
平成31年度予算（案） ※（  ）内は、歳入・歳出予算それぞれの構成比。
　数値については、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

●編成方針
本区の二大財源の一つである特別区税は課税人口の伸びや収納率の向上に
より増加しているものの、ふるさと納税制度による個人住民税の流出、財政調
整交付金の原資となる法人住民税の一部国税化のほか消費税率引き上げ実施
段階における更なる国税化など、国が進める税源偏在是正の動きが区財政に深
刻な影響を与えています。
こうしたなか、31年度は、開幕を迎えた「東アジア文化都市2019豊島」による

賑わいの創出、「Hareza 池袋」の竣工など「国際アート・カルチャー都市」とし
ての飛躍をさらに加速させるとともに、「誰もが安心して暮らしつづけられる
まち」の実現に向けた施策の充実を最優先に取り組んだ結果、過去最大の予算
規模となりました。

●持続可能な行財政運営の確立
　区民生活を支える様々な施策の充実を図りつつも、災害に強い安全・安心な
まちづくりなど、区の価値を高めるための投資を計画的に実施していくために
は、安定的で持続的な財政基盤の構築が不可欠です。31年度予算においても、こ
れまで進めてきた「子どもと女性にやさしいまちづくり」「文化による賑わいを

平成31年度の一般会計当初予算規模は1,498億3,786万円で、対前年度比251億8,867万円の増、20.2％のプラスとなりました。
また、特別会計を含めた予算規模は2,078億5,149万円で前年度に比べ244億7,119万円の増、13.3％のプラスとなっています。
なお、この予算案は、現在開会中の議会で審議されています。 財政計画グループ☎4566 - 2521

平成　 年度予算（案）がまとまりました31

　　平成31年度予算を１万円に置き換えると、このような使い道になります
高齢者・障害者福祉、生活保護
など

2,496円 1,820円

保育園の運営、児童手当の給
付など

環境対策、清掃、リサイクル
など

道路、自転車対策など

302円

健康づくり、保健所の運営
など

365円

文化、スポーツ、図書館など

862円

区民ひろばの運営など

78円

選挙・監査

29円

293円

税を集めるため

73円

公園・児童遊園、緑化など

597円

借入金の返済

180円

252円

●閲覧できます
　予算(案)の概要は、行政情報コーナー、区ホームページで閲覧できます。
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各種健康対策、保健所の運営など
衛生費 43億8,623万円(2.9％)

保育園の運営、児童手当の給付など
子ども家庭費 279億9,464万円(18.7％）

まちづくり、区営・区立住宅の管理運営、道路･公園
の整備、自転車対策、緑化推進など

都市整備費 211億4,186万円(14.1％）

高齢者･障害者福祉､生活保護など
福祉費 301億4,056万円(20.1％）

環境保全、廃棄物収集、リサイクル推進など
環境清掃費 45億3,006万円（3.0％)

戸籍事務、区民事務所運営など
区民費 114億8,919万円(7.7％)

防災対策、区役所の運営、議会費、公債費、予備費など
その他 169億631万円(11.3％)

特別区民税､軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税
特別区税 334億2,817万円(22.3％)

地方消費税の一部が区市町村に交付されるもの
地方消費税交付金 60億400万円(4.0％)

都区間･区間相互の財源の均衡を図り、特別区の効率的・自
主的な運営を確保することを目的として交付されるもの

特別区交付金 317億円(21.2％)

国や都から交付を受ける負担金・補助金など
国・都支出金 346億437万円(23.1％)

施設の建設経費を賄うために国などから借り入れる資金
特別区債 127億9,800万円(8.5％)

地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金､
分担金及び負担金、使用料及び手数料､基金繰入金など

その他 313億333万円(20.9％)

広報、電算、その他区役所の
運営など

602円

歳　

入

歳　

出

◆平成31年度会計別予算

1,498億3,786万円

580億1,362万円

304億5,085万円

63億  709万円

212億5,568万円

2,078億5,149万円

1,246億4,920万円

587億3,110万円

323億  862万円

61億4,121万円

202億8,128万円

1,833億8,029万円

20.2％増

1.2％減

5.8％減

2.7％増

4.8％増

13.3％増

平成31年度 平成30年度 増減

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

区　分

合　計

一 般 会 計
特 別 会 計

生むまちづくり」の成果が、課税人口の増加などによる歳入増という形になっ
て現れ、6年連続で財政調整基金の取り崩しをせずに予算を編成することがで
きました。
　今後も、「未来戦略推進プラン2019」を実効あるものとするため、人件費の抑
制、公民連携の推進など、構造改革に引き続き取り組み、安定的で持続可能な行
財政運営の確立を目指してまいります。

教育費 117億7,941万円(7.9％)
幼稚園､小・中学校､子どもスキップの運営など

文化商工費 214億6,961万円(14.3％)
文化・芸術、商店街・中小企業の振興、図書館の運営など

区議会の運営

47円

戸籍事務、区民事務所の運営
など

129円

商工業・観光の振興、勤労者
福祉など

559円

幼稚園、小・中学校、放課後対策
（子どもスキップ）など

 835円

各基金の積立て（貯蓄）まちづくり、防災など

481円

●平成31年度予算重点事業は「広報としま4月 1日号(特集版)」に掲載します。

ハ　レ　ザにぎ

2019年
「東アジア文化都市」

国内都市

「としま情報スクエア」
区内のケーブルテレビ（としまテレビ 地上１１１ch）で区の情
報番組を生放送でお届けします。
◇毎週木曜日～翌月曜日 午前１１時から２０分間◇再放送３
回（午後５時・１０時、翌朝午前７時）

２０１９年

3／1
No.1822 発行：豊島区 編集：政策経営部広報課

〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/
平成３１年（２０１９年）３月１日発行〈毎月１・１１・２１日発行〉

●「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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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

福  祉福  祉

まちづくりまちづくり

くらし等くらし等

健  康

募  集募  集

1．平成31年度当初予算案
平成31年度当初予算は過去最大規模の予算を6年連続で財政調整基金か

らの繰り入れせずに編成しました。この1年は、持続発展都市の実現に向
けて、大きく飛躍する最大のチャンスとして捉えています。最大の効果を
生む施策を積極的に展開することで、特色のあるオンリー・ワンのまちづ
くりに取り組みます。
2．東アジア文化都市
東アジア文化都市2019豊島の開幕は、「としま新時代」の幕開けを告げる
ものでもあると考えています。11月24日の閉幕式典までの間、様々な文化
プログラムを通じて中国・西安市、韓国・仁川広域市との交流を深め、こ
の事業を必ずや成功に導きます。
株式会社アニメイトと共同で制作した「池袋ＰＲアニメ」の本編が完成し、
1月17日に完成披露発表しました。今後も、国内外で積極的に出展します。

ハ レ ザ

Hareza 池袋の整備は、周辺の方や歩行者の方々などに対して安全・安
心を念頭におきながら確実かつ万全の体制で進めます。
「池袋西口公園」の仮囲いでは、様々な事業をラッピングにより紹介して
います。11月16日のオープンに向け、国際アート・カルチャー都市の実現
に大きく寄与する事業として、工事が着実に進むよう取り組みます。
「造幣局跡地の防災公園」は、本年の4月から工事の着手を予定し、平成
32年の春にオープンを予定しています。
「真っ赤な電気バス」の愛称は、厳正な審査を行ない「イケバス」に決定し
ました。11月の導入に向けた準備を確実に進めます。
「（仮称）マンガの聖地としまミュージアム」の整備・運営費用に充てるト
キワ荘関連施設整備寄附金は、2月8日現在、714件、2億7，987万8，331
円ものご寄附を頂きました。平成32年3月22日のオープンを目指して、1
月15日より建築工事に着手しました。
「大塚駅北口周辺リニューアル」は、昨年7月に基本計画を策定し、植栽
計画を大幅に見直しました。トイレの再整備や、都電とのアクセス向上に
ついても関係機関と最終の詰めを行なっています。
3．総合的な高齢社会対策と健康づくり
「総合高齢社会対策プロジェクト」は、「文化」や「子育て」での成功をステ
ップに、福祉・保健、健康づくり、コミュニティづくり、生涯学習、災害
対策、交通安全対策などの取り組みを総動員し、高齢者が活き活きと暮ら
せる社会づくりを目指します。
区はフレイル予防に着目した取り組みを進め、効果的に推進する拠点と
して旧東池袋豊寿園跡地に「フレイル対策センター」を開設するための準備
を進めています。
複数の医療機関で同様の効果の薬が処方されることによる副作用リスク
が高まる状況を踏まえ、70～74歳の国民健康保険被保険者の中から、過剰
摂取の可能性がある方などにお知らせを送付し、健康被害の予防に取り組
みます。
特別養護老人ホーム「養浩荘」は「池袋ほんちょうの郷」と名称を変え6月
開設予定です。入所定員は60名へと増え、本区の特別養護老人ホームの入
所定員は762名となります。旧朝日中学校跡地での整備を検討している特
別養護老人ホームは地元の意見を踏まえつつ、検討を進めています。
池袋保健所の新たな機能については、「池袋保健所機能拡充検討会議」を

立ち上げ、6月を目途とした検討を開始しています。「女性の健康支援」な
ど健康増進施策の充実を図りつつ健康危機管理機能の充実など、機能の拡
充を図ります。
4．子どもと女性にやさしいまちづくり
今年度10園600名の定員拡充を目標として準備を進めました。現時点で

は3年連続で待機児童ゼロが達成できる見込みです。
「保育の質」をさらに向上させるため、「豊島区保育の質ガイドライン」を
策定し、保育の現場で活かすことができるものとしていきます。また、小
学校の校庭利用、研修プログラムの充実、保育園の適正な運営状況を点検
する実地検査、園長経験のあるベテラン職員による巡回指導など、総合的
な視点から保育の質向上に努めます。
来年度から「マイ保育園」として、区立保育園を育児相談などで気軽に利

用できるよう整備し、区立保育園での一時保育の実施園を2園増やし、保
育園に通っていない子どもや保護者などへのサービスを拡充します。
児童相談所は昨年6月15日の第2回改築工事説明会で、施設の安全対策

など様々なご指摘をいただきました。住民要望にできる限り沿った形での
プランに変更するため、開設時期を平成34年冬頃としました。児童相談所
などへの研修派遣を積極的に拡充するなど人材育成の強化を図りながら、
準備を行ないます。
小規模公園を地域交流の場に再生していく「小さな公園活用プロジェク

ト」を開始しました。利用・立地状況を踏まえ、憩いの場、地域の庭とし
ての地域コミュニティの場に再生していくことを目指します。
株式会社良品計画との協働プロジェクトでは、上り屋敷公園と西巣鴨二

丁目公園で休憩できるデッキや花壇を再整備していきます。
子どもや女性が使いやすい清潔で明るいトイレをめざし、公園・児童遊

園のトイレの改修を3か年で取り組み、来年度が最終年です。一部の公園
ではトイレをアートトイレにする取組みを進めており、昨年度は11か所が
完成し、地域の方々に大変喜ばれています。
昨年10月1日から一部の公園を除く35か所の区立公園で禁煙化を実施し

ました。子育て環境を向上させる目的で、多くの区民の方に受け入れられ
ていると考えています。公園周辺のポイ捨て調査ではポイ捨てが増えた公
園もあり、喫煙ルールの周知啓発とパトロール時の指導を続けることで、
喫煙ルールの徹底とマナー向上に努めます。
5．安全・安心
昨年、セーフコミュニティの再認証を取得しました。そして、インター

ナショナルセーフスクールの取組みは、セーフコミュニティ実現の重点施
策です。1月30・31日、朋有、富士見台、高南の各小学校の認証授与式が
行なわれました。「チーム学校」として地域と一体となって安全・安心な学
校づくりを継続させてきた努力が認証をもたらしたと、皆さんを祝福した
いと思います。
本区は6中学校ブロック・7校の安全・安心ネットワークを構築してき

ました。来年度は清和小学校が認証取得に挑戦し、残る2中学校ブロック
からもセーフスクール取組み宣言が予定されています。今後、セーフスク
ールの全校化とともに、学校と各地域の区民ひろばの連携をさらに強化す
ることで、セーフコミュニティを一層推進します。
体育館冷暖房設置事業は、子どもたちや区民の命を守る喫緊の事業です。

迅速かつ効果的な整備手法としてリース方式を採用し、整備期間をさらに
短縮するよう鋭意準備を進めており、体感温度やランニングコストの面で
効果的なものとなるよう、最終的な詰めを行なっています。
本区は「小中学校体育館等26か所の冷暖房化」をいち早く宣言しましたが、

防災の観点から救援センターとしての環境の向上のためにも、年内の整備
に向けてスピード感を持って取り組みます。

Ⅰ～Ⅲの計画（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
さんのご意見をお聴きします。
Ⅰ．「未来戦略推進プラン2019」（案）をまとめ
ました
当プランは「豊島区基本計画2016‐2025」の

実施計画として、毎年度に実施する施策や事
業の内容を具体的に示すものです。同時に区
が目指す将来像を実現するための、政策相互
間の繋がりや、施策を重点化して取り組むた
めの考え方を示しています。
Ⅱ．豊島区案内サインガイドラインについて
本計画では、案内サインの整備に関する基
本的な考え方を示しています。
Ⅲ．「豊島区いじめ防止対策推進条例」の改定
深刻ないじめ問題に迅速かつ適切に対処で
きるよう、いじめに関する調査のために新た
な機関を設置するなどの改正を行ないます。

●閲覧できます
いずれも行政情報コーナー、図書館、区民事務所、

区ホームページで閲覧できます。Ⅰは企画課、Ⅱは
都市計画課、区民ひろば、Ⅲは指導課、区民ひろば
でも閲覧可。
●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3月29日（必着）までにⅠは「企
画課未来戦略推進グループ」、Ⅱは「都市計画課都市
基盤グループ」、Ⅲは「指導課指導主事グループ」へ。
※いずれも直接各担当課窓口へ持参も可。なお、個
別に直接回答はしません。
█問Ⅰ未来戦略推進グループ☎4566‐2518、█FAX3980‐
5093、█EMA0010108@city.toshima.lg.jp
Ⅱ都市基盤グループ☎4566‐2636、█FAX3980‐5135、
█EMA0022603@city.toshima.lg.jp
Ⅲ指導主事グループ☎3981‐1146、█FAX3986‐9474、
█EMA0029040@city.toshima.lg.jp

多様な性自認・性的指向の人々が抱え
る課題を「性別に起因する人権課題」と捉
え、豊島区男女共同参画推進条例の中で
位置づけるとともに、パートナーシップ
制度に関する規定を追加するため、また、
平成15年の条例制定以降の社会状況の変
化に対応するための規定を整備するため、
豊島区男女共同参画推進条例の改正案を
まとめ、パブリックコメント（区民公募
手続）制度に基づき、区民の皆さんから
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、6
月28日まで、男女平等推進センター、住
宅課、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。
█問当センター庶務・計画調整グループ☎
5952‐9501

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。

特別区民税・都民税の支払いは
お済みですか

第4期分（1月31日納期限）の納付
が確認できない方へ、3月5日に督
促状を発送します。期限内に納付し
てください。納め忘れを防ぐために
は便利な口座振替を利用してくださ
い。病気や退職などでやむをえず納
期限までに納付することができない
場合や生活が困窮している場合は、
早めに税務課整理第一・第二グルー
プに相談してください◇日曜窓口…
3月10日 午前9時～午後5時
█問当グループ☎4566‐2362

「狭小住戸集合住宅税（通称ワンル
ームマンション税）」を継続します

平成16年6月1日に施行した「豊島
区狭小住戸集合住宅税」について、条
例附則第3項の見直し規定に基づき
「豊島区税制度調査検討会議」を設置
し、本税がとるべき必要な措置につ
いて検討をした結果、本税の抑制効
果を確認し、継続することに決定し
ました※詳細は区ホームページ参照。
█問税務課庶務グループ☎4566‐2351

短期保険証を発送します

有効期限の短い短期保険証の更新
は、従来6か月ごとに来庁をお願い
していましたが、次回の更新（4月
1日～9月30日）は、簡易書留郵便
で送付します◇対象…現在お持ちの
保険証の有効期限が3月31日の世帯
の方◇発送…3月4日㈪ 受け取れ
なかった方は、保管期間中は不在連
絡票を確認してください※滞納状況
により更新できない場合もあります。
█問国民健康保険課整理収納グループ
☎3981‐1294

第15回子どもフェスタ～中国や
韓国のお友達と一緒に！～

3月10日㈰ 午前10時30分～午後
2時30分 池袋第三小学校校庭※雨
天時は体育館◇子どものまちで様々
な仕事をして受け取った地域通貨
「ハッピー」を使って遊ぼう！中国・
韓国語のまち案内も行なう◇幼児～
中学生█申当日直接会場へ。
█問青少年養成リーダー連絡会 横尾
☎090‐4174‐6933

子ども若者支援事業「子ども若
者のＳＯＳを見逃さない！子ど
もの心の声が聞こえますか」

3月10日㈰ 午後1時30分～3時
（午後0時30分開場） 自由学園明日
館◇子どもや若者の声に耳を傾け、
どうすれば生きづらさや悩みを共感
できるのかを考える機会にする。お
みやげあり※先着順◇270名█申当日
先着順受付。
█問中高生センタージャンプ長崎☎
3972‐0035

金婚・ダイヤモンド婚を
迎えるご夫婦へ

◇対象者…平成30年4月1日から引
き続き区内に住所があり、下記の①
②のいずれかに該当する夫婦。①金
婚（50年目）／昭和43年4月1日～昭
和44年3月31日に婚姻届を提出した
夫婦、②ダイヤモンド婚（60年目）／
昭和33年4月1日～昭和34年3月31
日に婚姻届を提出した夫婦※昨年度
の対象者（金婚は昭和42年4月1日
～昭和43年3月31日、ダイヤモンド
婚は昭和32年4月1日～昭和33年3
月31日に婚姻届を提出）で、まだ申
請していない方も受け付けています。
申請時、夫婦のいずれかが亡くなっ
ている場合は対象になりません◇祝
品（郵送）…区内共通商品券1万円分
※有効期限あり█申3月29日までに、
6か月以内に発行された戸籍謄本
（全部事項証明書）を高齢者福祉課へ
持参。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

「としま・おたっしゃカード」
更新のご案内

現在お使いのカードは、銭湯で自
動更新され、4月以降もそのまま利
用できます。ポイントは繰り越しが
できないため、3月31日で平成30年
度の未使用ポイントが無効になりま
す。期限までにお使いください◇更
新方法…①4月1日以降、利用する
ときに銭湯にカードと自己負担分の
100円を持参。②銭湯にカードの提
示と100円を支払う。③平成31年度
のポイントが付き、その日の入浴分
1回分が差し引かれる。④ゆっくり
入浴※カードの更新のみは不可。必
ず銭湯を利用するときに持参してく
ださい※1年以上利用がないと銭湯
での更新ができなくなります。更新
できない場合は問い合わせてくださ
い。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

旧第十中学校の野外スポーツ施設
に関する住民説明会

3月13日㈬ 午後7時から さく
ら小学校◇旧第十中学校への野外ス
ポーツ施設整備や管理運営などに関
する説明会█申当日直接会場へ。
█問施設計画グループ☎3981‐4594

空き家と住まいの勉強会

�第5回…3月16日㈯ 午前10時～
正午◇第1部…セミナー「空き家を
活用した地域貢献の可能性」講師…
NPO法人としまNPO推進協議会／
幅上 敦氏、第2部…個別相談会。
�第6回…3月23日㈯ 午前10時～
正午◇第1部…セミナー「空き家を
負の遺産にしないために」講師…Ｅ
ＶＥ法務事務所代表特定行政書士／
戸川大冊氏、第2部…個別相談会。

いずれも区役所本庁舎5階507～
510会議室◇セミナー各50名、個別
相談会各4組
█申電話かファクスか E メールで（第
5回の第2部は3月12日、第6回の
第2部は3月19日までに）「マンショ
ングループ☎3981‐1385、█FAX3980‐
5136、█EMA0022901@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月11日㈪・12日㈫ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
商品の購入や契約のトラブルなどの
消費生活に関する相談を電話か来所
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29歳以下の方。
█問消費生活センター（相談専用）☎
3984‐5515

こどものぜん息水泳教室

①前期（7回）…5月13・20日、6月
3・10・17日、7月1・8日 月曜
日、②夏休み（4回）…8月6日㈫～
9日㈮、③後期（8回）…9月2・9
日、10月7・21日、11月11・18日、
12月2・9日 月曜日 ①③午後4
時30分～6時、②午前9時30分～正
午 雑司が谷体育館◇泳力に応じた
グループ別実習。医師・看護師によ
る健康管理あり◇気管支ぜん息など
の診断を受けている区内在住の新小
学1年生～新中学3年生◇50名◇ロ
ッカー代自己負担█申申込書（地域保
健課で配布。区ホームページからダ
ウンロードも可）を3月29日（②のみ
の場合は6月25日）までに公害保健
グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4220

合唱団いきのちから～ミュージ
ックセラピー～参加者募集

4月1日～平成32年3月 月曜日
（毎月2回） 午後1時30分～3時30
分 南大塚地域文化創造館◇気持ち
を和らげるリラクゼーションとして、
呼吸法を学び、同じような体験をし
た仲間と一緒に合唱で声を合わせる
喜びを楽しむ、いわゆる音楽療法を
行なう◇区内在住のがん体験者◇5
名程度募集◇半期12，000円
█申電話でがんサポートコミュニティ
ー事務局☎6809‐1825（午前9時～
午後5時。土・日曜日、祝日は除く）
へ※先着順。

プラス

第8回「はあとの木」マルシェ＋

3月5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）◇「CONGRATULATIO
NS！おめでとうがいっぱい！」をテ
ーマに区内障害者福祉施設によるハ
ンドメイド雑貨やパン・焼き菓子の
販売イベント█申当日直接会場へ。
█問施設・就労支援グループ☎3981‐
1786

そめいよしの
さくら開花予想クイズ2019

駒込小学校にある基準樹木「駒桜」
の今年の開花日を予想█申郵送で3月
15日（消印有効）までに「〒170‐0003
駒込2‐2‐2 駒込地域文化創造
館内『そめいよしの開花予想クイズ
係』」へ。区内設置の応募箱から応募
も可。詳細は当館ホームページ█HPht
tps://www.toshima-mirai.or.jp/
center/e_komagome/参照。
█問当館☎3940‐2400

上池袋図書館
バリアフリー映画会

3月10日㈰ 午後1時30分～3時
30分◇音声ガイドや日本語字幕付き
のバリアフリー映画「グーグーだっ
て猫である」を上映。視聴覚に障害
のある方も楽しめる。
█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。

駒込図書館 桜の名所ツアー

3月21日㈷※小雨決行、雨天中止
午後2～4時 染井吉野桜記念公園
（現地集合）～染井霊園～巣鴨◇とし
ま案内人駒込・巣鴨のボランティア
ガイドの案内で、桜の名所を散策。
ポイントごとにその場所に縁のある
本の紹介◇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。

上池袋図書館 工作会
「だれでもできる布でアート」

3月24日㈰ 午後1～3時◇造形
作家／関野宏子氏を招いた、布の切
れ端を使いだれでも簡単にアートを
楽しめるワークショップ。ユニーク
なアートの世界を楽しむ◇小学生未
満は保護者同伴◇20名
█申電話で当館☎3940‐1779へ。直接
窓口申込みも可※先着順。

お花見ツアー ソメイヨシノの里
駒込・染井を訪ねる

3月29日㈮、30日㈯ 午前10時～
正午 JR駒込駅北口・染井吉野桜記
念公園集合、JR巣鴨駅付近解散◇ソ
メイヨシノの発祥の地を地元ボラン
ティアガイドが案内します◇各日20
名◇参加費300円█申往復はがき（4面
記入例参照。希望日、参加人数、参
加者全員の氏名を記入）で3月15日
（必着）までに「〒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█HP http ://toshi
ma-guide.com/から申込みも可※
先着順。
█問当係 中川☎090‐4414‐7018

3月13日㈬ 午後6時から 区役所本庁舎8階807・808会議室
█申前日午後5時までに電話で住宅課施策推進グループ☎3981‐2655へ。

第1回区議会定例会
招集あいさつ
（抜粋・要約） 2月13日開会、本会議にて▶

「豊島区男女共同参画推進条例の一部を
改正する条例（案）」を策定しました～ご意見をお寄せください～

第58回住宅対策審議会●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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平成31年2月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 30,271
(＋48)

179,878
(－2)

289,513
(＋5)
145,415
144,098

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

休  館休  館

官公署だより

赤鳥コンサート
～チェロと癒しの調べ～

3月29日㈮ 午後7～8時（午後
6時40分受付開始） 赤鳥庵（目白庭
園内）◇60名◇1，000円█申往復はがき
かファクスかＥメール（4面記入例
参照。ファクス番号も記入）で「〒
171‐0031 目白3‐20‐18 目白
庭園、█FAX5996‐4886、█EM info-mejir
o-garden@seibu-la.co.jp」へ。当
園管理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

トップイヤーズ1983～1987

6月7日㈮～8日㈯ 7日…午後
6時30分開演、8日…午後1時・5
時開演 あうるすぽっと◇元宝塚歌
劇団花組／髙汐 巴の楽曲や芝居を
取り入れたショー◇各回270名◇
6，500円█申チケット販売サイト█HPht
tps://www.quartet-online.net/ti
cket/topyears で申込み※先着順。
█問当制作委員会☎080‐8918‐6791

池袋図書館読み聞かせ講座第6回
「1年間の総まとめ」

3月13日㈬ 午前10時30分～正午
池袋第三区民集会室◇公共の場や家

庭での読みきかせについての講座。
季節のおすすめの絵本や当館の新刊
も紹介◇20名█申当日先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

「いきいき美容教室」
～いつまでも若々しく～

3月14日㈭ 午前10時～11時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
化粧の効果とリフレッシュ効果につ
いて実技を交えて学ぶ◇65歳以上の
区民◇30名
█申電話で介護予防・認知症対策グル
ープ☎4566‐2434へ※先着順。

あわせ

着付け教室（袷の着方と帯結び）
（全3回）

3月19日㈫・26日㈫・29日㈮ 午
後1時30分～3時 シルバー人材セ
ンター◇女性◇10名◇5，000円◇着
物、帯、小物は各自持参。
█申電話で当センター☎3982‐9533へ
※先着順。

ミニセミナー「多様な人がつな
がり暮らす安心の住まい」

3月19日㈫ 午後7～9時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇障害
の有無に関わらずともに暮らすコレ
クティブハウス大泉学園を紹介し、
地域でのつながりを考える。講師…
ＮＰＯ法人コレクティブハウジング
社ほか◇25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

お も

池袋図書館 終活講座「想い出
サロン～昭和をふり返ろう～」

3月21日㈷ 午後2～4時 池袋
第三区民集会室◇想い出の語り合い
には、認知症予防の効果が！？昭和
30～40年代の写真を見ながら、想い
出話に花を咲かせましょう◇20名█申
当日先着順受付。
█問当館☎3985‐7981

ソフトテニスジュニア教室

4月14日～平成32年3月22日 毎
月第2・4日曜日 午前7～9時
総合体育場テニスコート◇区内在住、
在学の小・中学生※平成31年4月現
在。保護者も参加可◇40名◇6，000円
（保護者9，000円）█申申込書（区ホーム
ページからダウンロード可）を郵送
かファクスで「〒170‐0002 巣鴨1
‐33‐5 豊島区ソフトテニス連盟
三好、█FAX3941‐7406」へ※先着順。
█問当連盟 三好☎3941‐4739

旧第十中学校初心者硬式テニス
教室（平成31年度前期）

4月14日㈰～9月29日㈰ 毎月第
2・4・5日曜日と祝日 午前8～
10時 旧第十中学校（千早4‐8‐

19）◇区内在住、在勤、在学の小学
5年生以上◇30名◇6，000円█申往復
はがきで3月15日（必着）までに「〒
171‐0042 高松3‐12‐21 大沼」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問豊島区スポーツボランティアリー
ダー四季 川島☎3951‐4335

目白庭園

3月4日㈪、5日㈫◇池の清掃の
ため。
█問当園☎5996‐4810

●豊島都税事務所
「自動車の移転・廃車手続きはお済
みですか？」
自動車税は4月1日現在、自動車
検査証（車検証）に記載されている所
有者（割賦販売の場合は使用者）に課
税されます。3月29日㈮までに、譲
渡の場合は移転登録、廃車の場合は
抹消登録を済ませてください。
█問東京都自動車税コールセンター☎
3525‐4066

�3月10日㈰ 午後2時 「東京都平和の日」…東京大空襲をはじめ戦災
で亡くなられた方のご冥福を祈ります。
�3月11日㈪ 午後2時46分 「東日本大震災から8年」
…犠牲者の方への哀悼の意を表します。
それぞれご協力をお願いいたします。

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。

�英語と音楽のレッスン「英語
de リズミング」 月2回程度
月曜日（全20回） ①1歳児クラス
…午前10時20分～11時5分、②2
歳児クラス…午前11時15分～正午
区民ひろばさくら第二◇①新1歳
児（平成29年4月2日～平成30年
4月1日生まれ）、②新2歳児（平
成28年4月2日～平成29年4月1
日生まれ）◇年会費11，000円前後
█問足立█EMsakuradainieigo@gma
il.com

�「気功・太極拳ファンソン会」
毎週月曜日 午前10時～正午 千
早地域文化創造館◇初心者から上
級者まで◇入会金1，500円、月額
4，000円█問田中☎3955‐9752
�社交ダンス「豊島区ダンス協会」
毎週土曜日 午後6時30分～8時
30分 千早地域文化創造館ほか◇
10種目のボールルームダンスを基
礎から習いたい方◇入会金1，500円、
月額1，500円█問河合☎3971‐2080
�「クラフトハンドの会」 毎月第
2・4金曜日 午前10時～正午
区民ひろば清和第一◇入会金
1，000円、月額2，500円█問高橋☎
5974‐5464

1分間の黙とうをささげましょう

█問総務課総務グループ☎3981‐4451

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

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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