
2019年
「東アジア文化都市」

国内都市

税・国保・年金税・国保・年金

後期高齢者医療後期高齢者医療

子育て・教育子育て・教育
福  祉福  祉

世帯
人数 基準年間収入 世帯の

預貯金額
1人 150万円以下 350万円以下
2人 200万円以下 450万円以下

3人
以上

1人増えるご
とに50万円を
加える

1人増えるご
とに100万円
を加える

国民健康保険の
医療費返還請求について
（ほかの健康保険に加入した方へ）

ほかの健康保険に加入した場合、
国民健康保険をやめる手続き（資格
喪失届）と保険証を返していただく
必要があります。資格喪失後に豊島
区の保険証を提示して受診した場合、
豊島区が医療機関に支払った医療費
を返還していただきます◇返還方法
…資格喪失手続きからおおむね3～
4か月後に「豊島区国民健康保険医
療費の返還について 納入通知書兼
領収証書」を送付します。指定の金
融機関などで納めてください。
豊島区に返還した医療費は、加入
した健康保険に請求することができ
ます※国民健康保険をやめる手続き
が遅くなった場合などは、ほかの健
康保険に請求できないことがありま
す。申請には「豊島区に納めた領収
書」「診療報酬明細書の写し」が必要
です。「診療報酬明細書の写し」は、
医療費返還の際に納入通知書兼領収
証書裏面の通信欄で希望表示をして
ください。入金が確認でき次第、送

付します。医療費返還後の手続き方
法は、申請先の健康保険に問い合わ
せてください。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

後期高齢者医療保険料の納付書
（10～12月）を10月中旬に発送し
ます

◇対象…普通徴収の方（口座振替の
方を除く）◇納付方法…毎月末日（末
日が土・日曜日、祝日の場合は翌営
業日）までに、金融機関、コンビニ
エンスストア、区役所、東・西区民
事務所の窓口でお支払いください。
期限内の納付が困難な場合は、早め
に相談してください。
█問保険料など…後期高齢者医療グル
ープ☎3981‐1937、納付相談…整理
収納グループ☎3981‐1459

後期高齢者医療保険料の催告書を
10月中旬に発送します

◇対象…7月期までの保険料に未納
がある方◇納付方法…催告書で10月
31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

務所の窓口でお支払いください。期
限内の納付が困難な場合は、早めに
相談してください。
█問整理収納グループ☎3981‐1459

第28回わくわく冒険まつり

10月21日㈰ 午前10時～午後2時
池袋第三小学校◇ステージショー、
幼児コーナー、工作コーナー、ゲー
ムコーナー、模擬店など※一部有料
のコーナーあり█申当日直接会場へ。
█問当まつり実行委員会事務局（区民
ひろば富士見台内）☎3950‐6871

ふたご、みつごを育てるママの会
「ツインスマイル」で交流しよう！

11月9日㈮ 午前10時～正午 東
部子ども家庭支援センター◇多胎児
をもつ親同士の情報交換・交流の場
です。初めての方も気軽にご参加く
ださい◇区内在住で多胎児を持つ保
護者と子ども（妊婦も可）
█申電話で前日までに「健康推進課☎
3987‐4174、長崎健康相談所☎3957
‐1191」へ。

第3回「親子自転車安全利用教室」

11月3日㈷ ①午前10時30分から、
②午後1時30分から いずれも豊島
自動車練習所（東池袋3‐17‐1）※
雨天実施◇保護者が自転車に子ども
を乗せて安全に運転する乗り方を学
ぶ。受講終了証と幼児用ヘルメット
購入割引券（3，000円）を進呈。保育
付き（実技前の講義中のみ）◇区内在
住の小学校就学前（おおむね2～5歳）
の子どもと保護者◇各回10組
█申電話かファクスか E メール（4面
記入例参照。電話番号、子どもの氏
名〈ふりがな〉、年齢〈月齢〉、希望時
間〈①か②または「どちらでも可」〉も
記入）で10月18日までに「交通安全グ

ループ☎3981‐4856、█FAX3981‐4844、
█EMA0023206@city.toshima.lg.jp」へ
※応募者多数の場合は抽選。

介護サービス利用者の方へ生計困
難者の利用者負担額を軽減します

介護保険サービスを利用している
方で、特に生計を営むことが困難な
方の利用者負担額を軽減します。申
請して該当すると、利用者負担額の
4分の1（老齢福祉年金受給者は2
分の1）を軽減します◇対象…次の
すべてに該当する方。①世帯全員が
住民税非課税で、世帯の年間収入と
預貯金額が下表に該当している、②
世帯がその居住の用に供する家屋そ
の他日常生活のために必要な資産以
外に活用し得る資産を所有していな
い、③負担能力のある親族などに扶
養されてない、④介護保険料を滞納
していない※サービス提供事業者が
利用料の軽減を申し出ている場合の
み対象。対象外のサービスもあり。
詳細は問い合わせてください。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

発達障害に関する
ご相談をお受けします

発達障害全般に関し、ライフステ
ージを通したあらゆる年齢層の当事
者、家族からの相談に応じます。内
容に応じて適切な機関へ紹介します。
█問発達障害者相談グループ☎4566‐
2445

60歳以上の高齢者向け
優良賃貸住宅の入居待機者募集

優先順位は抽選で決定し、今後空
室が発生した場合に順位に従いあっ
せんします◇物件概要…ベラカーサ
南池袋、所在地／南池袋3‐7‐8、
間取り／1DK、家賃／82，000～
95，000円（家賃助成制度あり）、別途
敷金、共益費あり◇登録期間…1年
間。詳細は問い合わせてください█申
電話で（一財）首都圏不燃建築公社☎
3436‐2889（平日午前10時～午後5
時）から必要書類を取り寄せ、10月
19日（消印有効）までに当社へ郵送。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

12月28日㈮まで（毎週月曜日は休館。祝日
の場合は翌日休館） 午前10時～午後5時（最
終入場午後4時30分） トキワ荘通りお休み
処◇今冬、都営大江戸線落合南長崎駅に「マ
ンガの聖地としま！モニュメント」の設置が
決定しました。それを記念して、トキワ荘の
紅一点・水野英子先生の複製原画などを展示
します█申当日直接会場へ。
█問マンガ・アニメグループ☎4566‐2758

█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！湖畔の温泉宿「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。11・12月に
は池袋⇔秀山荘を無料送迎バスが運行
（予約制）。片道のみの利用も可。
●池袋から当施設まで…11月13・14・
20・21・27・28日、12月4・5・11・12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…11月14・15・21・22・28・29日、12月5・6・12・13日
午前9時30分出発
②自家温泉と猪苗代の自然満喫！「猪苗代四季の里」…JR 磐越西線猪苗代駅下車、
無料送迎有り。

利用料金表（共通）
区民（在住・在勤・在学）税込（円）

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

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

※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…12月29日～平成31年1月3日

自動交付機は12月末でサービスを終了します
自動交付機用のカードをご利用の方は注意してください。マイナン

バーカードをお持ちの方は住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明書
をコンビニで取得できます。 �問証明グループ�３９８１‐４７６６２０１８年
～マイナンバーカード取得促進キャンペーン実施中～10／11 平成３１年１月３１日㈭まで。詳細は区ホームページ参照。

�問豊島区マイナンバーコールセンター�３９８１‐１１２２
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平成３０年（２０１８年）１０月１１日発行〈毎月１・１１・２１日発行〉

水野英子モニュメント設置記念展
「星のたてごとの世界」

©水野英子

晩秋の旅
区民優待宿泊施設をご利用ください

▶
秀
山
荘

▶
四
季
の
里

●「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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イベントイベント

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

新規介護予防サポーター養成講座

11月5日㈪・8日㈭ 5日…午後
2～5時、8日…午前10時～午後3
時 帝京平成大学池袋キャンパス集
会室（東池袋2‐51‐4）◇介護予防
プログラムやシニア向け測定会の補
助、介護予防サロンの運営を行なう
サポーターを養成。登録者は年齢に
関係なく「高齢者元気あとおし事業」
の参加可。講師…早稲田大学スポー
ツ科学学術院非常勤講師／荒木邦子
氏◇区内在住の40～70代の健康で両
日参加できる
方◇30名
█問電話で介護
予防・認知症
対策グループ
☎4566‐2434
へ※先着順。

3日で資格が取れる!!
家事援助スタッフ育成研修

11月23日㈷～25日㈰ 午前9時～
午後4時 ケアハウス菊かおる園
（西巣鴨2‐30‐19）◇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、区内の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◇区内在住、在
勤、在学の18歳以上の働く意欲のあ
る方◇50名程度█申11月9日までに区
ホームページ（下記二次元コードか
ら読み取りも可）
から申込み。直接
窓口申込みも可。
█問高齢者福祉課総
合事業グループ☎
4566‐2435

コミュニティ助成事業

自治総合センターのコミュニティ
助成事業による宝くじの助成金を受

お と な

け、北大塚上池袋宮新町会が大人神
輿と子ども神輿を整備しました※当
事業は、宝くじの社会貢献広報事業
として宝くじの受託事業収入を財源
として実施されています。
█問地域振興グループ☎3981‐0479

街頭労働相談を実施します！

10月20日㈯、21日㈰ 20日…正午
～午後4時、21日…午前10時～午後
4時 第47回板橋区民まつり会場内
グリーンホール1階（板橋区栄町36
‐1）◇臨時の「労働相談所コーナー」
を開設し、都の相談員が懇切丁寧に
相談に応じます。労働関係資料の配

布（無料）もあり█申当日直接会場へ。
█問東京都労働相談情報センター池袋
事務所☎5954‐6501

“としま猫”未来のために

10月21日㈰ 午後2～5時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎1
階）◇劇団ムジカフォンテによるミ
ュージカル「11ぴきのねこ」、江戸あ
やつり人形のら猫クロッチと小芝居、
みんなで踊る「あしたスキップ」など。
捨てられたり逃げたりでのら猫にな
ってしまった猫との共生について考
えてみませんか█申当日直接会場へ。
█問生活衛生グループ☎3987‐4175

豊島法曹会の弁護士による
無料法律相談

10月28日㈰ 午前9時30分～午後
4時15分（1回30分以内） 区民相談
コーナー（区役所本庁舎4階）◇豊島
法曹会の弁護士による無料法律相談
◇区内在住、在勤、在学の方◇18名
█申電話で広聴・相談グループ☎3981
‐4164へ※先着順。

リサイクルフリーマーケット
出店者募集（えんがわ市）

11月11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※営業目的は不
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█FAX
5951‐1508、█EMengawa@toshima
-npo.org」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）

風しんに注意しましょう！

首都圏で風しんの患者が増えてい
ます。患者の多くは20～50歳代の男
性で、今までに風しんにかかったこ
とがない方、風しんワクチンの接種
歴がないもしくは不明の方です。妊
娠初期に感染すると、赤ちゃんが白
内障や難聴、先天性心疾患を特徴と
する先天性風しん症候群を発症する
ことがあります。予防にはワクチン
が有効で、定期予防接種対象年齢の
お子さんには通知しています。また、
妊娠を希望する女性やそのパートナ
ーまたは同居者など要件に該当する
方には、風しん抗体検査およびワク
チン接種の費用助成制度があります。
詳細は区ホームページ参照か、問い
合わせてください。
█問感染症グループ☎3987‐4182

かんたん姿勢改善＆
バランス測定2

10月29日㈪ 午前の部…10時～正
午、午後の部…1～3時（集合時間
は申込み時に決定） デサントフィ
ットネスラウンジ目白椿の坂（目白
1‐4‐8）◇体バランスを測り、
講習会で健康的な体バランスを身に
つける◇区内在住の方（9月10日実
施の当講座参加者は不可）◇各回20
名◇動きやすい服装、室内用運動靴、
タオル、飲料水持参。
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

豊島区若者支援事業
つ な

堂畝紘子写真展「生きて、繋いで
～被爆三世の家族写真～」

10月13日㈯～31日㈬（金曜日を除
く） 月～木曜日…午後4～8時、
土・日曜日、祝日…午後1～6時※
10月27日㈯・28日㈰は午前10時30分
～午後4時30分 みらい館大明ブッ
クカフェ◇広島、ヒバクシャの家族
写真をライフワークに銀塩写真への
強いこだわりを持つ堂畝氏の写真展
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3986‐7186

豊島区史跡めぐり（全2回）

10月27日、11月10日 土曜日 午
前10時～正午 集合場所などは応募
者に別途通知◇区内の近代の建造物
を中心に、主な史跡をめぐる◇20名
◇200円█申往復はがきで10月17日（必
着）までに庶務課文化財グループへ

※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

外国にルーツをもつ子ども支援
を考えよう！

10月28日㈰ 午後1～3時 男女平
等推進センター◇区内在住の外国籍
の子どもの支援について考える◇区
内在住、在勤、在学の方◇30名█保6か
月以上未就学児。定員あり。要予約。
█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。

豊島みどりの会
「自然教室（自然観察会）」

11月3日㈷ 午前9時 池袋駅西
口プリズムガーデン（メトロポリタ
ンプラザ地下1階）集合。午後1時
頃現地解散※雨天中止◇八王子市
「小宮公園」でリンドウなど晩秋の植
物をガイド付きで観察◇20名◇200
円（交通費別）
█申電話かファクスで10月24日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

環境セミナー＠大正大学鴨台祭
暮らしのエネルギーシフトを考える

11月4日㈰ 午後1時20分～4時
（午後1時受付開始） 当大学7号館
8階（西巣鴨3‐20‐1）◇「再生可能
エネルギーに関する考察～パリ協定
対応は人類の義務～」講師…（一財）
持続性推進機構IPSuS理事長／安井
至氏、「電気の地産地消から始まる
エネルギーシフト」講師…たまエン
パワー㈱代表取締役社長／山川 勇
一郎氏◇50名█申当日先着順受付。
█問環境政策課環境計画グループ☎

3981‐1597

第14回大塚バラまつり

10月14日㈰～28日㈰ 都電荒川線
大塚駅～向原駅の沿線と商店街、
ト ラ ン

TRAMパル大塚、南大塚地域文化創
造館、サンモール商店街、盛和会商
店街、商興会商店街◇14日はTRAM
パル大塚で開会セレモニー・フォト
コンテスト表彰式、バラの即売会、
フリーマーケットを開催█申当日直接
会場へ。
█問南大塚都電沿線協議会 小山☎
3982‐3500

白金フィルハーモニー管弦楽団
第27回定期演奏会チケットプレ
ゼント

11月17日㈯ 午後7時開演（午後
6時開場） 東京芸術劇場◇指揮…
汐澤安彦、曲目…ベートーヴェン
「交響曲第7番」、サン＝サーンス
「『サムソンとデリラ』よりバッカナ
ール」、ストラヴィンスキー「火の鳥」
◇区内在住の方◇10組20名█申Ｅメー
ル（4面記入例参照。件名「広報とし
まを見て」と記入）で10月19日までに
当楽団█EMcontact@shirogane-phil.
infoへ※応募者多数の場合は抽選。
当選者に引換はがきを送付。
█問当楽団☎090‐6475‐9685

我が心のふるさと宝塚～宝塚ＯＧ
によるトークとミニコンサート

11月27日㈫ 午後7時～8時30分
（開演30分前開場） としまセンター
スクエア（区役所本庁舎1階）◇創立
104年の宝塚歌劇団をより多くの方
に知っていただくための豊島区国際
アート・カルチャー特命大使自主企
画事業◇200名█申ファクスかＥメー
ルで「国際アート・カルチャー都市
推進グループ█FAX3980‐5160、█EMA00
29658@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。
█問当グループ☎4566‐2753

家庭教育講座（南長崎幼稚園）
「『えいよう』って何かな？」

11月1日㈭ 午前10～11時◇「栄
養」や「『栄養バランス』がいい」とは
何かを3つの色分けで学ぶ。講師…
（一社）日本キッズ食育協会キッズ食
育マスタートレーナー／増田陽子氏
◇子どもとその保護者◇10組◇室内
履き、下足袋持参。
█申電話かファクスかＥメールで10月
22日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA0024
004@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

子どもを伸ばす！
ほめ方・叱り方・教え方

11月1日㈭ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇子どもを伸ば
しながら「ほめる・しかる・教える」
コツやポイントを、講義やワークで、
楽しく学ぶ◇妊活中の方、未就学児
までの子どもを育てている女性◇20

名█保6か月以上未就学児。要予約。
先着順。
█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。

鈴木信太郎記念館開館記念事業第5弾
「旧鈴木家住宅の魅力とその特徴」

11月10日㈯ 午後2時～3時30分
南大塚地域文化創造館◇豊島区指定
有形文化財「旧鈴木家住宅」の魅力と
建築的特徴についての講演◇60名█申
往復はがき（4面記入例参照。「鈴木
信太郎記念館開館記念事業参加申込
み」と記入）で10月23日（必着）までに
「〒170‐0013 東池袋5‐52‐3
鈴木信太郎記念館」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問当館☎5950‐1737

「ココだけは押さえておきたい！
～私らしく働くための自己理解
と仕事の探し方～」

11月28日㈬ 午前10時～正午（個
別相談会は午後1時45分まで） と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇自
己理解（方向性の整理、将来のキャ
リアライフ、環境や働く目的の整理）
ほか◇就職活動中かこれから働く意
欲がある女性◇50名█保6か月以上の
未就学児。要予約。先着順。
█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。

いも掘り・とん汁・
川越蔵造りの町散策

10月27日㈯ 午前8時15分 東武
東上線池袋駅集合※小雨決行◇区内
在住、在勤の方とその家族（小学3
年生以下は保護者同伴）◇100名◇
1，000円（交通費別）◇いも掘りがで
きる服装、弁当、水筒、リュック、
軍手、シャベル持参█申往復はがき
（4面記入例参照。小・中学生のみ
の参加は保護者承諾印を押印）で10
月22日（必着）までに「〒170‐0011
池袋本町3‐17‐5 豊島区レクリ
エーション協会 今成」へ※先着順。
█問当協会 今成☎090‐3229‐1079

0から1へ！誰でも楽しく運動が
出来る様になる運動教室2018

11月3日㈷ 第1部「走り方と投
球動作」…午前9時30分～11時30分、
第2部「走り方とマット運動」…正午
～午後2時、第3部「走り方と縄跳
び」…午後2時30分～4時30分※複
数部の受講も可 南長崎スポーツセ
ンター◇小学生◇各部80名◇800円
◇運動しやすい服装、靴（上・外履
き両方）、靴を入れる袋、タオル、
飲み物、第3部の参加者は縄跳び持
参█申（一社）子ども運動指導技能協会
ホームページ█HPhttp://catea.jp/の
参加申込みフォームから申込み※先
着順。受信後予約確定メールを送信。
█問当協会☎3208‐6588

日本各地で大きな災害が相次いで発生しております。日ごろから、被害
を最小限にとどめる努力を重ねるとともに、被災地の一刻も早い復興を願
い、今後もできる限りの支援をしてまいります。
1 平成29年度決算
一般会計決算額は、歳入が1，201億1，425万円、歳出は1，172億8，633万円

で、前年度と比較すると、学校改築などの投資的経費とこれらに充当する
特別区債が減となったため、それぞれ昨年度より縮小しています。今後も、
堅実で安定的な財政運営に努め、将来に向けた様々な政策を計画的かつ積
極的に進めてまいります。
2 東アジア文化都市
中国のハルビン市で開催された第10回日中韓文化大臣会合で、中国「西
安市」、韓国「仁川広域市」と共に豊島区が2019年の「東アジア文化都市」に
正式決定しました。国際アート・カルチャー都市の推進のため、特命大使
を区内大学に在籍する大学生にも拡げ、「東アジア文化都市」を「オールと
しま」の体制で必ずや成功に導いてまいります。
3 「東アジア文化都市2019」まちづくり記念事業

ハ レ ザ

クロージング・イベント会場となる「Hareza 池袋」、新たなランドマー
クの「池袋西口公園」、防災機能が優れた「造幣局跡地の公園」、Hareza 池
袋の前庭となる「中池袋公園」、環境にやさしい真っ赤な電気バスなど池袋
駅周辺だけでなく、大塚地区、巣鴨地区など、区内各所で多くのプロジェ
クトが進んでいます。これらを「東アジア文化都市2019」のまちづくり記念
事業として位置づけ進めてまいります。また、トキワ荘関連施設整備につ
いては、多くの皆さまからのご支援への御礼を申し上げるとともに、皆さ
んの思いが寄附の形となってまちを育て、地域の活力を向上させることで

つ な

さらなる支援に繋がっていくよう寄附の文化を育んでいきます。
4 池袋駅周辺地域における都市再生を進める仕組み
池袋駅周辺地域の、エリアの拡大や街並み誘導の手法を取り入れた地区
計画の見直しを行ないます。「街づくり推進条例」の改正では、都市開発を
行なう事業者に対する地域貢献の努力義務について規定し、開発協力金の
受け皿として「池袋駅周辺まちづくり推進基金」を創設します。グリーン大
通り国家戦略特区は、新たな規制緩和と、南池袋公園とグリーン大通りを
つなげる区道を新たに国家戦略道路占用事業の実施エリアに組み入れます。
5 福祉・健康
高齢社会対策の総合的な推進を図るため、来年1月を目途に推進ビジョ
ンを策定し、具体的な取組みを明らかにします。8月に「選択的介護モデ
ル事業」がスタートしました。今後も、介護保険制度のあり方を検証しつ
つ、新たな分野にも果敢にチャレンジしてまいります。池袋保健所の移転
計画については、すみやかな跡地活用ができるよう民間事業者の意見も反

映した事業者募集要項を策定し、最適な事業者を選定できるよう、最大限
努力してまいります。
6 まち全体を舞台としたイベント展開
南池袋公園のサクラテラスに能舞台を設置して行なう「伝統芸能＠南池

袋公園」、「アニメの聖地」にふさわしい国際イベントを目指す「池袋オータ
ムカルチャーフェスティバル」、桜をまちのシンボルとする自治体が集う
「全国さくらサミット」、10万本の植樹を達成した「グリーンとしま再生プ
ロジェクト」など、まち全体を舞台としたイベントが展開されます。「東ア
ジア文化都市」事業の推進に向けて、大きな効果を生み出してまいります。
7 子育て
区は、2年連続で待機児童ゼロを達成しました。保育の質のさらなる向

上を目指し、指針となるガイドラインを策定するため、精力的に検討を進
めてまいります。また、10月1日からの区内の公園の全面禁煙に合わせ、
想定されるポイ捨てや喫煙場所の案内についてマニュアルを整備し、公園
全面禁煙の円滑な実施に努めてまいります。
8 教育
8月に実施した全国の小学6年生と中学3年生が参加した「全国学力・

学習状況調査」の結果から、学力の着実な向上と定着が認められました。
「としま教育フォーラム」と「能代市・豊島区教育懇談会」では豊島区と能代
市の双方で熱心な議論を交わしました。教育連携の益々の発展に期待しま
す。区立小学校入学相談会は、昨年より多い参加者数となり、区立中学校
の入学説明会は、今月から来月にかけて実施します。本区立小中学校への
入学率向上のためのＰＲに努めてまいります。また、経済的な困難を抱え
るご家庭への支援として、小学校入学予定者に対して、入学前に入学支度
金を前倒しで支給するため、現在、作業を進めております。子どもたちが
未来に向かい、安心して学ぶことができるようにサポートしてまいります。
9 その他
パートナーシップ制度については、区議会での請願採択を重く受け止め、

来年第1回の区議会定例会に条例案を提案します。多様な性自認・性的指
向の方々の日常生活の支援と共に、すべての区民の方々の理解につながる
よう取り組んでまいります。
秩父市との生涯活躍のまちづくりについては、移住後もそれまでと同じ

ようにサービスを受けられるようにするなど、「二地域居住」のモデルとな
るよう検討を進めてまいります。としまセーフシティ作戦については、都
内初の試みである街頭防犯カメラの全町会への設置など、警察署や地域の
皆さんと協力しながら、安全で安心できる快適なまちの実現に向けて取り
組んでまいります。

11月17日㈯ 午後1時30分～4時◇千早図書館自主グループ「はなしのぶの会」。内海 隆一郎氏・倉本 聰氏の作品より◇50
名█申当日先着順受付。 █問当館☎3955‐8361

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。

「東京手描友禅」伝統工芸士・坂原 栄さんは、昭
和18年、高田馬場生まれ。模様師の父のほか、友禅
作家、画家らに約15年間師事したのち、父の坂原工
芸を継承した。
坂原さんの作品を見てまず驚かされるのは古典と
モダンが融合した、その斬新なデザインと色使いである。
友禅の伝統的技法の中に独創的な手法を取り入れることで、独特
の幻想的で色彩豊かな作品が生まれる。平成13年には経済産業大臣
認定伝統工芸士、平成26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。
屋号の「遊幻彩色」の由来を尋ねると、奥深く計り知れない味わい
のある「幽玄」と、幻のように色をぼかし、無限に色と遊ぶ「遊幻」の
意味を持つのだと教えてくださった。
最近の大作は、制作に半年を要した「ギリシャ」をテーマとした振
袖。東京オリンピック・パラリンピックのプロジェクトの一環で各
国をテーマにした振袖が作られているという。ギリシャを任された
坂原さんは、「平和」や「幸福」につながるギリ
シャの様々なモチーフを散りばめ、色鮮やか
で艶やかな最高の作品に仕上げた。（写真の
作品）
着物以外にシャツやショールなども制作し、
海外にも目を向けて販路を広げている坂原さ
ん。「SNS でも情報発信しているのでぜひご
覧ください！」と意欲的に語ってくださった。
█問商工グループ☎4566‐2742

10月17日㈬ 午後1時30分から としま南池袋ミーティングルーム303会議室
█申傍聴希望の方は電話で前日午後5時までに総務課法務・文書グループ☎4566‐2553へ。

第3回区議会定例会区長招集あいさつ 9月19日、高野区長が行なった、招集あいさつの抜粋・要約です。
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「東京手描友禅」 坂原 栄氏
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千早図書館 千早進歩自由夢
朗読会「それぞれの絆」

第5回豊島区
公文書管理のあり方検討委員会
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保健所カレンダー１１１１
月

予約制等の事業は随時受け付けて
いるため、定員に達していること
がありますのでご了承ください。

○申込みは、前日までに各施設へ
○詳細は直接施設へ問い合わせてください体育施設へ行こう

スポーツスポーツ 休  館休  館 社会福祉協議会

男だけの水泳教室（全4回）

11月6～27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10月30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

公園工事に伴う
閉鎖期間のお知らせ

工事のため、以下の公園を閉鎖し
ます。ご不便をおかけいたしますが、
ご理解ご協力をお願いいたします。
◇中池袋公園…11月1日～平成31年
8月末
◇池袋西口公園…11月5日～平成31
年10月末
※現時点での予定であり、今後変更
になる場合があります。
█問公園管理グループ☎3981‐0534

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

11月8日㈭ 午後3時30分～4時
30分 帝京平成大学内集会室（東池袋
2‐51‐4）◇ボランティア活動を通
じて、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（上限年間5，000円）◇60
歳以上の健康な区民または豊島区介
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、住所と年齢の確認資料を持参。
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

第30回ふくし健康まつり
ボランティア大募集

12月1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）など◇世代や障がいの有
無を超えた区民参加と交流を目的と
して開催される「ふくし健康まつり」
のお手伝いです。当日の会場案内や
イベント補助、PR活動など◇事前
説明会…11月16日㈮ 午後6時～7
時30分 区役所東池袋分庁舎
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ。

生活が困難になったときの最後のよりどころとして、
生活保護制度があります※相談内容は、守秘義務により
堅く守られます。
●こんなときに受けられます…収入が無いかあっても少
なく、生活に事欠くような状態に陥った場合、その困窮
の程度に応じて、最低限度の生
活を保障します。
●保護費の額…「最低生活費」と
保護を受けようとする方（世帯）
の「収入」を比べ、「収入」が下回
る場合はその不足分を支給しま
す（右図参照）。ただし、資産・
能力などすべての活用が要件で
あり、民法上の扶養義務者の扶
養は、生活保護に優先します※
「収入」＝世帯のすべての収入

（給料、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、年
金、保険金、臨時収入など）。なお、働いて得た収入は
一定の控除額が認められます。
●相談機関…①生活福祉課（区役所東池袋分庁舎）…担当
地区／駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、
東池袋、南池袋、池袋1・2丁目、池袋本町、雑司が谷、
高田、住まいのない方、②西部生活福祉課…担当地区／
西池袋、目白、長崎、高松、池袋3・4丁目、南長崎、
千早、千川、要町、③民生委員…地域の方々の実情を把
握し、一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相
談に応じます。また、関係機関と連携し、生活を支援し
ます、④くらし・しごと相談支援センター…専門の支援
員が自立に向けた支援をします（生活保護受給者を除く）
█問生活福祉課相談グループ☎3981‐1842、西部生活福祉
課相談グループ☎5917‐5762、くらし・しごと相談支援
センター☎4566‐2454

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆気軽にヨガを体験！ワンコイン
（500円）体験キャンペーン ①体
幹ストレッチヨガ…土曜日 午前
9時20分～10時35分、②かんたん
ヨガ…土曜日 午前10時45分～正
午◇各8名◇初回の方1回限り
500円。2回目以降は1，300円。
～11月開催プログラム～
◆肩こり・腰痛の改善に効く教室
③健康気功（全4回）…火曜日 午
前11時～午後0時15分◇4，000円
◇1回参加1，300円。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆11～12月コース型教室 月曜日
（全6回）①やさしい整体ヨガ…午
前9時40分～10時40分◇6，810円、
②朝の健康体操…午前9時45分～
10時45分◇6，810円、③バドミン
トン教室（初級）…午後1時40分～
3時◇6，810円、④ストレッチ…
午後2時25分～3時10分◇4，220円、
月曜日（全5回）⑤姿勢良くなれ健
康体操…午前11時15分～午後0時
15分◇5，670円、水曜日（全8回）
⑥ヨガ…午前11時～正午◇9，080
円、⑦フラメンコ…午後3時10分

～4時10分◇9，080円、木曜日（全
9回）⑧幼児水泳（年中～年長）…
午後3時40分～4時30分◇10，210
円、⑨キッズバレエ（年長～小学
6年生）…午後5～6時◇15，070
円 金曜日（全8回）⑩リズムエク
ササイズ…午後0時20分～1時20
分◇9，080円、金曜日（全9回）⑪
幼児水泳（年中～年長）…午後3時
40分～4時30分◇10，210円
池袋スポーツセンター☎5974‐7262
◆10月開始のレギュラープログラ
ム モムチャンフィットネスベー
シック（筋トレと有酸素運動を複
合させ基礎代謝を高めるプログラ
ム）…木曜日 午後8時15分～9
時15分※整理券当日配布◇16歳以
上◇45名※先着順◇200円※施設
使用料別途必要。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆フリーパス会員受付中…営業時
間内はいつでも利用でき、有料レ
ッスンも無料で参加可◇高校生以
上◇区内在住の方3，500円（毎月1
日～月末。月の途中からでも月末
まで）█申印鑑・本人確認用証明書
・写真を持参し、直接当館窓口へ。

11月 母子健康相談

2日㈮ 区民ひろば駒込 午後1時30分～2時
7日㈬ 池袋保健所 午後1時30分～2時
20日㈫ 区民ひろば西池袋 午前10時～10時30分
█問池袋保健所☎3987‐4174

21日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
26日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分

█問長崎健康相談所☎3957‐1191

事業名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

1歳児歯科健診・総合相談
対象〈1歳～1歳3か月児〉〔予約制〕

8・22日㈭
午前9時～9時30分

こども歯科健診 対象〈2歳・2歳6か
月・3歳6か月～4歳児〉〔予約制〕

15・29日㈭
午前9～10時

6・20日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 9・16・30日㈮
午後0時40分～3時30分

7・14・21日㈬
午後0時40分～3時30分

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
10日㈯
①午前9時20分～11時30分
②午後1時20分～4時

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）〔予約制〕
※対象…平成30年度20～40歳未満の男性

9日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…平成30年度20～40歳未満の女性

7日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時30分～9時40分

健康（保健・栄養）相談〔予約制〕 9日㈮
午後1時15分～2時30分

21日㈬
午後1時30分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 8日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 7日㈬
午後1時15分～2時30分

ＨＩＶ（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

5日㈪
午後1時30分～2時30分

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

9日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 14日㈬ 午後2～4時
家族相談〔予約制〕 12日㈪ 午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症な
ど、健康に関する相談を受けています。
平日 午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時 面接相談は要予約
█問公害保健グループ☎3987‐4220

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成
一般申請受付
場所…池袋保健所3階講堂
対象…飼い主のいない猫の管理をされて
いる区民（助成には要件があります。）

5日㈪ 午後3時30分～4時
21日㈬ 午前10時～10時30分
█問生活衛生グループ☎3987‐
4175

飼い犬・飼い猫のしつけ相談〔予約制〕
22日㈭ 午後1時30分～4時
█問生活衛生グループ☎3987‐
4175

生活に困ったときは相談してください
広告

保
護
が
受
け
ら
れ
る
場
合

最
低
生
活
費

保
護
費
収
入

収入が最低生活
費を下回るため、
その不足分のみ
保護費が支給さ
れます。
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