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●保険料の計算
世帯の保険料は、総所得金額等・加入
者の人数・年齢によって計算されます。

＝

＋

＋

※算定基礎額＝
前年の総所得金額等－基礎控除額（33万円）

保険料の計算にあたっては、収入ではなく所得
が算出の基礎となります。
平成31年度（平成31年4月～翌年3月まで）の保
険料は、平成30年中の所得に基づいて計算され
ます。

基礎（医療）分
所得割額 均等割額

各加入者の算定基
礎額※×7．25％の
合計額

39，900円
×加入者数＋

最高限度額61万円

後期高齢者支援金分
所得割額 均等割額

各加入者の算定基
礎額※×2．24％の
合計額

12，300円
×加入者数＋

最高限度額19万円

あなたの世帯の年間国民健康保険料

介護分
所得割額 均等割額

40～64歳の各加入
者の算定基礎額※
×1．74％の合計額

15，600円
×40～64歳
の加入者数

＋

最高限度額16万円

福  祉福  祉
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【結果の公表】

池袋駅地区
バリアフリー基本構想改定

基本構想の改定にあたり、パブリ
ックコメント（意見公募手続）制度に
基づき、区民の皆さんからご意見を
お聴きしました。
●閲覧できます…お寄せいただいた
ご意見および区の考え方は、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。
█問拠点まちづくりグループ☎4566‐
2640

豊島区自殺対策計画

誰も自殺に追い込まれない社会の
実現を図り、区民の皆さんの様々な
悩みに対して「生きることの包括的
な支援」を受けられるよう、「豊島区
自殺対策計画～いのちを守る地域づ
くり・まちづくり・人づくり～」を
策定しました。策定にあたり、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…計画の全文とお寄
せいただいたご意見および区の考え
方は、5月21日まで、健康推進課、
長崎健康相談所、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。
█問精神保健グループ☎3987‐4231

平成31年度国民健康保険料の
計算方法をお知らせします

保険料は6月に総所得金額などが
決定した後に計算します。保険料決
定通知書と納付書は6月中旬から郵
送予定です（元号改正後も「平成31年
度」国民健康保険料と呼びます）。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

発達障害に関する
ご相談をお受けします

発達障害全般について、あらゆる
年齢層の当事者や家族からの相談に
応じます。相談内容により、適切な
機関へ紹介します。
█問発達障害者相談グループ☎4566‐2445

介護職員資格取得費用の一部助成

①介護職員初任者研修受講料、②
介護職員実務者研修受講料、③介護
福祉士国家試験受験手数料などの一
部◇助成限度額…①80，000円、②
100，000円※①②いずれも本人負担
の受講料（テキスト代、実習の費用
などを含む。1，000円未満切り捨て）、
③受験手数料15，300円および登録手
数料3，320円◇対象…①②次のⓐ～
ⓒをすべて満たす介護職員。ⓐ平成
30年4月1日以降に当研修を修了し
ている、ⓑ当研修修了後、3か月以
内に区内介護サービス事業所に勤務
し、3か月以上（②は3か月以上か
つ通算45日以上）就労が継続してい
る※区内事業所にすでに就労してい
る方も同様。①で登録ヘルパーの場
合、就労時間が45時間を超えている
こと。派遣での就労は対象外、ⓒほ
かの制度による助成を受けていない。
③次のⓓ～ⓕをすべて満たす介護職
員。ⓓ平成30年4月以降に介護福祉
士試験に合格し、介護福祉士登録証
の交付を受けている、ⓔ登録後、3
か月以内に区内介護サービス事業所
に勤務し、3か月以上かつ通算45日
以上就労が継続している※区内事業
所にすでに就労している方も同様、
ⓕほかの制度による助成を受けてい
ない◇申請期間…すべての要件を満
たした月の翌月から3か月以内█申各
助成の交付申請書兼請求書（区ホー
ムページからダウンロード可）に①
②は研修受講料の領収書（原本）と研
修を修了した旨の証明の写しを添付、

③は受験手数料と登録手数料の領収
書（原本）、合格証書および登録証の
写しを添付し、介護保険課管理グル
ープへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐1942

ファミリー・サポート事業
「利用会員登録会」

5月7日㈫・14日㈫・27日㈪ 午
前10時から 区役所本庁舎5階508
会議室（14日は510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。

第42回「わんぱく相撲豊島区大会」

5月12日㈰ 小学校1・2年生…
午前10時～正午（午前9時30分受付）、
3～6年生…午後1時～4時30分
（午後0時30分受付） 南池袋小学校
◇1・2年生はぶつかり稽古方式、
3～6年生は個人戦トーナメント方
式。見学自由。4年生以上の男女上
位1名は都大会への出場資格付与◇
区内在住、在学の小学生
█申区内小学校配付の申込書を担任の
先生へ提出か、電話で当大会実行委
員会 小松☎090‐7249‐9892へ。

ふたご・みつごの会「ツインス
マイル」の集いで交流しよう！

5月28日㈫ 午前10時～正午 池
袋保健所3階講堂◇多胎児をもつ親
同士の情報交換・交流の場です。初
参加の方も歓迎◇区内在住で多胎児
を持つ保護者と子ども（妊婦も可）
█申電話で前日までに「健康推進課☎
3987‐4174、長崎健康相談所☎3957
‐1191」へ。

日中韓のアニメーショ
ン上映とトーク、マンガ
の読める広場、参加型ワ
ークショップなど。子ど
もから大人まで幅広く楽
しめます。詳細はホーム
ページ█HPhttps ://cultur
ecity - toshima. com 参
照█申当日直接会場へ※一
部ワークショップは当ホ
ームページから事前申込み。
█問東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局☎4566‐2841

●4月27日㈯、28日㈰は開庁しています。ただし、マイナンバーカード
関連業務の取り扱いはできません※4月29日㈷～5月6日（振休）は閉庁
します。また、4月29日㈷、30日㈷は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住民票などの取得ができません。
█問住民記録グループ☎3981‐4782
●閉庁日の戸籍の届出は、本庁舎1階の夜間・休日受付で預かり業務を
行ないます※5月1日㈷は、多くの婚姻の届出が予想されるため、臨時
預かり窓口を設置します（午後5時まで）。記念写真撮影コーナーあり。
█問戸籍グループ☎3981‐4737
※取扱い業務や注意事項など詳細は区ホームページまたは事前に各窓口
に問い合わせてください。

保険料の納め忘れはありませんか？
5月7日が納期限です

２０１９年
４月期分の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。4／21
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大型連休中の総合窓口課（戸籍、住民記録、
印鑑登録、住民票など）の窓口について

東アジア文化都市2019豊島
「としマンガ としアニメ キャラバン」
「アトカル・マジカル学園」
同時開催！
4月28日㈰、29日㈷ 午前10時～午後6時
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

▲マンガのキャラクターとストーリーづくり
体験ワークショップ（イメージ）

●「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。



子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

環境・清掃環境・清掃
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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用

休  館休  館

官公署だより

公開講座「子ども研修」（全3回）

7月4日㈭、11月26日㈫、平成32
年1月16日㈭ 午後2～5時 区内
会議室※申込み時にお伝えします◇
区内子ども施設職員対象の子ども研
修の公開講座。①「乳幼児の食べる
機能と発達」、②「子どものからだと
心の育ちを考える」、③「保育でつむ
ぐ子どもと親の良い関係」◇区内在
住、在勤、在学の方◇各10名
█申電話で実施日の前月15日までに
「人材育成グループ☎4566‐2474」へ
※先着順。

セーフティネット住宅の登録に
対する支援を行ないます

東京都へセーフティネット住宅と
して登録した物件の貸主などに家賃、
家賃債務保証料の支援を行ないます。
◇補助金額…家賃／月15，000円、家
賃債務保証料／15，000円◇要件…①
セーフティネット住宅へ登録された
豊島区内の物件であること、②その
住宅へ入居される方が以下に該当す
ることａ．高齢者・障害者・低所得
者など、ｂ．生活保護を受けていな
いこと、ｃ．引き続き1年以上豊島
区に居住していること◇募集数…各
10戸※先着順
█問施策推進グループ☎3981‐2655

「つる植物・いのちの森苗木」を
配布します

6月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）◇①「いのちの森」苗木…
高木／コブシ、中木／カクレミノ、
低木／アセビ、サツキ、シモツケ、
ジンチョウゲ、ツクバネウツギ、マ
サキ、マンリョウ、ヤマブキ（1名3
本まで）、②つる植物…アイビー、カ
ロライナジャスミン、ツルニチニチ
ソウ、トケイソウ、ハゴロモジャス
ミン、フィカスプミラ（1名3株ま
で）。配布する植物や苗木は、区内
に植えてください。地植えでも鉢植
えでも育ちます。①②合計6本でも
持ち帰ることができる大きさです█申
往復はがき（3面記入例参照。希望
植物・樹種名と各希望数を記入※1
枚で①②両方の申込み可）で4月26
日（消印有効）までに環境政策課事業
グループ（宛先2面上部欄外参照）へ。
応募者多数の場合は数量の調整あり。
配布引換券を5月20日発送予定。
█問当グループ☎3981‐2771

「豊島の森」環境講座春の自然観察

5月26日㈰ 午前10時～午後1時
豊島の森（区役所本庁舎10階）ほか◇
「豊島の森」での観察と講義◇区内在
学、在住の小学3～6年生（小学3
年生は要保護者同伴）◇30名
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。続柄〈小学生は学年〉も

記入）で5月8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2次元コード
参照）も可※応募者多
数の場合は抽選。5月
13日に抽選結果を発送。

住宅対策審議会委員の募集について

新たに策定された住宅マスタープ
ランの施策評価を中心とした審議◇
対象…区内在住の20歳以上で、平日
開催の審議会に出席できる方◇任期
…委嘱の日（6月7日）から2年◇報
酬…1回13，700円◇募集人数…5名
◇選考…書類審査後に面接（5月下
旬予定）※選考結果は全員に通知█申
所定の申込書（住宅課で配付。区ホ
ームページからダウンロードも可）
を、郵送かＥメールで5月10日（必
着）までに住宅課施策推進グループ
█EMA0022901@city.toshima.lg.jp へ。
直接窓口持参も可。
█問当グループ☎3981‐2655

みらい館大明「にほんごさーくる
コンニチハ！」ボランティア募集

外国国籍の方を対象に、会話を中

心に日本語を教えてくださる方。経
験不問◇毎月第1、2、3火曜日
午後7時～8時30分◇交通費支給◇
5名
█申電話かＥメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。

池袋東口としま商人まつり

4月29・30日㈷ 午前10時～午後
6時（30日は午後5時まで） サンシ
ャイン通り◇区内商店・交流都市の
物品販売、模擬店コーナー（小雨決
行）、春の演舞のつどい、コスプレ
パフォーマンス、江戸芸かっぽれな
ど█申当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

TOBU deあそびシリーズ
「asobi 基地！なりきり！変身！
工作あそび！」

4月30日㈷ 午前10時～午後4時
東武百貨店8階屋上スカイデッキ広
場※雨天中止◇親子で工作、なりた
いものに大変身！ダンボールでの自
由遊びや、好きなだけ作りたいもの
が作れる工作ブース。HIPHOP ダ
ンス教室も開催█申当日直接会場へ。
█問地域支援グループ☎3981‐2187

目白庭園

①芝生で♪ぴよぴよ絵本ひろば
5月5日㈷※雨天時は5月6日

（振休） 午前11時～正午 当庭園芝
生広場◇絵本の読み聞かせや手遊び

◇未就学児とその保護者◇50名
②竹の水鉄砲をつくろう
5月5日㈷・6日（振休） 午後3
～5時 当庭園芝生広場◇親子で水
鉄砲を作って遊んでみましょう。竹
は切ってあるので、幼児も参加可
（要保護者同伴）◇20名◇800円
いずれも█申当日先着順受付※雨天

時の開催は当庭園ホームページで案
内します。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

5月11日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「野
ばら」、相馬泰三「薬草のあるところ」
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

区民ひろば回遊音楽キャラバン
（全8回）

5月22日㈬～平成32年3月4日㈬
午前10時30分～11時◇子どもたちが
質の高い音楽を気軽に鑑賞でき、一
緒に楽しめる音楽会。詳細は区ホー
ムページか各区民ひろばで配布して
いるチラシ、ポスター参照。
█問自主運営支援グループ☎3981‐1507

ギターの赤鳥コンサート
～流浪の民族音楽ジプシー～

5月31日㈮ 午後7～8時 赤鳥
庵（目白庭園内）◇和室で演奏するジ
プシーギターの音色をお楽しみくだ
さい。コーヒーつき◇60名◇1，200
円█申往復はがきかファクスかＥメー
ルで「〒171‐0031 目白3‐20‐18
目白庭園 █FAX5996‐4886、█EM info-
mejiro-garden@seibu-la.co.jp」へ。
当園管理事務所で
直接申込みも可。
電話での申込み不
可※先着順。
█問当事務所☎5996
‐4810

サウンド オブ おおつか

6月1日㈯ 午後0時50分～3時
ＪＲ山手線大塚駅改札集合◇バラの
香りと音色に包まれて、おおつか音
楽祭が開かれる駅周辺。バラ色の人
生誓う教会のベル、旧谷端川の瀧不
動で流水と都電走る音のある風景を
訪ねる◇20名◇300円█申往復はがき
（下部記入例参照。複数の場合は、
全員の氏名・年齢・連絡電話番号を
記入）で5月20日（必着）までに「〒
170‐0005 南大塚2‐36‐1 南
大塚地域文化創造館『大塚サウンド』
係」へ※先着順。

し ゅ ず い

█問「大塚物語るガイド」守隨☎090‐
2209‐9772

目白図書館 講演会
「童謡誕生と金子みすゞの生涯」

5月12日㈰ 午後2時～3時30分
目白第一区民集会室◇「赤い鳥」と童
謡の誕生・発展について、童謡詩人
／矢崎節夫氏による講演会。自ら再
発見に尽力した詩人金子みすゞの生
涯・作品について併せて聞く◇20名
█申電話かファクスで「目白図書館☎
3950‐7121、█FAX3950‐7910」へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

みらい館大明「講座！みらい館
大明小学校第15期」（全11回）

5月16日～7月25日 木曜日 必
須科目…午前10時～午後0時15分、
選択科目…午後1～3時◇おとなが
もう一度学園生活を体験！旧小学校
で国語・理科・社会・体育・音楽を
学ぶ。外出講義、芸術体験講義あり。
選択科目は英語、万華鏡づくり、水
彩画など◇40代以上の方◇20名◇
8，000円※選択科目は別途参加費あ
り。詳細は問い合わせてください。
█申電話か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。

巣鴨体育館（プール）
個人公開時間変更のお知らせ

巣鴨北中学校の改築に伴い、5月
27日㈪～7月18日㈭の間、巣鴨体育
館（プール）の平日個人公開時間が変
更となります。詳細は区ホームペー
ジか当施設ホームページ█HP http://
www.shisetsu.jp/town.sugamo/
taiikukan/参照。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

ボルダリング初心者講習会

5月18日㈯ こども向け講習…①
午後1時から、②午後2時から、③
午後3時から、おとな向け講習…④
午後4時から 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小学生2年生～15歳（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
接窓口で申込みも可※先着順。

第73回都民体育大会豊島区予選会

ゴルフ…6月5日㈬ 日本カント
リークラブ（入間郡越生町大字大谷
138）
█申電話で5
月15日まで
に豊島区ゴ
ルフ協会
小林☎3981
‐1619へ。

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。

区民ひろば臨時職員（登録制）

子育て支援、高齢者福祉に熱意を
有する方。面接後、決定します◇任
期…最長6か月（更新あり）█申所定の
履歴書（写真貼付）を地域区民ひろば
課窓口へ直接本人が持参。
█問当課管理グループ☎3981‐1479

千早図書館

6月3日㈪～28日㈮◇空調設備入
替えなどのため。
█問中央図書館管理グループ☎3983‐7861

●豊島都税事務所
「法人事業税・都民税の申告には便
利な電子申告（eLTAX）をご利用く
ださい」
◇利用時間…月～金曜日 午前8時
30分～0時（土・日曜日、祝日、年
末年始は除く）◇ヘルプデスク…☎
0570‐081459、5500‐7010（いずれ
も月～金曜日 午前9時～午後5時
土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
◇eLTAX ホームページ…█HPhttp : /
/www.eltax.jp/
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

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。

緑化助成
�保護樹木…貴重な緑を保護するため、一定の基準を満たした「樹木」「樹
林」「生け垣」を所有者などの同意を得た上で保護樹木などとして指定し、
その維持管理に要する費用の一部を助成します。
�接道緑化助成…道路脇に生垣や植込み、中
高木を植栽する場合、工事費用の一部を助
成します。
�屋上・壁面緑化助成…建物の屋上や壁面、
塀を緑化する場合、工事費用の一部を助成
します。
�民間施設の緑化…さまざまな場所で育てや
すいつる植物や、「いのちの森」の苗木（在
来種の樹木の苗木）を差し上げています。

みどりを育てる
�みどりの協定…区と緑化に関する協定を結んだ土地の所有者などに、資
器材の支給や緑化の助言を行なっています。
�公園花壇管理活動…公園や児童遊園で花壇の維持管理をしていただける
団体に、区が草花や肥料など資器材を支給します。
�みどりの募金…森林再生や都市緑化による豊島区の生活環境の安定向上
のため、毎年、「緑の募金」運動に参加しています。

そのほかの緑化事業
�みどりの基金…さまざまな団体などからいただいた寄付金を、みどりの
基金としてのみどりの保全および創出のために活用しています。
�緑化指導…一定規模の建築行為には緑化計画書を提出いただき、まちに
みどりを誘導します。

木々や草花は暮らしにうるおいや安らぎをもたらすだけでなく、騒音やヒートアイラ
ンド現象を緩和するなど、住みやすい環境にも役立っています。
区では快適で健康な都市生活のため、身近なみどりを育てるお手伝いをしています。
※各制度には、限度額など一定の要件があり。
█問緑化推進グル―プ☎3981‐4940

「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。

種類／《相談員》 日時 場所 相談内容など 連絡先（予約先）

法律相談
【要予約】
《弁護士》

月曜日～金曜日
午後1時15分～3時45分
第2日曜日
午前10時15分～午後0時45分

区役所本庁舎4階東
相談室408

土地、家屋、金銭貸借、相続、離婚などの
法律問題全般。1回30分以内。
同一内容は1回のみ

区民相談課
☎3981‐4164人権身の上相談

《人権擁護委員》
第2・第4木曜日
午後1～4時

区役所本庁舎4階東
面接・相談室401

家庭・学校・地域・職場などで、いじめや
差別に悩まれる方の相談

行政相談
《行政相談委員》

第2・第4火曜日
午後1時30分～4時
（5月28日を除く）

区役所本庁舎4階東
区民相談コーナー前

役所、独立行政法人、特殊法人などに関す
る意見・要望、苦情などに関すること

専門家合同相談室
【要予約】
《弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、
行政書士、中小企業診断士、建築士、不動産鑑定
士、土地家屋調査士、弁理士、公証人》
（テーマ別に上記の士業のうち2～3士業が対応）

月・金曜日
午後1～4時

面接・相談室401

事業や日常生活の中で生じるあらゆる問題
について、複数の専門家チームで相談を受
けます。毎回テーマが異なります。1回30
分以内。

【予約先】
区民相談課
☎3981‐4164
【運営】
豊島区専門家合同相談事業
運営協議会事務局
☎080‐4927‐6487

司法書士相談
《司法書士》

第2水曜日
午前10時～正午

相続・贈与・売買・抵当権・会社設立、そ
のほか登記手続き、借地・借家、裁判書類
作成、成年後見に関すること

東京司法書士会豊島支部
☎4405‐8113

行政書士相談
《行政書士》

第2水曜日
午後1～4時

官公署へ提出する書類（許認可など）の作成
や手続きに関すること、権利義務に関する
書類（遺産分割協議書、遺言書、契約書、
内容証明など）の作成に関すること

東京都行政書士会豊島支部
�0120‐959‐193

税金相談【要予約】
《税理士》

第2・第4土曜日
午前9時30分～正午 税務全般、経営に関すること 東京税理士会豊島支部

☎3983‐2478

住まいの増改築相談
《一級建築士等》

第1・第3木曜日
（1月は休み）
午後1～3時

住宅の増改築、修繕工事、耐震などに関す
ること。1回30分以内。

豊島区住宅相談連絡会
事務局 東京土建豊島支部
�0120‐309‐379

建築相談
【要予約】
《一級建築士》

第1・第3土曜日
午前9時30分～午後0時30分

一級建築士による建築設計・工事監理・耐
震診断などに関すること

東京都建築士事務所協会
豊島支部事務局
☎3984‐2448

土地家屋調査士相談
《土地家屋調査士》

第3水曜日
午前10時～正午

お隣との境界が不明で確定したいなどの土
地の境界問題、測量、登記、建物新築、増
築、取り壊しの登記の相談に関すること

東京土地家屋調査士会
豊島支部
☎3980‐1336

区民専門相談をご利用ください
各相談には専門の相談員があたります。お気軽にご利用ください。（相談日が祝日、年末年始、臨時閉庁の場合は休み）
◇対象…区内在住、在勤、在学の方◇相談料は無料。予約不要の相談は直接、相談室へ。
※予約、相談の詳細は直接各連絡先へ問い合わせてください。連絡先によっては事務局の電話番号が担当者の勤務先の場合があります。
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

みどりのまちづくり
～身近なみどりを育てましょう～

●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。█問庁舎運営グループ☎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） 4月21日号 No.1828 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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※4月27日㈯の診療について…池袋休日診療所／午後5時～9時30分。池袋あうる薬局／午前9時～午後9時30
分。長崎休日診療所、池袋歯科休日応急診療所は実施していません。

○都立大塚病院内「豊島（平日準夜間）こども救急」は、大型連休中（4月27日㈯～5月6日㈷）は実施していません。
○大型連休中は混雑が予想されるため、なるべく電話で確認後に受診してください（歯科は電話予約制）。
○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。また、極度に込み合っている際は夜
間の診療受付の時間を短縮する場合があります。

○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。

◆高南第二 「子育て応援！フリ
ーマーケット出店者募集」…5月
17日㈮ 午前10時30分～11時30分
◇子どもの服や靴、おもちゃなど
（食品を除く）◇10店舗█申4月25日
午前10時30分から当ひろば窓口で
受付。電話受付不可※応募者多数
の場合は抽選。
█問当ひろば☎3987‐6600
◆高松 「ひろばまつり『フラワー
フェスタ』」…5月18日㈯ 午前10
時から◇オープンガーデン、クラ
シックミニコンサート、フラダン

ス、布の花づくり、鉢植え・パン
・紅茶販売など。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆仰高 「口笛コンサート」…5月
19日㈰ 午前11時～正午◇口笛に
よるコンサート。初夏の風にのせ
て澄んだ音色が心を豊かに包み込
んでくれます。出演…夕部奈穂
（口笛）、宮崎 滋（ピアノ）
█問当ひろば☎5907‐3471

█申当日直接各ひろばへ（高南第二
を除く）。

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。
◇発行日…「広報としま」特集版／毎月1回1日発行
（年2回としま plus〈全戸配布〉）、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※申込
みから2～3週間後に配送を開始します。
█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、
█FAX3981‐1375、█EMA0010509@city.toshima.lg.jp」へ。
�「広報としま」はデジタルブックでも配信中！
█HPhttp://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。

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。
�今後の測定について…これまでの定点測定の結果は安定した低い値で
推移しており、東京都による監視体制も整備されていることから、平成
31年度以降の定点測定は四半期ごとに1回の実施に変更します。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

◆第32回 池袋いけいけ人形劇ま
つりin大塚…5月4日㈷ 午前10
時～午後4時（前夜祭は5月3日
㈷午後6時から） 南大塚地域文
化創造館・南大塚ホール◇前売お
とな900円、子ども700円（当日い
ずれも100円加算）、前夜祭（当日
券のみ）おとな1，000円、子ども800
円※3歳から有料※詳細はホーム
ページ参照█申電話で事業企画グル
ープ☎3590‐7118へ。南大塚地域
文化創造館窓口で申込みも可。
◆地域文化創造館
●雑司が谷 ①パソコン講座エク
セル2016集中講座〈中級〉…6月5
日～28日 水・金曜日 午前10時
～正午◇15名◇5，100円◇5月25
日必着█申往復はがきで当館へ郵送。
返信用はがき持参で当館窓口申込
みも可、②第32弾！雑司が谷ワン
コイン落語会…6月16日㈰ 午後
2時開演◇100名◇500円█申各地域
文化創造館・雑司が谷案内処でチ
ケット発売中。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【102】初心者のための
太極拳…5月13日～6月3日 月
曜日 午後1時30分～3時◇20名
◇2，000円◇5月1日必着、②
【103】文学講座「田端の王様・芥川
龍之介」…5月17日～6月7日
金曜日 午後2～4時◇30名◇
2，200円◇5月1日必着、③【104】
庭園歴史さんぽ―小石川後楽園…
5月28日・6月4日 火曜日 午
後2～4時◇20名◇1，200円（入館
料別途）◇5月7日必着、④【105】
歌ってみま専科!?…6月12日～7
月3日 水曜日 午後2～4時◇
30名◇2，200円◇5月20日必着、
⑤【106】白いペーパーマジック「パ
ーチメントクラフト」…6月13日
～7月11日 木曜日 午前10時～
正午◇15名◇2，700円◇5月20日
必着、⑥【107】はじめての Shall

we Dance♪…6月15日～7月
20日 土曜日 午後2時～3時30
分◇16名◇3，000円◇5月31日必
着
●巣鴨 ⑦【205】東アジアにおけ
る文化交流と宗教…6月3日～7
月1日（6月17日を除く） 月曜日
午後2～4時◇20名◇2，200円◇
5月13日必着、⑧【206】絵にする
楽しみ！～パステル・色えんぴつ
のやさしい基礎講座～…6月25日
～7月16日 火曜日 午前10時～
正午◇15名◇2，200円◇画材は各
自持参◇6月3日必着
●南大塚 ⑨【502】ステキな話力
講座～活き活きといきる、活き活
きと話す～…6月13～27日 木曜
日 午後2～4時◇30名◇1，800
円◇5月23日必着
●雑司が谷 ⑩【303】魅力発見！
K文学入門講座…6月8～29日
土曜日 午後2時30分～4時30分
◇36名◇2，200円◇5月22日必着、
⑪【304】子育てママのリフレッシ
ュ講座（保育付）…6月14日～12月
6日 金曜日 午前10時～正午◇
12名◇11，000円◇5月29日必着
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上。【104】は18歳以上、
【304】は区内在住、在勤、在学の
6か月から3歳位までの子どもの
母親█申往復はがき（3面記入例参
照。講座番号も記入）で各館へ郵
送。返信用はがき持参で、直接各
館窓口申込みも可。当財団ホーム
ページからも申込み可。講座詳細
は各館へ問い合わせてください。
█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）

3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）

1日 0．06 0．06 0．06
14日 0．06 0．06 0．07
28日 0．06 0．06 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。

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
4月28日㈰

～
5月6日㈷

※4月27日
㈯の診療に
ついては下
記参照。

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
午前9時～正午
午後1時～4時30分

長崎2‐27‐18 3階 3959‐3385

歯
科 池袋歯科休日応急診療所

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 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（受診可能な救急病院をホ
ームページで案内しています）
█HPhttp://www.tfd.metro.tokyo.jp/tfd/kb/index.htm

東京都
●小児救急相談（電話）
（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

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

大型連休中の休日診療等ご案内 █問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

大型連休中の休日診療 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
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