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接骨院・整骨院（柔道整復師）の
施術を受ける方へ

接骨院・整骨院での施術は、健康
保険を使えない場合があります。正
しい理解と適正な受診をお願いしま
す。
◇使える場合…急性または急性に準
ずる外傷性の骨折、脱臼、打撲およ
び捻挫で、内科的原因による疾患で
はないもの（骨折・脱臼は、応急手
当の場合を除き医師の同意が必要）
◇使えない場合…日常生活からくる
疲れ、体調不良や肩こり、スポーツ
などによる筋肉疲労、神経痛やリウ
マチなどの病気が原因の痛み、労災
保険が適用となる仕事中や通勤途中
におきた負傷。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

介護予防に関するアンケートを
実施します

区内在住の65歳以上の方（要介護
の認定を受けている方を除く）の中
から3，000名を無作為に抽出し、11
月中旬に介護予防に関するアンケー
ト用紙を送付します。アンケート結
果は、高齢者福祉施策を検討する際
の重要な基礎資料にします。ご協力
をお願いします。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

ハローワーク池袋
障害者就職面接会 in ねりま

12月5日㈬ 午後1～4時 ココ
ネリ3階（練馬区練馬1‐17‐1）◇
障害者の就職につながる企業との面
接会。紹介状、履歴書、職務経歴書
持参◇豊島・板橋・練馬区在住の障

害者█申11月14日からハローワーク池
袋（東池袋3‐5‐13）へ直接申込み。
当日申込み不可。
█問ハローワーク池袋専門援助第二部
門☎3987‐8609（部門コード41＃）

防災行政無線などによる
全国一斉情報伝達訓練

区では、全国瞬時警報システム（J
アラート）で送られてくる地震、津
波などの緊急情報を、区民の皆さん
に迅速かつ確実に伝えるため国と連
携した情報伝達訓練を実施します。
◇日時…11月21日㈬ 午前11時頃◇
対象…①防災行政無線・個別受信機、
②区のホームページ・安全安心メー
ル・Twitter・Facebook・デジタ
ルサイネージ◇内容…①「（防災行政
無線のチャイム）。これはテストで
す（3回）。こちらは防災豊島区です
（防災行政無線のチャイム）」、②「こ

れは、J アラートのテストです。」
※訓練は、全国一斉に行なわれます。
地域によっては、他区からの放送が
聞こえる可能性があります。
█問危機管理グループ☎3981‐1467

東部区民事務所自動交付機
休止のお知らせ

11月10日㈯ 午前8時30分～午後1
時◇漏電検査に伴う停電のため。ほ
かの自動交付機は通常通り稼働します。
█問証明グループ☎3981‐4766

ノロウイルス対策講習会

11月7日㈬ 午後3時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇冬季のノロウイルスの
集団発生・多発に備え、ノロウイル
ス食中毒予防対策と患者発生時の二
次感染予防処置などを紹介◇集団給
食施設、宴会場従事者、生かき提供
業者、区内在住、在勤の方◇200名
█申当日先着順受付。
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

池袋駅周辺の回遊性や賑わいを向上し円滑な移動の実現に向けて、カメラ映像を活用した歩行者流動を把握する
実証実験を11月30日㈮まで（24時間計測）、サンシャイン60通り、サンシャイン通り、南北区道（下図参照）で行なっ
ています。
また、11月下旬には、回遊促進を目指した映像に
よる歩行者案内も実施します。ご理解ご協力をお願
いします。詳細は区ホームページ参照。
◇実施主体…国際アート・カルチャー都市としまス
マートシティ協議会（豊島区、〈公社〉日本交通計画
協会、日本電気㈱、㈱トーニチコンサルタント）
█問交通政策グループ☎4566‐2635

平成31年2月10日㈰まで（毎週月曜日、第3日曜日、11月3・23日、12月23・28～31
日、平成31年1月1～4・15日を除く） 午前9時～午後4時30分 郷土資料館◇「鏡」
に視点を置き、身だしなみを整える道具の変遷を展示█申当日直接会場へ。
●ワークショップ・髪飾り手づくり工房…12月1日㈯ 午後2～4時 としま産業振興
プラザ（IKE・Biz）5階◇展示資料をモチーフにUVレジン液を使った髪飾りを制作。講
師…デザイナー／渡部未佳氏◇10名
●講演会「鏡が映す美意識の変化―近世から近代、そして現代へ―」…12月15日㈯ 午後
2時～3時30分 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）6階◇展示にちなみ、化粧の仕方や
道具の歴史について現在と比較する講演。講師…㈱伊勢半本店紅ミュージアム学芸員／井上 美奈子氏◇50名
█申いずれも11月15日（必着）までに往復はがき（4面記入例参照。「鏡の前の暮らしワークショップ参加希望」
または「鏡の前の暮らし講演会参加希望」も記入）で「〒171‐0021 西池袋2‐37‐4 としま産業振興プラ
ザ7階 豊島区立郷土資料館」へ※1つのイベントにつき1通のはがきで申込み。1通につき2名まで※応募
者多数の場合は抽選。 █問当館☎3980‐2351

区議会第4回
定例会を開催します

◇会期…11月20日㈫～12月10日㈪
◇一般質問…11月27日㈫・28日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／11月30日㈮、都市整備・子
ども文教委員会／12月3日㈪
█申傍聴希望の方は、当日区役所本
庁舎9階区議会事務局窓口へ。な
お、本定例会で審議する請願・陳
情の提出期限は11月15日㈭午後5
時です。点字の場合は問い合わせ
てください。
█問議事グループ☎3981‐1453

アメリカ合衆国が臨界前核
実験を昨年12月、ネバダ州の
国家安全保障施設で行なって
いたことに対し、区長は「誠
に遺憾であり、強い憤りの念
を禁じえない」として、トラ
ンプ大統領に厳重に抗議しま
した。
議長は、核実験に断固抗議
するとともに、全世界の核兵
器廃絶に向け、率先して取組
むよう要請しました。
█問総務課総務グループ☎3981
‐4451、議会総務課議事グル
ープ☎3981‐1453

区役所本庁舎3・4階の窓口業務は終日休業します
１１月１７日㈯・１８日㈰、平成３１年２月１６日㈯・１７日㈰◇システムメン
テナンス作業のため。１１月１７日・１８日は自動交付機からの証明書発行
が可能です※自動交付機による証明書交付サービスは、１２月末に終了
予定です。マイナンバーカードを使用して、コンビニエンスストアで
証明書の取得が可能です。詳細は区ホームページ参照。
�問住民記録グループ�３９８１‐４７８２
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ミュージアム開設プレイベント第10弾
企画展「鏡の前の暮らし―身だしなみの道具―」

▲姫鏡台（館蔵）

国際アート・カルチャー都市としま
スマートシティプロジェクト実施中

10月12日㈮、高野区長、
磯議長がアメリカ合衆国
の核実験に抗議しました

▲カメラ映像データは即時に破棄されるため、
個人を特定可能な情報は保存されません。

●「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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環境・清掃環境・清掃

募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

裁判所の調停委員による
無料調停相談会

11月10日㈯ 午前10時～午後3時
30分 西武池袋本店7階◇民事上の
もめごとや家庭内、親族間のもめご
とに関する調停手続きの相談に応じ
ます◇都民の方█申当日直接会場へ。
█問東京家事調停協会☎3502‐8822
（午前10時～午後4時）

税理士による「成年後見・税金
・相続・贈与」無料相談会

11月17日㈯ 午前11時～午後3時
東京税理士会豊島支部（西池袋3‐
30‐3）◇家族や財産管理、税金に
ついての相談会█申当日直接会場へ。
█問当支部☎3981‐4585

「豊島の森」環境講座秋の自然観察

11月25日㈰ 午前10時～午後1時
◇「豊島の森」と雑司ケ谷霊園で秋の
自然を観察し、落ち葉や木の実で工
作しよう！◇区内在住、在学の小学
1～3年生と保護者◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。続柄〈小学生は学年〉も
記入）で11月13日までに「環境政策課
事業グループ☎3981‐2771、█FAX3980
‐5134、█EMA0029180@city.toshim
a.lg.jp」へ。電子申請（区ホームペー
ジか右記二次元コー
ド参照）も可※応募
者多数の場合は抽選。
11月16日に抽選結果
を発送。

生活協力員（西巣鴨つつじ苑）募集

福祉住宅に入居し、入居者対応な
どを行なう。平日の午前・午後2時
間ずつ勤務◇対象…平成31年3月1
日現在、25歳以上55歳未満の方◇謝
礼…月78，000円◇任期…平成31年3
月1日から1年1か月間（更新可）。

詳細は区ホームページ参照█申11月15
日（必着）までに申込書（区ホームペー
ジからダウンロード可）と履歴書（写
真貼付）を住宅課へ窓口持参か郵送。
█問住宅管理グループ☎3981‐2637

第4回男女共同参画推進会議

11月14日㈬ 午後6時から とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）█申当日
開始10分前までに直接会場へ。
█問男女平等推進センター庶務・計画
調整グループ☎5952‐9501

第5回子どもの権利委員会

11月16日㈮ 午前10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

大塚三業通りフェア

11月7日㈬～8日㈭ 午後5～9
時 大塚三業通り商店街◇参加店舗
での割引サービス。7日に商店街屋
台、芸者・歌流し出演あり█申当日直
接会場へ。
█問当商店街 山口☎3941‐2185

福祉ホームさくらんぼ
「さくらんぼ祭 2018」

11月11日㈰ 午後0時30分～3時
30分 西池袋第二区民集会室◇焼き
そば、から揚げなどの模擬店や合唱、
ダンスなどの舞台発表。豊島区ご当
地アイドルも出演█申当日直接会場へ。
█問当ホーム☎5396‐9581

第37回豊島区高齢者クラブ連合会
「作品展」

11月12日㈪ 午後1～4時、13日
㈫ 午前9時～午後4時、14日㈬
午前9時～午後2時 としまセンタ
ースクエア（区役所本庁舎1階）◇絵
画・写真・書道・彫刻・陶芸・俳句
・手芸・生花など、会員の作品を展
示█申当日直接会場へ。
█問高齢者クラブ連合会☎5950‐2511、
高齢者福祉課☎4566‐2429

池袋図書館読み聞かせ講座第4回
「おすすめのクリスマスの本」

11月14日㈬ 午前10時30分～正午
池袋第三区民集会室◇家庭や読み聞
かせで楽しむ絵本の紹介。これから
の季節におすすめの絵本や当館の新
刊もご案内◇絵本や読み聞かせに興
味のある方█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐7981

わ よ う

第8回 和様の書展

11月16日㈮～18日㈰ 16日…午後
3～7時、17・18日…午前11時～午
後5時 東京芸術劇場◇筆記体禁止
で書道作品を募集した「ぜんぶ読め

わ よ う わ よ う

る」和様の書展。日本式の書「和様」
の新しく味わいある書の世界をご覧
ください█申当日直接会場へ。
█問わよう書道教室☎0800‐812‐6303

第23回わんわん祭
「犬との交流を通じて
知識とマナーを高めましょう」

11月18日㈰ 午前10時～正午（午
前9時30分から受付） ※雨天時は
11月25日㈰に延期。駐車場なし 西
部区民事務所◇飼い犬のしつけ教室、
コンテスト、リレー、長寿犬（大型犬
12歳以上、中型犬14歳以上、小型犬
15歳以上）の飼い主の表彰ほか◇犬
1頭につき200円█申当日直接会場へ。
█問ＮＰＯ法人動物を愛する会☎3957
‐0869

豊島区立小学校連合書写展覧会

11月22日㈭～24日㈯ 午前9時30
分～午後6時（22日は午後3時から）
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇区立小学校の児童の書
写作品を展示█申当日直接会場へ。
█問指導課庶務・事業グループ☎3981
‐1145

目白図書館
クリスマスハットをつくろう！
―クリスマスこうさくかい―

11月24日㈯ 午後2～3時 目白
第一区民集会室◇クリスマスツリー
の飾りとしても使える帽子を作る◇
児童◇20名
█申電話で当館☎3950‐7121へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

赤鳥庵（目白庭園内）

①秋の庭園ライトアップイベント
「ライトアップを眺めながら和室ヨ
ガ」…11月29日㈭、12月2日㈰ 午
後6時30分～8時（午後6時15分受
付）◇各12名◇1，800円（別途入園料
200円）
②女性のためのクリスマスリース作
り…12月4日㈫ 午前10時～11時30
分（午前9時45分受付）◇忙しい年の
瀬に先駆けてクリスマスリースを作
ります。今年は
手作りリースを
飾って、特別な
クリスマスを！
◇10名◇2，500
円（キャンセル
料1，500円）
█申いずれもファクスかＥメールか往
復はがき（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。②は11月26日
（必着）まで※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

「光の音：影の音」
―耳だけで聞くものなのか―

12月7日㈮～9日㈰ 7日…午後
7時から、8・9日…午後3時から
あうるすぽっと◇世界的ダンスアー
ティストでろう者の南村千里による
新作。彼女にとっての光と影の音の
世界に3名の男性ダンサーが挑む。

ね じ

出演…伊藤キム、捩子びじん、aok
idほか◇一般3，500円、学生2，500円、
高校生以下1，000円、区民割引3，000
円、障害者割引2，000円
█申電話でとしまチケットセンター☎
5391‐0516へ。ホームぺージ█HP htt
ps://www.owlspot.jpから申込み
も可。

東京音楽大学シンフォニー
オーケストラ定期演奏会

12月12日㈬ 午後7時開演（午後
6時30分開場） 東京芸術劇場◇指
揮…広上淳一、打楽器…吉永優香、
曲目…モーツァルト「交響曲第35番
ニ長調 K.385『ハフナー』」、ジョリ

ヴェ「打楽器協奏曲」ほか◇1，500円
※全席指定█申前売り…東京芸術劇場
ボックスオフィス☎0570‐010‐296、
チケットぴあ☎0570‐002‐9999、
当大学Ａ館地下カワイ売店（店頭販
売のみ）、団体割引…当大学演奏課
█EMensouka@tokyo-ondai.ac.jp
█問当課☎3982‐2044

第36回
ナショナル・トラスト全国大会
―自然は人も地方も美しくする―

12月15日㈯ 午後2～5時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇豊か
な日本の自然を守る「ナショナル・
トラスト活動」を多くの方に知って
もらうためのイベント。ゲスト講演
「森は海の恋人 人の心に木を植え
る」畠山重篤氏ほか◇200名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで「（公
社）日本ナショナル・トラスト協会
☎5979‐8031、█FAX5979‐8032、█EMof
fice@ntrust.or.jp」へ※先着順。

消費生活講座「知っておきたい
クリーニングの基礎知識」

11月14日㈬ 午後2時～3時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
プロから、繊維製品やクリーニング
についての詳しい知識を学ぶ◇区内
在住、在勤、在学の方◇50名█申はが
きかファクスで消費生活グループ█FAX
5992‐7024へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2416

豊島区救急業務連絡協議会講演会

11月17日㈯ 午前9時30分～正午
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
第1部「心臓の健康管理」大同病院院
長／島本悦次氏、第2部「知ってお
きたい救急法のすべて」昭和女子大
学教授／富本 靖氏◇100名█申電話か
ファクスで「池袋消防署警防課救急
係☎3988‐0119（内線380）、█FAX3988
‐0130」へ※先着順。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

池袋図書館ふくろう俳句会

11月19日、平成31年1月21日、3

月18日 月曜日 午前10時～正午
池袋第三区民集会室◇俳句の基礎に
ついて学びながら、俳句を詠む。講
評もあり。講師…現代俳句協会会長
／中村和弘氏◇30名
█申電話で当館☎3985‐7981へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

若返りレクリエーション～皆で歌
って体操して若返ろう～（全3回）

11月21日、12月19日、平成31年1
月16日 水曜日 午前11時～正午
高田介護予防センター◇音楽の力で
気軽に楽しく、心身ともに健康に。
講師…国立音楽院認定幼児リトミッ
ク講師／船井 真知子氏◇区内在住
の65歳以上で全回参加できる方◇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。

シニア生涯ワーキングセミナー

11月21日㈬ 午後1時～3時45分
（午後0時30分開場） としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇年金などの各
種制度の基本的知識を学び、シニア
世代の「働き方」を考える◇55歳以上
で働く意欲のある方◇30名◇電卓持
参█申電話で当セミナー予約専用窓口
（公社）長寿社会文化協会☎5843‐
7665へ※先着順。
█問東京しごとセンターシニアコーナ
ー☎5211‐2335

家庭教育講座

①千登世橋中学校 PTA「めゆ先生の
パワーアップヨガ教室」…11月21日
㈬ 午後2時～3時30分 当校◇幅
広い年齢層を指導してきた講師とと
もに、多感な時期の子どもと向き合

か ら だ

うために必要な心と身体の健康をヨ
ガを通して体感する。講師…ヨガ安
全指導員／鈴木めゆ氏◇子どもの保
護者◇50名◇動きやすい服装、飲み
物、ヨガマットか大判のバスタオル
持参。
②要小学校 PTA「変化する心と身体
子どもの思春期に寄り添う親の心得」
…11月24日㈯ 午前10時～正午 当
校◇小学校高学年～中学生の心と身
体の変化、成長期に寄り添う親の心
得・関わり方を学ぶ。講師…（一社）
日本思春期学会名誉会員／村瀬幸浩

氏◇子どもの保護者◇80名◇室内履
き、筆記用具持参。
③巣鴨小学校 PTA「子育てハッピー
マネー教室『やりくり術の基本と教
育資金の貯め方』」…12月1日㈯ 午
前10時30分～正午 当校◇お金がか
かる子育て世代に向けて、テレビや
雑誌で著名なFPが「やりくりの極意
と教育資金準備」を伝授。講師…フ
ァイナンシャル・プランナー／安田
まゆみ氏◇子どもの保護者◇200名
◇室内履き、下足袋、筆記用具持参。
█申いずれも電話かファクスかEメー
ルで①は11月5日まで、②は11月20
日まで、③は11月12日までに「庶務
課庶務グループ☎3981‐1141、█FAX
3980‐5163、█EMA0024004@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

武蔵野調理師専門学校
食育教室2018

11月23日㈷ 午前10時～午後1時
30分 当校（南池袋3‐12‐5）◇食
育講習会「味について」と調理実習
「親子でクッキング！」◇小学1～3
年生の子どもと保護者◇40組80名◇
1組800円※子ども1名追加300円◇
筆記用具、エプロン持参。
█申ファクスかＥメール（4面記入例
参照。子どもの氏名〈ふりがな〉、年
齢、性別も記入）で「当校█FAX3982‐
6170、█EM imaizumi-y@musashino-
chouri.ac.jp」へ※先着順。

みらい館大明

①子ども映画プロジェクト冬の特別
編（全2回）…11月23日㈷・24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・編集を行ないショー
トムービーを完成させる◇小学生～
高校生◇10名◇1，000円
②大明・内子町（愛媛県）協働企画
「内子ねき教室」…11月29日㈭ 午後
6～8時◇内子町の名産棚田米とど
ぶろく酒を試飲・試食付きで紹介。
講師…内子GT協会会長／山本忠志
氏◇20名◇1，500円
③「今注目！鹿児島の観光と文化」…
12月8日㈯ 午後2時～3時30分◇
テレビでも話題の西郷隆盛の育った
鹿児島の観光と文化を元かごしま親
善大使／上水流花鈴氏が案内。かご

しまのお茶とお菓子を楽しむ◇25名
◇1，000円
█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。

ああそうなんだ倶楽部
「後楽園の紅葉と神楽坂界隈の
江戸寺社めぐりを楽しむ」

11月24日㈯ 午後1～4時 東京
メトロ有楽町線飯田橋駅Ｂ2ａ出口
前集合。当駅付近解散◇約4．8㎞。
講師…当倶楽部メンバー◇30名◇
500円
█申電話かファクスかＥメールで11月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

若者支援事業
「着物初心者もこれで着付けが
できる 和装男子完成！」

11月25日㈰ 午後2～4時 みら
た て

い館大明ブックカフェ◇殺陣の実演
あり。講師…宝生流シテ方能楽師／
高橋 亘氏、舞台役者兼演出家／松
田遊也氏◇10名◇500円◇着物・浴
衣持参。先着2名までレンタル可※
別途1，000円。
█申電話かＥメールで「当館☎080‐
4796‐3693（平日午後4～8時、土
・日曜日、祝日午後1～6時）、█EMta
imei.bookcafe@gmail.com」へ※
先着順。

Ane ママグループ TOMATO
「ママの自分時間を楽しもう。
Xmas リース作り講座」

11月27日㈫ 午前10時～11時30分
男女平等推進センター◇プリザーブ
ドの苔や木の実を使った手作りのリ
ースづくり。講師…ＦＥＪ認定フラ
ワーアレンジメント講師／木村冴子
氏◇20名◇1，500円（材料費込・要事
前振込）█保6か月以上～未就学児。
要予約。別途1名あたり500円█申Ｅ
メール（4面記入例参照。保育希望
の方は子どもの氏名と月齢も記入）
で11月13日までに当グループ█EMane
mama. tomato@gmail.com へ※
先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

12月1日㈯・2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）、区役所本庁舎5階一部会議室、南側地区広場（1日のみ）█申当日直接会場へ。
●1日…障害福祉関係団体などによる模擬店、バザー、体験・遊
びのひろば、相談コーナーほか
█問障害福祉課管理・政策推進グループ☎3981‐1766、社会福祉協
議会豊島ボランティアセンター☎3984‐9375
●2日…①第33回健康展「生活改善！～気をつけよう 塩分 糖分
脂肪分」 としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）◇各種測
定体験やくすり・医療福祉相談ほか（受付は2時30分まで）。
█問国民健康保険課管理グループ☎3981‐1923
②聴力測定・相談と口腔衛生コーナー 区役所本庁舎5階会議室
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203
③講演会「バランス食で健康維持を!!」 午後2～4時（午後1時30分開場） 区役所本
庁舎5階507～508会議室◇講師…二葉栄養専門学校校長／小川 万紀子氏◇60名
█申電話でがん対策・健康計画グループ☎3987‐4243へ要予約※先着順。

11月3日㈷～4日㈰ 午後1時～4時30分（4日は午前10
時から） としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）◇（仮
称）マンガの聖地としまミュージアムのＰＲ、マンガ・アニ
メ関連のトークショー、マンガ家
体験教室やスタンプラリーほか。
マンガジャパン所属のマンガ家に
よる似顔絵コーナー（有料）もあり。
詳細は区ホームページ参照█申当日
直接会場へ。

11月4日㈰ 午前11時～午後3時 南長崎花咲公園など◇
昭和レトログッズや駄菓子の展示、昭和の遊びを楽しめるゲ
ームコーナーなど。マンガ家の赤塚 不二夫が暮らしたアパ
ート紫雲荘の特別公開もあり█申当日直接会場へ。

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。

お酒を楽しむためにも、不適切な飲酒や健康への影響について理解を深
め、アルコール健康障害を予防し、事件や事故の防止に努めましょう。
◇アルコール依存症について…意思や性格に関係なく習慣的に多量飲酒し
ていると誰でも、飲みすぎによる意識の消失、病気や失敗（欠勤、遅刻や
けがなど）を繰り返すアルコール依存症になる可能性があります。飲酒を
コントロールできなくなる病気のため、専門医の治療が必要となります。
◇アルコール健康障害とは…アルコール依存症のほか、多量飲酒、未成年
者の飲酒、妊婦の飲酒など、不適切な飲酒の影響による心身の健康障害の
ことです。
�主な症状…急性アルコール中毒・アルコールの飲みすぎによる肝臓病や、
すい臓病・過度の飲酒による認知症・不適切な飲酒による循環器疾患、メ
タボリックシンドローム、がん、歯科疾患など。
◇豊島区の飲酒の現状（平成29年実施「豊島区健康に関する意識調査」より）
�飲酒の程度…「ほとんど飲んでいない」が42．8％で最も多く、飲む人では
「ほとんど毎日飲んでいる人の割合」が19．6％で最も多くなっています。毎

日飲酒をする人は男性ではすべての年代で減少傾向に
あり、世代別でみると60歳代が4割を占めています。
また、女性で毎日飲酒をする人は、全体では12．4％と
ほぼ横ばいですが、70歳代を除くすべての年代でやや
増加傾向が見られます。
◇適正な飲酒を心がけましょう…厚生労働省では「節
度ある適度な飲酒量」を1日のアルコール摂取量を20
ｇとしています。男性はアルコールを40ｇ以上、女性
はアルコール20ｇ以上を1日に摂取すると生活習慣病のリスクが高まると
され、60ｇを超えるアルコールの摂取は、様々な社会問題を引き起こし、
アルコール依存症にもつながるとされています。
◇アルコール20ｇの目安…日本酒1合、ビール500㎖、7％の酎ハイ350㎖、
25％の焼酎100㎖、ワイン200㎖、ウイスキーダブル60㎖
█問健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174、長崎健康相談所保健指導グ
ループ☎3957‐1191

第30回 ふ く し 健 康 ま つ り としまマンガ・アニメフェスタ 11月10～16日はアルコール関連問題啓発週間です
█問マンガ・アニメグループ☎4566‐2758

●トキワ荘大学文化祭

●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
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休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

転倒予防教室～測定付講座～

11月29日㈭ 午後1時30分～3時
高田介護予防センター◇講師…理学
療法士◇区内在住の65歳以上で転倒
の心配がある方◇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。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座

12月8日㈯ 午後1時～4時30分
上池袋コミュニティセンター◇外国
人へのおもてなしの心と異文化コミ
ュニケーションを学ぶ。詳細は区ホ
ームページ参照◇都内在住、在勤、
在学の15歳以上（中学生を除く）で、
英語中級（TOEIC500点以上程度）の
語学力の方◇60名█保6か月以上未就
学児。定員あり█申往復はがき（右部
記入例参照。保育希望の場合は子ど
もの年齢・人数も記入）で11月13日
（必着）までに文化観光課「外国人お
もてなし語学ボランティア育成講座
係」へ※応募者多数の場合は抽選。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

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。
●大正大学
①「仏教の基本的な教え―初期仏教
と大乗仏教の教えに基づく人生観―」
…11月24日㈯ 午前10時30分～正午
◇講師…当大学学長／大塚伸夫氏
②「地域の生活文化の中での社会子
育て―東アジア3か国の子育て環境
―」…11月24日㈯ 午後1時～2時
30分◇講師…当大学人間学部社会福
祉学科教授／金 潔氏
いずれも当大学5号館3階531教室

（西巣鴨3‐20‐1）◇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、█EMA00146
06@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

朝日新聞スポーツ
「チャレンジＡ2018」

11月25日㈰ 午後1時30分～4時
30分（午後0時30分開場） 立教学院
池袋キャンパス（西池袋3‐34‐1）
◇一流アスリートによるトークの後、
ラグビー、水泳、バドミントン、新体
操、空手、バスケットボール、ブラ
インドサッカー、テニスの体験教室
◇小学3年生～中学3年生と保護者
◇400組█申11月11日までに当新聞社フ
ォーラム事務局オフィシャルサイト
█HP http://asahi.com/sports-c/か
ら申込み※応募者多数の場合は抽選。
█問当事務局☎6278‐7670

ヨガ無料体験会

12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）◇正規講習の受講経
験がない方の参加は1名1回まで。
正規講習は平成31年1月より再開◇
16歳以上◇各回15名◇当日は空腹の
状態かつ運動の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。

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。

児童指導補助（臨時職員）※登録制

◇小学生の遊びの指導と学童保育の
補助。欠員状況により条件に合う方
から紹介█申履歴書、登録用紙（区ホ
ームページからダウンロード可。写

真貼付）を放課後対策課管理グルー
プへ直接本人が持参※要事前連絡。
�学童指導員（非常勤）も募集中…詳
細は問い合わせてください。
█問当グループ☎4566‐2786

池袋スポーツセンター

11月12日㈪～16日㈮◇水の入替え
や館内清掃、トレーニング機器など
の点検整備のため。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

東部子ども家庭支援センター

11月22日㈭～25日㈰◇改修工事の
ため※電話での予約や相談は通常通
り受付。
█問当センター☎5980‐5275

地域福祉サポーター募集

身近な地域で不安や悩みを抱えた
人への気づきや声かけを行ない、関
係機関につなげたり、地域づくりの
一役を担う「地域福祉サポーター」を
募集◇応募資格…区内在住、在学、
在勤の18歳以上の方（高校生不可）。
難病や障がいのある方も応募可※研
修あり◇説明会…11月20日㈫ 午後
2～3時 区役所東池袋分庁舎
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

●豊島都税事務所
「11月は個人事業税第2期分の納期
です」
11月30日㈮までに、お手元の納付
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、省エネ促進税制に
かかる減免の申請も受付中です。詳
細は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●ハローワーク池袋
「労働保険の加入はお済みですか。11
月は労働保険適用促進強化期間です」
雇用形態を問わず、一人でも労働
者を雇用している事業主は労働保険
への加入義務があります。労働者が
失業した時の失業給付、労働災害に
あった時の労災給付などを行ないま
す。
█問ハローワーク池袋雇用保険適用課
☎3988‐6662、池袋労働基準監督署
労災課☎3971‐1259
●豊島消防署、池袋消防署
「平成30年秋の火災予防運動」
11月9～15日は火災予防運動です。
①「防火のつどい」…11月14日㈬ 午
後1時30分～3時30分（第2部は午後
2時40分頃開始予定） 南大塚地域
文化創造館◇第1部／火災予防業務
協力者表彰式、第2部／防火演奏会
（東京音楽大学学生によるトロンボ
ーン八重奏）
②「火災予防業務協力者等に対する
表彰式」…11月9日㈮ 午後2～3時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）
█申いずれも当日直接会場へ。
█問①豊島消防署☎3985‐0119、②池
袋消防署☎3988‐0119

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、地方法人課税の一部国税化や地方消費税の
清算基準の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正等により、特別区の貴重な税源は奪わ
れています。こうした不合理な税制改正等による特別区全体の影響額は現時点で1，300億円超、
消費税率10％段階では2，000億円に迫ります。
地方税を国税化し再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したも
のです。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差は、国の責任で地方交付税財源の法定
率を引き上げ、調整するべきです。
特別区は、持続的な都市の発展のために取り組むべき課題が山積しています。また、地方交
付税交付金の不交付団体であるため、経済危機や大規模災害により地方税等が大幅に減収する
場合も自らの財源で積立てた基金の活用等により対応する必要があります。今必要なことは、
全国各地域が自らの責任で必要な住民サービスを提供し、自治体間の積極的な交流や協働事業
により共存共栄する良好な関係を構築することであり、税源の奪い合いで自治体間の不要な対
立を生む制度は認められません。
このことから、特別区は国に対し、地方自治の根幹を揺るがす税制改正に反論し、需要に見
合う地方財源の拡充に取り組むよう主張してまいります。ご理解をお願いいたします。詳細は
特別区長会ホームページ█HPhttp ://www.tokyo23city-kuchokai.jp/katsudo/shucho.html
の「不合理な税制改正等に対する特別区の主張（平成30年度版）」をご覧ください。

█問財政課☎4566‐2521

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。

�社交ダンス「千川ダンスサーク
ル」 毎週火曜日 午後5時30分
～7時 千川区民集会室◇60～80
代◇入会金2，000円、月額4，000円
█問飯塚☎5980‐9103

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）不合理な税制改正等に対する特別区の主張

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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