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「豊島区手話言語の普及及び障害
者の多様な意思疎通の促進に関す
る条例（案）」をまとめました

手話言語の普及に努めるとともに、
障害の特性に応じた多様な意思疎通
の手段の利用促進を図る当条例（案）
概要について、パブリックコメント
（意見公募手続）制度に基づき、区民
の皆さんのご意見をお聴きします。
●閲覧できます…条例（案）概要は11
月2日まで、障害福祉課、心身障害
者福祉センター、障害支援センター、
福祉ホームさくらんぼ、行政情報コ
ーナー、区民事務所、図書館、区民
ひろば、区ホームページで閲覧でき
ます。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②郵便番号・住所③
氏名または団体名（代表者名・担当
者名）を記入し、郵送かファクスか
Eメールで、11月2日（必着）までに
「障害福祉課管理・政策推進グルー
プ█FAX3981‐4303、█EMA0015600@city.
toshima.lg.jp」へ。直接当グループ
窓口へ持参も可※個別に直接回答は
しません。
█問当グループ☎3981‐1766

介護保険料の口座振替
新規申込みキャンペーン実施中！

新規に口座振替を申し込んだ方に、
「はあとの木」オリジナルグッズ（エ
コバッグなど）をプレゼント。
◇手続き方法…①キャッシュカード
による口座振替受付サービス／振替
を希望する口座のキャッシュカード
を持参、②口座振替依頼書／通帳、
口座届出印を持参。口座振替依頼書
に記入、押印のうえ郵送申請も可※

利用可能な金融機関、キャッシュカ
ードの種類、口座振替依頼書の郵送
については問い合わせてください。
①②ともに土・日曜日の窓口受付は
不可。
◇対象…介護保険料の支払いが普通
徴収で、初めて口座振替を申し込む
方※介護保険料は特別徴収（年金天
引き）が原則です。年金天引きから
口座振替の変更は不可。
█問介護保険課収納グループ☎3981‐
4715

講演会
「発達障害とライフステージ」

11月7日㈬ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇子
どもから成人期までのライフステー
ジにそった支援について学ぶ。講師
…大正大学教授／内山 登紀夫氏◇
50名◇1，000円█申ファクスかＥメー
ルで「としま若者応援ネットワーク
█FAX5977‐0105、█EMoffice@toshima-
wakamono.info」へ※先着順。
█問としま若者応援ネットワーク☎
080‐8717‐7163

第1回
高次脳機能障害者家族交流会

11月17日㈯ 午後2～4時 心身
障害者福祉センター◇新宿区家族会
代表／太田 三枝子氏を招き、家族
会での活動の講演や参加者家族同士
の交流会を実施◇区内在住の高次脳
機能障害者の家族◇20名
█申電話かファクスで「当センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」へ※先
着順。

豊島区医師会
区民公開講座

11月17日㈯ 午後2時～4時30分
豊島区医師会館（西池袋3‐22‐16）
◇「地域包括ケアシステムを知って
いますか～地域共生社会、新たな街
づくりを目指して～」をテーマに第

1部講演、第2部シンポジウムを開
催。詳細は区ホームページ参照か問
い合わせてください◇100名
█申電話かファクスで「当会☎3986‐
2321、█FAX3984‐5921」へ※先着順。

イクメンパパ向け読み聞かせ講座

11月3日㈷ 午後2時～3時30分
目白第一区民集会室◇「子育てと本」
をテーマに男性による読み聞かせ実
演、自身の読み聞かせ体験やお話の
時間を共有することの楽しみ方など
の講演。講師…童話作家／原 正和
氏◇15名
█申電話で目白図書館☎3950‐7121へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」について

11月14・28日 水曜日 午前10時
から 区役所本庁舎5階507会議室
◇当事業の利用を希望する方◇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。詳細は区ホームページ
参照か問い合わせてください。
█申各回前日までに電話で子育て支援
課ファミリー・サポート・センター
事務局☎3981‐2146へ※先着順。

東部子ども家庭支援センター

①ママのスマイル講座「子育てで大
切にしたいこと」…11月15日㈭ 午
後2時～3時30分◇講師…ほあしこ
どもクリニック副院長／帆足暁子氏
◇1歳6か月までの子どもがいる母
親◇30名█保5か月～1歳6か月児。
15名。5か月未満児は親子同席。
②パパの応援講座…11月17日㈯ 午
前10時～正午◇子どもとの遊び方の
紹介やお父さん同士の交流会。講師
…駿河台大学非常勤講師／小田俊一
氏◇1歳6か月までの子どもと父親
と家族◇15組
いずれも◇絵本のプレゼントあり。
子ども1名につき各1回参加可。
█申①は10月31日午前10時から、②は
11月2日正午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。

●MCCOBAとは
撤去された放置自転車のうち、引取り手のない良質車をさらに点検整備し、再生自転車としてアジア、ア
フリカ、中南米などの開発途上国に無償譲与しています。看護師、保健師などの交通手段として利用しても
らうことで、これらの国や地域での福祉の向上・増進を図り、国際協力に寄与することが目的です。
●30年のあゆみ
区は昭和63年（1988年）、他自治体に先駆け、放置されたまま引取り手のない自転車を再生しマレーシアな
どに贈りました。これを契機に翌年、他団体に呼びかけ、6つの自治体と（公財）ジョイセフ（JOICFP）をも
ってMCCOBAが発足しました。現在は12の自治体とジョイセフが構成員となり、日本郵船グループなど
の団体・企業の協力を得て、活動を行なっています。
当会の30年のあゆみを振り返り、その果たしてきた役割を知っていただくため、パネルなどの展示会を開
催します。 █問自転車計画グループ☎4566‐2691

11月6日㈫ 午後6
～8時（予定） 帝京
平成大学冲永記念ホ
ール（東池袋2‐51
‐4）
◇①中韓交流都市（西安市、仁川広域市）紹介、②東アジア文化都市2019豊
島 PRアニメーション発表、③（一社）日本動画協会『アニメNEXT_100』プ
ロジェクト事務局長／植野淳子氏によるトークと日本のアニメ100周年記
念『アニメNEXT_100』上映、④アニメーションによる先端技術を用いたパ
フォーマンスなど█申ファクスか Eメール（4面記入例参照。参加人数も記
入）で11月3日までに「東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局█FAX050
‐3153‐7888、█EMcontact@culturecity-toshima.com」へ。公式ホーム
ページ█HPhttps ://culturecity-toshima.com/から申込みも可※先着順。
█問当事務局☎4566‐2841

保険料や税金の納め忘れはありませんか？
10月31日が納期限です

２０１８年 １０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３期分の特別区民税・都民税（普通徴収）
は期限内に納付をお願いします。10／21
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ム コ ー バ

MCCOBA（再生自転車海外譲与自治体連絡会）～30年のあゆみ～
ム コ ー バ

MCCOBA（再生自転車海外譲与自治体連絡会）～30年のあゆみ～
11月1日㈭～2日㈮ 午前10時～午後5時（2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）█申当日直接会場へ。

▲母子保健の推進に役立っています

東アジア文化都市2019豊島シンポジウム

●「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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傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

西部子ども家庭支援センター

①プレママ講座…11月30日㈮ 午前
10時～11時30分※帰路は東京メトロ
有楽町線千川駅までの送りあり◇新
しく赤ちゃんとの生活を始める方の
心配や疑問を、小児科医師が解消◇
区内在住で第一子を妊娠中の方とそ
の家族◇15名、
②ママのスマイル講座「産後のここ
ろとからだ」…12月17日㈪ 午前2
時30分～4時◇女性のこころとから
だの変化について学ぶ。講師…神経
科医師／松井康絵氏◇区内在住で1
歳6か月までの子どもと保護者※子
ども1名につき1回参加可◇18名█保
2か月～未就学児。15名。要予約※
2か月未満児は親子同席。
█申①は10月22日、②は10月25日いず
れも午前10時から電話で当センター
☎5966‐3131へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

第22回親子ふれあいまつり

11月30日㈮ 午前10時30分～正午
区民ひろば富士見台◇人形劇団によ
るお楽しみ劇場、遊びの広場、健康
相談所コーナー、手形コーナーなど
◇乳幼児と保護者█申当日直接会場へ。
█問当ひろば☎3953‐6376

マイナンバーカードにポイント
を貯めてお買い物をしませんか

マイナンバーカードが、期間限定
でポイントカードになります！余っ
たクレジットカードのポイントなど
を「豊島区ポイント」に換え、マイナ
ンバーカードに貯めてお買い物をし
ませんか？
◇利用可能店舗…巣鴨地域の一部店
舗
◇利用手順…①マイプラットフォー
ムホームページ█HPhttps://id.myke
y.soumu.go.jpからマイナンバー
カードのマイキーＩＤを作成、②ク
レジットカード会社ホームページで
各社ポイントを「豊島区ポイント」に
変換、③マイナンバーカードを巣鴨
地域の発券所に持参しポイント券を
発行、④利用可能店舗へ券を持参し、
買い物に利用。詳細は区ホームペー
ジ参照。
█問未来戦略推進第1グループ☎4566
‐2512

公的融資相談会

11月14日㈬ 午前10時～午後4時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
区と東京商工会議所豊島支部、日本
政策金融公庫池袋支店が区内事業者
のニーズに合わせた融資を紹介◇中
小企業の経営者など◇過去2年分の
決算書（法人）、確定申告書（個人）を
持参█申11月9日までにファクス（4
面記入例参照。事業所名、代表者名、
担当者名、ファクス番号、業種も記

入）で当支部█FAX3988‐1440へ。
█問当支部☎5951‐1100

笑顔で毎日暮らすために

①10月25日㈭ 午前10時～11時30分
◇30名█保1歳以上。10名。300円。
先着順、②10月27日㈯ 午前10時30
分～正午◇20名◇キッズスペースあ
り。
いずれも東京第一友の家（西池袋2
‐20‐11）◇家事家計講習会◇300円
（資料代）█申Eメールで東京第一友の
会 岡█EMtomo.dai.zou@gmail.com
へ※先着順。
█問当会 岡☎3957‐8874

がん先進医療費利子補給事業の
ご案内・がん対策募金のお願い

がんの先進医療を受ける方が医療
費の融資を受ける際に、最大8年間
の利子相当額を助成します。また、
区ではがんに関する正しい知識の普
及啓発や、がん検診推進の取り組み
などに役立てるため、寄付を広く募
集しています。詳細は区ホームペー
ジを参照か、問い合わせてください。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

街の巨匠に学ぶ
「忙しい大晦日に役立つ！
年越しそばに合う
かんたん野菜料理」

11月27日㈫ 午後7時～8時30分
WACCA池袋5階もうひとつの dai
dokoro（東池袋1‐8‐1）◇実演
・試食あり※街の巨匠シリーズ年3
回のうち1名1回参加可。講師…ベ
ジフルティーチャー／小松晴世氏◇
40名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

第4回豊島区商工政策審議会

10月31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

豊島区図書館経営協議会

10月25日㈭ 午後6時から 中央
図書館5階会議室█申当日10分前まで
に直接会場へ※途中入室不可。
█問図書館課管理グループ☎3983‐
7861

第4回豊島区税制度調査検討会議

10月26日㈮ 午後6～8時 区役所
本庁舎5階庁議室█申当日直接会場へ。
█問税務課庶務グループ☎4566‐2351

第5回豊島区環境審議会

10月30日㈫ 午前10時から 区役

所本庁舎5階508・509会議室
█申電話で10月29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56回住宅対策審議会

11月2日㈮ 午後4～6時 区役
所本庁舎9階第1委員会室
█申電話で11月1日午後5時までに住
宅課施策推進グループ☎3981‐2655
へ。

東北大震災復興支援イベント
あ き ん ど

第10回大塚商人祭り

10月27日㈯、28日㈰ 午前10時～
午後5時（28日は午後4時まで） Ｊ
Ｒ山手線大塚駅前南北広場・自由通
路◇区内商店と被災地東北三県をは
じめとする区の交流都市による飲食、
物販、観光展。ブラスバンド、よさ
こい、キャラクター大集合などのア
トラクション█申当日直接会場へ。
█問当祭実行委員会事務局☎3949‐
5111

たてまつる じょうも ん か ぐ ら

奉「縄文神楽」

10月27日㈯ 午後7時～8時30分
（午後6時30分開場） 自由学園明日
館講堂◇江戸時代から里神楽を伝承
する新座市指定無形文化財「石山社
中」十世家元／石山裕雅による公演。
囃子組曲、声楽家／本岩孝之氏との
共演、神楽舞などを上演◇小学生以
上◇270名◇当日4，000円、学生・外
国人2，000円█申当日先着順受付。
█問石山社中 柴田☎090‐3576‐4631

フランス演劇クレアシオン公演
「私は太田、広島の川
～朝は、夜の闇に包まれた」

11月1日㈭…午後7時、2日㈮・
3日㈷…午後2時、午後7時、4日
㈰…午後2時 シアターグリーン
（南池袋2‐20‐4）◇広島を訪れた
外国人作家によって描かれた永遠の
祈りの物語。平成29年フランス青少
年文学賞（現代劇作品部門）受賞。平
成30年度第73回文化庁芸術祭参加作
品◇小学生以上◇各回90名◇前売
3，800円（当日4，300円）、学生2，500
円※区民各300円割引。障がい者手
帳をお持ちの方500円割引。
█申電話でフランス演劇クレアシオン
事務局☎080‐7757‐6770へ。ホー
ムページ█HP https ://www.quartet-
online.net/ticket/moi_ota から申
込みも可※先着順。

国際アート・カルチャー特命大使
自主企画事業「童話童謡雑誌
『赤い鳥』100周年記念」

11月3日㈷ 午後1～2時 自由
学園明日館◇児童文学史上に画期的
な時代を築いた童話童謡雑誌『赤い
鳥』。創刊100周年の今、朗読・音楽
・紙芝居で、発祥の地「目白」から
『赤い鳥』の魅力をお届けします。鈴
木三重吉旧宅跡地ギャラリーでは関
連展示もあり◇200名█申当日先着順

受付。
█問国際アート・カルチャー都市推進
室☎4566‐2753

上池袋図書館
バリアフリー映画会
「僕らのごはんは明日で待ってる」

11月3日㈷ 午後1時30分～3時
30分 当館◇音声ガイドと日本語字
幕つきのバリアフリー映画。上映時
間109分。目や耳の不自由な方もそ
うでない方も一緒に楽しむことがで
きる映画会です◇30名
█申電話かファクスで「当館☎3940‐
1779、█FAX3940‐1149」へ。直接窓口
申込みも可※先着順。

「赤い鳥」を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

11月3日㈷ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「青
い釦」、有島武郎「一房の葡萄」█申当
日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

ダンスイベント2018

①ダンスカーニバル2018…11月10日
㈯ 午前9時30分～午後6時 雑司
が谷体育館◇初心者向けダンス講習
会。ダンスタイム＆ミキシングタイ
ムなど◇250名◇入場無料、エント
リー費1種目2，500円、2種目目か
ら2，000円※区民は1種目無料█申電
話で安東ダンススクール☎3357‐
5021へ※先着順、②わーるどダンス
フェスティバル inTOSHIMA2018
…11月10日㈯ 正午～午後4時 南
池袋公園※雨天時はとしまセンター
スクエア（区役所本庁舎1階）◇プロ、
ジュニア、アマチュア、車椅子、ブ
ラインドダンサーによるダンスなど。
来場者全員参加のダンスもあり█申当
日直接会場へ。
█問②当祭実行委員会☎080‐6582‐
4838

駒込図書館 街あるき
「江戸・駒込村をめぐる」

11月11日㈰ 午後1～3時 染井
吉野桜記念公園（現地集合）～東京メ
トロ南北線本駒込駅※小雨決行◇区
ボランティアガイドによる案内で旧
駒込村を巡る。各地にゆかりのある
本を図書館スタッフが紹介◇中学生
以上◇20名
█申電話で当館☎3940‐5751へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

すくすく子育てセミナー

11月13日㈫ 第1部（講義）…午前
10時30分～正午、第2部（交流会）…
午後0時30分～3時 男女平等推進
センター◇子育て中の悩みやストレ
スを解消し、より良い子育てについ
て学ぶ講座◇妊娠中の方から学童期
までの子どもの保護者◇15名程度◇
300円█保6か月以上の未就学児。要
予約。先着順。
█申Ｅメールで家庭倫理の会█EMkatei.
rinri.toshima@gmail.com へ※先
着順。

第23回こころまつり

11月17日㈯ 午前10時45分～午後
2時30分 長崎小学校◇当校児童に
よる長崎獅子舞とダンスキッズ、千
早高校吹奏楽部による演奏、てあと
るみのりによる演劇などの舞台発表、
参加団体による各種販売█申当日直接
会場へ。
●前日と当日のボランティア募集中
█申事前に電話でル・ピュル☎6905‐
8005へ。
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

目白庭園
秋のライトアップイベント

①チェロの癒しと調べ…11月24日㈯
午後7～8時（午後6時40分受付）◇
ライトアップを眺めながら、音楽に
癒されるひと時を、②第10回落語に
親しむ会…11月25日㈰ 午後6～8
時（午後5時30分受付）◇初めて落語
を聞く方も大歓迎、③スペインの響
き～スパニッシュギター演奏会～…
11月30日㈮ 午後7～8時（午後6
時40分受付）◇スペイン・クラシッ
クからフラメンコまで、幅広い表現
を持つスペイン音楽をお届け。
いずれも◇小学生以上◇60名◇

1，000円（別途入園料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、
参加人数も記入）で「〒171‐0031
目白3‐20‐18 目白庭園、█FAX5996
‐4886、█EM info-mejiro-garden@s
eibu-la.co.jp」へ。直接窓口申込み
も可。電話申込み不可※先着順。
█問当庭園管理事務所☎5996‐4810

豊島法人会のブラトシマ
「西池袋悠々散歩」

12月2日㈰ 午後0時10分 東京
芸術劇場正面入口前集合～午後5時
20分立教大学（西池袋3‐34‐1）解
散◇郷土資料館、自由学園明日館、
旧江戸川乱歩邸、立教大学を散策後、
立教池袋キャンパス100周年記念講
演会「としまのこれまでとこれから」
を傍聴◇散策60名、講演会120名（散
策参加者含む）※講演会のみの参加
も可。
█申いずれも10月29日から電話かファ
クスか Eメール（4面記入例参照。
所属も記入）で「（公社）豊島法人会事
務局☎3985‐8940、█FAX3985‐5718、
█EM info@toshimahojinkai.or.jp」へ
※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…11月16日、12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体操教室…毎月3回 月曜日 午
後1時30分～3時 初回は11月5日
◇自宅でも出来るストレッチ体操で、
膝と腰痛の緩和に努める◇25名※先

着順◇月2，000円、③パソコン＆iPa
d 教室…ⓐ無料体験教室／11月15日
㈭ 午後0時45分～2時15分、ⓑパ
ソコン入門（全4回）／10月31日～11
月21日 水曜日 午前10時～11時30
分◇5，500円、ⓒ初級ワードⅠ（全4
回）／10月29日～11月19日 月曜日
午後0時45分～2時15分、ⓓ初級エ
クセルⅠ（全4回）／11月1～22日
木曜日 午後3時～4時30分◇ⓒⓓ
とも5，700円、ⓔiPad 入門Ⅰ（全4
回）／10月30日～11月20日 火曜日
午前10時～11時30分◇5，500円、ⓕ
筆ぐるめ（全4回）／11月2～23日
金曜日 午後3時～4時30分◇5，500
円、ⓖワード年賀状文面／11月2日
㈮ 午前10時から、ⓗワード年賀状
宛名／11月9日㈮ 午前10時から◇
各2，500円、ⓘ夜間―ワード講座（全
8回）／10月30日～12月18日 火曜
日 午後7時～8時30分◇14，000円
※各講座共テキスト代を含む。
█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。

みらい館大明

①パソコン講座 仕事に役立てよう
「エクセル土曜2日間集中講座」（全
2回）…11月10・17日 土曜日 午
前10時～午後5時◇1日目／基礎編
・入力のポイントやきれいな表の作
成、2日目／計算式の入力方法・印
刷のポイント・グラフ作成など◇パ
ソコン経験者で文字入力できる方◇
8名◇6，000円、②「月イチ男の料理
2」（全5回）…11月14日～平成31年
3月13日 第2水曜日 午前10時30
分～午後0時30分◇家庭料理と各国
料理を毎月交互に作って試食。講師
…料理研究家／長尾睦子氏◇各15名
◇1回2，000円、③「庭入門」（全5回）
…11月25日～平成31年3月24日 第
4日曜日 午前10時～正午◇専門家
の指導によるガーデニングの実践、
野菜・ハーブの栽培。講師…庭園デ
ザイン家／佐藤勇武氏◇20名◇1回
1，000円（小学生は保護者同伴で無料）
◇手袋、植木ばさみ、汚れてもよい
服装。
█申いずれも電話かＥメールで「当館
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

ミニセミナー「生きがい創造～
い い

豊島を活かす豊島で活きる～」
い

人生100年時代を活きる

11月13日㈫・17日㈯ 午後3～5
時 地域活動交流センター◇シニア
世代の自己実現を目的に「家族と活
きる」「地域で活きる」ための情報や
スキルを提供。講師…ＮＰＯ法人な
やまんと代表／工藤春人氏◇20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

シニア世代の食事

11月16日㈮ 午後6時から（午後
5時30分受付開始） 武蔵野栄養専
門学校（南池袋3‐12‐5）◇健康な
か ら だ

身体に必要な減塩食や調理法を学ぶ
（試食あり）。講師…当校管理栄養士
／板垣 裕氏◇スポーツ・レクリエ
ーション活動をしているシニア世代
の方や指導者など◇60名█申申込書
（区ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、11月9日
までにファクスで豊島区体育協会█FAX
3955‐0528へ※先着順。
█問豊島区レクリエーション協会 木
津☎3983‐4075

若者支援事業 ブックカフェで
メイドカフェの職業体験

11月18日㈰ 午後2～4時 みら
い館大明ブックカフェ◇クラシカル
メイド喫茶のオーナーから作法や紅
茶の入れ方を学ぶ。希望者（先着5名）
はメイドの衣装体験も可。講師…池
袋ワンダーパーラーオーナー／鳥居
重五郎氏◇20名◇2，000円（紅茶付き）
※メイド衣装体験別途1，000円
█申電話かＥメールで「当館ブックカ
フェ☎080‐4796‐3693（平日午後4
～8時、土・日曜日、祝日午後1～
6時）、█EMtaimei.bookcafe@gmai
l. com」へ。
直接当館窓口
申込みも可※
先着順。

防災ウーマンセミナー（職場編）

11月21日㈬ 午後6時30分～8時
40分 としまセンタースクエア（区
役所本庁舎1階）◇災害時に働く女
性に起きることを女性の視点から学
ぶ。初めて防災を学ぶ方向けの講演。
保育付き◇250名█申はがき（4面記入
例参照。テーマに関連する質問も記
入）で11月9日（消印有効）までに「〒
113‐0021 文京区本駒込3‐9‐
3 防災ウーマンセミナー事務局」
へ。当局ホームページ（下記2次元
コード参照）から申
込みも可※実施1週
間前頃に参加の可否
を連絡。
█問当局☎3824‐7232

家庭教育講座（駒込小学校 PTA）
「親子でパーカッション！！～は
じめての打楽器オーケストラ～」

11月24日㈯ 午前10時～正午 ボ
ディ・パーカッションや、各種打楽
器による合奏の体験。講師…シエナ
・ウインド・オーケストラ打楽器奏
者／東 佳樹氏◇子どもと保護者◇
25組◇室内履き、お持ちの方はカス
タネット・鈴などの打楽器持参。
█申電話かファクスかＥメールで11月
2日までに「庶務課庶務グループ☎
3981‐1141、█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ※応
募者多数の場合は抽選。

出前寄席
「詐欺の電話にゃもう出んわ」

11月28日㈬ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば朋有◇あなたの財
産を狙う詐欺の手口と対策を古典落
語風に紹介█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

東京2020大会における都市ボラン
ティア（豊島区推せん者）募集！

東京2020大会の都市ボランティア
は、各区市町村からの推せんが可能
です。豊島区推せん者に決定した方
は、区内や近隣エリアでまとまって
活動することが想定されています
（例外あり）。待遇などは公募の都市
ボランティアと同様です※手続きな
ど詳細は区ホームページ参照。
█問オリンピック・パラリンピック連
携推進グループ☎4566‐2761

豊島区スキー協会「スキーヤーのつ
どい」～スキーを生涯スポーツに～

11月8日㈭ 午後6時30分～9時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
ファミリーやシニア、上級志向の方
に最近のスキー事情を紹介、スキー
ビデオの上映など█申当日直接会場へ。
█問当協会 杉山☎090‐2455‐2132

奥武蔵の里山歩き
～多峯主山・天覧山ハイキング～

11月11日㈰※雨天中止 午前7時
35分 西武池袋線池袋駅7番ホーム
進行方向最前部集合◇高麗駅～多峯
主山～雨乞池～見返り坂～飯能笹の
群落～天覧山～能仁寺～飯能駅（約
8．3㎞、3時間）◇区内在住、在勤の
方◇50名◇500円（交通費別）█申往復
はがきで10月31日（必着）までに学習
・スポーツ課豊島区スポーツ推進委
員協議会へ※応募者多数の場合は抽
選。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

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。

図書館奉仕員・学校図書館司書
（非常勤職員）

�図書館奉仕員／図書館資料の収集
・整理および利用に関することなど。
�学校図書館司書／学校図書館の管
理および運営に関することなど。
◇任期…平成31年4月1日～平成32
年3月31日█申申込書（区立図書館で
配布。区ホームページからダウンロ
ードも可）を11月9日（必着）までに
「〒170‐8442 東池袋4‐5‐2
ライズアリーナビル5階 中央図書
館管理グループ」へ簡易書留で郵送
か持参（午前9時～午後5時）。
█問図書館奉仕員…当グループ☎3983
‐7861、学校図書館司書…指導課庶
務・事業グループ☎3981‐1145

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。

「としま健康チャレンジ！対象事業」の目印は、このマークです。●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 健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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区民ひろば
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官公署だより
●豊島税務署
「年末調整等説明会」
①11月1日㈭…午後1時30分から／
高松、西池袋、南池袋、②11月2日
㈮…午前9時30分から／池袋、池袋
本町、要町、高田、午後1時30分か
ら／千川、雑司が谷、長崎、南大塚、
南長崎、目白、③11月5日㈪…午前
9時30分から／上池袋、東池袋、午
後1時30分から／北大塚、駒込、巣
鴨、千早、西巣鴨。
いずれも東京信用金庫本店8階ホ
ール（東池袋1‐12‐5）◇年末調整
の仕方、法定調書・給与支払報告書
の作成と提出方法など。説明開始30
分前から用紙配布█申当日直接会場へ。
█問当署源泉所得税担当☎3984‐2171
●東京都住宅供給公社
都営住宅入居者の募集
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向・単身者向）抽選方式、②病死等の
発見が遅れた住宅。詳細は募集案内

を参照してください◇募集案内・申
込書配布期間…11月1日㈭～9日㈮
◇区内の配布場所…区役所本庁舎6
階住宅課、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、（土・日曜日を
除く募集期間以外）☎3498‐8894、
█HPhttp ://www.to-kousya.or.jp/
●東京地方裁判所・検察審査会
「裁判員候補者および検察審査員候
補者予定者を選定しました」
9月13日に豊島区選挙人名簿に登

録されている方の中から、東京地方
裁判所が定めた人数を裁判員候補者
予定者として、また、検察審査会事
務局が定めた人数を検察審査員候補
者予定者として、無作為に抽選で選
定しました。選定された方には、東
京地方裁判所・検察審査会から11月
頃に通知が届きます。裁判員制度・
検察審査会制度の質問や辞退の相談
は、それぞれ問い合わせてください
◇選定（登録）者数…①裁判員候補者
予定者522名、②検察審査員候補者
予定者72名。
█問選挙グループ☎4566‐2821、裁判
員制度…東京地方裁判所裁判員係☎

3581‐2910、検察審査会制度…東京
第一検察審査会事務局☎3581‐2856
●東京第一～第六検察審査会
「検察審査会よりお知らせを発送し
ます！」
検察審査会とは、検察官が罪を犯し
た疑いがある者を裁判にかけなかっ
たことのよしあしを審査する機関で
す。検察審査会は選挙権を有する20
歳以上の方からくじで選ばれた方々
により構成され、その方々には11月
中旬にお知らせを発送しますので、
ご協力をお願いします。
█問東京第一検察審査会事務局☎3581
‐2877

◆さくら第一 「秋の文化祭」～作
品展～…10月25日㈭・26日㈮ 午
前10時～午後4時30分（26日は午
後3時まで）◇サークル・個人の
作品展示、無料体験コーナー、喫
茶コーナーなど。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆仰高 「ハロウィン」…10月27日
㈯ 午前10時30分～11時30分◇劇
あそびを楽しんだ後、劇中にある
「合言葉」を唱えると何かいいこと
があるかも◇乳幼児親子、小学生
█問当ひろば☎5907‐3471
◆千早 「収穫祭（交流）」…11月10
日㈯ 午前10時30分～午後3時◇
豚汁とおにぎりの販売、熊本地震
ＤＶＤ上映、だげき団による和太
鼓の演奏など。
█問当ひろば☎3959‐2281
◆南池袋 ひろばまつり「第13回
みみずくフェスタ」…11月10日㈯
午前11時～午後2時30分◇子ども
達のダンス、いきいき体操、紙芝
居、食事コーナー、ゲームコーナ
ー、みんなで歌おうなど。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆朋有 「朋有まつり」…11月10日
㈯ 午後0時30分～3時30分◇サ
ークル発表、ゲームコーナー、朋
有喫茶など。出演…大井スイング
バンド。
█問当ひろば☎3971‐0781
◆目白 「目白ひろばまつり」…11

月10日㈯ 午後1時15分～3時30
分◇オープニングステージ、ゲー
ム・食べ物コーナー、落語など。
█問当ひろば☎5956‐5871
◆要 「ファミリーヨガ」…11月11
・25日 日曜日 午前10時30分～
11時30分◇赤ちゃんと一緒にパパ、
ママ、おじいちゃん、おばあちゃ
ん皆で楽しむ◇0歳児と保護者◇
10組
█申10月29日から電話で当ひろば☎
3972‐6338へ。窓口で申込みも可。
◆清和第一 「第12回清和ひろば
まつり」…11月11日㈰ 午後1～
3時 清和小学校◇オープニング
／太鼓＆五輪音頭、ミニ鉄道、ゲ
ーム、体験コーナー、防災グッズ
作り、苗木無料配布など。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆椎名町 「ひろばまつり」…11月
11日㈰ 午後1～4時（午後3時
30分受付終了）◇バザー、子ども
縁日、豚汁など。復興支援に協力。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆西池袋 「西池ワイワイまつり」
…11月18日㈰ 午後0時30分～3
時（チケット配付は午後0時15分
から※先着順）◇オープニングと
手作り・ゲーム・食べ物コーナー
など。
█問当ひろば☎3980‐0088
█申いずれも当日直接会場へ（区民
ひろば要を除く）。

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

特別号のみ世帯へ個別に配布します。同日発行の「広報としま情報版」は、通
常通り新聞折り込みや希望者への個別配布となります。
●配布期間…10月29日㈪～11月2日㈮
●配布物…広報としま特別号「としま plus」11月号※特別号は冊子判16ページ
です。例月の特集版はタブロイド判8ページです。
●配布方法…区が委託した配布員（区発行の身分証明書を携帯）が郵便受けに投
かんします。 █問広報グループ☎4566‐2532

◆豊島区総合美術展 ①「日本画
・洋画・彫刻・工芸・書」…11月
2日㈮～6日㈫ 午前10時～午後
6時（初日は午後1時から、最終
日は午後5時まで）、②「いけ花」
…11月4日㈰～6日㈫ 午前10時
～午後6時（最終日は午後5時ま
で） ①②ともに東京芸術劇場5
階
◆としま区民芸術祭第39回豊島区
文化祭 ①民踊大会…10月27日㈯
午前11時から、②コーラス大会…
10月27日㈯ 午後6時から ①②
ともにあうるすぽっと、③器楽演
奏会…12月9日㈰ 午後1時から
としまセンタースクエア（区役所
本庁舎1階）、④珠算コンクール
参加者募集…11月23日㈷ 親子シ
ルバーの部／午前10時から、小・
中学生の部／午後1時から とし
ま南池袋ミーティングルーム◇11
月8日締切。
█問いずれもプランセクション☎
3590‐7118（平日午前10時～午後
5時）
◆地域文化創造館
●雑司が谷 ①第31弾！雑司が谷
ワンコイン落語会…11月18日㈰
午後2時開演◇100名◇500円█申各
地域文化創造館・雑司が谷案内処
でチケット発売中、②パソコン講
座「ワード2013集中講座〈中級〉」…
11月20日～12月14日 火・金曜日
午前10時～正午◇15名█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、当館窓口申
込みも可、③第15回 ベビーカー
コンサート…12月3日㈪ 午前11
時開演◇50組※先着順█申当館窓口
か電話で申込み。
●雑司が谷案内処 山形県遊佐町
展…10月21日㈰～11月11日㈰ 午
前10時30分～午後4時30分（毎週

木曜休館）█申当日直接会場へ。
●駒込 としま案内人駒込・巣鴨
ガイドツアー「紅葉の大名庭園散
策と東京で最初の高級住宅街を通
り巣鴨駅までの一駅散歩」…12月
7日㈮、8日㈯ 午前9時30分～
11時30分◇20名※先着順◇300円
█申往復はがき（上記記入例参照。
希望日も記入）で当館へ郵送。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【211】親子講座「化石発
見！～化石原石を割ってみよう～」
…12月9日㈰ 午前10時～11時30
分◇10組20名◇1，700円◇11月12
日（必着）
●南大塚 ②【513】初心者のため
の将棋セミナー…平成31年1月17
日～2月28日 木曜日 午後2～
4時◇20名◇2，200円◇12月10日
（必着）
●雑司が谷 ③【310】雑司ケ谷霊
園に眠る偉人シリーズ「若桜藩池
田家―鳥取藩支族として―」…12
月8・15日 土曜日 午前10時～
正午◇24名◇1，200円◇11月19日
（必着）
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上、【211】はいずれか
が区内在住、在勤、在学の小学生
と保護者のペア。【310】は18歳以
上█申往復はがき（上記記入例参照。
講座名前の番号も記入）で当館へ
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）、雑司が谷
案内処☎6912‐5026（〒171‐0032
雑司が谷3‐19‐5）

9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）

13日 0．06 0．07 0．05

28日 0．06 0．07 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。

11月1日発行の広報としま特別号「としまplus」を
区内全世帯に配布します
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