日～7月8日（6月4日㈪、
11日㈪、17日㈰、18日㈪、25日㈪、
7月2日㈪は休館） 午前9時～午
後4時30分◇当館改修休館中の約2
年間に寄贈していただいた新着資料
を中心に、教育・戦争・ものづくり
の3テーマをピックアップした展示
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3980‐2351

リトル・ママフェスタ
TOKYO2018

6月8日㈮・9日㈯ 午前10時～
午後4時30分 池袋サンシャインシ
ティ文化会館2階展示ホールＤ█申特
設サイト█HPhttp://tokyo.l-ma.jp/f
esta/2018summer/から申込み
█問当実行委員会☎6453‐8903

アンダー

上池袋図書館 Ｕー15模擬選挙

6月10日㈰ 午前10時30分～正午
当館◇10～15歳を対象に、行政書士
による選挙の話を聞き、実際に投票
箱を持ち込んで模擬投票を行なう◇
小学5年生～中学生◇20名
█申電話で当
館☎3940‐
1779へ。直
接窓口申込
みも可※先
着順。

すがも商人まつり

6月9日㈯・10日㈰ 午前11時～
午後4時 眞性寺（巣鴨3‐21‐21）
ほか巣鴨地区各商店街会場◇ウォー
クラリー、抽選会、交流都市による
飲食、物品販売、観光物産展など█申
当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局☎3918‐2101

千夜一夜座公演
「道ありき～愛の言葉を～」

6月14日㈭…午後7時、15日㈮…
午後2時、午後7時、16日㈯…午後
2時、午後6時、17日㈰…午後0時
30分、午後4時30分（いずれも30分
前に開場、受付） シアターグリー
ン（南池袋2‐20‐4）◇「氷点」や
「塩狩峠」など多くの作品を残した作
家／三浦綾子の自伝小説「道ありき」
三部作を元に、半生を描いた舞台◇
各回70名◇一般3，500円（当日3，800
円）、65歳以上3，000円、中・高校生
1，500円、小学生以下1，000円、障害
者手帳をお持ちの方3，000円（付添1
名のみ1，000円）※区民はそれぞれ
500円引き。
█申電話で当劇団 黒柳☎070‐6406‐
1018（午前7時～午後8時）へ。当劇
団予約ページ█HPhttps://ticket.cori
ch.jp/apply/90848から申込みも可
※先着順。

駒込図書館
かがくマジックこうさくかい

6月17日㈰ 午後2～3時 駒込
地域文化創造館第1会議室◇夏休み
の自由研究の参考にもなる、科学を
使った簡単なマジックの工作。驚き
や発見、考える力を身につけ楽しみ
ながら学ぶ◇15名
█申電話で当館☎3940‐5751へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

千早図書館 千早進歩自由夢
「豊島 むかし むかし」

6月23日㈯ 午前10時～正午◇と
しま♭みち草の会／小林和子氏・柳
川昌子氏による、紙芝居やパネルシ

アターで語る区の昔話◇50名█申当日
直接会場へ※先着順。
█問当館☎3955‐8361

TACT/FESTIVAL2018
（タクト・フェスティバル）

6月29日㈮～7月1日㈰ 東京芸
術劇場◇親子で楽しめる国内外の上
質なパフォーマンスの祭典。フラン
ス、カナダ、国内の作品を上演◇詳
細は当イベントホームページ█HPhtt
p ://www.geigeki.jp/performan
ce/theater176/参照。有料公演は
5歳以上推奨◇有料公演各回800名
程度、無料公演各回200名程度◇お
とな3，500円、子ども（高校生以下）
1，000円ほか。一部無料公演あり。
█申電話で当劇場ボックスオフィス☎
0570‐010‐296（午前10時～午後7
時※休館日を除く）へ※先着順。

近藤良平・コンドルズ「にゅ～盆
踊り」ワークショップ参加者募集

6月30日㈯・7月1日㈰・4日㈬
・5日㈭・7日㈯・8日㈰※時間は
各日・各会場で異なる 区内7会場
（駒込・南大塚・千早・雑司が谷・巣
鴨地域文化創造館・東京芸術劇場・
あうるすぽっと）◇7月15日に池袋西
口公園で開催する盆踊り大会を、一
緒に盛り上げる盆踊りリーダーを募
集。「にゅ～盆踊り」を事前に会得す
るワークショップを開催します◇ワ
ークショップいずれか1回と前夜祭
（7月14日）、本番（7月15日）に参加
できる方◇各会場30名◇一般1，000
円、区民割引（在住、在勤、在学の
方は500円）65歳以上・小学生以下
は参加費無料█申①あうるすぽっとホ
ームページ█HP http ://www.owlsp
ot.jpから申込み。②往復はがき（下
部記入例参照。年齢、参加希望会場
・日時、参加種別（一般、豊島区民
割引）、にゅ～盆踊りワークショッ
プ参加経験の有無（ある場合は回数）
も記入）で6月15日（消印有効）まで
にあうるすぽっとへ郵送※先着順。
█問当施設☎5391‐0751

ほたるのゆうべ
～おんがくとひかりで感じる初夏～

6月30日㈯ 午後7時30分～8時
30分 目白庭園◇バイオリンの演奏
とともにホタル鑑賞を楽しむ※雨天
時は内容変更の場合あり◇小学生以
下の子どもとその保護者※必ず保護
者同伴◇60名◇1名500円（保護者と
同じ席に座る幼児は無料）█申往復は
がきかファクスかＥメールで「〒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※先着順。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

東京音楽大学シンフォニック
ウインドアンサンブル
第49回定期演奏会

7月2日㈪ 午後6時30分開演
（午後6時開場） 東京文化会館大ホ
ール（台東区上野公園5‐45）◇指揮

…汐澤安彦、トランペット…アンド
レ・アンリ、曲目…P.I.チャイコフ
スキー／大序曲「1812年」作品49ほか
◇2，303名※全席指定◇1，500円（1
団体10名以上の場合、事前申請で
750円）█申◇前売り…東京文化会館チ
ケットサービス☎5685‐0650、チケ
ットぴあ☎0570‐02‐9999、当大学
Ａ館地下カワイ売店（店頭販売のみ）
█問当大学演奏課☎3982‐2044

ああそうなんだ倶楽部
「日比谷・銀座・築地の夜景を楽
しむ寺社めぐり」

6月16日㈯ 午後7～9時 東京
メトロ丸の内線霞が関駅 B2出口集
合、東京メトロ有楽町線新富町駅付
近解散◇約4．8㎞。講師…当倶楽部
メンバー◇20名◇200円
█申電話かファクスかＥメールで6月
13日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

豊島区若者支援事業
「楽しいオリジナルの
カードゲームを作ってみよう！」

6月23日㈯ 午前10時～午後4時
みらい館大明◇自分の想いや興味を
題材に、カードゲームのアイデアや
ルールを考え、オリジナルのカード
ゲームを完成させる。講師…ゲーミ
フィ・ジャパン枢機卿／石神康秀氏
◇小学3年生～中学生◇10名◇500円
█申電話かＥメールで「当館☎080‐
4796‐3693（月～木曜日…午後4～
8時、土・日曜日、祝日…午後1～
6時）、█EMmiraikan_taimei@yaho
o.co.jp」へ。直接窓口申込みも可※
先着順。

Ane ママグループ TOMATO
「子育てに活かせるアロマ講座」

6月26日㈫ 午前10時～11時45分
男女平等推進センター◇オリジナル
の虫除けスプレーまたはルームスプ
レーを作り、育児に活かせるアロマ
のミニ知識を学ぶ◇講師…アロマセ
ラピスト／小嶋夏子氏◇子育て中の
ママ（妊婦も可。妊娠中の方は24週
から35週まで）◇20名◇1，500円█保6
か月以上未就学児。別途1名あたり
500円。定員あり。要予約█申Ｅメー
ル（下部記入例参照。ファクス番号、
保育の有無〈有の場合、子どもの氏
名・月齢〉も記入）で6月20日までに、
AneママグループTOMATO█EM ane
mama. tomato@gmail.com へ※
先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

気温や湿度が高い梅雨明けや夏は、昼夜を問わず、
熱中症が起こりやすくなります。救急搬送は、6
月頃から増え始め7～8月は最も多くなります。
正しい知識を持ち、予防に努めましょう。
●熱中症とは
高温・多湿の環境下で体内の水分や塩分のバラン
スが崩れ、体温を調節する機能がうまく働かず、
体の中に熱がたまって起こる体の不調のことです。
�症状…めまい、頭痛、吐き気、
発熱、意識がもうろうとするなど。
�起こりやすい場所…炎天下の野
外、気温の高い室内・車内など。
●こんな日には要注意
�気温の高い日…25度以上の暑いとき。30度を超
えると熱中症による死亡者が増えます。
�湿度の高いとき…25度以下でも湿度が80％以上
ある時は汗が蒸発しにくいため熱中症の危険性が
高まります。
�風が弱い日・急に暑くなった日・熱帯夜の翌日
なども注意が必要です。

●こんな方は要注意
�高齢者…熱中症で救急搬送される方の約半数は
65歳以上で、そのうちの7割が75歳以上です（東
京消防庁ホームページより）。高齢者は体内の水
分量が少ないため脱水症状になりやすく、「汗を
かきにくい」「暑さを感じにくい」など体温を下げ
る体の反応が弱いため、自覚がないのに熱中症に
なる危険があります。
�乳幼児…体温調節機能が未熟なため、熱中症に
かかりやすく、背が低いことから、地面の照り返
しによる高い温度にさらされるため注意が必要で
す。また、車内は、思いのほか高温になります。子
どもだけを置いて離れるのは絶対にやめましょう。
�下痢や二日酔いなどで脱水状態の方
�睡眠不足や過労などで体調不良の方
�運動不足や肥満の方
�心肺機能や腎機能の低下など持病のある方
●熱中症を防ぐポイント
予防の基本は「脱水予防」と「体温の上昇を抑える」
ことです。日中ばかりでなく、熱帯夜の場合、夜

間も室温が低下しません。就寝中も扇風機とエア
コンの併用で室内を28度以下に保ち、夜間の熱中
症を予防しましょう。
①炎天下や暑い場所での長時間の作業や運動を避
ける。②帽子や日傘を使う。③首の周りに冷たい
タオルを巻く。④水分や塩分をこまめに補給する
（のどが渇く前に水分を補給する）。⑤栄養や睡眠
を十分にとる。⑥体調が万全でない時は無理をし
ない。⑦集団でスポーツや活動をする時は声を掛
け合い、休憩をとる。
●熱中症になったら
①涼しい場所で休む。②衣服をゆるめ体を冷やす
（首、腋の下、太腿の付け根を集中的に冷やすと
効果的です）。③水分塩分を補給する。④体温を
測定する。
●自力で水分がとれない、意識がはっきりしない
状態の時は、病院へ受診させましょう。
熱中症に関する情報は環境省熱中症予防情報ホー
ムページ█HPhttp ://www.wbgt.env.go.jp/をご
覧ください。

6月16日、7月21日、8月18日 土曜日 午後2時～2時40分◇学芸スタッフがわかりやすく解説█申当日直接会場へ。
█問当館☎5950‐1737

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。

区の職員が伺って、区の現状や担当する職務についての専門知識をお話し
ます。生涯学習振興グループが相談窓口となり、生涯学習に取り組もうと
するグループや団体と、出前講座を担当する課につなぎます。
◇対象…主に区内で活動しているグループ・団体など。
◇費用…職員派遣にかかる費用は無料。学習会開催に必要なその他の費用
（会場使用料など）や視聴覚機材などの準備は、グループ・団体の負担とな
ります。また、教材費の必要な講習もあります。
◇派遣できる場所…区内の施設（個人住宅の派遣は不可）。会場の確保は、
グループ・団体で行なってください。
◇派遣できる日時…原則として職員の勤務時間内で2時間以内。
◇派遣できない集会…個々の案件についての苦情や陳情、個別相談、政治
活動、営利目的、飲食を伴う催し。
※担当する課が繁忙期のため、講師派遣ができない場合もあります。予め
ご了承ください。
●平成30年度版『としま出前講座』のパンフレットができました。ぜひ、ご
活用ください。
パンフレットは、学習・スポーツ課の窓口や区内の施設で配布しています。
区ホームページからダウンロードも可。
█問当グループ☎4566‐2762

6月14日㈭ 午前10時から◇区役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話で6月13日午後5時までに環境政策課環境計画グループ☎3981‐1597へ。

█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熱中症を予防しよう～夜間も冷房を上手に使いましょう～ 平成30年度版「としま出前講座」

鈴木信太郎記念館
展示解説

第3回豊島区
環境審議会
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人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 30,115
(＋1,323)

180,160
(＋1,888)

289,587
(＋1,964)
145,731
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男
女

講演・講習講演・講習 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

出前寄席
「そんな、あなたが騙される」

6月26日㈫ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば千早◇「お金が増
えます、儲かります」などと近づい
てくる詐欺商法の手口と仕組みを、
落語で楽しく紹介█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

これからの私らしい働き方
副業としての地域活動と
ワークライフバランス

6月26日㈫ 午後6時45分～8時
15分 としま南池袋ミーティングル
ーム◇本業を持ちながらＮＰＯ法人
の代表を務める講師の実体験を通し
て、地域活動を副業にする意義とワ
ークライフバランスについて学ぶ◇
区内での地域活動に興味のある方◇
40名█申ファクスで協働推進グループ
█FAX3981‐1213へ。区ホームページか
ら申込みも可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

子どもの読書に関する講習会
「体と心を育てる“わらべうた”
で楽しもう！」

7月11日㈬ 午後2～4時（午後
1時45分開場） あうるすぽっと◇
おはなし会で楽しめるわらべうたの
習得。講師…聖徳大学教授／山本
真理子氏◇区内の教育・福祉施設な
どで子どもに読み聞かせ活動をして
いる方◇50名
█申6月8日から電話かファクスかＥ
メールで「中央図書館児童グループ
☎3983‐7861、█FAX3983‐9904、█EMA
0027900@city.toshima.lg.jp」へ。
直接窓口申込みも可（午前10時～午
後6時）※先着順。

第2回パラスポーツを
知って！応援しよう！！

6月14日㈭ 午後3時30分～5時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇①バンクーバーパラリ
ンピック・アイスホッケー銀メダリ
スト／上原大祐氏によるトークショ
ー、②車椅子スポーツ体験◇50名
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。件名「6／14参加希望」）
で6月11日までに「スポーツ振興グ
ループ☎4566‐2764、█FAX3981‐1577、
█EMA0014606@city.toshima.lg.jp」へ
※先着順。

区民白ギス釣り大会

7月15日㈰ 午前7時30分 船宿
吉野屋集合（東京メトロ東西線浦安
駅下車）◇白ギスの総重量で競う（竿
などの制限あり）◇区内在住、在勤
の方と家族◇52名◇9，500円（交通費
別）◇弁当、水筒、雨具、竿、仕掛
け、クーラーなど持参（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へ※先着順。

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。

子育て支援課（非常勤職員）

◇子ども家庭支援ワーカー◇任期…
7月1日～平成31年3月31日█申採用
選考申込書（写真貼付）、自己申告書、
論文（いずれも当課で配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）を6
月11日までに当課窓口へ郵送か持参。
█問当課庶務・事業グループ☎4566‐2478

区立保育園臨時職員（登録制）

◇調理補助。勤務条件、登録方法な
どの詳細は区ホームページ参照█申履
歴書（写真貼付）を保育課窓口へ本人
が持参※要事前連絡。
█問当課総務総括グループ☎3981‐2019

池袋スポーツセンター

6月11日㈪～15日㈮は、水の入替
えや館内清掃、トレーニング機器な
どの点検整備のため休館します。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
人への気づきや声かけを行ない、関
係機関につなげたり、地域づくりの

一役を担う「地域福祉サポーター」を
募集◇応募資格…区内在住、在学、
在勤の18歳以上の方（高校生不可）。
難病や障がいのある方も可※研修あ
り◇説明会…6月14日㈭ 午後1時30
分～2時30分 区役所東池袋分庁舎
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

「2018年夏！体験ボランティア」
参加者募集

7月23日㈪～8月31日㈮の間で1
日～数日間◇区内の福祉施設やボラ
ンティア団体などでの活動体験◇中
学生以上◇300円◇参加者説明会…
①7月6日㈮ 午後4時～5時30分、
②午後6時～7時30分、③7月8日
㈰ 午前10時～11時30分、④7月9
日㈪ 午後7時～8時30分（中学生
不可） ①②雑司が谷地域文化創造
館、③④としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）※いずれかに必ず出席。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�「0歳児リトミックサークル」
毎週金曜日 午前9時20分～10時
20分 区民ひろば朋友◇平成29年
4月2日～平成30年4月1日生ま
れの子どもと保護者◇年会費
2，000円、スポーツ保険800円、月
額3，000～5，000円█問松井☎080‐
6531‐4089
�「コーラスそら（混声）」 毎月第
2～4金曜日 午後6時30分～8
時30分 雑司が谷地域文化創造館、
区民ひろば富士見台◇入会金
1，000円、月額4，500円█問塩野☎090
‐8433‐7418
�「リトミックポンキッキー」 毎週
火曜日 午前9時20分～10時20分
区民ひろば朋友◇平成28年4月2
日～平成29年4月1日生まれの子
どもと保護者◇年会費2，000円、
スポーツ保険800円、月額3，000～
5，000円█問三浦☎090‐4430‐3982

�「あさひ英会話教室」 毎週土曜
日 午前10時～正午 駒込地域文
化創造館◇初級者以上◇入会金
1，000円、月額4，000円█問柿沼☎
3910‐5478
�「墨友会」 毎月第2・4木曜日
午前10時～正午 区民ひろば南池
袋◇月額2，000円█問樋口☎6874‐
8631
�「池袋チェスクラブ」 毎月第2
・4日曜日 午後1時～4時30分
みらい館大明◇チェスに興味のあ
る方◇1回500円█問林☎045‐777
‐8426
�「大塚山歩会」 例会…毎月第1
月曜日 午後6～8時 東部区民
事務所、山行…土・日曜日、祝日
午前8時から 関東一円◇入会金
1，000円、月額500円█問小松☎090
‐2468‐7139
�「碁友会」 毎月4～5回 火・
土曜日 午後1～5時 区民ひろ
ば南池袋◇初級以上の方◇月額
500円█問浦川☎5950‐9059

この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。
区ホームページからもご覧になれます。

ふれあいガイド

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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