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70歳以上75歳未満の方の
「限度額適用認定証」について

8月1日から、新しく現役並み所
得の方も「限度額適用認定証」の発行
が可能となる場合があります。当認
定証を医療機関に提示することで、
支払いが自己負担限度額までとなり
ます。対象となる方で、交付を希望

する方は申請してください。所得区
分や申請方法など詳細は問い合わせ
てください。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

「介護保険負担割合証」を
送付しました

現在、要介護（要支援）認定を受け

ている方と介護予防・生活支援サー
ビス事業対象の方へ、8月1日から
1年間有効の「介護保険負担割合証」
を送付しました。手元に届きました
ら、記載内容を確認し、介護や支援
サービスの利用時にケアマネジャー
や事業者へ提示してください。自己
負担割合は、対象者の年齢および前
年の所得に応じて決定されます。詳
細は同封の書類をご覧ください。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

児童扶養手当・特別児童扶養手
当・ひとり親家庭等医療費助成
受給者の皆さんへ

現況届の案内を7月下旬～8月上
旬に送付します。現況届の提出がな
いと手当・助成が受けられなくなり
ます。必ず提出してください。
◇受付…8月31日まで（特別児童扶
養手当は8月13日～9月11日の間）
に子育て支援課児童給付グループ窓
口へ※土・日曜日、祝日を除く。た
だし、8月5日㈰・12日㈰・25日㈯
の午前9時～午後5時は提出可。
█問専用ダイヤル☎4566‐2477（8月
31日まで）、当グループ☎3981‐1417
（9月1日以降）

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」が始まります

8月3・17日 金曜日 午前10時
から 区役所本庁舎5階508会議室
◇当事業の利用を希望する方を対象
に、利用会員の登録会を行ないます
◇各回20名※予約制◇保護者の写真
2枚（縦2．5×横2㎝）、子どもの写
真1枚（縦5×横5㎝）持参※ともに
正面向きのもの。
█申電話で各回前日までに子育て支援
課ファミリー・サポート・センター
事務局☎3981‐2146へ※先着順。

離乳食講習会

8月7日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期以降の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（保護者
のみ試食あり）、むし歯予防を学ぶ
◇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。

ノーバディーズ・パーフェクト～
完璧な親なんていない～自分らし
い子育てをみつけよう（全6回）

9月5日～10月10日 水曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇子育ての悩みなどを話し
合い、自分に合った子育て方法を学
ぶカナダ生まれのプログラム。保育
付き◇区内在住の2歳未満の第一子
を育てている35歳以上の母親で、全
回参加可能な方◇10名
█申電話で8月2日午前10時～8月17
日の間に当センター☎5980‐5275へ。
直接窓口申込みも可※応募者多数の
場合は抽選。

1 緊急対策の進め方
区では、6月18日に発生した大阪府北部地震を受けて、ただちに実施した

区有施設などの点検結果や国・東京都の動向を踏まえ、子どもたちの安全確
保を最優先としたブロック塀などの緊急対策を実施していきます。あわせて、
民有地のブロック塀などに対する働きかけの強化など、中期的な取組みにつ
いても段階的に実施します。
2 基本的な方針
●基本方針①…子どもたちの安全を最優先して確保する
（1）区立小・中学校、幼稚園のブロック塀などの安全確保
点検結果に基づき、特に緊急度の高い、駒込小学校、朋有小学校、朝日小
学校、要小学校については7月からただちに対策に着手します。
（2）通学路の安全確保
�第一段階／すべての区立小学校において、通学路を点検し、道路に面した
危険箇所を把握します。
�第二段階／第一段階で危険と判断された通学路に面する民有地のブロック
塀などについて、再度現地調査をしたのち、所有者に撤去や建て替え、緑化
などを働きかけていきます。また、状況に応じて、「豊島区建物等の適正な
維持管理を推進する条例」に基づく助言、指導、勧告、命令などを実施しま

う か い

す。各学校は、必要に応じて、危険箇所を迂回した通学ルートを設定します。
●基本方針②…民有地のブロック塀などに対する働きかけを強化する
（1）道路に面する民有地のブロック塀などの緑化やフェンスへの転換
�既存の緑化助成やブロック塀等改善工事助成などの拡充を検討します。
�ブロック塀などの所有者へ助成制度を周知します。
（2）区立公園や自転車駐車場などに接する民有地のブロック塀などの対策
道路に面する民有地のブロック塀などと同じ対策に加え、必要に応じて、
危険箇所の立入禁止などの措置を実施します。
3 区内ブロック塀の点検状況について（7月6日時点）
建築基準法施行第61条または第62条の8に合致しないブロック塀について、
点検を実施しました。詳細は区ホームページをご覧ください。
�区立小・中学校、幼稚園…撤去または補強が必要／16校（園）
█問学校施設課☎4566‐2788
�区立公園・自転車駐車場など…撤去または補強が必要／3施設
█問土木管理課☎3981‐4873、公園緑地課☎3981‐0534
�区立施設（上記を除く）…撤去または補強が必要／24施設
█問施設整備課技術管理グループ☎3981‐1652
�民有地（東日本大震災後に点検したブロック塀など72箇所を再点検）…撤去
または補強が必要／21箇所
※民有地のブロック塀などについては、建築課で助成制度などの紹介を行な
っています。
█問建築課監察グループ☎3981‐9503 定期報告グループ☎3981‐2198

7月27日㈮・28日㈯ 午前10時～午後7時（28日は午後4時まで） としまセン
タースクエア（区役所本庁舎1階）◇①ハンググライダーVR体験、②ブラインド
サッカーなどのスポーツ体験、③使用済み携帯電話回収、④似顔絵カードプレゼ
ント、⑤東京2020公式ライセンス商品が当たるスタンプラリー█申当日直接会場へ。

█問オリンピック・パラリンピック連携推進グループ☎4566‐2761

昭和39年8月26日生まれ、
53歳。
平成2年建設省入省。平成
20年4月国土交通省関東地
方整備局建政部住宅調整官、
平成22年4月独立行政法人
都市再生機構本社業務第二部チームリーダー、
平成24年10月国土交通省住宅局住宅総合整備課
宅地整備調整官、平成27年4月国土交通省国土
技術政策総合研究所建築研究部基準認証システ
ム研究室長、平成28年7月国土交通省住宅局建
築指導課建築安全調査室長、平成29年7月国土
交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室長

宿本尚吾副区長の退任にともない、平
成30年7月16日付で副区長に呉氏を任命
しました。（任期は、平成34〈2022〉年7
月15日まで）。齊藤雅人副区長とともに
引き続き副区長2名体制となります。

【経歴】…昭和61年11
月税理士登録。現在、
東京税理士会豊島支
部副支部長、東京税
理士会成年後見支援
センター相談委員。
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保険料の納め忘れはありませんか？
7月31日が納期限です

２０１８年
７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。7／21
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東京2020開催まであと2年！東京2020開催まであと2年！
夏休みわくわく☆スポーツひろば夏休みわくわく☆スポーツひろば

大阪府北部地震に伴うブロック塀などの緊急対策について
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ご ゆ う い ち ろ う

呉 祐一郎

●「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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交番

西巣鴨
中学校

総合
体育場

朋有
小学校

丸ノ内線
新大塚駅

春日通り

JR 大塚駅

旧中央
図書館

都電荒川線
向原停留場

東池袋五丁目保管所
東池袋五丁目 44番

健  康健  康

環境・清掃環境・清掃

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

家族的な住まい方で
空き家を活用できます

家族的な住まい方とは、互いに親
族関係にない者が住宅をシェアしな
がら共同生活を営む居住形態のこと
です。空き家の所有者などが申請で
きます。以下の要件を満たし区長か
ら認定を受けることで、建物の用途
変更を行なわずにシェア居住できる
ようになります。
�居住者数が4名以上であり、居室
数を上限としたものであること。
�居住者がすべて18歳以上で親族関
係にないこと。
�居室の床面積がそれぞれ7㎡以上
であること。
�所有者と居住者の入居にかかる契
約は居住者全員の連名で行ない、そ
の契約に基づく一切の債務について
居住者が連帯して履行の責任を負う
ものであること。
�入居契約は、契約者以外の者が入
居できないものであること。
上記要件を満たさない場合も、家
族的な住まい方としてシェア居住で
きる場合があります。詳細は問い合
わせてください。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐2655

売れる商品・サービスをつくろう！
無料売上拡大相談会

毎週月・水・金曜日 午前9時～
午後4時 区役所本庁舎7階としま
ビジネスサポートセンター◇商品や
サービスがなかなか売れない、お客
さんが来ない…という悩みに、ビジ
ネスコーディネーターが一緒にとこ
とん考え、解決に向け伴走します！
◇事業を営んでいる方。
█申電話で当センター☎5992‐7022へ。

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

8月9日㈭、28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

い

強みを活かした集客できるビジネス
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。

南池袋二丁目C地区
第一種市街地再開発事業などの
都市計画決定について

6月14日に「南池袋二丁目 C地区
第一種市街地再開発事業」および「南
池袋二丁目 C地区地区計画」が都市
計画決定され、高度地区および防火
・準防火地域の都市計画変更を行な
いました。これに伴い、関係図書を
縦覧しています。
◇対象地域…南池袋二丁目地内
◇縦覧場所…都市計画課窓口
●市街地再開発事業区域内での行為
の制限…①建築をする場合（許可）、
②土地を有償譲渡する場合（届出）
※詳細は区ホームページ参照。
█問都市計画グループ☎4566‐2632、
再開発グループ☎4566‐2637

撤去自転車の保管場所が
一部変わります

8月1日から、雑司が谷駅、東池
袋駅およびサンシャインシティの周
辺で撤去した自転車の保管場所を、
東池袋五丁目自転車保管所に変更し
ます。詳細は問い合わせてください。
█問放置自転車対策グループ☎3981‐
2169

池袋駅周辺のバリアフリーの
まちづくりについて
一緒に考えませんか

8月6日㈪ 午前9時30分～午後
0時30分 区役所本庁舎5階510会
議室◇バリアフリーの事例見学や課
題の確認◇区内在住の方。
█申7月31日までに電話かファクスか
Ｅメールで「都市計画課拠点まちづ
くりグループ☎4566‐2640、█FAX3980
‐5135、█EMA0022603@city.toshima.
lg.jp」へ。

健康ハートの日2018～あなたの心
臓、健康チェックしませんか！～

8月5日㈰ 午前10時～午後4時
（午後3時受付終了） 池袋駅西口メ
トロポリタンプラザビル1階自由通
路（西池袋1‐11‐1）◇動脈硬化度
の検査、栄養・医療相談、AED体験
█申当日直接会場へ。
█問日本心臓財団☎5324‐0810

女性の健康教室・親子の体操教室
「楽しく動いて・遊んで、ママの

か ら だ

身体もすっきり」

8月22日㈬ 午前9時30分～正午
上池袋コミュニティセンター◇親子
ストレッチ、ボールを使った親子遊
び、リンパマッサージなど。講師…
体操指導員／斉藤なみゑ氏◇区内在
住の1～3歳の幼児と母親（いずれ
も医師から運動制限を受けていない
方）※未就学の兄弟などの同伴者が
いる場合は要相談◇15組30名
█申電話で栄養グループ☎3987‐4361
へ※先着順。

環境とリサイクルに関する
ポスター作品募集

◇テーマ…地球温暖化対策、緑化推
進、クール・チョイス、ポイ捨て・
歩きたばこ・落書きの防止、ゴミの
減量、リサイクル、節電、フードロ
スなど◇対象…区内在住、在学の小
・中学生█申区内の学校に通学する方
は学校を通じて作品を提出。区外の
学校に通学する方は応募用紙を添付
し、8月27日～9月7日（必着）の間
に環境政策課事業グループへ郵送か
直接持参※詳細は募集案内（当グル
ープで配布。区ホームページからダ
ウンロードも可）参照。
█問当グループ☎3981‐2771

涼しさ体感
エコで快適な「打ち水」を！
8月1～7日は打ち水週間

手軽にできるヒートアイランド対
策として有効な「打ち水」で、夏を快
適に過ごしましょう◇打ち水の注意
点…①二次利用水（風呂の残り湯、
雨水など）を使用する、②朝・夕の
日が高くない時間に行なう、③通行
人の邪魔にならないようにする、④

滑りやすいところにまかない。
●打ち水の効果を実感できる「赤外
線放射温度計」の貸し出し…地面の
表面温度の変化を測定できます。自
由研究やイベントなどに活用してく
ださい◇対象…区内在住、在勤の個
人、区内にある団体、事業所。詳細
は問い合わせてください。
█申電話で環境政策課事業グループ☎
3981‐2771へ。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

8月25日㈯ 午前10時～午後3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◇50店
舗（1店舗面積2ｍ×2ｍ）◇2，000
円（一般企業は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

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

7月24日㈫ 午前10時から 区役
所本庁舎9階第2委員会室█申当日直
接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

第3回子どもの権利委員会

7月26日㈭ 午後3時から 区役
所本庁舎5階庁議室◇10名█申当日先
着順受付。
█問子ども若者課管理グループ☎4566
‐2471

第4回豊島区環境審議会

7月31日㈫ 午前10時から 区役
所本庁舎8階807・808会議室
█申電話で7月30日午後5時までに環
境政策課環境計画グループ☎3981‐
1597へ。

第30期青少年問題協議会
（第1回定例会）

7月31日㈫ 午後6時30分から
区役所本庁舎9階議員協議会室◇10
名█申当日開始10分前までに直接会場
へ※先着順。
█問子ども若者課管理グループ☎4566
‐2471

生きものレポート大募集！
「としま生きものさがし」

9月30日㈰まで◇区内の生きもの
発見レポートを大募集！集まった情
報は区ホームページなどで公開予定。
調査ガイド・用紙は区ホームページ
からダウンロードも可█申調査用紙を
郵送かファクスかＥメールで「環境
計画グループ、█FAX3980‐5134、█EMA
0029180@city.toshima.lg.jp」へ。
█問当グループ☎3981‐1597

プラス

第7回「はあとの木」マルシェ＋

7月31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）◇「トロピカルマルシェ～
暑い夏を熱く～」をテーマに、障害
者福祉施設によるハンドメイド雑貨
やパン、焼き菓子の販売イベント█申
当日直接会場へ。
█問障害福祉課施設・就労支援グルー
プ☎3981‐1786

集会室開放行事「夏休み工作教室」

8月3日㈮ 午前10時30分～正午、
午後1時30分～3時 西池袋第二区
民集会室◇鉢植えペイントワークシ
ョップ◇小学校低学年の子どもと保
護者◇各回15名
█申電話で福祉ホームさくらんぼ☎
5396‐9581へ※先着順。

池袋本町プレーパーク
「ウォータースライダー」

8月4日㈯※荒天時は5日㈰に順
延 午前10時～午後2時 池袋本町

公園◇1日限りのウォータースライ
ダー。青空子ども食堂も開催◇動き
やすく汚れてもいい服装と靴で参加
█申当日直接会場へ。
█問NPO法人豊島子どもWAKUWA
KUネットワーク☎090‐3519‐3745

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

8月4日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「赤
い船」、鈴木 三重吉「川獺」█申当日直
接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

トキワ荘通りに
夢の虹をつくろう！

8月4日㈯ 午後5～7時 通称
「トキワ荘通り」および南長崎1～6
丁目各所◇募集した「夢」のイラスト
を使い、通称「トキワ荘通り」に約
300メートルの巨大な虹のモザイク
アートを作る。お休み処でもイベン
ト開催あり█申イラストは「トキワ荘
通りお休み処」などで配布する用紙
に記入し、その場で提出。
█問夢の虹実行委員会☎3954‐0719

夏休み親子体験教室
「旧宣教師館のデザインを
使ったコースターづくり」

8月26日㈰ 午後2～4時 雑司
が谷旧宣教師館◇区内在住、在学の
小学3年生以上の方（小学生は保護
者同伴）◇5組10名█申往復はがき（下
部記入例参照。学年も記入）で8月
3日（必着）までに「〒171‐0032 雑
司が谷1‐25‐5 雑司が谷旧宣教
師館」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3985‐4081

目白庭園 赤鳥庵

①赤鳥コンサート～チェロと癒しの
調べ～…8月24日㈮ 午後7～8時
（午後6時40分受付）◇河村 治、癒

ク レ セ ン ト

し音楽ユニット「Crescent」による
演奏◇60名◇1，000円、②ドライフ
ラワーアレンジ「Autumnの窓辺」…
8月28日㈫ 午前10時～正午（午前
9時45分受付）◇自然素材の木の実
などで秋の窓辺を飾る◇10名◇
3，800円（キャンセル料3，000円）█申往
復はがきかファクスかＥメール（下
部記入例参照。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、
█EMinfo-mejiro-garden@seibu-la.c
o.jp」へ。直接窓口申込みも可。電
話申込み不可※先着順。
█問当事務所☎5996‐4810

エポック10シネマ
「ストリートオーケストラ」

8月30日㈭ 午前10時～正午、午
後2～4時 男女平等推進センター
◇ブラジルのスラム街の子どもたち
によって結成されたクラシック楽団
「エリオポリス交響楽団」誕生の実話
をもとにした映画◇各回25名█保6か
月以上未就学児。要予約。定員あり
█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.l
g.jp」へ※先着順。

夏休み子ども向け認知症サポー
ター養成講座

7月28日㈯ 午後1～3時 高田
介護予防センター◇工作やワークを
通して、認知症への理解と対応、思
いやりを育む。修了時にオレンジリ
ングを配布。夏休みの自由研究にも
おすすめ。講師…豊島区キャラバン
メイト◇小学3年生以上（保護者同
伴可）◇20名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2433へ※先着順。

みらい館大明
お と な

①子どもから大人まで楽しめる夏休
み特別体験教室…8月11日㈷～19日
㈰ 午前10時～午後6時◇陶芸体験、
パーソナルカラーセミナー（色診断
など）、オリジナル Tシャツづくり、
元 Jリーガー指導によるサッカー教
室、縁日、食べ物屋台など◇各企画
500円から
②子ども映画プロジェクト夏の特別
編（全4回）…8月23日㈭～26日㈰
午前10時～午後4時◇子どもたちの
想像を映画に！プロの指導で台本づ
くりから撮影を行ないショートムー
ビーを完成させる◇小学生～高校生
◇10名◇1，000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」…
ワードでビジネス文書…8月25日㈯、
パワーポイント入門…9月1日㈯
午前10時～午後5時◇ワード・エク

セル経験者◇各8名※2講座受講優
先◇2講座6，000円、1講座4，500円
█申①は当日直接会場へ。②③は電話
かEメールで「当館☎3986‐7186、█EM
miraikan_taimei@yahoo.co.jp へ。
直接当館窓口申込みも可※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…8月17日、9月14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／8月23日㈭ 午後0時45分
～2時15分、ⓑパソコン入門（全4
回）／8月2～30日 木曜日 午後
3時～4時30分◇5，500円、ⓒ初級
ワードⅠ（全4回）／8月4～25日、
9月1日 土曜日 午前10時～11時
30分、ⓓ初級エクセルⅠ（全4回）／
7月31日、8月7～28日 火曜日
午前10時～11時30分◇ⓒⓓとも
5，700円、ⓔiPad 入門（全4回）／8
月3～31日 金曜日 午前10時～11
時30分◇5，500円、ⓕエクセル基礎
Ⅰ（全4回）／8月2～30日 木曜日
午前10時～11時30分◇6，500円、ⓖ
夜間 エクセル講座（全8回）／8月
3～31日、9月7～28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※先着順。

第2回としまビジサポセミナー「強
みを生かしてチャレンジ！小出流
！売れる商品・サービスの作り方」

8月17日㈮ 午後6～8時 区役
所本庁舎5階507～510会議室◇「ど
んな企業にも必ずセールスポイント
はある」を理念とする、企業支援家
の小出宗昭氏から売れる商品・サー
ビスのつくり方を学ぶ◇事業を営ん
でいる方、起業を考えている方など。
区内在住、在勤、在学優先◇50名
█申電話かファクスかＥメール（下部
記入例参照。事業所名、所在地、業
種、メールアドレスも記入）で「当セ
ンター（商工グループ内）☎4566‐
2742、█FAX5992‐7088、█EMA0029099
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

出前寄席
「我が町のマイナンバー騒動」

8月24日㈮ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば清和第一◇マイナ
ンバー制度を悪用した詐欺や公的機
関を名乗った詐欺の手口とその対処
方法などを落語で伝える█申当日直接
会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416年末年始・祝日を除いた土・日曜日に開庁します。

※8月18・19日は、システムメンテナンスのため3・4階の窓口業務は終日
休業します。
◇開庁時間…午前9時～午後5時※ただし、氏名・住所などに変更を伴う手
続き、住民基本台帳カード・マイナンバー（通知カード・個人番号カード）に
関する手続きは午後3時まで
◇受付窓口…区役所本庁舎3階
◇主な取扱い業務…①引越しに伴う手続き（転入届・転出届・転居届）、②戸
籍の届出、③印鑑登録、④個人番号カードの交付など（毎月第3土曜日とそ
れに続く日曜日は全国的なシステムメンテナンスのため個人番号関連業務の

取扱い不可）、⑤住民票の写し（第三者請求不可）、印鑑登録証明書の交付、
⑥戸籍謄本・抄本、戸籍の附票などの交付（豊島区に本籍のある方のみ、第
三者請求不可）、⑦住民税課税・非課税証明書の交付
※窓口へお越しの際は、本人確認書類（個人番号カード、顔写真付き住民基
本台帳カード、運転免許証、日本国旅券〈パスポート〉、在留カード、特別永
住者証明書など）を持参してください。海外からの転入、転出証明書の再交
付、個人番号変更などの業務は取扱いできません。その他、手続き内容によ
っては取扱いできない場合があります。取扱い業務や必要書類などの詳細は、
事前に区ホームページ参照または各担当まで問い合わせてください。

7月25日㈬ 午後6時30分～8時30分 区役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話かファクスで7月23日午後5時までに「障害福祉課管理・政策推進グループ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303」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。

伝統工芸士・瀧澤光雄さんは、昭和15年生ま
れ。店は東池袋四丁目の高層ビル、エアライズ
タワーの1階にある。
明治時代、祖父の代に創業し、光雄さんが三代目。家業を継
ぐことになったのは16歳のときだった。
師匠である父の指導は厳しく、提灯に書き込む文字を毎日毎
日練習する日々。父は小言を挟むわけでもなく、じっと見てい
て、間違えると分厚い竹の三尺物差しで注意するという教え方。
とにかく体で覚えさせられたという。「それでも父のお陰で一
人前になれましたよ。文字を自分のものにするには時間がかか
るんです」と懐かしそうに語る。
提灯はその書き文字に命があると言われている。パソコンを
使う人も増えているというが、瀧澤さんは祖父の代から大切に
使い込んできた大きな「すり鉢」で墨をすり、下書きなしで直接
筆を使って書き入れる。
瀧澤さんの提灯は完全注文生産。型づく
りから紙貼り、文字入れまでの一連の作業

ま れ

を一人でこなすという、現在では希な技術
を有する。この優れた技能と功績が認めら
れ、平成24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。
匠の仕事の一方で豊島消防団長も務める
瀧澤さん。「地域の顔」として今後もますま
すのご活躍を期待する。
█問商工グループ☎4566‐2742

8月4・25日 土曜日 午前10時～11時30分 当工場（上池袋2‐5‐1）※車での来場不可◇50名
█申電話で当工場☎3910‐5300へ※先着順。
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「江戸提灯」 瀧澤 光雄氏
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総合窓口課 休日窓口のご案内 █問住民記録グループ☎3981‐4782、証明グループ☎3981‐4766、戸籍グループ☎3981‐4737

第9回豊島区
障害者地域支援協議会

豊島清掃工場
個人見学会のお知らせ
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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

職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより
出前講座「防災の備え」

8月31日㈮ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろばさくら第一◇突然
の災害に備えた心構え、災害時の対
処法や日常の備蓄を上手に行なう方
法を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

第38回区民ラジオ体操大会

8月5日㈰ 午前6時～6時50分
（午前5時40分受付開始） 南池袋公
園◇ラジオ体操第一、第二、みんな
の体操█申当日直接会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

区民歩こう会
「東京の凸凹を楽しく歩こう」

8月5日㈰ 午前9時50分 東京
メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅2番出
口前集合◇暗闇坂・安養寺坂・椎木
坂を散策（約6㎞）◇300円█申当日集
合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

区民親子釣教室「ハゼ釣」

9月2日㈰ 午前6時30分 旧豊
島公会堂前出発、千葉県木更津方面
※小雨決行◇区内在住、在勤、在学
の方とその家族◇50名◇3，000円※
幼児無料◇釣具（釣竿3．6ｍ前後）、

クーラー、雨具、飲料水など（希望
者には貸竿あり）持参。
█申電話で8月22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。

総合窓口課（臨時職員）

①マイナンバー制度関連業務…入力、
窓口、交付促進キャンペーン業務◇
任期…ⓐ10月1日～平成31年1月31
日、ⓑ10月1日～平成31年3月31日
②外国語通訳…総合窓口課・区民相
談課での中国語または英語の通訳◇
任期…10月1日～平成31年3月31日
█申所定の申請書（当課で配布。区ホ
ームページからダウンロードも可）
に①はⓐⓑのいずれかを記入し、8
月3日午後5時までに住民記録グル
ープへ本人が持参。
█問当グループ☎3981‐4782

薬と暮らしの講演会～薬
の正しい知識と使い方～

8月21日㈫ 午前10時～11時45分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
薬の種類や飲み方、飲み合わせ、副
作用などの基本的な知識と、地域の
薬局の活用法などについて学び、自
身の健康づくりに役立てる。終了後、
地域での活躍の場（会員制有料在宅

福祉サービスなど）を紹介。講師…
豊島区薬剤師会会長／遠藤 信一郎
氏◇120名
█申電話で地域福祉推進課リボンサー
ビス☎3981‐9250へ※先着順。

高齢者元気あとおし事業
登録説明会を開催

8月23日㈭ 午前10～11時 区役
所東池袋分庁舎◇指定の介護保険施
設で、お茶だしなどのボランティア
活動を行なうことで、自身の介護予
防と支え合う地域社会をめざす。貯
めたスタンプに応じて換金可◇次の
いずれかに該当する方。①60歳以上
の健康な区民、②豊島区介護予防サ
ポーター養成講座受講修了者◇20名
◇健康保険証・運転免許証など、住
所と年齢が確認できるものを持参。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

災害ボランティア養成講座

8月29日㈬ 午前9時30分～午後
3時30分 午前…としま産業振興プ
ラザ（IKE・Biz）、午後…池袋防災館
（西池袋2‐37‐8）◇大規模災害発
生時に区内で支援活動などを行なう
災害ボランティアを募集。受講後に
災害ボランティアとして登録可。午
前…災害ボランティアとは、活動報
告、豊島区の現状と対策など。午後
…防災体験ツアー◇区内在住、在勤、
在学で終日参加できる方◇30名
█申電話で8月13日までに豊島ボラン
ティアセンター☎3984‐9375へ※先

着順。

●秩父市
「カフェで移住相談会開催」
8月19日㈰ 午後1～4時 Cafe
ふれあい（区役所本庁舎4階）◇秩父
のお土産付き◇5組◇300円程度
█申電話かＥメールで8月17日までに
「秩父市移住相談センター☎0494‐
26‐7946、█EMccbiju@bz04.plala.or.
jp」へ※先着順。
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向（ポイント方
式）※ひとり親・高齢者・心身障害
者・多子・車いす使用者世帯・特に
所得の低い一般世帯など、住宅困窮
度の高い世帯限定（審査による）、②
単身者向・シルバーピア（抽選）、③
病死などの発見が遅れた住宅など
◇募集案内配布期間…8月1日㈬～
9日㈭
◇区内の配布場所…住宅課、東・西
区民事務所、東部障害支援センター、
西部生活福祉課複合施設（西部障害
支援センター）、図書館、当公社目
白窓口センター（目白2‐1‐1目
白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター（募集期間中）
☎0570‐010‐810、（募集期間以外）
☎3498‐8894、█HPhttp://www.to-
kousya.or.jp/

◆豊成 「紙ひこうきを飛ばそう
！」…7月29日㈰ 午前10時30分
～11時30分◇紙飛行機を作って飛
距離を競う。
█問当ひろば☎5961‐3494
◆仰高 「ニコニコまつり」…7月
29日㈰ 午後0時45分～3時◇オ
ープニングセレモニー、魚釣りゲ
ーム・缶つみ・サイコロゲームな
どの縁日、わくわく紙芝居、ふれ
あいお笑い LIVE など。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆長崎 「夏休みスイカ割り大会」
…8月4日㈯ 午後1時30分から
◇スイカ割りとミニミニえんにち。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆池袋本町 「盆踊り＆スイカ割
り」…8月5日㈰ 午前10時～11
時30分
█問当ひろば☎3986‐0041

◆西池袋 「盆踊り大会＆ミニ縁
日」…8月5日㈰ 午後1時30分
～3時◇盆踊りとミニ縁日。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆高松 「戦争を語り継ぐ2018―

ほ し

この地球に平和を―」…8月5日
㈰ 午後1時30分～3時30分◇悲
惨な史実を次世代に語り継ぎ、
あ ら そ い

戦争のない世界を願う。読み芝居
「あおいかいじゅうとあかいかい
じゅう」、音楽と朗読 月光の夏
より「ピアノは知っている」ほか。
出演…ひさまつ読み聞かせの会、
緑の会、ピアノ独奏…緑川るみ、
朗読…上松 千恵子
█問当ひろば☎3973‐0032
◆西巣鴨第一 「葉月寄席」…8月
10日㈮ 午後1時30分から◇出演
…桂 竹千代
█問当ひろば☎3918‐4197
いずれも█申当日直接各ひろばへ。

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 ◆第195回庁舎ランチタイムコン
サート…8月8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）◇夏空に響
く、声楽アンサンブル。出演…東
京音楽大学。曲目…歌劇「フィガ
ロの結婚」より「恋とはどんなもの
かしら」（モーツァルト）、ジブリ
映画「ハウルの動く城」より「世界
の約束」（木村 弓）ほか█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
●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◇250名
◇友の会1，500円、前売1，800円、
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
電話申込み可。
●千早 ①千川亭落語会…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、②サマー
コンサート in 千早「懐かしのハワ
イアン＆フラダンス」…8月25日
㈯ 午後2時開演 千早地域文化
創造館◇出演…BLUE ISLANDE
RS&小林れい子フラ舞踏塾◇70名
※先着順◇600円

●雑司が谷 終活のすすめ…9月
17日㈷ 午前10時～正午◇36名█申
当館窓口か電話で申込み※先着順。
◆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）、②【108】本
場中国直伝麺・点心にチャレンジ
～貴方も粉名人！（全3回）…9月
26日、10月10・24日 水曜日 午
前10時～午後1時◇20名◇3，300
円◇8月25日（必着）
●南大塚 ③【508】クレイを楽し
もう～ハロウィンかぼちゃの飾り
盛り～…9月16～30日 日曜日
午後2～4時◇小・中学生と保護
者◇10組20名◇8月11日（必着）
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上█申往復はがき（3面
記入例参照。講座名の番号も記入）
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。
█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）

6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）

5日 0．07 0．06 0．06
19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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