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20歳前の病気やけがによる
障害基礎年金を受けている方へ

日本年金機構から郵送される所得
状況届または障害状態確認届（診断
書）を提出してください。
◇対象…20歳前の病気やけがによる
障害基礎年金（年金証書の年金コー
ドが2650または6350）を受けている
方。
◇提出方法…日本年金機構から郵送
された用紙に、住所、氏名を記入し、
7月31日（必着）までに国民年金グル
ープへ郵送。障害状態確認届（診断
書）については、直接当グループ窓
口へ持参※届書の提出が遅れると、
一時的に年金が停止されることがあ
ります。
█問当グループ☎3981‐1952

後期高齢者医療保険料の催告書
を6月中旬に発送しました

◇対象…3月期までの保険料に未納
がある方
◇納付方法…催告書で7月2日まで
に、金融機関、コンビ二エンススト
ア、区役所、東・西区民事務所窓口
で支払ってください。期限内の納付
が困難な場合は相談してください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

高齢者の補聴器購入費を
助成します

7月2日㈪から、聴力機能の低下
によりコミュニケーションがとりに
くい高齢者の補聴器にかかる購入費
用の一部を助成します◇対象…区内
在住の65歳以上かつ介護保険料所得
段階1～5の方で、耳鼻科の医師よ
り本事業の基準を満たす証明をうけ
た方◇助成…1名1回限り上限2万
円※管理医療機器としての補聴器本
体および付属品のみ。集音器または
故障、修理、メンテナンスなどは対
象外。購入額が上限額に満たない場
合は購入額が助成額になります。ま
た、受診料および検査費用、医師の
証明書発行手数料は自己負担です。
申請方法など詳細はお住まいの地域
の高齢者総合相談センターに問い合
わせてください。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

訪問型サービス従事者育成研修
の受講生を募集します！

研修修了者は、区に住民登録があ
る要支援1・2相当の方を対象とし
た訪問型サービス（家事援助のみ）に
従事できます。最終日は、介護サー
ビス事業者との「就職相談会」に参加
可。詳細は区ホームページ参照◇日
時…説明会／7月18日㈬ 午前10～
11時、午後2～3時、研修／7月30
日㈪～8月1日㈬ 午前9時～午後

4時◇会場…区役所本庁舎5階509
会議室◇対象…区内在住、在勤、在
学の18歳以上の方◇定員…50名程度
█申説明会は電話で7月17日までに高
齢者福祉課総合事業グループ☎4566
‐2435へ。直接窓口申込みも可※先
着順。研修は説明会の会場で申込み。

福祉のしごと相談・面接会

7月7日㈯ 午前11時～午後4時
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇福祉や介護の仕事に就
職を希望する方を対象に、各事業者
のブースで個別説明・相談█申当日直
接会場へ。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

「笑っている父親になろう！」

7月15日㈰ 午前10時30分～正午
東部子ども家庭支援センター◇絵本
の読み聞かせ、育児・家事・仕事の
両立のコツなどを先輩パパと話しま
しょう。講師…としまファザーズ・
ネットワーク◇未就学児と父親と家
族◇20組
█申6月28日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

7月26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。0～4か月児は親子同席。
█申7月3日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

狂犬病予防と犬の登録について

●飼い犬に狂犬病予防注射を受けさ
せましょう
毎年4～6月は狂犬病予防注射期

間です。まだ受けていない場合は、
動物病院で犬に狂犬病予防注射を受
けさせ、獣医師発行の「注射済証明
書」を生活衛生グループに持参し、
「狂犬病予防注射済票」の交付を受け
てください（手数料550円）※区に未
登録の犬は、登録の手続きが必要で
す（手数料3，000円）。
●犬の登録内容に変更がある場合は、
30日以内に届け出をしてください
◇住所変更
�区内での転居…新しい住所地を当
グループに届出。
�区外へ転出…豊島区の犬の鑑札を
持参し、転出先の区市町村に届出。
�区外から転入…前住所地の犬の鑑
札を当グループに持参（手数料無料
で交換。鑑札紛失の場合は再交付。
手数料1，600円）
◇所有者変更・飼い犬の死亡届
犬の譲渡など飼い主がかわった場
合や、犬が死亡したときは当グルー
プへ届出。
█問当グループ☎3987‐4175

ハクビシン被害を防ぐために

次の点にご協力をお願いします。
◇えさになるものを減らす…生ごみ、
ペットフードなどを屋外に放置しな
い。庭の果実は早めに収穫するか網
などをかける◇家屋へ侵入させない
…6㎝の隙間があれば侵入可能。家
屋のまわりを点検し、侵入口になる
ような穴をふさぐ。屋根に登れるよ
うな庭木の枝をこまめに切り落とす。
ハクビシンが自宅内に棲みついて
いる、家庭菜園を荒らすなどの被害
が発生している場合は、委託業者を
派遣し、敷地内に箱わな（捕獲器）を
設置します。設置要件は問い合わせ
てください。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

相続・不動産無料相談会

6月27日㈬ 午後1～5時 駒込
地域文化創造館◇弁護士・司法書士
・税理士などによる、相続、不動産
全般についての個別相談◇区内在住
の方、区内に土地建物を所有してい
る方◇10組█申電話でNPO法人日本地
主家主協会☎3320‐6281へ※先着順。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

認知症とともに生きる道しるべとして、予防・そなえの段階から認知症の進行
にあわせて利用できる相談先や制度、サービスをまとめたものです。2025年には
65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。認知症は早めに気づ
き、専門的なアドバイスを得て対応することが大切です。また、早い段階から適
切な治療を受けることで症状の改善や進行を遅らせることができる場合がありま
す。認知症の人の思いや感じ方、支援の例、地域で生活していくうえでの工夫や
様々なサポート体制などについても記載しています。相談と問い合わせは最寄りの高齢者総合相談セ
ンターにご連絡ください。 █問介護予防・認知症対策グループ☎4566‐2433

ここ数年、全国的に猛暑が続き、多くの方が熱中症で緊急搬送され
ています。暑さに慣れていない時期は特に注意が必要です。民生委員
や高齢者総合相談センター職員、見守り支援事業担当が対象者のご自
宅を訪問し、熱中症予防のリーフレットと熱中症予防グッズ（涼感タ
オル）を配付します。ご協力をお願いします。
◇対象…75歳以上の一人暮らし高齢者（介護
サービス利用者や施設などの入所者を除く）
◇訪問時期…8月末まで。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

5月24日に熊本空港を離陸した航空機から飛散
した金属片により病院の窓ガラスなどが損傷する
という事案が発生しました。
この事案に対し、区は国へ、本件事案の徹底的

な原因究明および再発防止の徹底、これらに関す
る情報公開の徹底について、強く要請しました。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

保険料や税金の納め忘れはありませんか？
7月2日が納期限です

２０１８年 ６月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介
護保険料および第１期分の特別区民税・都民税（普通徴収）
は期限内の納付をお願いします。6／21
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一人暮らしの高齢者への
熱中症予防訪問を行なっています
一人暮らしの高齢者への
熱中症予防訪問を行なっています

豊島区は国土交通省に
要請文を送付しました

平成30年版認知症ケアパスを発行しました

●「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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講演・講習講演・講習

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

7月13日㈮・24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

みを活かした集客プランの考え方を
アドバイス◇区内で起業予定または
事業を営んでいる方。
█申電話で当センター☎5992‐7022へ。

住宅確保要配慮者用住宅
（単身者）入居者募集

◇募集世帯…10戸◇入居資格…区内
に引き続き2年以上居住している方
※所得制限あり。生活保護受給者不
可。詳細は区ホームページ参照█申6
月22日～7月5日の間にはがきかフ
ァクスかＥメールで「住宅課相談グ
ループ█FAX3980‐5136、█EMA0022901
@city.toshima.lg.jp」へ※応募者多
数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐2683

みらい館大明
「いのちの森」を見守り育てよう

6月24日、7月22日、8月26日
日曜日 午後1～5時◇区主催の植
樹事業で誕生した「いのちの森」の見
学。グラウンドで遊ぶことも可█申当
日直接会場へ。
�“いのちの森”を育てるボランティ

アスタッフ募集中
█問当館☎3986‐7186

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

7月28日㈯ 午前10時～午後6時
池袋西口公園※駐車場なし。雨天中
止 �フリーマーケット…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◇100店舗（1店舗2
ｍ×2ｍ）◇2，000円、�パネル展示
…環境問題に取り組む団体◇5団体
◇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@toshima-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（午後1
～5時）

豊島区歯科相談窓口

毎週月～土曜日（祝日、年末年始
を除く） 午前9時～午後4時30分
あぜりあ歯科診療所内（池袋保健所
6階）◇通所での歯科診療が困難で、
自宅や入所施設などで訪問歯科診療
や訪問口腔ケアを希望する方が最適
な歯科医療を受けられるように、専
門知識を持つ
スタッフが相
談を受けます。
█問がん対策・
健康計画グル
ープ☎3987‐
4243

東京音楽大学Ｊ館ロビーコンサ
ート「梅雨のクラシック」

6月26日㈫ 午前11時50分～午後

0時20分（午前11時35分開場） 当大
学Ｊ館ロビー（南池袋3‐4‐5）◇
曲目…ショパン前奏曲第15番「雨だ
れ」、團伊玖磨「紫陽花」ほか。出演
…酒井悠登、新井昴ほか█申当日直接
会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2044

池袋本町あさがお市

6月30日㈯・7月1日㈰ 午前11
時～午後4時（あさがお鉢の販売状
況による） 池袋氷川神社参道（池袋
本町3‐14‐1）◇各種縁日ブース
もあり█申当日直接会場へ。
█問朝顔市実行委員会☎3971‐1806

長崎富士塚の山開き

6月30日㈯ 午後1～3時、7月1
日㈰ 午前10時～午後3時 浅間神
社（高松2‐9‐3）※雨天中止◇江戸
時代に流行した富士山信仰に基づく
模擬富士山である「豊島長崎の富士
塚（国指定重要有形民俗文化財）」を
2日間限定で公開█申当日直接会場へ。
█問文化財グループ☎3981‐1190

童話・童謡の日コンサート

7月1日㈰ 午後1時30分～3時
（午後1時開場） 区民ひろば千早◇
出演・朗読…元フジテレビアナウン
サー／小林大輔氏、ＮＰＯ法人日本
国際童謡館館長／大庭照子氏█申当日
直接会場へ。
█問当ひろば☎3959‐2281

「福祉チャリティーミュージッ
クとしま」出演者募集

7月8日㈰ 午前10時30分～午後
5時30分 南大塚ホール◇区民の手
による区民のための音楽会。歌唱を
中心に舞踊などもあり◇100名◇
5，700円（カラオケ、お弁当、チャリ
ティー含む）
█申電話かファクスで「豊島区音楽サ
ークル連盟☎・█FAX3910‐8539」へ※

先着順。

地域活動体験ツアー
＆ワークショップ

�体験ツアー…7月13日㈮、14日㈯、
26日㈭のいずれか1日 時間や場所
などの詳細は区ホームページ参照。
�ワークショップ…7月28日㈯ 午
前10時30分～正午 地域活動交流セ
ンター◇区内の地域活動の現場を体
験し、それをもとにワークショップ
形式で地域活動のあり方を探る。障
害者支援・子ども支援・スポーツ・
環境・まちづくりなどの地域活動団
体や施設を巡る◇地域活動に興味の
ある方◇各回10名◇交通費は自己負
担。
█申電話かファクスで「協働推進グル
ープ☎4566‐2314、█FAX3981‐1213」
へ※先着順。

親子で盆石体験♪石と砂で絵を
描いてみよう

7月21日㈯ 午前10時30分～11時
30分 赤鳥庵（目白庭園内）◇400年
の伝統を持つ石州流八世家元を講師
に招き、石と砂でお盆の上に絵を描
く日本の伝統芸術を体験◇小学4年
生以上の子どもとその保護者◇5組
█申往復はがきかファクスかＥメール
（4面記入例参照。ファクス番号も
記入）で「〒171‐0031 目白3‐20
‐18 目白庭園管理事務所、█FAX5996
‐4886、█EM info-mejiro-garden@s
eibu-la.co.jp」へ。当事務所で直接
申込みも可。電話申込み不可※先着
順。
█問当事務所☎5996‐4810

としまＷＬＢ
ネットワークミーティング

7月23日㈪ 午後2～4時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇育児
と仕事の両立を軸に、制度や助成金、
具体的事例の紹介を行なう◇中小企

業の経営者・管理職・人事労務担当
者◇30名程度
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.
toshima.lg.jp」へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

東京音楽大学ピアノ演奏会
～ピアノ演奏家コース成績優秀
者による～

7月28日㈯ 第1部…午後1時開
演（午後0時30分開場）、第2部…午
後3時30分開演、第3部…午後6時
30分開演 東京文化会館小ホール
（台東区上野公園5‐45）※乳幼児は
入場不可。車椅子をご利用の方は演
奏課まで問い合わせてください█申当
日直接会場へ。
█問当大学演奏課☎3982‐2044

和菓子で夏の花づくり

8月1日㈬ 午前10時～11時30分
赤鳥庵（目白庭園内）◇朝顔と向日葵
をモチーフとした和菓子作り。講師
のつくった和菓子のお土産とともに
持ち帰り可◇中学生以上◇16名（最
小催行人数6名）◇3，200円█申往復は
がきかファクスかＥメール（4面記
入例参照。ファクス番号も記入）で
7月22日までに「〒171‐0031 目白
3‐20‐18 目白庭園管理事務所、
█FAX5996‐4810、█EMinfo-mejiro-gard
en@seibu-la.co.jp」へ。当事務所
で直接申込み
も可。電話申
込み不可※先
着順。
█問当事務所☎
5996‐4810

文化交流都市協定締結15周年記
念事業 なばりキャンプ2018
～昨日の自分より強くなる～

7月25日㈬～28日㈯ 午前8時20
分 東京駅（日本橋口）集合◇江戸川
乱歩が生まれた地「三重県名張市」で、
なばりの子どもと一緒に冒険をしよ
う！忍者体験、オオサンショウウオ
の餌やり、キャンプ、ホームステイ
など◇区内在住の小学5～6年生
（保護者同伴不可）◇20名◇20，000円

█申JTB 総合提携店㈱三重旅行サー
ビスホームページ█HPhttp : //www.
jtb-mts.com/で申込書をダウンロ
ードし、ファクスかＥメールで6月
29日までに「当店█FAX0595‐68‐5222、
█EMnabaricamp@jtb-mts.com」へ
※先着順。
█問当社アピタ名張店 神田☎0595‐
68‐5181

生涯学習オープンスクール

※対象年齢、参加費など詳細の問い
合わせ、申込みは直接学校へ。
●日本外国語専門学校
「子供たちの英会話教室～英語マジ
ックワールド～」…6月23日㈯ 午
後1時～2時30分
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041

あなたの大丈夫が一番あぶない！
Part3

6月29日㈮ 午前10時～正午 と
しま南池袋ミーティングルーム◇①
（公社）全国消費生活相談員協会／鈴
木春代氏による「新しいだましの手
口教えます」、②（一社）農民連食品
分析センター所長／八田純人氏によ
る「知っておきたい“暮らしにひそむ
農薬”」◇区内在住、在勤、在学の方、
消費者団体関係者◇50名
█申電話かファクスで「消費生活グル
ープ☎4566‐2416█FAX5992‐7024」へ
※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…7月20日、8月17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ゆかた着付け教室（全3回）…7月
3日㈫・10日㈫・13日㈮ 午後1時
30分～3時◇女性◇10名◇4，000円◇
ゆかた、半幅帯、必要な小物は各自
持参、③パソコン＆iPad 教室 �
無料体験教室…ⓐ7月19日㈭ 午後
0時45分～2時15分、�パソコン入
門（全4回）…ⓑ7月7～28日 土曜
日 午前10時～11時30分◇5，500円、
�ワード初級Ⅰ（全4回）…ⓒ7月2

～23日 月曜日 午前10時～11時30
分◇5，700円、�iPad入門Ⅰ（全4回）
…ⓓ7月4～25日 水曜日 午後0
時45分～2時15分◇5，500円、�エ
クセル初級Ⅰ（全4回）…ⓔ7月7～
28日 土曜日 午後3時～4時30分
◇5，700円、�ワード基礎Ⅰ（全4回）
…ⓕ7月2～23日 月曜日 午後3
時～4時30分◇6，500円、�夜間
エクセル講座（全8回）…ⓖ7月5日
～8月23日 木曜日 午後7時～8
時30分◇14，000円
█申①②は電話で当センター☎3982‐
9533へ。③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※先着順。

目白図書館 なぞとき★調べ学習

7月7日㈯ 午後2時～3時30分
目白第一区民集会室◇「本で調べる」
ってどうすればいいの？クイズに答
えながらやってみよう！◇小学生※
1・2年生は保護者同伴◇10名
█申電話で当館☎3950‐7121へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

学習院大学「わくわくとしま日本
語教室ぐんぐんコース」（全20回）

①快適に暮らそう…7月7日～9月
22日 土曜日、②友達を増やそう…
9月29日～12月8日 土曜日※8月
11・18日、11月24日は休み いずれ
も午前10時～午後0時30分 当大学
北1号館302・303教室（目白1‐5
‐1）◇生活のための日本語学習や
食事会の開催、ニュースレターの作
成などの実践を通して、日本語でで
きることを増やす◇16歳以上の外国
籍の方◇20名◇2，000円（20回分）
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。国籍も記入）で「わくわ
くとしま日本語教室☎5992‐9208、
█FAX5992‐1025、█EMwaku2.nihongo
@gmail.com」へ。①②いずれかの
申込みも可※先着順。

学習院大学地域日本語教育ブラ
ッシュアップ講座「共に学ぶ日本
語学習の場を作ろう」（全10回）

7月7・21日、8月18日、9月22
日、10月13日、11月10日、12月15日、

平成31年1月12日、2月16・23日
土曜日 午後2～5時 当大学西5
号館301教室他（目白1‐5‐1）◇
仲間とともに日本語を学ぶ場の作り
方を考える◇区内およびその近隣に
在住、在勤で、地域の日本語教育に
携わっている方◇20名◇3，000円
█申電話かＥメールで「当大学地域日
本語教育ブラッシュアップ講座係☎
5992‐9208、█EMwaku2.nihongo@g
mail.com」へ※先着順。

池袋図書館 読みきかせ講座
第2回「夏休み 家庭で楽しむ
よみきかせ」

7月11日㈬ 午前10時30分～正午
池袋第三区民集会室◇夏休みに家庭
で読書を楽しもう。読書感想文にお
すすめの絵本や新刊を紹介█申当日直
接会場へ。
█問当館☎3985‐7981

家庭教育講座（長崎小学校ＰＴＡ）
大切な命を守ろう「救命講習」

7月14日㈯ 午前10時30分～正午
当校◇実際にマウスピースを使って
救命方法を学び不測の事態に対処で
きる知識を身に付ける◇子どもと保
護者◇20組◇上履き、筆記用具、飲
み物持参。
█申電話かファクスかＥメールで6月
29日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

みらい館大明「大人のバンド講座」
（全8回＋ライブ）

講座…7月17・31日、8月14・28
日、9月11・25日、10月9・23日
火曜日 午後7時～8時30分、ライ
ブ…10月28日㈰ 午後◇バンドを結
成、練習し、イベントでライブ演奏
する◇楽器演奏の経験がある社会人
◇10名◇6，000円
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。当館窓口で直接申込みも
可※先着順。

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。

クール・チョイス（COOL CHOICE）とは、地球温暖化対策のための身近にできる国民運
動のことで、「賢い選択」という意味です。温室効果ガスは、私たちの生活の中からも多く出
ています。その削減には、日頃の小さな選択の積み重ねが大切です。
◇夏はクールビズ…季節に合った服装だけでなく、体を冷やす夏野菜を食べたり、かき氷を
食べて涼むこともクールビズです。
◇エアコンで節電…風向きを調節したり、冷房の設定温度を1℃上げる。エアコンのフィル
ターを月に1～2回清掃したり、室外機の周りに物を置かないことで節電できます。
◇打ち水で涼しく…お風呂の残り湯などで打ち水をするとむだがありません。
◇グリーンカーテン…窓辺で育てるゴーヤ・ヘチマ・朝顔などのたくさんの葉っぱは、夏の
日差しを遮って部屋の中の温度の上昇を抑えてくれます。日差しを遮るのは、住宅の内側よ
り外側で行なうのが効果的です。
クール・チョイスは、ちょっとした生活スタイルを見直すことで、私たち一人ひとりがで
きる地球暖化対策です。この夏、みんなでできることから始めてみましょう！！
█問環境政策課事業グループ☎3981‐2771

7月7日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「娘と大きな鐘」、森三郎「かさゝぎ物語」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

4月1日に「豊島区空家活用条例」が施行され、区内の
空家を登録することができるようになりました。登録す
ると、区の空家活用の支援メニューを受けることができ
ます。
�空家活用支援事業者制度…事業者が相談から活用の提
案までサポートを行ないます。
�専門家派遣制度…相続に関することや、活用に関する
疑問に専門家が相談に乗ります。
�事業者情報の公開…修繕・リフォーム仲介の事業者名
簿を区ホームページ、住宅課窓口で公開しています。
�空家管理サポート…区と協定を結んだ豊島区シルバー
人材センターが、有償で空家の見回りなどを行ないます。
その他、空家相談や勉強会（第1回…6月30日㈯）など

も行なっています。空家に関するお悩みがありましたら、
問い合わせてください。
█問マンショングループ☎3981‐1385

手当名 対象者（次の項目のいずれかに該当する方） 対象者（児）の年齢 支給月額 担当

心身
障害者
福祉手当

1種 ①身体障害者手帳1、2級の方、②愛の手帳1～3度の方、③脳性
麻痺、進行性筋萎縮症の方

20歳以上
新規の方は65歳未満 15，500円

障害福祉課
障害サービス
給付グループ

☎3981‐1963

2種
①身体障害者手帳3級の方、②愛の手帳4度の方 新規の方は20歳～65歳未満

8，500円①身体障害者手帳1～3級の方、②愛の手帳1～4度の方※児童育
成手当（障害）との併給不可。 20歳未満

難病患者
福祉手当

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則等に基づき、
特定疾病自己負担分に係る医療費の助成を受けている方 新規の方は65歳未満 12，000円

重度心身
障害者手当

①重度の知的障害であって著しい精神症状を有する方、②重度の知
的障害と重度の身体障害が重複している方、③重度の肢体不自由者
で両上下肢機能が失われ、かつ座っていることが困難な方。
※判定の結果、非該当となる場合があります。

新規の方は65歳未満 60，000円

特別
障害者手当

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の
介護を必要とする方で区の指定する判定医により、手当の支給に該
当する障害と認められる方。

20歳以上 26，940円

障害児
福祉手当

①身体障害者手帳おおむね1級の方、②愛の手帳おおむね1度の方、
③常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害の方で、区の指
定する判定医により、手当の支給に該当する障害と認められる方。

20歳未満 14，650円

心身障害者
医療費助成

①身体障害者手帳1、2級（内部障害は3級まで）の方、②愛の手帳
1、2度の方 新規の方は65歳未満 医療費の一部助成

児童育成
手当

障害
手当

①身体障害者手帳1、2級程度の児童、②愛の手帳1～3度程度の
児童、③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童 20歳未満 15，500円

子育て支援課
児童給付
グループ

☎3981‐1417

育成
手当

父または母がいずれかの状態にある児童
①身体障害者手帳1、2級程度、②重度の精神障害

18歳に達する年度の3月末
まで 13，500円

特別
児童扶養手当

①身体障害者手帳1～3級程度の児童（下肢障害4級程度の一部も
該当）、②愛の手帳1～3度程度の児童
※長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著し
い制限を受ける児童も該当する場合があります。

20歳未満
1級 51，700円

2級 34，430円

児童扶養手当 父または母が重度の障害（身体障害者手帳1、2級程度、重度の精
神障害など）を有している児童

18歳に達する年度の3月末
まで
※中程度以上の障害児は20
歳未満

10，030円～42，500円
※受給者及び配偶者・扶養義務者の所得による。
※障害年金等、公的年金受給額が児童扶養手当
額より低額の場合、その差額分を受給できます。

空家を活用しませんか？

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

●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

心身障害者（児）の各種手当と医療費助成のご案内 障害の程度や年齢などの条件、所得の制限があります。詳細は各担当へ問
い合わせてください。

2 3広報としま情報版 平成30年（2018年） 6月21日号 No.1789 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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講演・講習講演・講習 スポーツスポーツ

「出前講座」省エネ・節電！
上手な電気の使い方

7月20日㈮ 午後1時30分～3時
区民ひろば清和第一◇電気の基礎知
識を学び、省エネ・節電上手な電気の
使い方を実践する█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

起業に役立つセミナー「資金調
達の基本と事業計画の作り方」

7月25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、
開業資金の調達方法や事業計画の作
成方法を説明◇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。

出前寄席「『お試し』のつもりが
頼んでいないのに！」

7月26日㈭ 午後3時10分～3時50
分 区民ひろば上池袋◇落語で楽し
く通信販売のトラブル事例を紹介し、
注意点を伝える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

内容などの詳細は「としまコミュニ
ティ大学講座案内」をご覧ください。
●帝京平成大学
補完代替医療を知っていますか？～
高齢化社会に期待される医療～…6
月23日㈯ 午前10時～11時30分 当
大学池袋キャンパス4階412教室（東
池袋2‐51‐4）◇講師…当大学大
学院健康科学研究科教授／高橋秀則
氏◇100名◇500円
●学習院大学
スマホの普及と FinTech（フィンテ
ック）…6月23日㈯ 午後2～4時
当大学西5号館2階202教室（目白1
‐5‐1）◇講師…当大学経済学部
経済学科特別客員教授／吉田知生氏
◇100名◇1，000円
█申ファクスか Eメールで「生涯学習
振興グループ█FAX3981‐1577、█EMＡ00
14606@cit
y. toshima.
lg.jp」へ※
先着順。
█問当グルー
プ☎4566‐
2762

ラジオ体操講習会

6月26日㈫ 午後1時30分～3時
区民ひろば南大塚◇ラジオ体操第一、
第二、みんなの体操講習█申当日直接
会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

第6回ジュニアゴルフ教室

7月22日㈰ 第1部…午前10時30
分～正午、第2部…午後1時30分～
3時（経験者のみ） スポーツワーク
ショップピーウォッシュ（長崎5‐
1‐23）◇プロコーチ／佐々木 孝則
氏による、初心者から経験者までを
対象としたレッスン会◇区内在住、

在学の小学生～高校生◇各回16名◇
1，000円◇ゴルフクラブ、運動靴、
手袋持参。
█申電話で6月30
日までに豊島区
ゴルフ協会事務
局 松澤☎3957
‐6543（ピーウ
ォッシュ内）へ
※先着順。

◆清和第二 ちびっこ七夕…6月
28日㈭ 午前10時30分～正午◇乳
幼児向けの七夕。公演…劇団ぽけ
っと█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆朝日 日曜開館記念「あさひの
夏まつり」…7月1日㈰ 午前10
時～11時30分◇赤羽フォークソン
グ倶楽部の美しい歌声、楽しいウ
クレレ演奏、楽しい縁日ごっこ。
おとなも子どもも楽しめます█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆南大塚 「全日曜開館 七夕コ
ンサート」…7月1日㈰ 午前10
時30分～正午◇ピアノの伴奏に合
わせてみんなで楽しく歌う。出演
…平山 智香子（ソプラノ）、梅原
尚子（ピアノ）█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆仰高 「七夕まつり～マリンバ
コンサート～」…7月1日㈰ 午
後1時30分～2時30分◇七夕まつ
りをマリンバ演奏で楽しむ。出演
…大澤千紘█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆高松 「世界の働き方と日本と。
そしてAIは？」…7月1日㈰ 午
後1時30分から◇海外と日本の働
き方の違いと AI によって仕事の
未来はどうなるかを考える。講師
…ILO駐日事務所駐日代表／田口
晶子氏█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆さくら第二 「食育講習会」…7
月5日㈭ 午前10時30分～11時30
分◇幼児食のポイントと簡単メニ

ューの紹介（試食あり）◇1歳6か
月以上の親子（1歳6か月未満の
場合、試食は保護者のみ）◇15組
█申電話で当ひろば☎3958‐8453へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
◆高南第一 「高南七夕コンサー
ト」…7月7日㈯ 午後1時30分
～2時30分◇二胡と歌のハーモニ
ーをたのしむ。出演…王 霄峰、
3．10．Bond█申当日直接当ひろば
へ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆椎名町 「サンデー 七夕ケーナ
コンサート」…7月8日㈰ 午前
10時15分から◇演奏…下町ケーナ
同好会█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆西巣鴨第二 「全日曜開館記念
ファミリーコンサート」…7月8
日㈰ 午前10時30分から◇出演…
平山 智香子、梅原尚子█申当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3915‐2379
◆要 「要はつらつ健康講座」…7
月9日㈪ 午後1時30分～2時30
分◇肩・首をゆるめて姿勢を正そ
う。講師…理学療法士／高木 翔
氏◇シニアの方◇30名
█申6月25日から電話で当ひろば☎
3972‐6338へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆さくら第一 全日曜開館イベン
ト「夏まつり」…7月22日㈰ 午後
1時30分～3時◇都立千早高校和
太鼓部による演奏と盆踊り█申当日
直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676

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

◆第194回庁舎ランチタイムコン
サート…7月18日㈬ 正午～午後
0時35分 としまセンタースクエ
ア（区役所本庁舎1階）◇ヴァイオ
リン＆ピアノ デュオ。出演…東
京音楽大学。曲目…ヴァイオリン
・ソナタ ト短調「悪魔のトリル」
（タルティーニ）、ヴァイオリン・
ソナタ ト短調（ドビュッシー）█申
当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
（平日午前10時～午後5時）
◆平成30年度「大田楽 いけぶくろ
絵巻」出演希望者説明会…7月8
日㈰または21日㈯ いずれも午後
2時～3時30分 としま南池袋ミ
ーティングルーム◇「大田楽 いけ
ぶくろ絵巻」で一緒に躍りません
か？「どんなことをするの？」「どう
したらいいの？」にお応えする説
明会を開催します！出演者募集の
詳細は7月初旬に当財団ホームペ
ージで公開予定█申当日直接会場へ。
█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
●巣鴨 すがも夕涼みコンサート
…7月21日㈯ 午後5時30分開演
◇出演…合唱団「大塚」・とげぬき
地蔵通り合唱団ほか█申当日直接会
場へ。
●南大塚 第102回南大塚ホール
落語会…8月16日㈭ 午後6時30
分開演◇出演…三遊亭萬橘、林家
たけ平、立川志の春ほか◇友の会
1，500円、一般（前売）1，800円、一
般（当日）2，000円◇250名█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 雑司が谷案内処8周
年記念コンサート…7月29日㈰
午後2時開演 雑司が谷地域文化
創造館◇出演…大田佳弘、和田萌
子█申往復はがき（上記記入例参照）
で当館へ郵送。返信用はがき持参
で直接当館窓口で申込みも可。
●千早 千川亭落語会…7月29日
㈰ 午後1時開演◇出演…洒落っ
子連千川亭、特別出演…三遊亭圓
窓█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【107】浮世絵講座（全3
回）…8月31日～9月14日 金曜
日 午後2～4時◇30名◇2，700
円◇8月10日（必着）
●南大塚 ②【507】親子で楽しむ
落語講座～落語体験～…8月16日
㈭ 午後2時～3時30分◇小・中
学生の親子◇20組◇7月25日（必着）
いずれも区内在住、在勤、在学
の18歳以上、【507】は親子どちらか
が区内在住、在勤、在学の方█申往
復はがき（上記記入例参照。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。7月2日から当財団
ホームページからの申込みも可。
█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
雑司が谷3‐1‐7）、千早☎
3974‐1335（〒171‐0044 千早2
‐35‐12）

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
5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）

11日 0．05 0．08 0．06

24日 0．06 0．06 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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