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主な内容

2・3面

4・5面

「東アジア文化都市2019豊島」

国際アート・カルチャー都市としま

いよいよ、新たな時代となる「令和元年」の幕開けを迎えました。
「令和」は万葉集が出典とされ、「人々が美しく心を寄せ合う中で、
文化が生まれ育つ」という意味が込められています。
かつてない財政危機の中、区制施行70周年に「文化によるまちづ
くり」をスタートさせて以来、区は一貫して文化戦略を
推進してきました。現在、『東アジア文化都市2019
豊島』では、「豊島区」「西安市」「仁川広域市」の日
中韓3都市で文化・芸術分野での相互交流が進
行しています。また、11月にはHareza池袋・芸術
文化劇場がオープンし、こけら落としや東アジア文
化都市の閉幕式典では祝祭感あふれる数々の
パフォーマンスが繰り広げられます。
「まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場
都市」世界と交流しながら、一人ひとりが大き
な花を咲かせる「国際アート・カルチャー都市  
としま新時代」に、希望に満ちた第一歩を踏
み出しましょう。

●
●
●

切手の博物館
古代オリエント博物館
池袋モンパルナス回遊美術館

●
●
鈴木信太郎記念館
郷土資料館

特 集

Let ’s go としま’ s ミュージアム！

山あり谷あり、
としまの平成ひすとりぃ！

「国際アート・カルチャー都市　としま新時代」

豊島区長　高野之夫

インチョンシーアン

ハ      レ   ザ

そめふくちゃん



令和元年がスタートし、激動の平成が幕を閉じました。バブル崩壊後の危機的な財政状況や人口減少
のなか、財政再建を図りながら、文化によるまちづくりや安全・安心なまちづくりなど様々な施策を進
めてきました。としまの平成のあゆみをふりかえり、令和元年「としま新時代」へ走り出します！
■問広報グループ☎4566-2532

東京芸術劇場オープン！
池袋駅西口の再開発により誕生した文化の
殿堂。東口のサンシャインとともに副都心
池袋の「顔」がそろい踏み。しかし、バブル
の崩壊により日本経済は長期不況に陥り、
副都心池袋のまちづくりも停滞期に突入。

西口再開発から約20年の
時を経て、東池袋四丁目
地区市街地再開発事業に
より、新中央図書館、あ
うるすぽっとがオープン。
眠っていた池袋のまちづく
りが動き出しました。

人口減少や少子化によ
る区立小・中学校の児
童・生徒数の減少を受け、
平成9年「区立小・中学
校の適正化第一次整備
計画」を策定。平成20
年策定の第二次計画分
も含め、小学校13校を
6校に、中学校9校を4
校に統合しました。

あうるすぽっとオープン！

学校統合による要小学校、
千登世橋中学校開校

平成12年都区制度改革による
都からの事業移管に向け

12出張所廃止
東・西区民事務所を開設

危機的な区財政の再建に向け
「財政健全化計画」
「新生としま改革プラン」策定
「施設白書」「人事白書」「区財政の推移
と現状」を9月に公表。人件費を含む施
設関連経費が区財政硬直化の最大要因
となっている現状を明らかにし、抜本的
な行財政改革を断行。身の丈に合った
財政構造への転換を図り、平成25年度
に健全化達成！

課税自主権を活用した
区独自の法定外税

新税構想発表
放置自転車やワンルームマンショ
ンなど、大都市特有の課題を解
決するために打ち出した新税構
想。様々な議論が巻き起こる中、
平成15年12月「放置自転車等対
策推進税」「狭小住戸集合住宅税」
の両条例が議会で可決。「狭小住戸集合住宅税」は平成16年6月
施行、「放置自転車等対策推進税」は鉄道事業者などとの協議を
経て、平成18年7月に条例を施行することなく廃止しました。

「公共施設の再構築・区有財産の活用案」策定
「地域区民ひろば構想」発表

8地区で「地域区民ひろば」本格実施開始

基礎的自治体として
清掃事業などが都から移管。

参加と協働のまちづくりの基本ルール
「自治の推進に関する基本条例」施行

自治の推進に関する基本条例改正
セーフコミュニティと
地域区民ひろばを条例に位置づける

平成14年の区制施行70周年を契機
にスタートした文化によるまちづく
り。区の文化政策の方向性を示す提
言に基づき、区民の皆さんとともに、
地域の多様な文化資源を生かしたま
ちづくりを展開。地域ぐるみの文化
活動が評価され、平成21年文化庁
長官表彰を受賞しました。

文化創造都市宣言

文化政策懇話会

「豊島区の文化政策に関する提言」

文化庁長官表彰

「文化芸術創造都市部門」受賞

豊島の平成史は区史編さんサイト「としまひすとりぃ」でチェック！

「舞台芸術」「マンガ・ア
ニメ」「祭事・芸能」の3本
柱で世界にとしまの文化
を発信！

「東アジア文化都市2019」開幕！

これまで進めてきた文化創造都市づくり、安全・安心創造都市づ
くりを統合。「まち全体が舞台の誰もが主役になれる劇場都市」へ！

「豊島区国際アート・カルチャー都市構想」発表！
そめふくちゃん

「安全・安心まちづくり」の活動が世界的な指
標に基づいて認められ、日本で5番目、東京
のような大都市では初めて国際認証を取得。

虐待と暴力のないまちづくり宣言

違法ドラッグ・脱法ドラッグ撲滅都市宣言

安全・安心の世界基準
セーフコミュニティ国際認証取得

池袋駅を中心に1万人
を超える帰宅困難者が
発生し、大混乱に。

23区で唯一指摘を受け、ピンチ
をチャンスに「女性にやさしいまちづくり」を展開。
平成29年には待機児童ゼロを達成し、子育てしや
すいまち全国1位に輝きました。

旧庁舎跡地エリア「Hareza池袋」に8つの劇場が誕生し、文化の拠点と
して生まれ変わります。4つの公園の整備やその周辺を回遊する電気バ
スの導入など、新たなにぎわいのまちづくりを展開します！

新庁舎オープン！
官民連携の一大プロジェクトとし
て完成した全国初の分譲マンショ
ン一体型本庁舎。日出小学校や
旧庁舎・公会堂跡地などの区有
財産を活用し、新たな財政負担
ゼロで新庁舎を整備。そして、
新庁舎整備を契機に様々なまち
づくりプロジェクトが加速。

Hareza池袋・芸術文化劇場オープン！
ハレザ

そめふくちゃん
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“モフモフ”や“チクチク”でただ今大人気の可
愛い小動物たちを、切手の中に追いかけます！

「ウサギ！ カワウソ！ ハリネズミ!?」展
6月30日㈰まで

①ウサギ（日本・1999年発行）、②カワウソ（東ドイツ・1987年発行）、
③カワウソ（レソト・1987年発行）、④ハリネズミ（スイス・2016年発行）

“書く”という動作に着目し、書くための道
具・知識に関する資料や、掛軸・扁額など
の初公開となる資料も多く展示しています。

収蔵資料展 「書く」ということ
5月12日㈰まで

日本に限らず、世界各国の切手約35万種などを所蔵する、世界でも珍しい郵
便切手の専門博物館。切手の絵柄を通して、発行当時の人々の生活に想いを
馳せてみませんか。
●開館…午前10時30分～午後5時
　（月曜日、年末年始、展示替え時は休館）
●観覧料…おとな200円、小・中学生100円、
　障害者無料※いずれも毎月23日の「ふみの
　日」は無料。5月1～ 5日は
　小・中学生無料。
■HP https://kitte-museum.jp/
■問当館☎5951-3331

20世紀前半、フランス文学研究者として
功績を遺した鈴木 信太郎。居宅も歴史
的建造物としての希少性が高いことか
ら、区の有形文化財に指定されています。
書斎にある約1万冊もの蔵書は圧巻！
●開館…午前9時～午後4時30分（毎週
　月曜日〈祝日と重なる場合はその翌
　日も〉、第3日曜日、祝日、年末年始、展
　示替え時は休館※5月6日まで臨時休館）
■問当館☎5950-1737

昭和初期から戦後にかけて、池袋は多くの芸術家た
ちの活動の拠点となり、「池袋モンパルナス」と呼ばれ
ていました。当時の精神を現代まで受け継ぐアートイ
ベントを、今年も百貨店、大学、周辺のギャラリー
など、池袋を舞台に展開します！
●総合案内所…東武ホープセンター地下中央通路
（午前10時～午後4時）
●会場…東武百貨店・池袋各ギャラリーほか
■HP http://kaiyu-art.net
■問（公財）としま未来文化財団☎3981-4732

5月16日㈭～29日㈬

5月26日㈰　午後1～ 4時　ＪＲ田端駅南口改札集合、ＪＲ駒込駅解散
豊島区と北区の境を歩き、戦前に活躍した美術家の住まい跡地を回るツアー。高低差あり。
講師…アトリエ村資料室代表／本田晴彦氏◇15名◇飲み物持参。歩きやすい服装で参加。
■申 往復はがき（イベント名、住所、氏名、年齢、
電話番号を記入）で5月13日（必着）までに「〒171-
0021　西池袋2-37-4　としま産業振興プラザ7
階　文化デザイン課ミュージアム開設準備学芸グ
ループ」へ※応募者多数の場合抽選。
■問当グループ☎3980-3177
（月曜日、第3日曜日、祝日を除く）

▲使用済み切手で貼り絵を作成する
ワークショップも開催（「さくらトラム」
作：東京都R.Sさん）。

▲座敷も含め出入り自由。趣ある建築
を堪能できます。

（東池袋5-52-3） 約3万年前、豊島区の地でひとが暮らし始めました。土地
で暮らした人々の足跡を考古資料や文書資料、写真などか
ら追ってみましょう。
●開館…午前9時～午後4時30分（毎週月曜日〈祝日と重な
　る場合はその翌日も〉、第3日曜日、祝日、年末年始、
　展示替え時は休館 ※5月6日まで祝日のため休館）
■問当館☎3980-2351

◀▲豊島区から出土した土器や、
かつての長崎アトリエ村や戦後の
池袋ヤミ市の精巧な模型など、
ここでしか見られないものを多数
展示しています。

「国際アート・カルチャー都市」構想を掲げる豊島区。アートや文化といっても、表現方法や媒体は多種多様です。
美術館で、博物館で、まちかどで。まだ見ぬアートに出会いに、としまのまちを巡ってみませんか？

（目白1-4-23）

（西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ〈IKE・Biz〉7階）（西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ〈IKE・Biz〉7階）

実際に現地へ発掘調査に行
き、持ち帰った展示品も！

“モフモフ”や“チクチク”でただ今大人気の可

月に一度開催される「ナイト講座」や毎回大盛況の
子ども向けワークショップなど、おとなから子ども
まで楽しめるイベントをご用意しています！

「ナイト講座」＆「子どもワークショップ」

アフリカ、ヨーロッパ、アジアの接点であるオリエントの地は、
様々な文化が行き交い、融合し、人類の歴史に大きな役割
を果たしました。古代人の息吹を感じられるような遺物や美
術品を展示しています。

▲3000年前に造ら
れたコブ牛型の土
器。死者へ水や酒
を捧げるためのも
のだったとか。

（東池袋3-1-4 サンシャインシティ文化会館7階）

●開館…午前10時～午後5時 ※入館は午後4時30分まで
　（休館情報はホームページ参照）
●観覧料…おとな600円、大学生・高校生500円、小・中学生200円
　※土・日曜日は小・中学生、高校生
　無料。
■HP http://aom-tokyo.com/
■問当館☎3989-3491

6月30日㈰まで

鈴木信太郎
コレクション
稀覯本（手に入りにく
い珍しい書物）の蒐
集家としても知られ
る鈴木氏。展示から、
書に対する情熱が伝
わってきます。

豊島区から出土した土器や、
かつての長崎アトリエ村や戦後の
池袋ヤミ市の精巧な模型など、
ここでしか見られないものを多数

5月24日㈮～26日㈰　正午～午後6時　
東京芸術劇場地下1階アトリエイースト
◇幼児からおとなまでの絵画工作を展示します。
中国と韓国の子ども絵画約40点もご覧ください！
■申当日直接会場へ。

35周年記念 造形スタジオ・バル作品展

5月23日㈭～31日㈮　
ブックギャラリーポポタム（西池袋2-15-17）
ブックフェアや独立書店が盛り上がる韓国。個性的なアー
トブック、ソウルと東京のアーティストやデザイナーたちの
交流を紹介。会期中トークイベントも開催します。 
■申当日直接会場へ。

韓国で見つけた、アートブックとzineの世界 

ずらっと並んだ多数の切手。
備え付けのルーペで拡大する
と新たな発見があるかも？

き　こう

しゅう

しゅう

5月16日㈭　午後6時30分～8時　立教大学太刀川記念館3階カンファレンスルーム
「池袋モンパルナス」は、パリのモンパルナス地区に由来しています。芸術家と都市、地域の
関係を、東アジア都市と豊島区との美術交流も含め多角的な視点から学べる講演会。講師
…東京文化財研究所副所長／山梨 絵美子氏、国立西洋美術館館長／馬渕明子氏◇140名
■申当日先着順受付。　■問当大学社会連携教育課☎3985-4465

古今東西美術の夕べ 「池袋、パリのモンパルナス」と東アジアの美術交流

昭和初期から戦後にかけて、池袋は多くの芸術家た
ちの活動の拠点となり、「池袋モンパルナス」と呼ばれ
ていました。当時の精神を現代まで受け継ぐアートイ
ベントを、今年も百貨店、大学、周辺のギャラリー
など、池袋を舞台に展開します！
●
（午前10時～午後4時）
●
■■H■■P■
■■問■

▲3000年前に造ら

観覧料…おとな600円、大学生・高校生500円、小・中学生200円

5月24日㈮～29日㈬  午前11時～午後7時（最終日午後4時まで）  東京芸術劇場5階ギャラリー 1
約450人の応募者から選ばれた、精鋭49人による幅広いジャンルのアート作品を展覧いたし
ます。来場者投票によるオーディエンス賞もあり。期待のアーティストたちによる作品との出会
いを池袋でお楽しみください。

は

のこ



フェスタに先駆け、エポック10登録団体による活動紹介などのパネル展示や様々なイベ
ントを行ないます。
■申当日直接会場へ。

❶何がスゴイ豊島区！ ジェンダーランキング1位
午前11時～午後0時30分
◇講師…ジェンダー問題プロジェクト
リーダー／日向 美砂子氏
❷うたごえ喫茶「ルンルン♪」
午後2時～3時30分
◇皆で懐かしの名曲を歌うイベントです。
女性の本音を込めた“替え歌”もあります。

❸♪宝塚歌曲で紡ぐ それぞれのマイウェイ
午後2時～2時45分
◇元タカラジェンヌの希城なつきさんによるサロンコン
サート

毎年6月23日から29日までの1週間は、
国が定めた男女共同参画週間です。
男女平等推進センター（エポック10）の
登録団体や運営委員の皆さんにより、
一人ひとりがその人らしく暮らしてい
くことができる社会を実現するきっか
けとなるよう、様々な学びが盛りだく
さんの「エポック10フェスタ2019 認め
あおう多様性」を開催します。
■問男女平等推進センター☎5952－9501

私にできることはなにか
－社会部記者として見た現実－
6月15日㈯　
午後6時30分～8時30分
◇社会部記者としての思いや繰り返
されるセクハラ・パワハラ問題、規制
される報道やメディアの危機、働く女
性や次の世代のために何ができるの
かについて話します。
◇講師…東京新聞社会部記者／望月 
衣塑子氏

3日間にわたり様々なイベントを開催します。子育て・健
康・生き方に関する講座を始め、コーヒーの無料提供や
気軽に参加できる体操教室、絵本の読み聞かせなどを
実施します。詳細は区ホームページを参照してください。

子育てのお手伝いができる
援助会員（有償ボランティア）募集子どもスキップ職員募集中！

●活動内容…保育施設や習い事への送迎、保護者の用事や外出
の時の預かりなど。
●対象…区内在住の20～65歳の心身ともに健康な方で、養成講
座全日程を受講後、援助会員として子育ての援助活動ができる方。
●基本報酬…１時間800円。時間帯などにより900円（活動時間
により1時間当たり200円の報酬上乗せ補助制度あり）。
●人数…30名
●援助会員養成講座（全11回）…6月6日㈭・10日㈪・11日㈫・
14日㈮・17日㈪・20日㈭・26日㈬・27日㈭※時間や会場など
詳細は区ホームページ参照か豊島区ファミリー・サポート・セン
ター事務局へ問い合わせてください。
■申電話で5月31日までに当事務局☎3981-2146へ※先着順。

子どもスキップとは、放課後の小学生の「生活」「遊び」「学び」の場です。放課
後に子どもたちが安心して過ごせる場所を一緒に作りませんか。

  ①スクール・スキップサポーター
●職務内容…特別な支援を要する児童
の学習・生活の補助。
●応募資格…小学校または中学校の
教員免許、保育士など。

  ②学童指導員
●職務内容…児童の健全育成指導など。
●応募資格…教員免許、保育士、
社会福祉士など。

  ③臨時職員
●職務内容…小学生の遊びの
指導と学童保育の補助。

※いずれも詳細は区ホーム
ページ参照。
■問放課後対策課管理グループ
☎4566-2786

消費生活講座「〈親子体験講座〉田植え体験教室」

エポック10エポック10

フェスタ2019フェスタ2019
認めあおう多様性認めあおう多様性

マンガ・アニメに関する企画展示を実施！里中満智子先生が選書
委員長を務めて学びにつながるマンガなどを選び、広めるプロ
ジェクト「これも学習マンガだ！～世界発見プロ
ジェクト～」の紹介や複製原画の展示ほか日・中・
韓の作家の紹介、アニメーションに関する展示も
行ないます。

■問東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局☎4566-2841

民生委員・児童委員は、高齢者や障害のある方、子育てをし
ている方などの、心配事や様々な福祉に関する相談にのる地
域のボランティアです。5月1日現在、223名の方が活動して
おり、相談の内容に応じて、区や関係機関など専門機関との
橋渡し役をしています。相談についての秘密を守ることが法
律で義務づけられています。
■問民生・児童委員グループ☎3981-1722

「民生委員・児童委員の日」パネル展
5月8日㈬　午後0時30分～5時
5月9日㈭　午前9時～午後5時
5月10日㈮　午前10時30分～正午
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

▲民生委員・児童委員の活動を知って
いただくためのパネル展示を開催

東アジア文化都市パートナーシップ事業
「出張子育てサロン」
5月10日㈮　午前10時30分～正午　
◇妊産婦さんや就学前の子どもをもつ親子を
対象に、各地区で開催している子育てサロン
が一堂に会します。気軽に参加してください。
◇内容…日中韓の「きらきら星」を歌いましょう、
楽しい工作ほか。

■申いずれも当日直接会場へ。

●お気軽にご相談ください　
担当の民生委員・児童委員は、お住まいの住所によって決
まっています。詳細は問い合わせてください。

地域の身近な相談相手
5月12日は「民生委員・児童委員の日」

6月14日㈮～16日㈰
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

民生委員・児童委員
キャラクター「ミンジー」

▲展示イメージ（2月開催「区庁舎がマンガ・アニメの城になる」の様子）

としま健康チャレンジ！対象事業

マンガ・アニメに関する企画展示を実施！里中満智子先生が選書
委員長を務めて学びにつながるマンガなどを選び、広めるプロ
ジェクト「これも学習マンガだ！～世界発見プロ
ジェクト～」の紹介や複製原画の展示ほか日・中・
韓の作家の紹介、アニメーションに関する展示も
行ないます。

■■問■東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局☎4566-2841

「民生委員・児童委員の日」パネル展
5月8日㈬　午後0時30分～5時
5月9日㈭　午前9時～午後5時
5月10日㈮　午前10時30分～正午
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

▲民生委員・児童委員の活動を知って
いただくためのパネル展示を開催

東アジア文化都市パートナーシップ事業
「出張子育てサロン」
5月10日㈮　午前10時30分～正午　

6月1日㈯　午前10時～午後4時
西武秩父駅集合・解散※雨天決行
◇秩父市太田で生産者の思いや工夫を聞き、
体験を通して米に対する理解を深める。10月
に稲刈りを予定◇区内在住、在勤、在学の方
※小学生は保護者同伴◇50名◇交通費は参加
者負担
■申はがきかファクス（①住所、②電話番号、③参
加者全員の氏名<フリガナ>、④年齢を記入）で
5月14日（消印有効）までに消費生活グループ
■FAX5992－7024へ※応募者多数の場合は抽選。
■問当グループ☎4566－2416

宝塚歌劇団65期。
K.performing 
Arts代表。声楽・
ダンス指導など。

民生委員 児童委員

特別な支援を要する児童

児童の健全育成指導など。
教員免許、保育士、

小学生の遊びの

※いずれも詳細は区ホーム

放課後対策課管理グループ

児童の健全育成指導など。児童の健全育成指導など。

同時開催
東アジア文化都市パートナーシップ事業

同時開催同時開催

みんなでつくろう  地域のつながり  支え合い

「民生委員・児童委員の日」パネル展「民生委員・児童委員の日」パネル展
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子どもが大好きな方へ子どもが大好きな方へ

エポック10フェスタプレ・フェスタ

5月30日㈭

5月31日㈮

5月9日㈭～7月下旬（予定）
午前8時30分～午後5時15分（祝日を除く）

豊島区役所本庁舎4階

主なピックアップ作品
「職業」や「科学・学習」など11種の切り口からマンガを紹介します！　

東アジア文化都市2019豊島
マンガ・アニメ部門スペシャル事業

「これも学習マンガだ！」展
～マンガで学ぶ11の世界～

サロンの雰囲気を
感じてみませんか

マンガ・アニメ区役所

5月30日㈭・31日㈮　
としまセンタースクエア（豊島区本庁舎1階）

▲民生委員・児童委員
　はこのバッジが目印！

申 HP EM FAX 保問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  令和元年（2019年）  5月号  No.1829 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 76



さわやかなまちづく
りをめざして、今年
も「ごみゼロデー」を
実施します。皆さん
の参加と協力をお願
いします。

地域で高齢者向けサロン活動をしませんか？
区内で週1回以上(1回2～3時間)高齢者向けのサロン活動
をしている自主グループに補助金を交付し活動を支援しま
す。登録要件など詳細は区ホームページを参照するか問い
合わせてください。
■問高齢者福祉課総合事業グループ☎4566-2435

としまる体操（開館日の午前9時30分、午後
3時に実施）やフレイル対策リレー講座など
の「フレイル対策」や看護師、歯科衛生士な
どによる「相談事業」やコ
ミュニケーションの場とな
る「カフェ」、「おとな食堂
（6月以降毎水曜日予定）」、
「認知症対策事業」などを
実施します。

フレイル対策は「口」から
毎日、ご飯を食べたり、誰かと
話をしたりするときは必ず口を使
います。その際に「歯」「舌」「唾液」
3つの要素がそれぞれ連携するこ
とで、スムーズに食べたり話した
りすることができます。口にトラ
ブルが起こると「食べること・話す
こと」に支障をきたします。トラブ
ルの兆候を見逃さず、適切な対
処法を身につけましょう。

●日時…5月30日㈭午前10時から
●活動内容…池袋駅周辺での清掃・啓発活動

区内の道路・公園などで清掃活動を行なう団体などにほうき、ガ
ムはがしへらなどの清掃用具を貸し出します。

■申①は電話で5月10日までに、②は随時受付。いずれも環境保全
課環境美化グループ☎3981-2690へ。

当センターはフレイル（虚弱）対策として食や口腔機能維持など「口」に関する取組
みのほか、シニアの居場所や活躍の場所となるような様々な機能を備えています。
●所在地…東池袋2-38-10　●開館時間…午前9時～午後4時
●休館日…日曜日、祝日、年末年始、館内整理日（不定期）。
■問当センター☎5924-6212

　講座案内は区内図
書館、各地域文化創
造館、区役所7階（平
日開庁時間内）で配布
※区ホームページから
ダウンロードも可。

2年間登録して学ぶ「マナビト
1年生募集」は広報としま5月
11日号（情報版）や区ホーム
ページをご覧ください。

「としまコミュニティ大
学講座案内」から、受
講したい講座を選ぶ→
申込み→受講

豊島区と区内７大学（学習院大学、川村学園女子大学、女子栄養大学、大正大学、
帝京平成大学、東京音楽大学、立教大学）による協働で、だれでもいつからでも始め
られる講座を開催。学習の成果を地域につなげます。
■問生涯学習振興グループ☎4566-2762

2019年度

としまコミュニティ大学 受講生募集！ みんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなで
まちをきれいにしよう！

東池袋
フレイル対策センター
当センターはフレイル（虚弱）対策として食や口腔機能維持など「口」に関する取組

東池袋
フレイル対策センター
東池袋
フレイル対策センター

本物の
大学のキャンパスで

学べる

自分の
ライフスタイルに
合わせて選べる

幅広い年齢の
学友ができる

興味があるから
頭に残る

「路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン」
ボランティア 募集中❶

❷ 清掃用具を貸し出します

ご　　   
 み  ゼロ 

デー

5月30日

受講方法 マナビト生の募集

■申①③⑥は電話で高齢者福祉課介護予防・認知症対策グループ☎4566-2434へ、②④⑤は当日直接会場へ。

イキイキチェック
（各種測定）

5月16、17、20、21、23日
午後2～4時

イベント名No. 日時 内容

骨密度、血管年齢、筋出力計などを測定し、
イキイキ度をチェック※各日10名。要予約。

呼吸講座と吹き矢体験 5月24日㈮  午後2～4時 呼吸療法士による講義と介護予防リーダー
による吹き矢の体験※30名。要予約。

ミニコンサート 5月18日㈯  午後2時から ゴスペルグループ「こっころ」によるコーラス
をお楽しみください。

若返りレクリエーション® 5月27日㈪  午後2～3時 懐かしい歌、季節の歌をキーボードに合わ
せて歌いましょう。

絵本の読み聞かせ 5月30日㈭  午後2～3時
自主グループ「りぷりんと・としま」が読み聞
かせをします。

いきいき美容教室

①

③

②

④

⑤

⑥ 5月31日㈮  午後2～3時 資生堂の講師による、人気の「美容教室」。
化粧の実技あり※30名。要予約。

5月10日オープン！

オープニングイベントオープニングイベント

●通所型サービスＢ「つながるサロン」実施団体  登録要件(概要)

（公社）東京都豊島区
歯科医師会副会長
高田 靖氏

▲楽しく語らいあえるカフェ（営業時間…平日午前11時～午後3時）も併設

フレイル対策センターはこんなところ！

骨密度や血管年齢
の測定ができます
（一部予約制）。

　講座案内は区内図
書館、各地域文化創
造館、区役所7階（平
日開庁時間内）で配布
※区ホームページから
ダウンロードも可。

「としまコミュニティ大
学講座案内」から、受
講したい講座を選ぶ→

加齢に伴
い筋力や認

知機能など

の心身の
活力が低

下している
状

態のことを
「フレイル

(虚弱)」と

いいます。

フレイルに
なっても「

栄養」「健康
」

「社会参
加」の3つ

を心がけ
るこ

とで健康
な状態に

戻るといわ
れ

ています。

「フレイル
」とは

「フレイル
」とは

こう くう
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項目 内容

内容 主に65歳以上の区民の方がグループとなり、会食や体操など介護予防を促す活動を行なう団体に「つな
がるサロン」として登録いただき、軽度の要支援高齢者を受け入れていただきます。

団体登録
要件概要

①65歳以上の区民が5名以上いる。②要支援1・2の方または基本チェックリストに該当した65歳以上
の総合事業対象者を新たに受け入れられる。③団体活動をとりまとめるコーディネーターを置く。

補助金 ①運営費（1回開催ごと）…参加者5～20名／3,000円、21名以上／4,000円
②新規立上げ…1団体30,000円、③イベント経費…1回10,000円（年2回まで）




