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子育て・教育子育て・教育
特別区民税・都民税の支払いは
お済みですか

第1期分（7月2日納期限）の納付
が確認できなかった方へ、7月31日
に督促状を発送しました。期限内に
納付してください。納め忘れを防ぐ
ためには便利な口座振替を利用して
ください。病気や退職などでやむを
えず納期限までに納付することがで
きない場合や生活が困窮している場
合は、分割納付などの相談ができま
す。早めに税務課整理第一・二グル
ープへ相談してください。
◇8月日曜窓口の開設日…8月12日
午前9時～午後5時
█問当グループ☎4566‐2362

高額療養費の自己負担限度額が
変わります

国民健康保険法施行令が改正され、
8月から70歳以上の国民健康保険加
入者の自己負担限度額が変更となり

ます。住民税課税の世帯が対象で、
非課税世帯は変更の対象外です。
◇変更内容…①現役並み所得者区分
の個人外来限度額を撤廃し3つの区
分に細分化したうえで、限度額を引
き上げる。②一般区分の個人外来限
度額を18，000円に引き上げる。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

高額医療合算介護サービス費の
限度額が変更になります

8月から、70歳以上の方の高額医
療合算介護サービス費の限度額が変
更になります※所得区分が一般の方
と非課税世帯の方は変更ありません。

介護保険と医療保険の1年間（8
月から翌年7月）の利用者負担額の
合計が限度額を超えた場合、申請に
より超えた分が「高額医療合算介護
サービス費」として給付されます。
該当する方には、毎年2月頃に医療
保険者から申請書が送付されます。
今回の限度額変更が適用される申請
書は、平成32年2月に送付予定です。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

障害者アート教室（参加者募集）

9月2・23日、10月21日、11月4・
25日、12月9・16日、平成31年1月
20日、2月10・24日 日曜日 午前
10時30分～午後0時30分 雑司が谷
地域文化創造館◇気軽にアートを体
験。完成作品はとしまセンタースク
エア（区役所本庁舎1階）で実施する
第12回豊島区障害者美術展「ときめ
き想造展」に出品、展示◇区内在住、
在勤、在学、通所施設利用の18歳以
上で、障害者手帳をお持ちの方、ま
たは難病・発達障害などの方◇20名
█申電話かファクスかEメールで8月

20日までに「障害福祉課管理・政策
推進グル―プ☎3981‐1766、█FAX3981
‐4303、█EMA0015600@city.toshim
a.lg.jp」へ※先着順。

小学校入学相談会

9月1日㈯ 午後1～4時
◇区の教育紹介映像の上映・各小学
校別パネル展示…としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇区立小
学校、隣接校選択制、放課後事業な
ど。
◇個別相談会
�学校に関すること…区役所本庁舎
5階（507～510）会議室◇小学校教育、
就学手続き、特別支援教育など。
�学童クラブに関すること…区役所
本庁舎8階804、805、807、808会議
室◇放課後事業など。
いずれも◇来年度に小学校入学予
定の児童と保護者※未就学児同伴可
█申当日直接会場へ。
█問学事グループ☎3981‐1174

◇対象…豊島区に住民登録のある65歳以上の方。
①シニアのための測定会◇簡単な体力測定・認知機能テストでご自身
の状況を把握し、介護予防の取組みのきっかけとする。区オリジナル
「としまる体操」の体験（40分程度）もあり◇室内用運動靴持参。

②高齢者マシントレーニング◇筋力・筋持久力・柔軟性を高める効果を持つ
マシンを体験し、日常生活の中で運動を継続するきっかけとする。

③筋力アップ教室◇椅子に座った状態を基本に簡単な用具を使用し、足腰の
筋力アップに効果的な体操の体験。

8月27日㈪ 午前10時30分～正午 としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）
◇まだ食べられるのに捨てられてしまう食品（フードロス）を減らす取組み、食材を無駄にしないレシ
ピ、フードドライブで集めた食糧がどのように活用されるかを紹介◇区内在住、在勤、在学の方。
●フードドライブを実施します…家庭で余
っている缶詰やレトルト食品がありました
らお持ちください（条件あり）。
█申電話かＥメールで8月20日までに「ごみ
減量推進課事業推進グループ☎3981‐1142、
█EMA0014801@city.toshima.lg.jp」へ。

④高齢者水中トレーニング◇浮力を利用し関節への負担を軽減した状態で水
中歩行や簡単なストレッチの体験。

⑤シニアウォーキング教室◇ウォーキングが脳の活動や身体にもたらす効果
か ら だ

について学ぶ。正しい姿勢と身体に優しいウォーキング方法を実践（屋外実
習あり）。

█申①は当日直接会場へ。②～⑤は、はがき（4面記入例参照。希望会場名も
記入）で8月17日（必着）までに介護予防・認知症対策グループへ。2週間以
内に案内を発送。重複申込み不可。

◇広島に原爆が投下された日時…8月6
日㈪ 午前8時15分
◇長崎に原爆が投下された日時…8月9
日㈭ 午前11時2分
◇全国戦没者追悼式…8月15日㈬ 正午
それぞれ1分間の黙とうのご協力をお願
いします。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
池袋スポーツセンター
（上池袋2丁目） 9月7・14・21・28日 金 午後2時～3時30分 1，200円 25名

菊かおる園（西巣鴨2丁目） 9月10・17・24日、10月
1・8・15・22・29日 月 午後2時～3時30分 2，400円 25名

ルネサンス早稲田
（高田1丁目）

9月12・19・26日、10月
3・10・17・24・31日 水 午後2時～3時30分 2，400円 25名

ジェクサー大塚
（南大塚3丁目）

9月13・20・27日、10月
4日 木 午後1時～2時30分 1，200円 25名

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
池袋スポーツセンター
（上池袋2丁目） 9月6・13・20・27日 木 午後2時45分～4時15分 1，200円 20名

ルネサンス早稲田
（高田1丁目）

9月10日、10月1・15
・22日 月 午後1時～2時30分 1，200円 20名

セントラルウェルネスクラブ
上池袋（上池袋1丁目） 9月11・18日 火 午後2時～3時30分 600円 20名

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
ルネサンス早稲田
（高田1丁目）

9月10日、10月1・15
・22日 月 午後2時～3時30分 1，200円 20名

会場 実施日 時間 としまる体操
駒込地域文化創造館 8月15日㈬ 午前9時30分～午後3時30分（最終受付2時30分）

としまる体操は午前11時、午後1時30分から
※体操体験中、体力測定などは中断します

初心者向け
上池袋コミュニティセンター 8月16日㈭ 初心者向け
南長崎スポーツセンター 8月17日㈮ 経験者向け

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
ルネサンス早稲田
（高田1丁目） 9月10日、10月1日 月 午前10時～11時30分 600円 15名

池袋スポーツセンター
（上池袋2丁目）

9月11・18・25日、10
月2日 火 午後2時15分～3時45分 1，200円 15名

ジェクサー大塚
（南大塚3丁目）

9月13・20・27日、10
月4日 木 午前10時～11時30分 1，200円 15名

8月18日㈯・19日㈰、区役所本庁舎
3・4階の窓口業務は終日休業します

２０１８年 システムメンテナンス作業のため。自動交付機からの証
明書発行は可能です※詳細は区ホームページ参照。
�問住民記録グループ�３９８１‐４７８２8／1
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区民の
つどい

戦没者の慰霊と世界の
恒久平和への願いを込めて
黙とうをささげましょう

「フードロス削減の取組みの輪を広げよう！」

フードロスを
なくそう!!

●「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。

第2期「元気向上プログラム」参加者募集！ █問介護予防・認知症対策グループ☎4566‐2434



学 校 参 観

～私たちができる地球温暖化対策～　≪残暑編≫みんなでクール・チョイス！！

子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

募  集募  集

健  康

講演・講習講演・講習

中学校説明会

●駒込中学校…9月8日㈯ 午前10
時45分から、●巣鴨北中学校（仮校
舎で実施）…9月1日㈯ 午前11時
から、●西巣鴨中学校…9月6日㈭
午後4時から、●池袋中学校…9月
8日㈯ 午前10時45分から、●西池
袋中学校…9月1日㈯ 午前10時30
分から、●千登世橋中学校（高南小
学校で実施）…9月8日㈯ 午後2
時から、●千川中学校…9月8日㈯
午前11時20分から、●明豊中学校…
9月26日㈬ 午後4時から◇学校概
要、中学校生活、進路・部活動紹介、
個別相談など。複数校参加可ですが、
できるだけ学区域の学校の説明会は
参加してください◇小学3～6年の
児童と保護者◇上履き、下足袋持参
█申当日直接各校へ※駐輪、駐車不可。
█問学事グループ☎3981‐1174

区立中学校入学（特別支援学級
「固定級・通級指導学級」入級）
に向けた保護者説明会

◇固定級…9月4日㈫ 西池袋中学
校、9月5日㈬ 巣鴨北中学校、9
月6日㈭ 西巣鴨中学校 いずれも
午前9時～11時30分（学級の概要説
明／午前9時～9時20分、授業見学
／午前9時20分～10時20分、質疑応
答／午前10時30分から）
◇通級指導学級…9月8日㈯ 午前10
～11時 西巣鴨中学校、9月28日㈮
午後2～3時 千川中学校 いずれ

も◇学級の概要説明█申当日直接各特
別支援学級へ。
█問巣鴨北中学校☎3917‐4749、西池
袋中学校☎5950‐0194、西巣鴨中学
校☎3981‐6071、千川中学校☎3973
‐0124

東京都市計画公園事業
（雑司が谷第二公園）について

6月21日に東京都市計画公園事業
（雑司が谷第二公園）が認可されたこ
とに伴い、関係図書を縦覧していま
す◇縦覧場所…都市計画課窓口
█問都市計画グループ☎4566‐2632

住宅・不動産相談

毎週水曜日 午後1～4時 区役
所本庁舎4階409会議室◇区から委
嘱を受けた住宅相談員（宅地建物取
引士）による無料相談。住宅・不動
産の契約、宅地・建物の取引、マン
ション相談など█申当日午後3時30分
までに直接会場へ。
█問住宅課相談グループ☎3981‐2683

男女平等推進センター運営委員
（第28期）を募集します

区民の視点から意見・提案を行な
う◇対象…区内在住で年6回程度の
会議に出席できる方◇任期…10月1
日～平成33年9月30日◇謝礼…会議
出席1回につき2，000円█申申込書（当

センターで配布。区ホームページか
らダウンロードも可）に必要事項を
記入し、9月7日（必着）までに「〒171
‐0021 西池袋2‐37‐4 としま
産業振興プラザ3階 男女平等推進
センター」へ郵送か持参※選考あり。
█問当センター☎5952‐9501

在宅医療に関する情報誌を
発行しました

在宅で療養生活を送るために役立
つ在宅医療機関や介護事業者の情報
を掲載した「豊島区在宅医療地域資
源マップ」と、在宅療養に関する情
報や相談先をコンパクトにまとめた
「チームで支える豊島区の在宅医療
ガイドブック」を発行しました◇配
布場所…池袋保健所4階地域保健課、
介護保険課、長崎健康相談所、豊島
区在宅医療相談窓口（西池袋3‐22
‐16豊島区医師会館6階）。数に限
りがあるので、希望者はお早めにお
越しください。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

精神保健福祉講演会
「家族・支援者のための双極性
障害～基本の「き」～」

8月21日㈫ 午後2～4時 池袋
保健所◇講師…精神科医／春日武彦
氏◇区内在住の家族または区内在勤
の支援者◇40名
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

講演会「あなたに必要な
栄養は？～お悩み別食事
と運動のポイント～」

9月2日㈰ 午前10時～正午 上池
袋コミュニティセンター◇薬と栄養
の相談会あり。講師…女子栄養大学
生涯学習講師／東 千恵子氏◇80名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

メタボリックシンドロー
ム予防教室～あの日のお
腹にかえりたい～

9月4日㈫ 午後1時30分～4時
長崎健康相談所◇メタボリックシンド
ロームの予防と食事の講義、運動実
技、体成分測定（体重、骨格筋量、体
脂肪量、基礎代謝量）◇区内在住、在
勤、在学で医師に運動を制限されて
いない方※65歳未満の方優先◇25名
█申電話で当相談所保健指導グループ
☎3957‐1191へ※先着順。

「平和」をテーマにした図書展示、
お話会を開催します

●図書展示「平和について考えよう」
…8月23日㈭まで 児童図書展示／
中央図書館、駒込図書館、上池袋図
書館、目白図書館、千早図書館、一
般書・児童書合同展示／巣鴨図書館、
池袋図書館
●おはなし会スペシャル…8月4日
㈯ 午後3時～3時30分 上池袋図
書館、8月11日㈷ 午後2時30分～

3時30分 池袋図書館、8月15日㈬
午後3時～3時30分 目白図書館
█申いずれも当日直接会場へ。
█問各図書館 中央☎3983‐7861、駒
込☎3940‐5751、巣鴨☎3910‐3608、
上池袋☎3940‐1779、池袋☎3985‐
7981、目白☎3950‐7121、千早☎
3955‐8361

中央図書館 特別展
「トキワ荘の天才萬画家
石ノ森章太郎生誕80周年展」

9月27日㈭まで 午前10時～午後
10時◇トキワ荘ゆかりの漫画界の巨
匠である石ノ森章太郎生誕80周年企
画。トキワ荘時代を描いた作品や複
製原画を展示します。石ノ森作品の
“名台詞”のピックアップも展示█申当
日直接会場へ。
█問図書館課企画調整グループ☎3983
‐7861

としま映像教育プロジェクト
完成作品公開上映会

8月11日㈷ 午後1時30分～3時
大正大学7号館（西巣鴨3‐20‐1）
◇当プロジェクトで区内の小・中学
生が制作した短編映像を公開上映█申
当日直接会場へ。
█問文化デザイン課施策調整グループ
☎3981‐1476

0歳から楽しむアニメ＆クラシ
ック名曲サマーコンサート

8月17日㈮ 午前11時30分開演
（45分前開場） 東京芸術劇場コンサ
ートホール◇本格的なオーケストラ
で聴く、0歳から幅広い年齢の方が
楽しめるコンサート。指揮…志村健
一、演奏…東京室内管弦楽団、曲目
…ジブリの森の名曲ファンタジー～
探検しよう！オーケストラのヒ・ミ
・ツ～（魔女の宅急便）ほか◇おとな
2，500円、子ども（小学生以下）500円
※全席指定。2歳以下の膝上鑑賞は
無料（保護者1名につき子ども1名
まで）。
█申電話かホームページで「としまチ
ケットセンター☎5391‐0516（休館
日除く午前10時～午後7時）、█HPhtt
ps://www.toshima-mirai.or.jp/」
へ。直接窓口申込みも可。

池袋図書館
「夏休みおたすけ隊2018」

8月18日㈯…自由研究「実施編」／
かがくこうさく会、8月20日㈪…読
書感想文「実施編」／ＰＯＰをかいて
みよう
いずれも午後2時30分～3時30分
池袋第三区民集会室◇夏休みの宿題
の「読書感想文」と「自由研究」をお手
伝いします◇小学生◇各回10名█申当
日先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

あなたが選ぶ2018わたしの好き
なとしまフォトコンテスト

8月19日㈰～25日㈯（投票は24日
まで） 午前11時～午後5時（25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）◇一般公
募作品の展示・投票、セミナーなど。
●写真セミナー「遊ぼう！写真はこ
とば」…8月19日㈰ 午後2時30分
～4時30分◇参加者に（一社）カメラ
映像機器工業会発行メディアリテラ
シー学習本「遊ぼう！写真はことば」
無料配布予定。詳細はチラシ（文化
デザイン課で配布）か区ホームペー
ジ参照◇小学生※写真に興味がある
方の見学可◇50名█申当日先着順受付
※電話で事前予約可。
█問文化デザイン課施策調整グループ
☎3981‐1476

第33回日本の海洋画展

8月23日㈭～29日㈬ 午前11時～
午後7時（初日は午後2～6時、最
終日は午後4時まで） 東京芸術劇
場◇現代画壇を一堂に集めた海洋画
展█申当日直接会場へ。
█問（一財）全日本海員福祉センター☎
3475‐5391

駒込図書館 なつやすみこうさ
くかい「ゾートロープ（回転のぞ
き絵）」をつくろう！！

8月26日㈰ 午後3時～3時45分
駒込地域文化創造館◇目の錯覚を利
用した簡単なアニメーションの仕組
みを体験。当館で実物の展示あり。
◇小学生（はさみの使用が困難な場
合は保護者同伴可）◇20名
█申8月4日から電話で駒込図書館☎
3940‐5751へ。直接窓口申込みも可
※先着順。

第39回赤鳥寄席

9月2日㈰ 午後2時～4時30分
（開始30分前受付） 赤鳥庵（目白庭
園内）◇出演…桂 文治◇100名◇
1，200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「〒171‐0031 目
白3‐20‐18 目白庭園、█FAX5996‐
4886、█EM info-mejiro-garden@sei
bu-la.co.jp」へ。直接窓口申込みも
可。電話申込み不可※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

「わたし」も「子ども」も
大切にしながら働きたい！
～「私らしく両立」を考える～

9月5日㈬ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇参
加者同士の交流を通して子育てと再
就職の悩みや不安を共有するととも
に、ワークシートを用いて課題を整
理する。3歳までの子どもの同席可
◇育児をしながら働くことを考えて
いる方◇20名
█申電話で東京しごとセンター女性し
ごと応援テラス☎5211‐2855へ※先
着順。

コンビニ栄養“楽”
～楽しく学ぶシニア男性
のための栄養講座～

8月8日㈬、9月6日㈭ 午前10
時30分～正午 高田介護予防センタ
ー◇コンビニエンスストアで入手で
きるような材料を使った献立と栄養
の講座。調理実習あり◇65歳以上の
男性の方◇20名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

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、申込みは直接各校へ。
●東京電子専門学校
①「小学生向けプログラミング授業
体験」…8月5日㈰、25日㈯ 午前
10時～正午
②「セキュリティ講座・パスワード
の安全性」…8月5日㈰ 午後1～
2時
③「初心者のためのスマートフォン

入門講座」…8月25日㈯ 午後1～
3時
█申当校☎3982‐3131、█FAX3980‐6404
●日本外国語専門学校
④「子どもたちの英会話教室～英語
マジックワールド～」…8月18日㈯
午後1時～2時30分
█申当校☎3365‐6141、█FAX3365‐6041
●大原情報ビジネス専門学校
⑤「60分間で簿記の仕組みがわかる
セミナー」…8月25日㈯ 午前11時
～正午
█申当校☎5952‐0080、█FAX5952‐0649

みらい館大明

①若者支援事業ブックカフェシアタ
ー vol3「魚雷モグラ」…8月17日㈮
午後7時から、18日㈯ 午後2時か
ら、午後7時から、19日㈰ 午後3
時から 当館ブックカフェ◇ウラダ
イコクのオリジナル戯曲公演にオー
ディションで選ばれた方が参加。制
作…演劇ユニットウラダイコク◇各
回30名◇1，000円（高校生以下800円）、
②大明シネマ（無料映画上映会）「き
っと、うまくいく」…8月19日㈰
午前10時30分から／吹替版、午後2
時から／字幕版◇大きいスクリーン
と良い音響でインド映画を鑑賞しよ
う◇各回30名、③としま食文化研究
会「ワラ納豆づくり教室」…8月19日
㈰ 午後2～4時◇昔ながらの「日本
の伝統食」を作って学ぼう◇4歳～
小学生は1名同伴可◇12名◇3，500
円
█申①②は電話か Eメールで「当館☎
3986‐7186、█EMmiraikan_taimei@
yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込み
も可。③は電話かＥメールで「（一社）
みなとむすぶ地域活性コミュニティ
協会☎5927‐9275、█EM info@mina
musu.com」へ※いずれも先着順。

ソーシャルビジネスセミナー
～持続可能な社会の実現は、
地域の企業や市民の力で～

8月23日㈭ 午後6時～8時30分
日本政策金融公庫池袋支店（東池袋
1‐24‐1）◇第1部…基調講演、
第2部…対談。終了後、個別相談と
名刺交換会あり◇30名█申当セミナー
申込みフォーム█HPhttps://krs.bz/jf
c_seminar/m/ikebukuro3008soci
albusiness から申込み※先着順。
█問当店☎3983‐2132

2学期に学校参観週間を実施します。また、各校では心の教育を推進するため、すべての学級で道徳の授業を公開する「道徳授業地区公開講座」や月1回程度
の「としま土曜公開授業」も実施しています。学習に取り組む子どもたちの様子をぜひご覧ください◇上履き持参█申当日直接各校へ。受付で記名。公開時間は
実施園、学校により異なるため問い合わせてください※備考に記載のない土・日曜日の公開はありません。

対策を実施する18校（園）のうち、緊急度の高い区立小学校4校では対策に着手しています（要小学校7月9日、朝日小学校7月12日、駒込小学校7月
17日、朋有小学校8月6日）。4校以外の学校・幼稚園も今年度中に着手します。詳細は区ホームページをご覧ください。 █問学校施設課☎4566‐2788

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。

�お湯の省エネ…家庭での1年間のエネルギー使用
量のうち、給湯に使う分が約3割を占めます。暑い
日はシャワーの利用が増えるので、お湯の使い方に
気を配りましょう。シャワーヘッドを節水用のもの
に交換することで、お湯の使用量が2、3割減らせ
ます。シングルレバー混合栓は、レバーを正面で上
げるとぬるま湯が出てきます。レバーの位置に注意
して、お湯が必要ないときは水側で上げましょう。

�設定変更で節電…冷蔵庫の温度設定を、「強」から
「中」や「弱」に変えましょう。一度設定変更を行なうと、
継続して省エネ効果が得られます。冷蔵庫の扉を開け
る時間の短縮や熱い物は冷ましてから入れるなど、庫
内の温度を上げないように気をつけましょう。テレビ
も画面が明るいほど、多くの電力を消費します。差し
支えない程度に明るさを抑えてみましょう。掃除機は、
フローリングや畳の場合「弱」でもごみを吸い取れます。

�照明をＬＥＤに！…家庭での1年間の
電気使用量のうち、もっとも多い割合を
占める家電製品は照明です。省エネで長
寿命なＬＥＤ照明を使いましょう。ＬＥ
Ｄ照明は、スイッチオンですぐに明るく
なり、頻繁にオン・オフを繰り返しても
寿命に影響しません。また、虫が寄り付
きにくいなどのメリットがあります。

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。
これからの季節、みんなでできることから始めてみましょう！！

8月7日㈫ 午前10時～正午 区役所本庁舎5階庁議室█申当日直接会場へ※案件事項の内容により、会議の決定をもって一部非公
開となる場合があります。 █問産業振興計画グループ☎5992‐7017

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。その削減のためには、日頃の小さな
選択の積み重ねが大切です。 █問環境政策課事業グループ☎3981‐2771

小

学

校

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業
地区公開講座

仰高小学校
☎3918‐2325

9月1日㈯～9月5日㈬
※2日㈰を除く 9月1日、10月6日、11月10日、12月1日 9月1日

駒込小学校
☎3918‐5691 9月10日㈪～9月14日㈮10月20日、11月10日、12月8日 1学期に

実施済み
巣鴨小学校
☎3946‐9551 9月11日㈫～9月14日㈮10月20日、11月10日、12月8日 10月20日

清和小学校
☎3918‐2605 9月3日㈪～9月6日㈭10月13日、11月17日、12月1日 10月13日

西巣鴨小学校
☎3918‐6345

9月8日㈯～9月13日㈭
※9日㈰を除く 9月8日、11月10日、12月8日 9月8日

豊成小学校
☎3918‐2315

9月8日㈯～9月13日㈭
※9日㈰を除く 9月8日、10月13日、11月17日、12月8日 9月8日

朋有小学校
☎3987‐6275 9月3日㈪～9月7日㈮ 9月8日、10月27日、11月17日 9月25日

朝日小学校
☎3918‐2339

9月8日㈯～9月13日㈭
※9日㈰を除く 9月8日、10月27日、11月17日 9月8日

池袋第一小学校
☎3916‐3435 9月5日㈬～9月8日㈯ 9月8日、10月20日、11月10日、12月1日 1月19日

池袋本町小学校
☎3986‐7166

9月6日㈭～9月12日㈬
※8日㈯、9日㈰を除く10月13日、11月17日、12月1日 2月16日

池袋第三小学校
☎3984‐8501

9月8日㈯～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月20日、11月17日 1学期に

実施済み
池袋小学校
☎3986‐2858

9月8日㈯～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月13日、11月17日、12月1日 9月8日

南池袋小学校
☎3987‐6278

9月4日㈫～9月8日㈯
※5日㈬を除く 9月8日、10月27日、12月1日 1学期に

実施済み
高南小学校
☎3987‐6266

9月7日㈮～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月13日、11月10日、12月8日 9月8日

小

学

校

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業
地区公開講座

目白小学校
☎3987‐4801

9月1日㈯～9月5日㈬
※2日㈰を除く 9月1日、10月6日、11月10日 9月1日

長崎小学校
☎3956‐8146 9月18日㈫～9月21日㈮ 9月8日、10月27日、12月8日 10月27日

要小学校
☎3956‐8151

9月13日㈭～9月19日㈬
※15日㈯～17日㈪を除く 9月1日、10月27日、12月1日 9月1日

椎名町小学校
☎3953‐6461

9月7日㈮～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月20日、11月10日 1学期に

実施済み
富士見台小学校
☎3953‐6472

9月5日㈬～9月11日㈫
※9日㈰を除く 9月8日、10月13日、12月8日 9月8日

千早小学校
☎3956‐8154

9月7日㈮～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月20日、11月10日 10月20日

高松小学校
☎3956‐8157

9月14日㈮～9月20日㈭
※16日㈰を除く 9月15日、10月20日、11月10日、12月1日 11月10日

さくら小学校
☎3956‐8164

9月13日㈭～9月19日㈬
※16日㈰を除く 9月15日、10月13日、11月10日 10月13日

中

学

校

学校名 実施期間 としま土曜公開授業 道徳授業
地区公開講座

駒込中学校
☎3918‐2105 9月3日㈪～9月8日㈯ 9月8日、12月8日 1学期に

実施済み
巣鴨北中学校
☎3918‐2144

8月29日㈬～9月4日㈫
※2日㈰を除く 9月1日、10月13日、11月10日 11月10日

西巣鴨中学校
☎3986‐0661

9月6日㈭～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日 1月12日

池袋中学校
☎3986‐5435 9月3日㈪～9月7日㈮ 9月8日、10月6日、12月8日 9月5日

西池袋中学校
☎3986‐5427

9月1日㈯～9月7日㈮
※2日㈰を除く 9月1日、11月10日、12月15日 11月10日

千登世橋中学校
☎3987‐6285

9月6日㈭～9月12日㈬
※9日㈰を除く 9月8日、10月20日、11月10日、12月1日 1学期に

実施済み
千川中学校
☎3956‐8171

9月7日㈮～9月13日㈭
※9日㈰を除く 9月8日、11月10日 1学期に

実施済み
明豊中学校
☎3956‐8174

10月3日㈬～10月10日㈬
※6日㈯～8日㈪を除く 9月1日、11月10日、12月8日

1学期に
実施済み

幼

稚

園

幼稚園名 実施期間

西巣鴨幼稚園 ☎3915‐81319月19日㈬～9月20日㈭

池袋幼稚園 ☎3986‐82339月25日㈫～9月26日㈬

南長崎幼稚園 ☎3950‐28619月11日㈫～9月12日㈬

区立幼稚園、小・中学校参観週間 █問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

大阪府北部地震に伴う区立小中学校・幼稚
園のブロック塀などの緊急対策について

第3回
豊島区商工政策審議会
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平成30年7月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 29,950
(－151)

180,066
(－152)

289,536
(－141)
145,621
143,915

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用 官公署だより

ｅｇｇシェフの料理教室

8月24日㈮ 午前11時～午後1時
30分、午後3時～5時30分 としま
産業振興プラザ（IKE・Biz）◇ケーク
・サレと枝豆の冷製スープを作ろう
◇12歳以上◇各回12名◇2，000円◇
エプロン持参。
█申電話で当館☎3980‐3131（午前10
時～午後8時）へ。区内在住、在勤、
在学以外の方は8月8日から受付。
直接窓口申込みも可※先着順。

家庭教育講座（池袋中学校）
「若々しく子供と楽しく過ごせるように

か ら だ

ヨガで心と身体をリフレッシュしよう！」

9月1日㈯ 午前10時～正午 当
校武道場◇ヨガで体を動かし子育て
に向き合う元気をチャージ。講師…
ヨガインストラクター／長谷川 由
里恵氏◇子どもの保護者◇30名◇
500円◇動きやすい服装、上履き、
飲み物、汗拭きタオル、大判のバス
タオル（ヨガマットが苦手な方のみ）
持参。
█申電話かファクスかＥメールで8月
15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。

第71回豊島区民体育大会

◇区内在住、在勤の方
※申込みなど詳細は各競技担当へ問
い合わせてください。
�卓球…9月2日㈰ 豊島体育館█申
8月20日までに田辺☎3959‐4423へ、
�ダンス…9月2日㈰ 雑司が谷体
育館█申8月10日までに西倉☎3988‐
4082へ、�クレー射撃…9月8日㈯

ニッコー栃木射撃場◇散弾銃所持許
可者█申当日9時までに小池☎090‐
3232‐5934へ、�テニス…9月9日
㈰から 総合体育場・三芳グランド
█申8月3日（ミックスダブルスは9
月14日）までに石☎3988‐5634へ、
�レスリング…9月16日㈰ 雑司が
谷体育館█申9月8日までに加瀬☎
3972‐8052へ、�ゴルフ…9月26日
㈬ 鳩山カントリークラブ█申8月25
日までに小林☎3981‐1619へ、�ソ
フトテニス…10月7日㈰から 総合
体育場█申9月10日までに北村☎090
‐2143‐2026へ、�ソフトボール…
10月7日㈰から 千川中学校█申9月
14日までに清水☎3974‐3582へ、�
剣道…10月21日㈰ 豊島体育館█申9
月20日までに小野塚☎3942‐2865へ。

ヨガ無料体験会

9月4～25日 火曜日 午後7時
30分～8時30分 としま産業振興プ
ラザ（IKE・Biz）◇初心者歓迎。正規
講習を未受講の方の参加は1名1回。
詳細は問い合わせてください◇16歳
以上◇各回10名◇運動しやすい服装
で参加。
█申各回前日までに電話で当館☎3980
‐3131（午前10時～午後8時）へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

区民バスハイク「ぶどう狩り」

9月8日㈯※雨天決行 午前7時
45分旧豊島公会堂前集合、午前8時
出発、午後5時30分ごろ池袋解散◇
予科練平和記念館～筑波宇宙センタ
ー（見学）～昼食（バーベキュー）～安
田果樹園（ぶどう狩り）◇40名◇おと
な7，500円、小学生5，000円█申往復は
がき（下部記入例参照。複数名記入
可。小学生のみの参加は保護者の承
諾印が必要）で「〒170‐0011 池袋
本町3‐17‐5 今成良信」へ※先
着順。
█問豊島区レクリエーション協会 今
成☎090‐3229‐1079

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。

税務課臨時職員の募集
（ベトナム語対応）

来庁者に対する外国語（ベトナム
語）による納付勧奨業務と税務関係
事務◇任期…10月1日～平成31年3
月31日※更新可█申所定の申込書（税
務課で配付。区ホームページからダ
ウンロードも可）に必要事項を記入
のうえ、8月17日（必着）までに当課
窓口へ本人が持参か簡易書留で郵送。
█問当課整理第一グループ☎4566‐2362

区立幼稚園臨時職員（急募）

●区立幼稚園臨時職員（登録制）…①
特別支援指導員／担任教諭の学級指
導補助など、②預かり保育指導員／
預かり保育の指導など◇任期…①、
②ともに最長6か月（更新あり）
●区立池袋幼稚園臨時職員…預かり
保育指導員※長期休業中のみ従事
█申いずれも履歴書（写真貼付）、資格
証（写し）などを学事グループ窓口へ
持参※要事前連絡。
█問当グループ☎3981‐1174

●豊島都税事務所
「8月は個人事業税第1期分の納期
です」
8月31日㈮までに、お手元の納税

通知書裏面に記載されている金融機
関、コンビニエンスストアなどで納
めてください。また、省エネ設備の
取得にかかる減免の申請も受付中で
す。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●（公財）東京都福祉保健財団
「平成30年度東京都子育て支援員研
修（第2期）受講者募集」
◇研修内容…地域型保育（小規模保
育、家庭的保育、事業所内保育）や
利用者支援事業、放課後児童クラブ、
社会的養護関係施設などで従事する
うえで、必要な知識や技術などを有
する「子育て支援員」の養成研修。申
込み方法や研修の詳細は区ホームペ
ージ参照。
█問当財団人材養成部福祉人材養成室
子育て支援員担当（地域保育コース）
☎3344‐8533

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。

�「ストレッチ・ピラティス」 毎
月1回日曜日 午前10時～11時30
分 南大塚地域文化創造館◇健康
な未来を目指す男女◇月額2，500
円█問藤澤☎090‐9857‐4588
�「鴎座大塚句会」 毎月第4金曜
日、偶数月の第2日曜日 午後1
時～4時30分 南大塚地域文化創
造館◇月額1，000円█問橋本☎3944
‐0862
�「おもてなし英会話」 毎月第2
日曜日 午後2時30分～4時30分
千早地域文化創造館◇月額2，500
円█問五十嵐☎090‐8052‐7595

�「寛斎書道会」 毎月第1・3火
曜日 午後6～8時 南大塚地域
文化創造館◇区内在住、在学、在
勤の方◇月額3，000円█問元川☎
3981‐4358
�「イケビス絵画教室」 毎月1回
第2か第3木曜日 午後5時30分
～8時30分の間の2時間 としま
産業振興プラザ（IKE・Biz）◇絵画
を画きたい方。子どもからおとな
まで◇月額4，000円█問上野☎090‐
5308‐4010
�「豊島朗読の会 ききみみずく」
毎月第3月曜日 午後6時30分～
8時30分 男女平等推進センター
◇成人男女◇月額3，000円█問伊藤
☎3973‐7831

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

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
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