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「東アジア文化都市」
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パブリックコメントパブリックコメント くらし等くらし等

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

健  康健  康

環境・清掃環境・清掃

募  集募  集

「池袋副都心交通戦略～池袋の
交通のあり方を考える～更新版
（案）」について

「歩行者優先の都市への変換」を目
指す計画について、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…計画案の全文は平
成31年1月20日まで、都市計画課、
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〒・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1月20日（消印有効）までに「都市
計画課交通政策グループ█FAX3980‐
5135、█EMA0022603@city.toshima.l
g.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☎4566‐2635

「豊島区街づくり推進条例の一
部を改正する条例」および「豊島
区池袋駅周辺まちづくり推進基
金条例」について

各条例について、パブリックコメン
ト（意見公募手続）制度に基づき、区
民の皆さんにご意見をお聴きしました。
●閲覧できます…各条例の全文とお
寄せいただいたご意見および区の考
え方は、平成31年1月21日まで、都
市計画課、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。
█問当課事業調整グループ☎4566‐2634

都内勤務の調理師の方へ

「調理師業務従事者届出」は調理師
法により、2年ごとの届出が義務付け
られています。都内で調理業務に従
事している方は、都内保健所で届出
用紙を受取り、12月31日現在の調理
業務従事状況を平成31年1月15日㈫
までに各届出先に郵送してください。
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

池袋保健所移転に関する
住民説明会

平成31年1月15日㈫ 午後6時30
分～7時30分 としまセンタースク
エア（区役所本庁舎1階）◇仮移転先
の施設計画など█申当日直接会場へ。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

ケアプラン（生活援助中心型）の
届出へのご協力について

10月から厚生労働省が告示で定め
る回数以上の訪問介護（生活援助中
心型）をケアプランに位置付けた場
合は、ケアマネジャーがケアプラン
を区に届け出ることが義務化されま
した。ケアマネジャーから案内があ
った場合は、ご協力をお願いします。
█問高齢者福祉課基幹型センターグル
ープ☎4566‐2431

低所得者向けに家賃軽減を実施
する区内グループホームへ補助
事業を実施します

◇対象…本事業を活用し、家賃軽減

を行なうグループホームの入居者、
または入居予定で次の要件をすべて
満たす方。①豊島区の被保険者で生
活保護を受給していない、②世帯全
員が住民税非課税である、③預貯金
などが1，000万円以下である、④給付
制限を受けていない。軽減を申し出
ている事業者は区ホームページ参照。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

千代田区立神田一橋中学校
「通信教育課程」生徒募集

◇都内在住か在勤で、次のすべてに
該当する方。①昭和21年3月31日以
前の尋常小学校卒業者および国民学
校初等科修了者、②高等学校の入学
資格がない方◇40名█申出願書類を平
成31年1月25日（消印有効）までに当
校（千代田区一ツ橋2‐6‐14）へ郵
送か持参。
█問当校☎3265‐5961

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」について

平成31年1月10日㈭・21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。

脳トレウォーキング
＠高田（全8回）

平成31年1月21・28日、2月4・
18・25日、3月4・18・25日 月曜
日 午後1時30分～3時 高田介護
予防センター◇ウォーキングを習慣
化し認知機能の低下を遅らせること
を目指すプログラムです。方法を学
び、実際に体験可◇区内在住の65歳
以上の方◇20名
█問電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

「食彩いきいきサロン」で
栄養バランスの取れたご
飯を食べませんか？
（全6回）

①平成31年1月24日～3月14日 木
曜日 午前11時30分～午後0時30分
女子栄養大学「松柏軒」（駒込3丁目）

◇栄養士によるミニ栄養講座あり◇
30名、②1月29日～3月12日 火曜
日 午前11時～午後1時 食堂「ル
ボン トラバーユ」（東池袋1丁目）◇
簡単体操や歌などのレクリエーショ
ンあり◇20名◇区内在住の65歳以上
の方◇2，700円█申いずれもはがき（3
面記入例参照。希望会場も記入）で
1月8日（必着）までに介護予防・認
知症対策グループへ※応募者多数の
場合は抽選（両会場への重複申込み
不可）。
█問当グループ☎4566‐2434

羽田空港の機能強化についての
説明会

①平成31年1月8日㈫ 午後3～7
時 としまセンタースクエア（区役
所本庁舎1階）、②1月26日㈯ 午
後1～5時 南長崎第四区民集会室
◇国は、2020年までの羽田空港の国
際線増便に向けた飛行経路の見直し
（新飛行経路は、豊島区上空を南風
好天時の午後3～7時のうち3時間
程度通過予定）などによる機能強化
に取り組んでいます。パネルやパン
フレットなどを自由にご覧いただき
ながら説明します█申当日直接会場へ。
█問国土交通省☎0570‐001‐160、公
害対策グループ☎3981‐2405

豊島区外国語ボランティアを
募集しています

◇募集言語…各言語◇登録要件…原
則区内（近隣区も可）在住、在勤、在
学で、外国語が堪能な、平日日中に
連絡の取れる方。詳細は区ホームペ
ージをご覧ください。
█問観光交流グループ☎3981‐1316

●第1部…「わ
たしらしく、ス
テージアップ」
がテーマの、ビ
ジネスの考え方
と秘訣を伺うト
ークセッション。
●第2部…女性
起業家同士の交流・マッチングの場として講師の方々を交えた懇親会。
◇起業に関心がある女性、女性起業家・経営者（個人・法人不問）◇60名
◇1，000円（第2部参加の方のみ）█保6か月～未就学児。10名程度。要予約。
█申電話かファクスか Eメール（3面記入例参照。メールアドレス、起
業状況、業種、第2部懇親会への参加有無、一時保育の希望有無〈子
どもの名前、月齢も〉も記入）で1月11日までに「商工グループ☎4566
‐2742、█FAX5992‐7088、█EMA0029099@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

監査委員（識見を有する者）の任
期満了に伴い、区議会の同意を得
て、鈴木善和（すずきよしかず）氏
が、12月17日付で選任されました。
【経歴】…昭和62年4月弁護士登録。
現在、プラタ
ナス法律事務
所所属、豊島
区人権擁護委
員。元豊島区
行政不服審査
委員。

還付金詐欺の電話にご注意を！！
区役所職員などを装って医療費を還付しますという詐欺
の電話が急増しています。保険料や医療費の還付金をＡＴ
Ｍで返還することは絶対にありません。
不審な電話があった時は警察に連絡してください。
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サクラーヌ biz 応援プロジェクト
豊島区・北区・荒川区女性起業家交流会2019
サクラーヌ biz 応援プロジェクト
豊島区・北区・荒川区女性起業家交流会2019
平成31年1月19日㈯ 午後1～4時 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）平成31年1月19日㈯ 午後1～4時 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

㈱茶禅代表取締役
／竹田理絵氏

㈱べジリンク代表
取締役／塚田祥世
氏
Photo：西野正将

㈱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

監査委員（識見を有す
る者）が決まりました

●「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。



https://www.toshima-mirai.or.jp
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区民ひろば

講演・講習講演・講習

職員採用
『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

平成31年1月5日㈯ 午後2時～2
時30分 雑司が谷旧宣教師館◇小川
未明「つばきの下のすみれ」、宇野浩
二「福の神の正体」█申当日直接当館へ。
█問当館☎3985‐4081

2019わたしの好きなとしま
フォトカレンダー配布

平成31年1月8日㈫から※平日の
み 午前9時～午後5時 区役所本
庁舎7階文化デザイン課◇数に限り
あり※先着順。区ホームページから
ダウンロードも可。
█問当課施策調整グループ☎3981‐1476

「かるた大会」のご案内

中央図書館…平成31年1月6日㈰
午後2時から、駒込図書館…1月12
日㈯ 午後2時30分から、巣鴨図書
館…1月9日㈬ 午後3時30分から、
上池袋図書館…1月12日㈯ 午後1
時30分から、池袋図書館…1月12日
㈯ 午後2時30分から、目白図書館
…1月12日㈯ 午後3時から、千早
図書館…1月20日㈰ 午後3時30分
から◇児童█申当日直接会場へ。
█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

池袋図書館 読み聞かせ講座第
5回「おはなし会での読みきか
せ以外のプログラム」

平成31年1月16日㈬ 午前10時30
分～正午 池袋第三区民集会室◇手
遊びなどでおはなし会をより楽しく
◇絵本や読みきかせに興味のある方
◇20名█申当日先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

初夢ツアー
一富士・二鷹・三茄子と駒込

平成31年1月18日㈮、19日㈯ 午
前10時～正午 JR駒込駅北口・染井
吉野桜記念公園集合、東京メトロ南

北線本駒込駅付近解散◇地元ボラン
ティアガイドによる駒込案内◇各日
20名◇300円█申1月7日（必着）まで
に往復はがき（3面記入例参照。希
望日、参加人数、参加者氏名全員を
記入）で「〒170‐0003 駒込2‐2
‐2 駒込地域文化創造館内 とし
ま案内人駒込・巣鴨ツアー係」へ。
ホームページ█HPhttp://toshima-gu
ide.com/から申込みも可※先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

豊島みどりの会
「自然教室（冬の野鳥観察会）」

平成31年1月20日㈰ 午前9時30
分雑司ヶ谷霊園管理事務所（南池袋4
‐25‐1）前集合、午前11時30分頃現
地解散※雨天中止◇ガイド付きで雑
司ヶ谷霊園の野鳥観察◇20名◇200
円（交通費別途）◇あれば双眼鏡持参。
█申電話かファクスで1月10日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

目白庭園赤鳥庵

①和菓子で季節の花づくり～椿と雪
中花（水仙）～…平成31年1月22日㈫
午前10時～11時30分◇和菓子は講師
製作分とともに持ち帰り可◇16名◇
3，200円（申込締切1月16日。キャン
セルは2日前まで。以降はキャンセ
ル料2，000円）、②ニューイヤー親子
コンサート～童謡から紙芝居こども
オペレッタまで～…1月26日㈯ 午
前10時30分～11時30分◇60名◇0歳
～小学生500円、おとな1，000円
█申ファクスかＥメールか往復はがき
（3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@seibu-la.co.j
p 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

みらい館大明

①「お正月こどもまつり」…平成31年
1月6日㈰ 午後1～4時◇お正月
遊び。餅つき、凧作りと凧あげもあ
り◇50名（凧作り）、②「みんなで楽
しむ！お気楽手品講座」（全3回）…

1月22日、2月19日、3月19日 火
曜日 午後2時～3時30分◇講師…
手品師／宮崎 岳氏◇未経験者、初
心者の方◇10名◇1，500円
█申①凧作りは当日先着順受付。②は
電話か E メールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。当館窓口で直接申込みも
可※先着順。

「シナプソロジー（頭と体
の活性化プログラム）」
（全8回）

平成31年1月18日～3月8日 金
曜日 午前10時40分～12時10分 高
田介護予防センター◇運動習慣のな
い方でも取り組めます◇医師に運動
を禁止されていない65歳以上の区民
の方◇25名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…平成31年1月18日、
2月15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／1月24日㈭ 午
後0時45分～2時15分、ⓑパソコン
入門（全4回）／1月11日～2月1日
金曜日 午後0時45分～2時15分◇
5，500円、ⓒ初級ワードⅠ（全4回）
／1月10～31日 木曜日 午前10時
～11時30分、ⓓ初級エクセルⅠ（全
4回）／1月7～28日 月曜日 午
後0時45分～2時15分◇ⓒⓓとも
5，700円、ⓔiPad 入門Ⅰ（全4回）／
1月12日～2月2日 土曜日 午前
10時～11時30分◇5，500円、ⓕスマ
ホ写真整理（全2回）／1月12・19日
土曜日 午後3時～4時30分、ⓖデ
ジカメ写真整理（全2回）／1月26日
～2月2日 土曜日 午後3時～4
時30分◇ⓕⓖとも2，500円、ⓗ夜間
ワード講座（全8回）／1月10日～2
月28日 木曜日 午後7時～8時30
分◇14，000円※各講座ともテキスト
代を含む。
█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。

平成最後の！書評講座（全3回）

平成31年1月14日㈪、20日㈰、27
日㈰ 午後1～3時 中央図書館◇
講師…書評家／佐藤壮広氏
█申電話かファクスか E メールで「当
館企画調整グループ☎3983‐7861、
█FAX3983‐9904、█EMA0027900@city.t
oshima.lg.jp」へ。

認知症サポーター養成講座

認知症サポーターは認知症につい
て正しく理解し、認知症の方や家族
を温かく見守り、支援する応援者です。
①養成講座…平成31年1月18日㈮
午後2時～3時30分 男女平等推進
センター◇区内在住、在勤、在学の
方◇40名、②第2回スキルアップ講

座…平成31年1月23日㈬ 午後2～
4時 上池袋コミュニティセンター
◇その人らしさを大切にしたかかわ
り方を学び、認知症サポーターの活
動について考える。講師…ＮＰＯ法
人パーソン・センタード・ケアを考
える会／村田康子氏◇認知症サポー
ター養成講座を修了した方◇50名
█申電話かファクスで「介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2433、█FAX
3980‐5040」へ※先着順。

家庭教育講座

①「親子で学ぶ 犯罪からの体験型
安全教室」（池袋第三小学校 PTA）…
平成31年1月19日㈯ 午後2時～3
時30分 当校◇講師…NPO 法人体
験型安全教育支援機構理事長／清永
奈穂氏◇子どもと保護者◇30組◇動
きやすい服装、上履き、フェイスタ
オル、ランドセルまたはリュックや
カバン、防犯ブザー、筆記用具持参
█保定員あり。要予約、②家庭教育講
座「親子で学べる護身術」（椎名町小
学校 PTA）…1月19日㈯ 午後2時
30分～4時 当校◇講師…トライフ
ォース柔術アカデミーゼネラルマネ
ージャー／新明佑介氏◇親子◇40組
80名◇室内履き、飲み物、タオル、
動きやすい服装。
█申①は12月26日、②は1月10日まで
に電話かファクスかＥメールで「庶
務課庶務グループ☎3981‐1141、█FAX
3980‐5163、█EMA0024004@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

豊島区若者支援事業

①「第3回ヒューマンライブラリー」
…平成31年1月20日㈰ 午後1～5
時◇人を本に見立てて貸出し、対話
をとおして相互理解を深めるデンマ
ーク発祥の活動。講師…A-live co
nnect／ト沢彩子氏◇40名、②「コ
ミュニケーション力アップの朗読ワ
ークショップ」（全3回）…1月25日、
2月22日、3月22日 金曜日 午後
6時～8時30分◇講師…物の怪エン
ターテイメント企画「妖ー AYAKAS
HI ー」◇20～30代◇10名◇1，500円、
③第3回池袋みらい国際映画祭…1
月27日㈰ 午後1～6時◇「学校」、
「学生」を使った自主製作映画（6作
品程度）を上映※上映作品、時間な
どは問い合わせてください◇30名
（上映時間外の途中退場可）
いずれもみらい館大明ブックカフェ
█申電話か Eメールで「みらい館大明
ブックカフェ☎080‐4796‐3693（月
～木曜日午後4～8時、土・日曜日、
祝日午後1～6時）、█EMtaimei.boo
kcafe@gmail.com」へ※先着順。

出前講座
「食品表示と食品安全」

平成31年1月22日㈫ 午前10時45
分～11時45分 区民ひろば西巣鴨第
二█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前寄席 引っかかったわねー

平成31年1月23日㈬ 午後1時30
分～2時10分 区民ひろば長崎◇振

り込め詐欺の手口と対策を楽しく伝
える█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

消費生活講座
プロから学ぶ生前整理のコツ

平成31年1月24日㈭ 午後2時～
3時30分 南大塚地域文化創造館◇
生前整理の前に、まずは「家の片づ
け」から始めてみませんか◇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

女性の健康教室 がんばるあなたへ
プチ不調を食事でサポート
～冷え・貧血・便秘など～

平成31年1月25日㈮ 午後1時～
3時30分 池袋保健所◇体組成測定、
講義、食事チェック、レシピ紹介◇
おおむね40歳未満の女性。区内在住
の方優先。在学、在勤の方も可◇15
名█保6か月以上未就学児。定員あり。

要予約。
█申電話で栄養グループ☎3987‐4361
へ※先着順。

子どもの読書に関する講習会
「絵本のお話とじゃばら絵本
ワークショップ」

平成31年2月7日㈭ 午後2～4
時（午後1時45分開場） あうるすぽ
っと◇講師…絵本作家／齋藤 槙氏
◇区内の教育・福祉施設などで子ど
もたちに読み聞かせ活動をしている
方、区内在住、在勤、在学で読み聞
かせに興味のある方◇48名◇折り紙、
色鉛筆、はさみ、筆記用具持参。
█申電話かファクスかＥメールで「中
央図書館児童グループ☎3983‐7861、
█FAX3983‐9904、█EMＡ0027900@city.t
oshima.lg.jp」へ。直接窓口申込み
も可（午前10時～午後6時）。

「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」育成講座（全5回）

平成31年2月16・23日、3月2日

土曜日 午前10時～午後3時30分
（16日は午後1時30分～5時） 南大
塚地域文化創造館◇外国人へのおも
てなしの心と道案内程度の簡単な英
会話を学ぶ。詳細は区ホームページ
参照◇全回参加できる都内在住、在
勤、在学の15歳以上（中学生を除く）
で、英語入門から初級（TOEIC500
点未満程度）の語学力の方◇36名█保
6か月以上未就学児。定員あり█申往
復はがき（3面記入例参照。保育希
望の場合は子どもの年齢・人数も記
入）で1月14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。
●東京音楽大学
ニッポンの伝統音楽～篳篥の世界～
平成31年1月12日㈯ 午後2～4
時 当大学Ａ館2階Ａ200教室（南池
袋3‐4‐5）◇講師…音楽学部音
楽学科講師／太田暁子氏（三味線）、
ゲスト／中村仁美氏（篳篥）◇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、█EMA0014606@city.toshima.
lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

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。

広聴相談専門員（非常勤職員）

区政に対する苦情・要望の受付、
区民からの一般相談受付、関係機関
への案内や連絡調整、そのほか広聴
に関する業務など◇任期…平成31年
4月1日～平成32年3月31日█申所定
の申込用紙（区ホームページからダ
ウンロード可）、履歴書、小論文を
1月11日（必着）までに区民相談コー
ナーへ郵送か持参。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

区は、12月13日㈭に文化庁と共同記者会見
を実施し、東アジア文化都市2019豊島の年間
プログラムを発表しました。東京初の開催と
なる東アジア文化都市2019豊島では、「はら
はら、どきどき、文化がいっぱい。」をコン
セプトに様々なプログラムをラインアップ。
舞台芸術、マンガ・アニメ、祭事・芸能の3
分野では、それぞれのディレクターが新規事
業を企画。さらに、年間を通じて区内各所で
開催されている事業も日中韓交流の視点を取
り入れ、オールとしまで祝祭性を創出します。
詳細は東アジア文化都市2019豊島公式ホーム
ページ█HPhttps://culturecity-toshima.comをご覧ください。
█問当実行委員会事務局☎4566‐2841

12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。

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。

◆仰高 「新年の集い」…平成31年
1月7日㈪ 午後1時30分～2時
30分◇華やかな琉球舞踊を楽しむ。
出演…﨑山陽子氏・寺本 のりみ氏
█問当ひろば☎5907‐3471
◆富士見台 「新春の集い」…1月
9日㈬ 午前10時30分～11時30分
◇東京音大生による歌、獅子舞、
おみくじなどで新年を祝う。
█問当ひろば☎3950‐6871
◆池袋 「ニューイヤーコンサー
ト」…1月9日㈬ 午後1時30分
～2時30分◇華麗な琉球舞踊で新
年をお祝いしましょう。出演…琉
球舞踊川田功子の会／﨑山陽子氏、
寺本 のりみ氏
█問当ひろば☎3982‐9658
◆清和第一 「新春の集い」…1月
12日㈯ 午後1時30分～2時30分
◇十文字中学・高等学校歌劇部に
よるショー。
█問当ひろば☎5974‐5464
◆南池袋 「新春の集い」…1月12
日㈯ 午後1時30分～3時◇琴・
尺八と獅子舞の世界、おしるこコ
ーナー。出演…水鼓の会
█問当ひろば☎3984‐5896
◆要 「ニューイヤーコンサート」
…1月12日㈯ 午後2～3時◇大
井スィングバンドによるジャズの
演奏とトークを楽しむ。
█問当ひろば☎3972‐6338
◆さくら第一 「新年の集い」…1
月16日㈬ 午後1時30分～2時30
分◇ふれあいお笑いライブ。
█問当ひろば☎3950‐8676

◆高南第二 「影絵原画展」…1月
16日㈬～26日㈯ 午前9時～午後
5時◇名作童話や童謡の影絵原画
を展示。影絵制作…宮崎紀玖雄氏
█問当ひろば☎3987‐6600
◆長崎 「新春作品展」…1月17日
㈭ 午前10時～午後4時、1月18
日㈮ 午前10時～午後3時◇サー
クル団体作品や個人作品の展示発
表、パン販売（午前11時から）、喫
茶コーナーあり。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆西池袋 「新春作品展・新春舞
台発表」…1月19日㈯ 午前10時
～午後3時◇サークルと個人の作
品展示とサークルの舞台発表。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆椎名町 「新春の集い」…1月19
日㈯ 午後1時30分～3時◇日本
舞踊…七々扇恵里那氏、サークル
発表…スィトピーの会、いきいき
ひまわり、元気！ながさきの会、
リズム体操椎名町。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆上池袋 「家族でリトミック」…
1月20日㈰ 午前11時～11時45分
◇親子でリズムに合わせて楽しみ
ましょう。講師…下平麻紀氏
◇1歳以上の就学前の子どもと保
護者◇20組
█申電話で当ひろば☎3576‐6916へ。
窓口申込みも可※先着順。

█申いずれも（上池袋を除く）当日直
接会場へ。

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。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

平成31年1月12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◇区民の皆さんに、清掃工場への理解を
深めていただくための、個人見学会を実施します◇50名 █申1月10日午後3時までに、電話で当工場☎3910‐5300へ※先着順。

█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆小学生向けカラダとココロを育
むプログラム 演劇＆ダンス発表
会…12月23日㈷ 午後2時開演
としまセンタースクエア（区役所
本庁舎1階）◇皆で遊ぶお楽しみ
タイムあり◇0歳から入場可。
◆区民参加によるアートステージ
SING！みんなのクリスマス…12
月24日（振休） 午後2時開演 と
しまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇区民とゲストによる
クリスマスソング満載のコンサー
ト◇0歳から入場可
█申いずれも当日直接会場へ。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●新春合同発表会 2019…平成31
年1月12日㈯ 午後1時30分開演
南大塚ホール◇出演…待夢琴友会
（大正琴）、気功・太極拳ファンソ
ン会（自然気功・太極拳）、ナ・レイ
・オ アロハ（フラダンス）、文化カ
レッジ「日本歌曲とイタリア歌曲
を歌う！」受講生（合唱）、ウイン

バ ン ビ

ドアンサンブル BANdBE（吹奏楽）
█申当日直接会場へ。
●千早 まち歩きガイド体験「も
っと知りたい旧長崎町」…2月10
・17日 日曜日 午後1時30分～
3時30分◇20名※先着順◇300円
※当日集金█申往復はがき（3面記
入例参照）で当館へ郵送。
●雑司が谷案内処 ①案内処お年
玉企画…1月1日㈷ 午前10時30
分開始◇200名※先着順、②新春
コンサート2019 琴・尺八による
初春の調べ…1月13日㈰ 午前11
時・正午・午後1時開演（各回30

分）◇各回20名█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【113】新春を祝う和菓
子講座…1月24・31日 木曜日
午後7～9時◇16名◇1，600円◇
1月7日（必着）
●巣鴨 ②【214】すがも文学講座テ
ーマで読みとく文学～異界と現実
～…2月8日～3月1日 金曜日
午前10時～正午◇20名◇2，200円
◇1月15日（必着）、③【215】中国文
化講座 C-POP で中国語体験…2
月16日㈯ 午後1時30分～3時30
分◇20名◇500円◇1月30日（必着）
●雑司が谷 ④【311】豊島区の「江
戸東京野菜」と種子屋…2月5日
㈫ 午後2～4時◇24名◇200円
◇1月21日（必着）、⑤【312】体験！
大人のためのメディア・リテラシ
ー…2月7・14日 木曜日 午後
7～9時◇24名◇1，000円◇スマ
ートフォン、携帯電話をお持ちの
方は持参◇1月22日（必着）、⑥
【313】脳トレ手芸体験講座…2月
21日～3月21日 木曜日 午後2
～4時◇18名◇6，300円◇1月31
日（必着）
いずれも◇区内在住、在勤、在学
の18歳以上、【311】は18歳以上█申
往復はがき（上部記入例参照。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、巣鴨☎3576
‐2637、南大塚☎3946‐4301、雑
司が谷☎3590‐1253、千早☎3974
‐1335、雑司が谷案内処☎6912‐
5026

11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）

8日 0．07 0．06 0．06
20日 0．07 0．08 0．06
※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。

東アジア文化都市2019豊島
年間プログラムを発表しました

保険料の納め忘れはありませんか？
平成31年1月4日が納期限です

豊島清掃工場
個人見学会のお知らせ
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職員採用

官公署だより

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。

国民年金相談員（非常勤職員）

国民年金の窓口業務、書類整理※
パソコン操作あり◇任期…平成31年
4月1日～平成32年3月31日█申所定
の申込書（写真貼付）と自己申告書
（高齢者医療年金課で配布。区ホー
ムページからダウンロードも可）を
1月7～21日（必着）までに当課国民
年金グループへ郵送。
█問当グループ☎3981‐1954

用地専門員（非常勤職員）

土地評価業務、公有財産の管理な
どの事務◇土地の評価の実務経験が
ある方◇任期…平成31年4月1日～

平成32年3月31日█申申込書、自己申
告書、宅地建物取引士など不動産に
関する国家資格の合格証書（写し）を
1月9日（必着）までに財産運用課窓
口へ本人が簡易書留で郵送か持参。
█問当課用地グループ☎3981‐4571

子育て支援課（非常勤職員）

①子ども家庭支援ワーカー、②子ど
も家庭支援専門ワーカー、③子ども
家庭支援ワーカー（心理職）、④子育
てアドバイザー（児童手当アドバイ
ザー）、⑤ひとり親・女性相談員、
⑥ファミリー・サポート・センター
事務局アドバイザー、⑦児童虐待対
応協力員。業務内容など詳細は問い
合わせてください◇任期…平成31年
4月1日～平成32年3月31日█申申込
書（写真貼付）、自己申告書、論文
（いずれも当課で配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）を1月

24日（必着）までに当課窓口へ郵送か
持参。
█問当課庶務・事業グループ☎4566‐2478

子どもスキップスタッフ

①スクール・スキップサポーター、
②学童指導員、③社会教育指導員、
④児童指導補助。①～③は非常勤職
員、④は臨時職員█申応募書類（放課
後対策課で配布。区ホームページか
らダウンロードも可）を当課管理グ
ループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2786

教育センタースクールソーシャ
ルワーカー（非常勤職員）

問題を抱える児童・生徒が置かれ
た環境への働きかけ、関係機関との
ネットワークの構築・連絡調整など
◇任期…平成31年4月1日～平成32
年3月31日█申履歴書（写真貼付）、申

込書（区ホームページからダウンロー
ド）、資格証明書類（写し）を1月11日
午後5時（必着）までに当センター庶
務グループへ簡易書留で郵送か持参。
█問当グループ☎3590‐1251

●豊島都税事務所
「1月は固定資産税（償却資産）の申
告月です（23区内）」
固定資産税は、土地や家屋のほか、
償却資産（機械や備品などの事業用
資産）をお持ちの方にも課税されま
す。平成31年1月1日現在、23区内
に償却資産をお持ちの方は、資産が
所在する区にある都税事務所に申告
してください。期限は平成31年1月
31日㈭です※償却資産の申告には電
子申告（eLTAX）も利用できます。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

※1 1月1・2日も利用申込みの受付をしています。☎5396‐2873
※2 12月25日は電話問合せのみ受け付けます。
※3 駒込駅北・西巣鴨駅・巣鴨駅北・巣鴨駅南・巣鴨駅第三・目白駅東・目白駅西・目

白駅北・千登世橋自転車駐車場、そのほか道路上施設は年中無休です。
●高田第二区民集会室は改修工事の終了に伴い、1月4日から利用再開します。

●都立大塚病院内「豊島（平日準夜間）こども救急」は、年末年始（12月29日～1月4日）は実施していません。
●年末年始は混み合うため、なるべく電話で確認後、受診してください。
●午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがあります。
●交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止することがあります。

※4 会議室の受付抽選は、1月10日です。
※5 地下2階の駐車場は、年末年始も利用できます。
※6 自転車駐車場は、1月1～3日の期間休場になります。
※7 1月4日は、午前9時～午後9時30分です。
※8 12月29日は、午前8時30分～午後6時です。
●山中湖秀山荘、猪苗代四季の里は休まず営業しています。
●駒込福祉作業所会議室は改修工事のため、休館中です。

施設名 年末（まで） 年始（から）
区役所（東・西区民事務所、生活福祉課、西部生活福祉課を
含む） 12月28日㈮ 1月4日㈮

区民集会室
など

池袋第三、目白第一 12月27日㈭ 1月5日㈯
上記以外の区民集会室

12月28日㈮ 1月4日㈮上池袋コミュニティセンター、帝京平成大学池
袋キャンパス内集会室

暮らしの
関係施設

南池袋斎場（※1） 12月31日㈪ 1月3日㈭
ふるさと千川館 12月30日㈰ 1月2日㈬
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）、としま南池
袋ミーティングルーム、区民ひろば（区民ひろ
ば集会室含む）

12月28日㈮ 1月4日㈮

豊島リサイクルセンター（※2） 12月25日㈫ 1月5日㈯
豊島清掃事務所 12月30日㈰ 1月4日㈮
男女平等推進センター（エポック10） 12月27日㈭ 1月5日㈯
自転車保管所 12月28日㈮ 1月4日㈮自転車駐車場（※3） 12月31日㈪

保健・福祉
・教育施設

高齢者総合相談センター（地域包括支援センタ
ー）、心身障害者福祉センター、福祉作業所、
生活実習所、東・西障害支援センター、池袋保
健所、長崎健康相談所、中高生センター、子ど
もスキップ、東・西子ども家庭支援センター、
区立保育園、教育センター、豊島健康診査セン
ター、豊島区民社会福祉協議会、東京広域勤労
者サービスセンター

12月28日㈮ 1月4日㈮

施設名 年末（まで） 年始（から）

文化施設

図書館 12月27日㈭ 1月5日㈯
熊谷守一美術館 12月23日㈰ 1月8日㈫
郷土資料館、鈴木信太郎記念館 12月27日㈭ 1月5日㈯
あうるすぽっと（舞台芸術交流センター）（※4）12月25日㈫ 1月4日㈮
ぞうしがや こどもステーション 12月16日㈰ 1月13日㈰
地域文化創造館（千早地域文化創造館多目的ホ
ール含む） 12月28日㈮ 1月4日㈮

みらい館大明 12月27日㈭ 1月5日㈯

体育施設

豊島体育館、三芳グランド 12月27日㈭

1月4日㈮
総合体育場、西巣鴨体育場、荒川野球場、巣鴨
体育館、雑司が谷体育館（※5）、南長崎スポー
ツセンター（多目的広場を含む）（※6・7）

12月28日㈮

池袋スポーツセンター（※8） 12月29日㈯

観光・公園
施設

雑司が谷旧宣教師館 12月27日㈭ 1月5日㈯
雑司が谷案内処 12月24日㈪ 1月1日㈷
豊島区観光情報センター、トキワ荘通りお休み
処、池袋の森、目白の森、目白庭園、南池袋公園 12月28日㈮ 1月4日㈮

土木事務所 公園管理事務所、道路工事事務所 12月28日㈮ 1月4日㈮
まちづくり
センター 染井、上池袋第一・第二、東池袋 12月27日㈭ 1月5日㈯

そのほか
開放施設 地域活動交流センター 12月28日㈮ 1月4日㈮

診療機関 診療日 受付時間 所在地 電話番号

内
科
・
小
児
科

休日
診療
所

池袋休日診療所 12月29日㈯～
1月4日㈮

午前9時～正午
午後1時～9時30分

東池袋1‐20‐9
池袋保健所6階 3982‐0198

長崎休日診療所 12月29日㈯～
1月4日㈮

午前9時～正午
午後1時～4時30分 長崎2‐27‐18 3階 3959‐3385

在宅
当番
医

伊藤内科小児科医院 12月31日㈪ 必ず事前電話で受診
午前9時～
午後4時30分
※1月3日のみ、
午後5時30分まで

北大塚2‐17‐12 3981‐4074
くにやクリニック 1月1日㈷ 南大塚2‐37‐11‐101 5319‐0873
おおこし医院 1月2日㈬ 東池袋2‐26‐4 3971‐3012

及川醫院 1月3日㈭ 巣鴨1‐26‐7
佐藤ビル2階 3945‐9270

歯
科 池袋歯科休日応急診療所 12月29日㈯～

1月4日㈮

午前9時～
午後4時30分
※要電話予約。

東池袋1‐20‐9
池袋保健所6階
あぜりあ歯科診療所内

5985‐5577

薬
局 池袋あうる薬局 12月29日㈯～

1月4日㈮
午前9時～
午後9時30分

東池袋1‐20‐9
池袋保健所1階 3984‐7540

東京都保健医療情報センター
●医療機関案内サービス「ひまわり」（音声案内・24時間受付）
☎5272‐0303 █HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/
●聴覚障害者の方など専用ファクシミリ案内（24時間受付）
█FAX5285‐8080
●外国語での医療情報サービス（毎日 午前9時～午後8時）
（英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語による案内）
☎5285‐8181
東京消防庁
●救急相談センター（24時間受付）☎＃7119または☎3212‐2323
●インターネットによる救急病院案内█HPhttp://www.tfd.met
ro.tokyo.jp/kb/index.htm
東京都
●小児救急相談（平日…午後6～11時、土・日曜日、祝日、年
末年始…午前9時～午後11時）☎＃8000または☎5285‐8898
●豊島消防署☎3985‐0119 ●池袋消防署☎3988‐0119

年末年始 暮らしのガイド年末年始 暮らしのガイド █問総務課総務グループ☎3981‐4451

施設などの開設状況

年末年始の休日診療等ご案内年末年始の休日診療等ご案内 █問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

年末年始の休日診療 受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。 医療機関案内

4 広報としま情報版 平成30年（2018年）12月21日号 No.1813 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1


	1813_01
	1813_02-03
	1813_04




ファイル無害化サービス 


 


ファイルは、無害化処理により削除されました。





