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パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

子育て・教育子育て・教育

実施園名 電話番号
（2／28まで）

一時保育専用
電話番号

（3／1から）
駒込第一保育園 3917‐0644 3917‐0647
巣鴨第一保育園
（新規） ― 3910‐8902

東池袋第二保育園 3988‐3570 3988‐3580
池袋第二保育園 3987‐4648 3987‐4001
池袋第五保育園 3987‐4653 3987‐4656
目白第二保育園 3986‐6261 3986‐6265
南長崎第二保育園 3952‐4761 3952‐4100
高松第二保育園
（新規） ― 3955‐8423

福  祉福  祉

環境・清掃環境・清掃

「（仮称）豊島区公文書等の管理
に関する条例（案）」のパブリッ
クコメントの結果について

条例案について、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…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、3月21日まで、総務課、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。
█問法務・文書グループ☎4566‐2553

軽自動車・バイクなどの廃車手
続きを忘れずにしてください

軽自動車税は4月1日現在、登録
がある方に課税されます。廃棄、譲
渡、盗難などで廃車手続きをしてい
ない方は、3月29日までに廃車手続
きをしてください◇届出先…①豊島
区ナンバーの原動機付自転車（125㏄
以下）・ミニカー・小型特殊自動車
／区税務課☎4566‐2352、②軽二輪

車（125㏄超の二輪車）・二輪の小型
自動車（250㏄超の二輪車）／練馬自
動車検査登録事務所☎050‐5540‐
2032、③四輪の軽自動車（660㏄以下）
／軽自動車検査協会東京主管事務所
練馬支所☎050‐3816‐3101
█問税務課軽自動車税担当☎4566‐2352

60歳以降の任意加入制度

国民年金の強制加入期間は20～60
歳ですが、①年金額を満額に近づけ
たい方は65歳になるまで、②老齢基
礎年金の受給資格（「国民年金保険料
を納めた期間および免除・納付猶予
を受けた期間」、「厚生年金・共済年
金の加入期間」、「国民年金第3号被
保険者期間」などを合計して10年以
上）がない方は70歳になるまで任意
加入できます◇注意…申請日からの

さかのぼ

加入となり、遡って加入はできませ
ん。保険料は原則、口座振替です◇
持参するもの…年金手帳、本人確認
書類、マイナンバーが分かるもの、
口座振替の通帳、通帳届出印。②に
該当する方は婚姻期間の分かる戸籍
謄本、戸籍の附票（海外居住期間が
ある場合）、在学証明書（平成3年3
月以前に20歳以上の昼間部の学生で、
国民年金に任意加入しなかった期間
がある場合）、共済組合の加入期間
確認通知書（共済組合に加入してい

た場合）も必要。
█問国民年金グループ☎3981‐1954、
池袋年金事務所☎3988‐6011

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」

3月1日㈮・15日㈮・26日㈫ 午
前10時から 区役所本庁舎（1日は
5階509会議室、15日は8階807会議
室、26日は5階510会議室）◇当事業
の利用を希望する方◇各回20名（15
日は40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。

区立保育園一時保育の実施施設
を増やします

区内6か所の区立保育園で行なっ
ている一時保育を新たに2か所増や
します。家庭で育児をされている方
が、通院、PTA、仕事、リフレッシ
ュなど、子どもを預けて用事を済ま
せたいとき1時間単位でお預かりし、

保育します◇開始時期…4月1日◇
実施日時…月～金曜日（祝日除く）午
前9時～午後5時◇保育料…1時間
500円◇対象…区内在住の満1歳以
上から未就学児で、集団保育が可能
で、認可保育所、認定こども園（1
号認定を除く）、地域型保育事業、
認証保育所、臨時保育所に在園して
いない子ども◇定員…原則各園1日
1名◇登録…希望する園に事前に電
話連絡のうえ、親子で来園し申込み
◇予約…3月1日から希望する園に
電話か来園し申込み※登録・予約の
受付時間は午前10時～午後4時
█問公立運営グループ☎3981‐2028

登録手話通訳者 認定試験

3月17日㈰ 午前10時から 心身
障害者福祉センター◇次のすべてに
該当する方。①区内在住、在勤、在
学の方、②平成11年4月1日までに
生まれた方、③平成30年度中に他区
市町村で手話通訳者の認定試験を受
験しない、④平成31年度、他区市町
村で手話通訳者の登録をしていない、
⑤手話学習歴3年以上で、区主催の
手話講習会専門コース（他自治体実
施の同等レベルの講習会も可）の修
了者か手話通訳士もしくは手話通訳
者全国統一試験合格者、⑥合格後、
研修会（通年で月4回程度開催）に出
席可能な方◇筆記、手話読み取り、
手話表現、面接█申申込書（障害福祉
課窓口で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）、長3封筒（宛名
記入、82円切手貼付）、勤務先、通
学先が分かる資料（在勤、在学の方
のみ）を3月1日午後5時（消印有効）
までに障害福祉課管理・政策推進グ
ループへ郵送か持参。
█問当グル―プ☎3981‐1766

豊島清掃工場個人見学会

3月9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◇50名
█申3月7日午後3時までに電話で当
工場☎3910‐5300へ※先着順。

区内在住、在勤、在学の障害者による公募の美術展。
自由な発想から生まれた素晴らしい作品を多数展示。
█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課管理・政策推進グループ☎3981‐1766、
█FAX3981‐4303

●「ときめき想造展」の由来
「ときめき想造展」という愛称は、第2回開催時に選ば
れたもので、「豊かな発想から独創的な作品を造り出
す」という願いが込められています。

保険料の納め忘れはありませんか？
2月28日が納期限です

２０１９年
２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。2／21
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第12回豊島区障害者美術展「ときめき想造展」第12回豊島区障害者美術展「ときめき想造展」
3月13日㈬～17日㈰ 午前9時30分～午後5時（最終日の17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）
3月13日㈬～17日㈰ 午前9時30分～午後5時（最終日の17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）

▲第11回豊島区障害者美術展
最優秀作品
「桃」
髙取大輔

▲第11回豊島区障害者美術展
区長賞作品
「十二神将珊底羅大将」
西田真己

●「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。

kohoka
長方形



くらし等くらし等

健  康健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

文化観光課の公式 Instagram
を開設しました！

区内の観光情報やイベントなどの
写真を紹介しています。皆さんが撮
影した豊島区の素敵な写真に、「#
としまめぐり」のタグをつけて、投
稿してください！タグをつけた投稿
の中から文化観光課公式Instagram
アカウントをフォローしている方の
投稿の一部を紹介します。
◇アカウント名…@city_toshima_t
ourism
█HPhttps://www.instagram.com/
city_toshima_tourism/（下記二次
元コードから読み取りも可）
◇留意事項…①個別の返信および
「いいね！」は原則行ないません、②
Instagramの利用は
無料ですが、通信料
は自己負担です。
█問観光振興グループ
☎5992‐7018

引越しの手続きはお早めに！

3～4月は窓口が大変混み合いま
す。午前中の比較的混雑していない
時間帯にお越しいただくなど、時間
に余裕をもってご来庁ください。総
合窓口課は土・日曜日も開庁してい
ますので、ぜひご利用ください。平
日は東・西区民事務所の窓口でも同
様の手続きができます。また、豊島
区からほかの区市町村へ引越しする
方（転出）は、転出届を郵送で提出し
て転出証明書を受け取ることもでき
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。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

多重債務110番を実施します

3月4日㈪・5日㈫ 午前9時30

分～午後4時 消費生活センター◇
借金でお困りの方、一人で悩まず早
めに相談してください。電話か来所
で受け付けます。東京都消費生活総
合センターと連携して実施◇区内在
住、在勤、在学の方。
█問消費生活センター（相談専用）☎
3984‐5515

ふくしのしごと
GO！DO！合同就職面接会

3月6日㈬ 午後1時30分～4時
（午後3時30分受付終了） ハローワ
ーク池袋サンシャイン庁舎会議室
（東池袋3‐1‐1）◇池袋近辺の9
施設による事業説明会の後、施設の
方と直接面談・相談ができる就職面
接相談会を開催。詳細はハローワー
ク池袋ホームページ参照█HPhttps://
jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowor
k/list/ikebukuro.html 参照◇介護
や看護など福祉の分野で働きたい方
◇応募する会社数の履歴書を持参█申
当日直接会場へ。
█問ハローワーク池袋人材確保・就職支
援コーナー（ハートフル）☎3987‐4367

インボディ測定会に
参加しよう！

3月2日㈯ 午前10時～午後4時
池袋保健所◇体内の筋肉量や脂肪量
を部位別に測定◇400名█申当日先着
順受付。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

「芸術文化劇場」
ネーミングライツパートナー募集

豊島区立芸術文化劇場は、国際ア
ート・カルチャー都市構想のシンボ

ルであり、区民に良質な芸術文化を
鑑賞する機会を提供し、区民の福祉
を増進するとともに、芸術文化が生
み出す波及効果で地域のにぎわいを
創出することを目的として、平成31
年（2019）11月に開館する予定です。
本劇場の運営にあたり、民間事業者
との協働により、本劇場を含めた

ハ レ ザ

「Hareza 池袋」の魅力を高めるとと
もに、新たな財源を確保し、もって
社会貢献の促進及び財政の健全化に
寄与することを目的として、本劇場
の命名権者（ネーミングライツパー
トナー）を募集します。優先交渉権
者は3月中に決定の見込です。
◇契約期間…平成31年5月1日～平
成41年（2029）3月31日
◇契約金額…5，000万円／年（消費税
及び地方消費税込）から
※詳細は区ホームページ参照。
█問劇場運営グループ☎3981‐1193

区立中央図書館 雑誌スポンサー

◇スポンサー期間…4月1日～平成
32年3月31日（延長可）◇中央図書館
の閲覧用雑誌の費用を企業や法人な
どに負担いただき、雑誌最新号のカ
バーにスポンサー名と広告を表示し
ます█申3月8日まで申請書類を当館
へ郵送か直接窓口申込み。詳細は区
ホームページ参照※先着順。
█問当館☎3983‐7861

第12回としまMONOづくりメッセ
～池袋CITYフェス～

2月28日㈭～3月2日㈯ 午前10
時～午後5時（最終日は午後4時ま
で） サンシャインシティ展示ホー
ルＢ（東池袋3‐1‐4文化会館4
階）◇区内企業を中心に、優れた技
術や商品をＰＲする産業見本市。タ
レントの千秋がプロデュースする、

ハンドメイド集団「ハローサーカス」
を運営する㈱HCproject による特
別展示もあり。詳細は当ホームペー
ジ█HPhttp://www.toshima-messe.
jp/参照█申当日直接会場へ。
█問としまものづくりメッセ実行委員
会事務局（生活産業課商工グループ）
☎4566‐2742

「赤い鳥」を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

3月2日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「小
さな草と太陽」、木下 杢太郎「花屋
の娘」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

第56回豊島区高齢者クラブ連合会
「芸能まつり」

3月4日㈪ 午前9時30分開場、
①午前の部…10時開演、②午後の部
…1時開演 南大塚ホール◇舞踊、
民謡、コーラス、フラダンスなどの
発表█申当日直接会場へ。
█問当会☎5950‐2511（火・木曜日の
み）、高齢者福祉課管理グループ☎
4566‐2429

尺八と箏による赤鳥コンサート
「春眠暁を覚えず、処々糸竹に聞く」

3月23日㈯ 午後7～8時（午後
6時40分受付） 赤鳥庵（目白庭園内）
◇伝統的な曲からJ-POP まで、日
本庭園を眺めながら楽しむ◇60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。各参加
者の名前、年齢、ファクス番号も記
入）で「〒171‐0031 目白3‐20‐
18 目白庭園、█FAX5996‐4886、█EMin
fo-mejiro-garden@seibu-la.co.jp」
へ。当事務所で直接申込みも可。電
話申込み不可※先着順。
█問当事務所☎5996‐4810

南大塚「花咲か道」

3月24日㈰ 午前9時50分～正午
ＪＲ大塚駅改札集合◇南大塚周辺の
散策◇20名◇300円█申往復はがき（4
面記入例参照。複数参加の場合は合
計の参加人数と参加者全員の氏名、
年齢、電話番号も記入）で3月15日
までに「〒170‐0005 南大塚2‐36
‐1 南大塚地域文化創造館『花咲
か道』係」へ※先着順。

し ゅ ず い

█問大塚物語るガイド 守隨☎090‐
2209‐9772

芸劇ウインド・オーケストラ・
アカデミープレゼンツ
「サクソフォン・フェス」

3月24日㈰ 午後1時30分～5時
東京芸術劇場地下2階リハーサルル
ームＬ◇芸劇ウインド・オーケスト
ラ・アカデミーのサクソフォンメン
バーがサクソフォンの楽しさと魅力
を案内する体験型コンサート。参加
者全員での大合奏も行ないます◇吹
奏楽などでサクソフォンを演奏して
いる小・中・高校生・大学生・社会
人（※一般の参加も可）◇80名█申申込
用紙（当劇場ホームページ█HPhttp://
www.geigeki.jp/performance/g
eigekiwoa/からダウンロード）を
ファクスで当劇場█FAX5391‐2215へ※
先着順。
█問当劇場 今井☎5391‐2114

シルバー人材センター

①入会説明会…3月15日、4月12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…ⓐ災害時
スマホ活用…3月21日㈭ 午後0時
45分～2時15分◇500円、ⓑ無料体
験教室…3月22日㈮ 午前10時～11
時30分、ⓒパソコン入門（全4回）…

3月5～26日 火曜日 午後0時45
分～2時15分◇5，500円、ⓓ初級ワ
ードⅠ（全4回）…3月4～25日 月
曜日 午後3時～4時30分、ⓔ初級
エクセルⅠ（全4回）…3月7～28日
木曜日 午前10時～11時30分◇ⓓⓔ
とも5，700円、ⓕエクセル応用Ⅱ（全
4回）…3月5～26日 火曜日 午
後3時～4時30分◇6，500円、ⓖiPa
d 入門Ⅰ（全4回）…3月9～30日
土曜日 午後0時45分～2時15分◇
5，500円、ⓗスマホ写真整理（全2回）
…3月4・11日 月曜日 午前10時
～11時30分◇2，500円、ⓘ夜間ワー
ド講座（全8回）…3月4日～4月22
日 月曜日 午後7時～8時30分◇
14，000円
█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。

みらい館大明 こどもドラマワー
クショップ春休み体験版（全3回）

3月27日㈬・28日㈭・30日㈯ 午
前11時～午後3時◇自分のコトバで
話せるチカラが身につきます！コミ
ュニケーション力をアップするため
のゲーム、即興劇づくりと発表。講
師…JOKO演劇学校講師／河田園子
氏◇小学1～3年生◇15名◇1，000円
█申電話か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。

区内体育施設のプリペイドカード
販売および使用終了のお知らせ

区立体育施設で共通使用および、
販売しているプリペイドカードは、
平成32（2020）年3月31日で券売機メ
ーカーの保守終了に伴い使用・販売
を終了します。同日以降は、残額の

払い戻しや施設利用券への変換など
はしません。あらかじめカード残高
を確認のうえ、使用してください。
なお、後継機器も同様のサービスを
提供予定です。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

第72回都民体育大会豊島区予選会

※申込み・詳細は、直接各競技担当へ。
�クレー射撃…3月23日㈯ 成田射
撃場※散弾銃所持許可者█申大会当日
午前10時までにクレー射撃連盟 小
池☎090‐3232‐5934へ。
�ボウリング…3月24日㈰ 池袋ロ
サボウル█申大会当日までにボウリン
グ連盟 岩井☎3988‐8456へ。
�ソフトテニス…4月14日㈰ 総合
体育場█申3月18日までにソフトテニ
ス連盟 北村☎090‐2143‐2026へ。
�ソフトボール…4月14・21日 日
曜日、29日㈷ 千川中学校█申3月14
日までにソフトボール協会 清水☎
3974‐3582へ。
�バドミントン…4月29日㈷ 豊島
体育館█申4月10日までにバドミント
ン協会 大図☎090‐4200‐2117へ。
�柔道…5月3日㈷ 雑司が谷体育
館█申4月13日までに柔道会 井橋☎
090‐3206‐9911へ。

ボルダリング初心者講習会

3月23日㈯ 子ども向け講習…①
午後1時から、②2時から、③3時
から、おとな向け講習…④午後4時
から※各回講習50分入替10分 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇これ
からボルダリングを始める方に最適。
ルールやマナー、安全に関する注意
点、基礎を学ぶ◇①～③小学2年生
～16歳未満（親子で参加可）、④16歳
以上◇各回10名◇1名1回500円◇
運動のできる服装・上履き持参。
█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。

親族後見人等交流会

3月7日㈭ 午後2～4時 とし
ま南池袋ミーティングルーム302会
議室◇親族の後見人の方、後見業務
に悩んでいませんか。後見業務に精
通した弁護士がポイントとコツを伝
授。同じ後見人同士の交流や情報交
換など。講師…弁護士／野村 完氏
◇区内在住で親族の後見人（保佐人、
補助人）、被後見人などが区民の親
族後見人の方ほか◇30名
█申電話かファクスで「サポートとし
ま☎3981‐2940、█FAX3981‐2946」へ
※先着順。

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
人に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
翼を担う「地域福祉サポーター」を募
集します◇応募資格…区内在住、在
勤、在学の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…3月9日㈯
午前10～11時 東池袋分庁舎
█申電話で地域相談支援課☎3981‐
4392へ。

●地震予知連絡会
「50周年記念シンボジウムを開催し
ます」
3月16日㈯ 午後1時～3時30分
東京大学武田先端知ビル武田ホール
（文京区弥生2‐11‐16）◇地震予知
のこれまでとこれからについて、第
一線で活躍する研究者と有識者が語
る◇250名█申当会ホームページ█HPhtt
p ://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/sy
mpo.html から申込み※先着順。
█問当会事務局☎029‐864‐4837

◆女性の健康週間にあわせた取組み
●女性の骨太健診…毎月1回水曜日 午前 池袋
保健所◇骨密度測定を含めた健診と健康講座◇20
～39歳までの方◇50名
█申電話で予約専用ダイヤル☎3987‐4244へ※先着順。
●女性の健康教室「ホルモンバランスを整える」…
詳細は広報としま2月1日号か、区ホームページ
をご覧ください。

◆女性の「やせ」と食事について
最近、若い女性の「やせ」が増加しています。や
せたい願望のために極端なダイエットをする、忙
しい毎日で偏った食生活を続けてしまう方が多い
のが現状です。「やせ」は貧血、日常の体調不良や体
力低下、また、不妊や低体重児の出産、将来的な

しょう

骨粗鬆症の原因など様々なリスクをかかえやすく
なります。自身の適正体重と食事を確認しましょう。
◇適正体重…BMI（㎏/ｍ2）＝体重（㎏）÷身長（m）
÷身長（m）、低体重（やせ）18．5㎏/ｍ2未満、ふつ
う18．5㎏/ｍ2以上25㎏/ｍ2未満、肥満25㎏/ｍ2以上

◇食事…1日3食を基本とし、主食（ごはん・パ
ンなど）・主菜（肉・魚など）・副菜（野菜・海藻な

そ ろ

ど）を揃えましょう。お弁当や外食のときも量が
そ ろ

少なくてもなるべく主食・主菜・副菜を揃えるよ
うにこころがけましょう。
◇適度な運動…体を動かすことは生活習慣病や骨
粗しょう症に有効です。また、ストレス発散にも
つながりこころの健康にも良い影響を及ぼします。
適正な体重管理とともに健康的で美しいからだを
目指しましょう。仕事、家事の合間に少しずつ続
けられるものを。まだ若いからと油断せず、また、
もう年だからと諦めないでください。

◆がん検診を受けましょう
子宮頸がん・乳がんは早期に発見すれば治る確

率が高いとされています。20歳になったら子宮頸
がん検診を、40歳になったら乳がん検診を定期的
に受けましょう。区の検診は年度末年齢が偶数の
方が受診でき、5月～翌年1月に実施します。対
象者には検診期間開始前にチケットを送付します。
█問地域保健課☎3987‐4660

◆としま�子母神プロジェクト
出産前からの切れ目のない支援の仕組みを築き、

一人ひとりの女性のライフプラン形成を支援して、
安心して子どもを産み育てられる地域社会の実現
を目指しています。
●「としま見る知るモバイル」…健康・結婚・妊娠
・出産・子育てに関する情報を配信しています。
●健康情報スペース「�子母神 plus」池袋保健所
…健康や仕事、子育てについて考えるきっかけや
ライフプランを考える力を育むサポートとして、
こころとからだの健康情報や子育て情報を発信し
ています。

◆女性のための専門相談
毎月1回水曜日 午後 池袋保健所◇女性特有

の疾患や月経についての相談、将来の妊娠に備え
たアドバイスなど、専門職がトータルでサポート
します◇50歳未満の女性◇5名█保定員あり。要予
約。
█申電話で健康推進課☎3987‐4174へ※先着順。

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。

登録制自転車置場は路上や公園内に区画を区切って設けられた暫定の施設です。年度途中での変更はできませんので、確認して申し込んでください。

「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。

●郵送での申込み
①神田川第一登録制自転車置場…はがき（4面記入例参照。置場名、自転車の防犯登録番号も記入）で3月6日
（必着）までに土木管理課駐輪場管理グループへ。②東池袋登録制自転車置場（原付50㏄以下）…はがき（4面記
入例参照。置場名、原付のナンバーも記入）で、自身の原付の標識交付証明書（写し）を添えて3月14日（必着）
までに当グループへ。③池袋東大橋下登録制自転車置場…池袋駅北自転車駐車場一時閉鎖に伴い、平成30年度
募集から申込み方法を変更。はがき（置場名、自転車の防犯登録番号も記入）で3月14日（必着）までに当グルー
プへ※いずれも応募者多数の場合は抽選。
●窓口での申込み
東池袋登録制自転車置場（自転車）…3月5～15日の間に、シルバー人材センター1階受付所（下表参照）で申請
用紙に必要事項を記入し、料金を支払ってください※自転車の防犯登録番号が必要です。先着順ではありませ
ん。期間内に申し込んで下さい。

駅 名称 所在地 受付場所 受付期間 受付時間
利用車種 利用料金（年額）

自転車 原付 自転車 原付
高田馬場 神田川第一 高田3‐9先

土木管理課（郵送）
郵送受付（3月6日必着） ○ ― 6，000 ―

池袋（東口） 池袋東大橋下 東池袋1‐49先 郵送受付（3月14日必着） ○ ― 6，000 ―

有楽町線東池袋
東池袋（自転車）

南池袋2‐49～4‐18先
シルバー人材センター1階
東池袋2‐55‐6 ☎5950‐6820

3月5～
15日

午前9時～
午後5時 ○ ― 6，000 ―

東池袋（原付） 土木管理課（郵送） 郵送受付（3月14日必着） ― 〇 ― 9，000
※原動機付自転車は50㏄以下です。規格外の場合は、申込みの後でも利用登録を取り消します。
※池袋東大橋下につきましては、ラックの指定はありません。

3月1～8日は女性の健康週間です女性が元気でいられるために女性が元気でいられるために
登録制自転車置場の利用者を募集します█問健康推進課☎3987‐4174、

長崎健康相談所☎3957‐1191
█問駐輪場管理グループ☎3981‐4847

区ではライフステージごとに変わる女性の心身の状態に応じた健康支援を行なっています。

◇対象…4月から利用希望の
方※現在利用中の方も新たに
申し込んでください※団体・
法人の利用は不可。
◇利用料金（年額）…下表参照。
一度納入された料金は返還で
きませんので注意してくださ
い※生活保護・児童扶養手当
を受けている方、身体障害者
手帳・愛の手帳・精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの方は、
利用料金が減免されます。申
し出てください。

申込み方法（置場によって異なります）

登
録
制
自
転
車
置
場

●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

2 3広報としま情報版 平成31年（2019年） 2月21日号 No.1820 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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区民ひろば
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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

◆清和第二 「ちびっこひなまつ
り」…2月28日㈭ 午前10時30分
～正午◇乳幼児向けのひなまつり。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆西巣鴨第一 「ひなまつり寄席」
…3月1日㈮ 午後1時30分～2
時30分◇出演…桂 竹千代
█問当ひろば☎3918‐4197
◆池袋 「ひなまつりとお茶会」…
3月2日㈯ 午前11時～午後1時
（午前10時30分受付）◇ひなまつり
を春の曲とお茶会でお祝いしまし
ょう。先着50名に無料お茶券を配
布。出演…ミュージカルスター／
染谷妃波、縄田 晋
█問当ひろば☎3982‐9658
◆さくら第二 「ひろばさくらま
つり」…3月2日㈯ 午後1時20
分～3時30分◇オープニングステ
ージ（明豊中エイサー）、被災地支
援販売、えんにち、ゲームほか◇
食券は有料。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆高南第二 「ひなまつり会」…3
月3日㈰ 午前10時30分～11時30
分◇人形劇や季節の歌でひなまつ
りのお祝いをする。出演…人形劇
団「春きゃべつ」
█問当ひろば☎3987‐6600
◆高松 「防災展―トイレ…それ
が一番の問題です！」…3月8日
㈮～10日㈰ 午前10時～午後4時
◇①AED 講習・防災に関する講

演、②パラコードブレスレット作
り、③災害時のスマホ活用法講座、
④宮城・北海道支援物産販売（午
前11時30分～午後2時）など█申②
③は直接窓口で申込み。そのほか
は当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆西巣鴨第二 「かもんサンデー
お楽しみ会」…3月10日㈰ 午前
11時～11時45分◇バルーンアート。
出演…クラウン Toga
█問当ひろば☎3915‐2379
◆清和第一 「東アジア文化都市
2019豊島『日本と中国の架け橋～
二胡の調べ～』」…3月16日㈯ 午
前10時30分～11時30分◇二胡の演
奏で日中の曲を楽しむ。演奏…甘
建民
█問当ひろば☎5974‐5464
◆目白 「春のコンサート」…3月
16日㈯ 午後2～3時◇地元の若
き音楽家の弦楽コンサート。出演
…對馬哲男、正住 真智子
█問当ひろば☎5956‐5871
◆上池袋 「いきいき防災講座」…
3月23日㈯ 午後2～3時◇「区
防災危機管理課からのお話」「どん
なものがあるのかな？防災食」。
先着50名にプレゼントあり。
█問当ひろば☎3576‐6916

█申いずれも当日直接各ひろばへ
（区民ひろば高松を除く）。

気分が落ち込んだときやからだに不調を感じたときに、悩みを相談できる機関があります。
ストレスをためる前に、まずは保健師に相談してください。
█問池袋保健所健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
●こころの健康展示…2月23日㈯～3月21日㈷ 中央図書館◇関連図書の展示、リーフレットの配布。

●東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっ
とライン～（メンタルケア協議会）…3月25日㈪～
29日㈮（各日24時間）☎0570‐087478
●自殺予防いのちの電話（日本いのちの電話連盟）…
3月10日㈰午前8時～11日㈪午前8時（24時間）�
0120‐783‐556
●フリーダイヤル特別相談（国際ビフレンターズ東
京自殺防止センター）…3月2日㈯午前0時～4
日㈪午前5時30分�0120‐58‐9090

●自死遺族傾聴電話（グリーフケア・サポートプラ
ザ）…3月12日㈫～15日㈮ 午前10時～午後10時
☎3796‐5453

●自死遺族相談ダイヤル（全国自死遺族総合支援セ
ンター）…3月21日㈷～23日㈯ 午前11時～午後
7時☎3261‐4350
●多重債務110番（東京都消費生活総合センター）…
3月4日㈪～5日㈫ 午前9時～午後5時
☎3235‐1155
●有終支援いのちの山彦電
話ー傾聴電話ー…3月1
日㈮～31日㈰ 正午～午
後8時（金曜日は午後10
時まで）
☎3842‐5311

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆目白三人の会～3つのダンスの
世界～…3月21日㈷ 午後6時開
演 東京芸術劇場◇出演…花柳千
代舞踊団、芙二三枝子舞踊団、小
林紀子バレエ・シアター◇区内在
住、在勤の方招待※4歳未満入場
不可◇50組100名█申往復はがきで
3月1日（必着）までに「〒171‐
0022 南池袋2‐34‐5 藤和第
2ビル2階『目白三人の会』招待係」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問プランセクション☎3590‐7118
◆としま区民芸術祭 華麗なる彩
り…3月22日㈮ 午後0時30分開
演 東京芸術劇場◇としま区日本
舞踊家集団による邦舞公演◇一般
3，000円、アフターシックス券（当
日券のみ）1，000円、小学生以下無
料※全席自由█申電話でプランセク
ション☎3590‐7118へ。
◆Echika池袋ギャラリー「池袋モン
パルナス～アトリエ村に暮らした
女性たち～」…3月1日㈮～28日㈭
█問まちの魅力づくりセクション☎
3981‐4732
◆地域文化創造館
●駒込 ①青島広志少年少女合唱
団第7回定期演奏会…3月17日㈰
正午開演 南大塚ホール█申当日直
接会場へ、②第9回駒込小学校・
仰高小学校児童図画工作作品展…
3月10日まで 土・日曜日 午前
10時～午後4時 旧丹羽邸「蔵」█申
当日直接会場へ。
●巣鴨 すがもスプリングフェス
ティバル…3月23日㈯・24日㈰※
時間は要問合せ█申当日直接会場へ。
●南大塚 第104回南大塚ホール
落語会…5月16日㈭ 午後6時30
分開演◇出演…柳亭市馬ほか◇前
売り1，800円、当日2，000円、友の
会1，500円█申直接各館窓口へ。当

館のみ電話予約可。
●雑司が谷 パソコン講座「楽し
く撮って活用！デジタルカメラ」
…4月12～26日 火・金曜日 午
前10時～正午◇15名◇4，000円█申
往復はがきで4月2日（必着）まで
に当館へ。返信用はがき持参で、
直接各館窓口申込みも可。
●千早 ①第16回要亭落語発表会
…3月16日㈯ 午後1時開演◇出
演…羽織っ子連要亭、三遊亭圓窓
◇70名█申当日先着順受付、②とし
ま案内人長崎町ガイドツアー「千
川上水散歩 八重桜を愛でながら
のまち歩き」…4月7日㈰ 午後
1時30分～3時30分◇20名◇300
円█申往復はがきで当館へ※先着順。
●雑司が谷案内処 ギャラリー展
示 移り変わり写真・地図展…3
月13日㈬まで※木曜日休館 午前
10時30分～午後4時30分█申当日直
接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 【201】ポジャギ（韓国パッ
チワーク）体験…4月17日～5月
15日（5月1日除く） 水曜日 午
後2～4時◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上◇15名◇4，000円◇
3月28日（必着）█申往復はがき（上
記記入例参照。講座番号も記入）
で当館へ。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）、千早☎3974‐1335
（〒171‐0044 千早2‐35‐12）、
雑司が谷案内処☎6912‐5026（〒
171‐0032 雑司が谷3‐19‐5）

特別号（冊子版16ページ）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…2月26日㈫～3月
2日㈯
●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

1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）

7日 0．07 0．06 0．06
17日 0．06 0．07 0．06
31日 0．08 0．06 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。

3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

気づいてください！体と心の限界サイン

3月は東京都の自殺対策強化月間「自殺防止！東京キャンペーン」
█問精神保健グループ☎3987‐4231
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