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S p e c i a l  I s s u e

「わたしらしく、暮らせるまち。」を、みんなでつくる。

●

●

東アジア文化都市2019豊島プログラム紹介 など
世界中のマンガ・アニメファン集まれ!



「わたしらしく、暮らせるまち。」
～まちの主役は、ここに住むひと、働くひと。～

豊島区が23区で唯一、日本創成会議により「消滅可能性都市」の指摘を受けて早4年―――。

“女性にやさしいまちづくり”からはじまった取組みはその先へ。誰もが自分らしく暮らせるまちを目指して、

行政から発信してきたプロジェクトは住むひと、働くひと、学ぶひと、そして企業へと。

としまで暮らすみんなでつくるまちづくりが広がっています。 あなたも、まちづくりの一員になってみませんか？ 　　　　　

　■問「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室☎4566-2513

自分た
ちが考えた「理想のまち」を
かたちにしてみました！

S p e c i a l  I s s u e

自分たちの手でまちをつくる
としまぐらし会議プロジェクト

わたしのまちに、みんなの“ 農縁 ”が誕生！

澤田 剛治さん

地 域のつながりを、ゆるく育ん  でいきたい

藤田 奈津子さん
　
世代を超えて誰もが幸せ
な気持ちになれるような場
をつくりたいという想いで
始めました。地域に根ざ
し、つながりを「育む」と
いうコンセプトのもと、味噌づくりや
物々交換会、落語会など様々なイベン
トを行なっています。
これをきっかけに、新しいまちのコミュ
ニティがいろんな場所で生まれてほし
いと思います。
その場限りの関係ではなく、仕込んで
から進む味噌の発酵のように、その日
のイベントを通してできたつながりを
まちで育み続けること。そんな“みそ
のわ”が次々とまちに波及していくと
うれしいです。

日々の中でふと思う、こんな暮らし、あん
な暮らし。そんな“わたしらしい暮らし”
を共有し、「こんなまちにしたい！」を実
現するためのワークショップ「としまぐら
し会議」から生まれたプロジェクトです。

区内の遊休地を活用し、
まちの人々と土に触れ合
い“縁”をはぐくむ機会と
体験を通して、地域コミュ
ニティの場にできたらと
思い、農園第１号が誕生しました。地
域の皆さんに協力していただきながら、
ナス、オクラ、トマトなどを収穫しまし
た。活動していると、近所の方々が来
てくれ、草むしりや、蜂の巣駆除の方
法を教えてくれたり…。
この輪をもっと広げていけたらと思い
ます。新しい拠点となるところ、作物
の世話を手伝ってくれる方、資金を援
助してくれる方など、そのバランスが取
れれば、きっとプロジェクトは大きく
育っていくと思うんです。

としまぐらし会議
プロジェクト  

みそのわ

としまぐらし会議
プロジェクト 

農縁公園

p r o j e c t
2

p r o j e c t
3

“孤育て”にならず、楽しく自分らしく輝けるよう輪を
広げる活動をしています。子育て中の方や子育て経験
者、これから育児をする方へ、必要な情報を提供しサ
ポートできたら。子育ての情報は、どこに、どんなも
のがあり、どれを信用していいのか意外とわからない
と感じています。地域とのつながりに自信が持てず不
安を覚えることもある。同じような悩みを抱える人の
助けになる、情報発信の場をつくりたいと思っています。

“ 孤 育て ”をみんなの
子 育てにしたい
としまぐらし会議プロジェクト  としまで子育て

p r o j e c t
1

このほかに様々なプロジェクトが動き始めています。詳細はとしまscopeホームページ　 HP https://toshima-scope.city/ か各プロジェクトホームページ（Facebookなど）をご覧ください。

としまで子育て～いろいろな子育てを楽しもう！～
FB https://www.facebook.com/
toshimadecosodate/

みそのわ
FB https://www.facebook.com/
misonowa.toshima/

育っていくと思うんです。

https://toshima-scope.city/ か各プロジェクトホームページ（Facebookなど）をご覧ください。
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み     そ
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まちと人 が 繋 が れば 、
人と人 が 繋 が る

１つの刺激に対して２つ以上の感覚が生
じる現象を「共感覚」といいます。今回、
「音を聞くと色を感じる」という感覚を
もって製作しました。たとえば、濃いめ
の赤は遮断機のカンカンという音、黄色
やオレンジは人の話し声や笑い声。街に
溢れる音を色に変換して描いていきました。この色は何
の音だったのかと思いを巡らせながら見てほしいです。

池袋四丁目町会長　
平田光子さん

毎年、夏休み最後の週末に池袋公園でお祭りを行なっています。
私が町会長になって始めた催しのひとつで、池袋公園を使って
まちのみんなが元気になるようなことがしたい！という思いがあ
りました。町会の婦人部や若睦の男性陣、この地域にある高齢
者施設や自立支援センターの職員さんなどに協力をしていただ
いています。公園の隣にある池袋小学校でも告知をしていただ
いて、今年もたくさんの子どもたちが参加してくれました。
また、毎年行なっている『ごみゼロデー』や地区の運動会には若
い方にもたくさん参加していただいています。こうしたイベント
をきっかけに、町会やまちづくりに関心をもってもらえるように
考えていきたいと思います。今のお母さんたちは同世代のつな
がりはあっても、私たちのような年代の家族と同居している人
は少なくなっていますから、地域の高齢者などとも気軽におしゃ
べりをしたり、声をかけあって助け合えるようなきっかけができ
ればいいなと思います。▲池袋公園でのお祭りの様子

つな

としまパブリックトイレ
プロジェクト〈 T P T P 〉

上池袋
公園

アートトイレ進行中！

◀このデザ
インをもと
に生まれ変
わります！

高田二丁目中
央児童遊園

いつでも、だれでも、どこでも。としまでもっと “ 私 ” らしく！
一つのまちには様々な人が暮らしています。まちは多様性の集合体。

「あ、これって面白い」「こんな考え方があるんだ」という気づきのヒントは、

普段何気なく通る場所やすれ違う人の中にあるのかもしれません。

公衆トイレをより使いやすく愛されるようリニューアル。一
部のトイレに若手アーティストや地域の方と一緒に壁画や
ラッピングなどを施すアートトイレを展開中です。

区内に 160 もある公園。くつろぐ、遊ぶ、休む、
食べる……公園での過ごし方は人それぞれ。暮ら
しの中にある小さな公園をもっと過ごしやすく、
もっと楽しめる公園へ変えていきたい。新しい使
い方、楽しみ方をかたちにしたい。区は、みんな
の暮らしの中にある小さな公園をまちの人ととも
に育てるプロジェクトに取り組んでいます。その
場所と人に寄り添い、みんなで共に育っていく、
そんな公園づくりが始まっています。

「わたしらしく、暮らせるまち。」～まちの主役は、ここに住むひと、働くひと。～Special  Issue

小さな公園から始まる、大きなプロジェクト～ともに育つ公園へ～

▲公園について考え、育てる「井戸端かいぎ」

◀都会の “小さな公園 ”を楽しむための実験！
HINODE MARKET

▲「公園で何がしたい」アンケート投票 ▲おしゃべりカフェ

長崎二丁目第2児
童遊園

アーティスト　酢平☆さん　

ものづくりを通して、まちと人と。
もっと関わっていきたい。

いざとい
うときに

役立つ

防災お守
り袋を

デコレー
ション！

「わたしのつくるが、あなたをまもる」をコンセプトに、ものづくりで災
害と関わる活動を行なってきたツクモル。豊島区を拠点に活動する中
で同じように、区で活動している様々な人との出会いがあり、その縁を
きっかけとし、さらにまちの人たちとの関わりが広がっていきました。

最近、活動場所を区内に移しました。
豊島区の一員として、まちと、ひとと、
より密接に関わる活動を続けていきた
いと思います。

◀HINODE MARKETにて
防災を楽しく学べる紙芝居

ツクモル  b y  T o s h i m a 来馬涼子さん　勝村穂菜実さん



企業　　「わたしらしく、暮らせるまち。」

働きやすい環境を
整えることで、

働きがいも生まれる

「わたしらしく、暮らせるまち」をみんなでつくる。区と企業が連携し、

住むひとだけでなく、働くひと、学ぶひと、誰もが自分に合ったライフスタイルを確立できる、

そんな選択肢の幅をひろげています！

ＦＦパートナーシップ協定とは区と企業が連携し、女
性や子育て世代、働く世代をメインターゲットに、様々
な取組みを進めていくものです。　
※ＦＦとは… Female/Family Friendly（女性・ファ
ミリーにやさしい）の略です。

区をはじめ、区内に拠点を置く企業、大学、区関連
団体(67団体)で行なった「としまイクボス宣言」。育
児や介護、家事など、ライフスタイルは人それぞれ。
誰もが家庭生活を営みながら働きつづける、そんな環
境づくりを進めています。

※イクボス…職場で共に
働く部下・スタッフのワー
ク・ライフ・バランスを考
え、その人のキャリアと
人生を応援しながら、組
織の業績も結果を出しつ
つ、自らも仕事と私生活
を楽しむことができる上司
（経営者・管理職）のこと。 

としまscopeは、ひとりひとりが自分
らしい暮らしを見つけるためのヒント
をお届けするウェブサイトです。豊島
区で活躍するひとのインタビューやイ
ベント情報など、まちの暮らしが楽し
くなるコンテンツが満載です。

▲平成 28年 9月、区役所本庁舎議場にて

▲大学・企業などの働き方改革に関する
考え方や取組み、成果をまとめています

▲百貨店屋上での「図書館司書のわくわくおはなし会」

▲シューフィッターによる「子どもの足相談会」

Special  Issue

としまイクボス宣言

働くひとに

ＦＦパートナーシップ協 定

住むひと、学ぶひとに

▲店舗内の優先エレベーターのデザインを共同制作

▲時短＆キレイでママ応援！「育休復帰セミナー」

▲百貨店屋上での「おはなでいっぱいのまちをつくろう」

HP http://toshima-scope.city/

ホームページ Facebook

http://facebook.com/toshimascope/FB

自分らしいライフスタイルを見つけてみませんか

  としまs c o p e  情 報 発 信 中！

タブ
ロイド版も配布中！

ワーク・ライフ・バランスを考え、働き
やすい環境を整えた「きらきらルミネ」と
いう働き方のガイドづくりのプロジェク
トをルミネ全社で発足させました。人生
のどんなステージにいても、安心して自
分らしく働きながら人生をきらきらと輝
かせるようにと、多種多様な働き方の実
現に取り組んでいます。
私自身は、例えば会議を時短勤務の方
に支障がない時間に設定することや、
会議資料をコンパクトにまとめることを
意識しています。また個人に負担がかか
らないようにチームを作ることも大切だ
と思っています。

としま の

ルミネ池袋店長／植原 修一さん

「わたしらしく、暮らせるまち。」～まちの主役は、ここに住むひと、働くひと。～

●西武池袋本店　　　　
●東武百貨店池袋本店　　
●サンシャインシティ　
●ルミネ池袋店　
●良品計画　

●池袋ショッピングパーク
●日本気象協会
●自由学園サービス
●婦人之友社
●東京第一友の会
　　　　　　　（締結順）

F
F
協
定
締
結
企
業

タブ
！
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©鈴木竜一朗

©HARU

©Yasuo Inokuma

©青木信二

マンガとアニメの魅力を多角的に紹介する記事を、様々
な研究者やジャーナリスト、そしてメディアと協力しなが
ら全世界へ発信していくプログラムです。

マンガ家についてのマンガをテーマにした作品を特集す
る「マンガのマンガ展」を中心に展示企画を実施します。

マンガ・アニメを「読む・観る」だけでなく、「語る・創る」ワー
クショップを区内全体を回って行なう移動式プログラム。

2020年のトキワ荘再現ミュージアム開設に向けて、トキ
ワ荘をめぐる記憶を探る地域密着型プログラムです。

コンぺやシンポジウム、展示、ハッカソンなど複合的な
プログラムを通しマンガ・アニメの未来を作るフェス。

「変身する」をキーワードに舞台芸術を身近に楽しむ教室
が区内各地に出張開校！誰でも楽しめるプログラムです。

「御会式」がテーマのゲーム性が高い区民参加型演劇プ
ロジェクト。ツアーパフォーマンスなどを通じて地域の
魅力を再発見しよう！

「にゅ～盆踊り」の近藤良平による振付で、「祝祭」がテー
マの新作ダンス公演。コンドルズと区民が共演します。

インドの古代叙事詩をもとに描き出す美しく壮大な愛の
物語。世界で絶賛を浴びる宮城聰の祝祭音楽劇です。

豊島区にゆかりのある一流の出演者による能楽公演。パ
ンフレットやワークショップなどで初心者も楽しめます。

屋外に特設した能舞台で、さまざまな伝統芸能を上演。特
別公演『ひとはおどる』では全国の民俗舞踊を一挙に紹介！

華やかな衣裳、雅な音楽、躍動的な舞が織り成す大田楽が、
まちゆく人を絵巻の世界へ誘う野外パフォーマンス。

「冨士元囃子」「長崎獅子舞」など区指定無形民俗文化財
である民俗芸能を上演。姉妹・友好・交流都市の郷土
芸能も紹介します。

区民ひろばで地域の方 と々一緒に、各地区の特色を活か
したひろばまつりを開催します。

全22の子どもスキップと放課後子ども教室、中高生センター
ジャンプがステージ発表を中心に日常の活動を紹介。

©TAAFEC. All Rights Reserved.

マ ン ガ ・ ア ニ メ

祭 事 ・ 芸 能 子 ど も 向 け の事業も充実！

3月8日㈮～11日㈪

池袋に開催地を移し、今年で3回目となる国際アニメーション映画祭。「東京がアニメー
ションのハブになる」を合言葉に、クオリティとオリジナリティに富む世界中の作品を東
京で上映します。世界中のアニメーションのファンやクリエイター、観客に刺激と感動を
与え、アニメーションの新たな波を東京から世界へ発信します。 

『未来』に向けて、子どもたちの豊かな心や考えを育む
ための、良質なアニメーションの上映やワークショップ
などを多数実施します。

■問国際アート・カルチャー
　都市推進室
　☎4566-2753

マンガ・アニメ区役所

マンガ・アニメ3.0

としマンガとしアニメキャラバン

トキワ荘の記憶（仮）

としま国際マンガ・アニメ祭（仮）

御会式と鬼子母神にまつわる演劇プロジェクト02

民俗芸能inとしま08

区民ひろばまつり09

第3回子どもスキップまつり10

10,000人で歌う「わたしは未来」プロジェクト

第32回 としま能の会05

大田楽 いけぶくろ絵巻07
Bridges to Babylon～みんなのダンス～（仮）03

マハーバーラタ
～東アジア文化都市2019豊島バージョン～

04

こどもアニメーション部門

アニメーション産業・文化の発展に寄与した方を顕彰し、
関連プログラムの上演や貴重な思い出の品を展示します。

アニメ功労部門

広く国内外から寄せられた800点近くの応募作品の中
から各賞ノミネート作品を上映。

コンペティション部門

◇主催…東京アニメアワード
フェスティバル実行委員会、
（一社）日本動画協会、共催…
東京都、特別協賛…豊島区

東アジア文化都市2019豊島
舞台芸術、マンガ・アニメ、祭事・芸能の3分野のディレクターが新規事業を企画。
「はらはら、どきどき」する１年間を演出します！
■HP https://culturecity-toshima.com　
■問東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局☎4566-2841

プログラム
紹介 

©前澤秀登

©駒井壮介平成30年度伝統芸能＠南池袋公園事業より平成30年度伝統芸能＠南池袋公園事業より

©青木司

舞 台 芸 術

アトカル・マジカル学園01

区内の小・中学生
をはじめとして日中
韓の子どもたちで3
か国の心をつなぐ歌
「わたしは未来」を
大合唱し、相互理
解を促進します。

伝統芸能@野外公園06

上映作品や会場など詳細はTAAF2019公式ホームページ
■HP http://animefestival.jp/ja/をご覧ください。 　

オープニング作品

エセルとアーネスト
ふたりの物語

絵本『スノーマン』などで知
られるレイモンド・ブリッグ
ズが自身の両親の人生を
描いた伝記絵本の映画化
作品を日本初上映！

© Ethel & Ernest Productions Limited, Melusine Productions S.A., 
 The British Film Institute and Ffilm Cymru Wales CBC 2016

お　 え　しき

みやび



としまの文化が世界とつながる 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て、装いを新たに。
オールとしまで祝祭性を生み出します。

区全体で盛り上がるよう、様々な団体の皆さんからの企画提案を募集しました。
区のパートナーとして、世界に向けて区の誇る文化を発信する事業の一部を紹介します！

「違い」を楽しもう！

中国・韓国の国立劇団が
やってくる！
日中韓いずれの都市にも共通する表現手段である「舞台芸術」。紹介する
各劇団の演目はいずれも、シェイクスピアや星新一といった日本でも親
しまれているものばかりです。各国独自のアレンジが施された舞台を見
たときに感じる「違い」。それを発見する喜びが、多種多様な文化に向き
合う１つのスタートラインであり、文化による国際交流の真髄です。

東アジア文化都市 2019 豊島パートナーシップ事業

中国国家話劇院

リチャード三世
4月5日（金）～7日（日）　
東京芸術劇場プレイハウス

英国ワールド・シェイクスピア・
フェスティバルに招聘され、世
界各国で好評を博し、中国国
家芸術院団優秀演目賞を受賞
した話題作の日本初演です。

韓国国立劇団
ボッコちゃん
～星新一ショートショート
セレクション～
5～6月　
東京芸術劇場シアターイースト

ショートショートの名手、星新一
の作品を韓国国立劇団が舞台
化。待望の日本公演！

你好
ニーハオ

안녕하세요アンニョン
  ハセヨ

9月まで　東京音楽大学(南池袋3-4-5)
日中韓の現代文化と伝
統文化をクロスオー
バーさせた新しい音楽
作品の演奏・上演、日
中韓の伝統楽器ワーク
ショップなど。

11月　としまセンタースクエア(区役所本庁舎1階)
障害者の芸術文化を
国内外に発信する国際
展覧会。日中韓を中心
に、世界各国の作家
による絵画や書などの
幅広い作品を展示。

2019パラアートTOKYO 国際交流展

楽器がつむぐ東アジアの未来

（公財）日本チャリティ協会

東京音楽大学付属民族音楽研究所

8月　あうるすぽっと
英国スタイルの格調高いバ
レエを学ぶため東アジア＆
日本全国から将来バレエダ
ンサーを目指す子どもたち
150名が豊島区に集結！

©Tan Ngiap Heng

草堂寺（西安）

東アジア　ヤングダンサーズ・
サマープログラム

ロイヤル・アカデミー・オブ・ダンス・ジャパン
5月3・4日㈷　
南大塚地域文化創造館
関東最大級の人形劇フェス
ティバル。国内のプロアマ
劇団に加え、中国より影絵
劇団も来日。今年は前夜
祭も実施します。

5月6日（振休）　東京芸術劇場コンサートホール
日中韓の吹奏楽曲の演奏。4月には、区民講座「知ろう！

触れよう！日中韓
の音楽の共通点
と相違点」を実
施します。

5月12日㈰　池袋サンシャインシティ
コスプレイベントをアニ
メ好きの女性の聖地で
開催。中・韓の有名コ
スプレイヤーを招待し、
日本のコスプレイヤーと
の撮影会や交流会を実
施します。

「日中韓の名曲を吹奏楽で」Wind band Music of East Asia

池袋いけいけ人形劇まつり

(株)ハコスタ
Ultra acosta!@池袋サンシャインシティ

（一社）東京吹奏楽団

池袋いけいけ人形劇まつり実行委員会

（特非）としまNPO推進協議会

発掘！雑司ヶ谷生まれの
人形アニメーション・人形劇の世界

7～8月　オレンジギャラリー(西池袋1-9-11)ほか
人形美術展「ふたつの三
国志～項羽と劉邦」、シン
ポジウム＆上映会「日中・
人形アニメーション創始
者・持永只仁と川本喜八
郎」を実施します。

7月　豊島区内映画館
韓国アニメ上映会。アン・ジェフ
ン監督の日本初公開作＆トーク、
実写映画で人気のヨン・サンホ
監督のアニメ短編、日韓ミュー
ジックビデオ特集。

韓国インディペンデント・アニメーション協会
夢見るコリア・アニメーション

（一社）サンロータス研究所

シルクロード3000年
－仏教伝来に見る中国・
韓国と日本の交流と友好

通年　インターネットおよびSNS上
SNSを使用した「東アジア文
化都市2019豊島」専門の多
言語動画サイトの開設、
2019年開催都市のイベント
レポート、映像配信など。

通年　未定
シルクロード史や日中韓の仏教伝
来に関するパネル展示、中国の西
安を中心とした現地制作の絵画作
品の展示など。

東アジア文化都市
専門インターネットチャンネルの開設

(一社)としまアートカルチャーまちづくり協議会

©キャラ座

通年  Youku動画チャンネル、 YouTube動画チャンネル
キャラ座のアニメ「池袋・
虫族王国」や、アニメ実
写混在型コンテンツを
日・中・韓国語で世界に
発信します。

アニメ池袋虫族王国、世界へ発信
（株）クオラス

photo by Nah Seung-yeol

オールとしまで盛り上げよう

東吹スペシャルコンサート

しょうへい



トキワ荘のあったまち南長崎に、トキワ荘を再現した｢(仮称)マンガの聖地としまミュージアム｣の整備を
進めています。平成32(2020)年3月22日オープンに向けて南長崎花咲公園内で工事を進めています。

マンガ・アニメファ
ン 集まれ！世界中の

トキワ荘関連施設整備寄附金

1階

（仮称）マンガの聖地としまミュージアム  概要
●所在…南長崎 3-9-22（南長崎花咲公園内）
●再現施設
　1階…トキワ荘やマンガ関連の書籍やデジタル映像、
　マンガ家メッセージ・イラストなどの展示と企画展示室。
　2階…トキワ荘ゆかりのマンガ家の部屋を再現。
　このほかに、常設展示室や記念撮影スポットも！

2階

回遊情報コーナー

A

B

▲当時、マンガ家たち 2 階の
住人は脱いだ靴を玄関の右側
にある下駄箱に入れた。

▲手塚治虫や藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄、赤塚不二夫、
石ノ森章太郎といった数多くの巨匠たちが青春時代を過ごしました。
（水野英子著「トキワ荘日記」表紙イラスト）

A

▲調理以外に洗
濯や、ときには銭
湯代節約のため
「水浴び」も行な
われていた。

B

★

寄附金は施設の整備・運営費用に充てます。寄附の
方法など詳細は区ホームページで確認してください。
■問文化観光課マンガ・アニメグループ☎4566-2758

常設展示室

※区は豊島区ゆかりのマンガ家作品のキャラクターモニュメント
の設置を南長崎
地域全体で進め
ています。

②南長崎花咲公園

④松葉

トキワ荘通りお休み処へ向
かう途中で立ち寄ったのが
南長崎花咲公園です。この
ひろ～い公園のなかに来年
3月に建てられる「（仮称）マ
ンガの聖地としまミュージ
アム」。今から楽しみです！

たくさん歩いたらお
なかが空いてきたので、
中華料理屋「松葉」へ。トキワ荘に住ん
でいたマンガ家たちのおなかを満たして
いた味を今でも楽しめます♪

▲壁一面にしつらえられた書架には今では
貴重なマンガや資料がたくさん！

▲２階のスペースにはとても精巧に
作られたトキワ荘の再現模型が飾ら
れていました。

◀テラさんこと寺田ヒロオの再現部
屋。机の横のちゃぶ台や畳の上には
お酒やジュースの瓶がいっぱい！

トキワ
荘

周辺ま
ち歩き

自由に閲覧できるトキワ荘関連のマンガ家
の著作（約1,200冊）がそろっています。ま
た、映像コンテンツやトキワ荘ゆかりのマ

ンガ家、来館したマンガ家によるイラスト＆メッ
セージの展示をとおして、トキワ荘のみならず現
代のマンガ・アニメも幅広く紹介します。

当時のマンガ家の居室を再現
した部屋のほかに、マンガ家
になりきって撮影できる部屋
やアシスタント体験プログラム
など、マンガ家の暮らしを追
体験できるフロアです。また、
常設展示室では実物資料や映

像・証言などをもとにトキワ荘を多角的に案内しています。

★

★

奇跡のアパート トキワ荘

マンガの巨匠たちが
住んでいたまちで

どんな発見があるのか
ドキドキします！

寄せ書きには、
遠い外国から来た
お客さんのものも
ありました。

地域全体で進め
ています。

①「星のたてごと」モニュメント ③トキワ荘通りお休み処

▶昭和３７年
当時の松葉。
ラーメン一杯
の値段は45円
でした。

▶昭和37年
当時の松葉。
ラーメン1杯
の値段は45円
でした。

落合南長崎駅で水野英子さんが描いたリンダ＆ユリウスのモ
ニュメント（※）を発見！さっそく記念写真を撮ってみました★

本日の目的地の一つ「トキ
ワ荘通りお休み処」に着き
ました。ここはトキワ荘に
ゆかりのあるマンガ家たち
の様々な資料や展示を見
ることができるんですよ。

©水野英子

完成予想図

★撮影：向さすけ

共同炊事場共同炊事場

玄関
日本のマンガ史にその名を残す
トキワ荘。木造2階建てのこの
アパートに集った若きマンガ家
たちが切り拓いた「マンガ」とい
う新しい表現は、のちに日本を
代表とする文化にまで発展を
遂げました。昭和57（1982）
年に解体された後も、その跡
地は「マンガの聖地」として今で
も多くのファンが訪れています。

日本のマンガ史にその名を残す
トキワ荘。木造2階建てのこの
アパートに集った若きマンガ家
たちが切り開いた「マンガ」とい
う新しい表現は、のちに日本を
代表する文化にまで発展を遂
げました。昭和57（1982）年
に解体された後も、その跡地
は「マンガの聖地」として今でも
多くのファンが訪れています。

©水野英子



3月1日～6月15日

広がれ！みどりの波！

区内約100か所で「学校の森」「いのちの森」づくりを行ない、昨年には当初の目標
であった10万本の植樹を達成しました。今年の活動では、みどりの波をさらに広
げます！実施期間中、植樹や木の手入れ、樹木とふれあうイベントなどグリーンウェ
イブ活動を推進します。
■問環境政策課事業グループ☎3981-2771

グリーンウェイブ活動は、木を植え、育て、親しむ活動です。
家族や学校、勤め先などでグループを作ってご参加ください！

希望者には、苗木を差し上げます。樹木の剪定や落ち葉を掃
いて手入れをしたり、木に集まる生き物を観察するなど、緑
に触れてみましょう。

＼グリーンウェイブ活動をしませんか？／ 活動グループ募集！

グリーンウェイブって？
国連が定める国際生物多様
性の日（5月22日）を中心に、
世界各地で植樹などを通し
て生物多様性を理解する
きっかけを作る活動です。

●登録方法…「『グリーンウェイブ2019』参加登録書・実施計画書」（環境政策課で配
布。区ホームページからダウンロードも可）を郵送かファクスかEメール（代表者氏名、
住所、電話番号を記入）で「当課事業グループ FAX3980-5134、EMA0029180@city.
toshima.lg.jp」へ。苗木を希望する場合は4月12日までに登録とともに申込み。
※苗木は5月12日㈰　区役所本庁舎で引渡し。詳細は後日通知。

せんてい

豊島区発祥！ソメイヨシノ

日本を代表する桜「ソメイヨシノ」は、江戸近郊の染井村（現在の豊島区駒込地域の一部）が発祥と言われています。
■問文化観光課観光交流グループ☎3981-1316

区内の桜の名所を360度見渡せるＶＲ（仮想現実）動
画を配信しています。二次元コードをス
マートフォンなどで読み取り、YouTube
アプリで再生してください。

3～ 4月の間に駒込をはじめとした区内全域で
桜の開花を祝う桜祭りを開催します。

春を満喫♪桜まつり

さくらVR動画配信中

　第20回南大塚桜まつり　
　3月29日㈮、30日㈯　南大塚三丁目桜並木通り
　春の全国交通安全運動と第41回すがも染井吉野桜まつり　
　桜まつりパレード
　3月30日㈯※雨天時は31日㈰　JR巣鴨駅周辺と地蔵通りの一部
　第23回染井よしの桜里まつり
　3月30日㈯　染井よしの桜の里公園
　第19回ふるさと千川桜まつり
　3月31日㈰　ふるさと千川（旧千川小学校）
　第20回染井よしの桜まつり
　4月7日㈰　染井吉野桜記念公園
　たいめいさくらまつり
　4月7日㈰　みらい館大明

引越しのお手続きはお早めに！

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のが
おすすめです。総合窓口課は土・日曜日も開庁しています。
平日は東・西区民事務所でも同様のお手続きができます。

3 ～ 4月は窓口が混雑します 区ホームページから、総合窓口課
の来庁予約やリアルタイムでの待
ち時間を確認できます！

❶西部区民事務所
　　 ■問☎4566-4021

混雑予想カレンダー※土日は本庁舎のみ

❸区役所本庁舎3階総合窓口課
　                  　 ■問☎3981-4782

❷東部区民事務所 
　　 ■問☎3915-9961

●JR大塚駅北口・
　都電荒川線大塚駅下車徒歩5分

●東京メトロ有楽町線
　千川駅下車3番出口徒歩6分

非常に混雑している
かなり混雑している

混雑している
比較的混雑していない
閉庁日

混雑状況
●JR池袋駅東口下車徒歩9分、
　東京メトロ有楽町線東池袋駅下車
　1番出口方面（地下通路で直結）

大塚大塚
巣鴨巣鴨

駒込駒込

JR山手線

椎名町椎名町

東長崎
東長崎 西武池袋線

都
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千
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駅
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事務所

JR山手線

池
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東
口
東
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交番

ガソリン
スタンド

学校

旧庁舎跡地

都電雑司ヶ谷駅
東池袋四丁目駅

サンシャイン
シティ

サンシャイン60通り
グリーン大通り 中央図書館

あうるすぽっと

豊島区役所
都電荒川線

J
R
山
手
線

東池袋駅

海外からの転入、再交付または２か月以上前に発行された転出証明書をお持ち
の方など、前住所地や本籍地に確認が必要な場合、平日は午後４時30分までの
受付となります。また、土・日曜日は受付できません。
死亡、転籍、分籍届のみ東・西区民事務所でも受付できます。
毎月第３土曜日とそれに続く日曜日は、全国的なメンテナンス作業により、マイ
ナンバーカード関連業務の取り扱いができません。

受付時間などのご案内
届出などの種類

マイナンバーカード・通知カード・
住民基本台帳カードに関する
手続き（券面更新など）

マイナンバーカード交付（予約優先）

届出などの種類

転出
世帯変更届（戸籍届出を伴わないもの）
印鑑登録に関する届出
住民票の写し、印鑑登録証明書の発行
戸籍の届出（※2）
戸籍に関する証明の交付
（戸籍謄本・抄本、戸籍の附票など）
住民税課税・非課税証明書の交付

平日 土日
※本庁舎のみ

転入（※１）・転居
世帯変更届（戸籍届出を伴うもの）

午前８時30分～午後５時
（一部午後４時30分まで）

午前８時30分～
午後４時30分

午前９時～午後４時30分

午前８時30分～午後5時

午前９時
～午後３時

午前９時
～午後３時
（※３）

午前９時
～午後5時

豊島区からほかの区市町村へ引越しさ
れる方（転出）は、転出届を郵送で提出
して転出証明書を受け取る
ことができます。詳細は区
ホームページ参照か問い合
わせてください。

転出届は郵送でお手続きができます

日本語が分からない方でも手続きできる
ように、総合窓口課では通訳がいる日が
あります。日程は区ホームページ参照。
●対応言語

外国語通訳がお手伝いします

English

Tiếng Việt

中文



ご希望の方に「広報としま」と「としま区議会だより」をお届けします豊島区より

■「広報としま」特集版／毎月1回 1日発行、
　情報版／毎月3回 1・11・21日発行、「としま区議会だより」随時発行
■配送方法…発行日翌日までにポストへ投かん。
■注意事項…申込みから2～ 3週間後に配送を開始します。
「広報としま」について、意見や感想がありましたらファクスかEメールでお寄せください。
■申電話かファクスかEメール(氏名〈ふりがな〉・住所・電話番号を記入)で、「広報グループ
☎4566－2532、 FAX 3981－1375、EM A0010509＠city.toshima.lg.jp」へ。

区内にお住まいの、新聞を購読していない世帯(企業などは除く)でご希望の方へ無料でお届けしています。どうぞご利用ください。

　情報版／毎月3回 1・11・21日発行、「としま区議会だより」随時発行

☎4566－2532

「広報としま」はデジタルブックでも配信中！

区ホームページもご利用ください▶HP http://www.city.toshima.lg.jp/

▶HP http://toshima.rlibrary.jp/
インターネット上で本をめくる感覚で閲覧できます。
充実した検索機能で豊富な区政情報をお届けします。

注目情報やイベント情報が盛りだくさん！区の最新情報を一早くチェックできます。

この号は区内の全世帯に個別にお配りしています

スマートフォンや
タブレットにも対応！ No.1821

広報としま特別号  としまplus  
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「還付金詐欺」とは、区役所職員などを装って「還付金（払い戻し）がある」な
どとだまし、ATMに行くように誘導し、振り込みをさせようとする詐欺の
ことです。依然として多発しており、被害も発生しています。不審な電話
を受けたら、ただちに110番か最寄りの警察署に通報してください。
■問防災危機管理課治安対策担当グループ☎3981-1433

還付金詐欺に
ご注意ください！

しばらくすると…

〈事例〉

豊島区役所○○課の△△です。保険料をお返し
するご案内を郵送しましたが、まだお手続きが
済んでいないようです。手続きを銀行に委託し
ましたので、後ほど銀行から電話が入ります。

ATMで言われたとおりに操作すると、自分
への振り込みボタンを押したつもりが相手
の口座への振り込みボタンを押すように誘
導され、現金をだましとられてしまいます。

××銀行です。ATMに携帯電話を持って行って、
手続きをしてください。こちらで指示します。

＼こんな言葉には要注意！／

保険料や医療費の還付金を
ATMで還付することは
絶対にありません！

「健康保険料の還付がある」

「医療費の払い戻しがある」

「税金の還付がある」

＼ご利用ください／    豊島区安全・安心メール
防犯情報など、暮らしの安全・安心に役立つ情報をお届けしています。ぜひ登録してください。
●登録方法…「t-toshima@sg-m.jp」に空メールを送信してください（右記二次元コードから読み取りも可）。
※迷惑メールの拒否設定をしている方は、上記送信元アドレスからのメールが受信できるように設定してください。

対策①  在宅中も常に留守番電話の設定にしましょう。
対策②  迷惑電話対策機能付きの電話を使いましょう。

還付金詐欺などの被害に遭わないためには
犯人からの電話に出ないことが効果的です。


