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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
【結果の公表】

「豊島区自転車の安全利用に関
する条例」の一部改正（案）

条例の一部改正にあたり、パブリ
ックコメント（意見公募手続）制度に
基づき、区民の皆さんのご意見をお
聴きしました。
●閲覧できます…原案の全文といた
だいたご意見および区の考え方は、
6月10日から7月10日まで、土木管
理課、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。
█問自転車・安全施策グループ☎3981
‐4856

平成31年度特別区民税・都民税
納税通知書（普通徴収）を
6月11日㈫に発送します

特別区民税・都民税（住民税）は、
前年（平成30年）の所得に対して課税
します。住民税は区政の大切な財源
となるものです。必ず納期限までに
納付してください。非課税の場合、
通知書は送付しません。
※改元がありましたが、賦課期日が
平成31年1月1日のため、「平成31
年度」と表記して通知します。
█問課税調整グループ、課税第1・第
2グループ☎3981‐1111（内線2353
・2354・2355）

特別区民税・都民税口座振替
依頼書をホームページから
ダウンロードして利用できます

必要事項を記入・押印し、税務課
まで郵送か持参して申し込んでくだ
さい。詳細は区ホームページ参照。
█問収納グループ☎4566‐2359

住民税課税（非課税）証明書の
発行を開始します

6月11日㈫から平成31年度住民税
課税（非課税）証明書を発行します。
証明書は平成31年1月1日にお住ま
いの区市町村で発行されます
◇発行場所…税務課、総合窓口課、
東・西区民事務所、コンビニエンス
ストア（マイナンバーカードに登録
されている本人のもののみ）※窓口
発行は本人確認資料（運転免許証・
健康保険証など）の提示が必要。代
理申請の場合、本人自筆の委任状も
必要
◇証明書の費用…1通300円
█問税証明担当☎4566‐2352

10月から国民健康保険証が
新しくなります

保険証は2年に1度、一斉更新を
します。現在、有効期限が平成31
（2019）年9月30日の保険証をお持ち
の方で、保険料に滞納がない世帯に
は、新しい保険証を世帯主あてに9
月中旬に送ります。保険証は「簡易
書留（転送不要）※」で住民登録地に

送付します※郵便受けには投函せず、
郵便局員が直接お渡しします。郵便
局に転送届を出している世帯には、
配達されません。引っ越しをした方
は忘れずに届出をしてください。ま
た、郵便受けには必ず名前表示をお
願いします。保険料に滞納がある世
帯には、有効期間の短い保険証また
は資格証明書を送付します
◇窓口交付…家を建て替え中などの
理由で郵便が届かない方には窓口で
交付します。希望の方は6月3日～
8月23日の間に資格・保険料グルー
プへ連絡してください
◇交付期間…9月上旬～10月31日㈭
█問当グループ☎4566‐2377

企業の倒産・解雇により
国民健康保険に加入した方の
国民健康保険料軽減措置について

◇対象者…次の要件すべて該当する
方。①平成26年3月31日以降に離職
し、離職時の年齢が65歳未満である
方（平成31年度の保険料軽減は平成
30年3月31日以降の離職が対象で
す）、②雇用保険受給資格者証の離
職理由コードが11・12・21・22・23
・31・32・33・34の方
◇申請方法…「雇用保険受給資格者
証（原本）」と「国民健康保険被保険者
証」を国民健康保険課へ持参
◇軽減期間…離職日の翌日の属する
月から、その月の属する年度の翌年
度末までの期間※国民健康保険に加
入中は、途中で就職しても引き続き
対象ですが、会社の健康保険に加入
するなど国民健康保険を脱退すると
終了します※この制度は離職者の給
与所得を100分の30として計算しま
す。ほかの所得やほかの加入者の所
得状況によっては必ずしも軽減にな
るものではありません。詳細は問い
合わせてください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

4月19日に日出町第二公園交差点において、2名の方が亡くなり、10名の方が重軽傷を負うという、大変痛ま
しい事故が発生しました。また、滋賀県大津市では、散歩中の保育園児を巻き込む事故で幼い2つの命が奪われ
ました。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに、怪我をされた方々にお見舞い申し上げます。
セーフコミュニティ国際認証都市として、また交通安全都市を宣言し、区民とともに交通事故のない安全・安
心なまちづくりを進めている本区としては、二度とこのような事故が起きないよう、先月の春の交通安全期間中
に、安全・安心メールを配信するとともに、警察などの関係各所と連携し下記のような活動を行なっています。

●伝える
�主に高齢ドライバー
に向けた PR活動
�区内主要駅前での路
上啓発活動
�安全・安心メールの
配信
�交通事故発生地点マ
ップの作成と配布
●学ぶ
�交通安全研修会（高
齢者・子育て世帯）

�親子自転車安全利用
教室
�交通事故再現スタン
トを取り入れた交通
安全授業（中学校）

●備える
�幼児・児童用ヘルメット補助事業（現在高齢者用を準
備中）

�通学路の安全点検
�各保育園の散歩経路の緊急点検や、園外保育マニュア
ルなどの見直し
このほか、歩行者・自転車の安全を確保するため、区

道の自転車ナビラインの整備を順次進めていきます。
区は、今後も国や都などの関係各所と連携しながら、

区民の安全・安心を守るために、交通安全に力を入れて
取り組んでいきます。

◇読み聞かせ活動で活かせる紙芝居の選
び方、演じ方を学ぶ。講師…東京成徳大
学非常勤講師／日下部 茂子氏◇区内の
教育・福祉施設などで子どもたちに読み
聞かせ活動をしている方◇80名
█申6月3日から電話かファクスかＥメー
ルで「中央図書館児童サービスグループ
☎3983‐7861、█FAX3983‐9904、█EMA0027900@city.toshima.lg.jp」へ。
直接窓口申込みも可（午前10時～午後6時）※先着順

〈高齢ドライバーの皆さんへ〉
加齢に伴う身体能力の低下や衰えは自分では気づきにくい
ものです。「運転に自信が無くなった」「家族から運転を心配
された」場合は運転免許証の自主返納をお考えください。運
転免許証の自主返納手続きについては、お近くの警察署へ。

区議会第2回
定例会を開会します
◇会期…6月19日㈬～7月8日㈪
◇一般質問…6月25日㈫・26日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／6月28日㈮、都市整備・子
ども文教委員会／7月1日㈪
█申傍聴希望の方は、当日区役所本
庁舎9階区議会事務局窓口へ。な
お、本定例会で審議する請願・陳
情の提出期限は6月14日㈮午後5
時です。点字の場合は問い合わせ
てください。
█問議事グループ☎3981‐1453

「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

6／1
No.1834 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/
令和元年（２０１９年）６月１日発行〈毎月１・１１・２１日発行〉

子どもの読書に関する講習会
「紙芝居の魅力・すてきな演じ方」
7月18日㈭ 午後2～4時（午後1時45分開場） あうるすぽっと

さらなる交通安全都市を目指して
█問土木管理課自転車・安全施策グループ☎3981‐4856 保育園について保育課総務統括グループ☎3981‐2019

▲免許証自主返納 PR横断幕
を掲示しました

～免許証を 返す勇気が ふせぐ事故～

●「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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福祉住宅（高齢者向け）「つつじ苑」
あき家入居登録者募集

今後発生するあき家の入居登録者
をあらかじめ決定します◇募集世帯
数…単身者用25世帯、世帯用3世帯
◇対象…区内に引き続き5年以上居
住している満65歳以上の単身者・世
帯。自立した日常生活が営めること、
現に住宅に困窮していることなど。
詳細は区ホームページか募集案内
（住宅課、東・西区民事務所および
区民ひろばで配布）参照█申申請書に
必要事項を記入し、6月3～10日
（消印有効）の間に当課住宅管理グル
ープへ郵送か持参。
█問当グループ☎3981‐2637

児童手当・児童育成手当の
現況届を提出してください

法令などの定めにより、6月以降
の手当継続受給者となる方全員に現
況届を提出してもらい、受給要件を
確認します。対象者には6月上旬、
現況届と添付書類などのお知らせを
発送します◇提出…現況届に必要事
項を記入し、6月28日までに子育て
支援課児童給付グループへ郵送か持
参※未提出・不備の場合、6月分以
降の手当の受給に影響が出ます。平
成29・30年度現況届未提出・不備の
方は、時効により手当受給の資格が
消滅する場合があります。至急提出
してください。
█問現況届専用コールセンター☎4566
‐2477（6月3日～8月30日）、当グ
ループ☎3981‐1417（子どもに関す
る手当の一般的な問い合わせ）

平成31年度教科書展示会

①教育センター
�特別展示…6月3日㈪～13日㈭

�法定展示…6月14日㈮～29日㈯
いずれも午前9時～午後6時（日曜
日を除く。24日は午後5時まで）
②区役所本庁舎（7階教育部会議室）
6月14日㈮～28日㈮ 午前9時～午
後5時（土・日曜日を除く）
◇「小学校用教科書目録（平成32年度
使用）」に登載されている教科書の展
示※本年度は小学校教科用図書、中
学校教科用図書（「特別の教科 道徳」
を除く）、特別支援学級で使用する
一般図書を教育委員会で採択します
█申当日直接会場へ（いずれも入場は
終了時間の30分前まで）。
█問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

父親&家族向け講座
「読み聞かせと交流」

6月30日㈰ 午前10時30分～正午
東部子ども家庭支援センター◇絵本
の読み聞かせのあとは、パパ同士も
交流を。講師…としまファザーズ・
ネットワーク◇未就学児と父親とそ
の家族◇15組
█申6月5日正午から電話で当センター
☎5980‐5275へ。直接窓口申込みも可。

行政相談をご利用ください

年金、保険、福祉、登記など、行
政全般について、総務大臣から委嘱
を受けた「行政相談員」が無料で相談
を受けます。
①常設行政相談…毎月第2・4火曜
日 午後1時30分～4時 区役所本
庁舎4階区民相談コーナー前
②そのほかの行政相談…ⓐ総務省東
京行政評価事務所の行政相談「行政
苦情110番」☎0570‐090‐110、ⓑ東
京総合行政相談所（西武百貨店池袋
店7階）☎3987‐0229（午前10時～午
後4時30分※休業日を除く毎日）
③電話相談…行政相談委員は電話相
談も受け付けています。
安藤雪美☎3981‐1868
今井敬二☎3957‐0054

渡邉 勝☎3916‐1718
片倉 恵美子☎3917‐5470
吉井公明☎3917‐5505
児玉恭子☎3952‐7421
█問広聴・相談グループ☎3981‐4164

「としま区民センター」
リニューアルオープン！
貸室利用を開始します

◇利用開始日…11月4日㈷／会議室、
和室、キッチンルーム、スタジオ、
令和2年1月15日㈬／ホール※貸室
の利用は要団体登録（としま産業振
興プラザ〈IKE・Biz〉登録団体は不要）
◇団体登録受付…7月1日㈪午前9
時から、としま未来文化財団内とし
ま区民センター窓口（南池袋2‐34
‐5）◇抽選申込（区民登録団体のみ）
…7月10日㈬午前10時～8月1日㈭
午前10時の間に当財団ホームページ
から申込み。直接窓口申込みも可◇
一般申込…区民登録団体／8月10日
㈯午前10時から、区民以外の登録団
体／8月20日㈫午前10時から当財団
ホームページから申込み。電話、直
接窓口申込みも可※いずれも先着順。
なお、としま南池袋ミーティングル
ームは10月29日で貸出を終了します。
●利用者説明会（要予約）…第1回／
6月22日㈯ 午後1時から、第2回
／6月24日㈪ 午後2時30分から、
第3回／6月26日㈬ 午後7時から
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇1団体2名まで
█申電話で当窓口☎6912‐7900へ。直
接窓口申込みも可。

街頭労働相談

6月5日㈬ 午前11時～午後3時
東武ホープセンター地下1階通路
（西池袋1‐1‐30）◇都では臨時の
「労働相談所」を開設し、職員や地域
の労働関係行政機関の相談員が相談
に応じます█申電話で東京都労働相談
情報センター池袋事務所☎5954‐
6501へ。
█問商工グループ☎4566‐2742

「ゆいま～る花の木」
入居者募集説明会

6月9日㈰ ①午前10時～11時30
分、②午後1時30分～3時 アット
ビジネスセンター池袋駅前本館（東
池袋1‐3‐5）◇姉妹都市の秩父
市と公民連携で進めている「花の木
プロジェクト」から、サービス付き
高齢者向け住宅「ゆいま～る花の木」
の11月オープンに向けた説明会。
█申電話でゆいま～る花の木入居相談
室�0120‐972‐583へ※先着順。

東京土建豊島支部第42回住宅デー

6月2・9日 日曜日 午前10時
～午後3時 染井よしの桜の里公園、
上池袋くすのき公園、南池袋第二公
園、池袋第二公園、千早フラワー公
園、椎名町公園◇住まいの増改築や
耐震診断、高齢者や障害者のための
住宅改造の無料相談、親子木工教室
◇1，200名█申当日直接会場へ。
█問東京土建豊島支部☎3986‐2471

豊島区歯科相談窓口のご案内

月～土曜日（祝日、年末年始を除
く） 午前9時～午後4時30分 あ
ぜりあ歯科診療所（池袋保健所内）◇
通所での歯科診療が困難で、自宅や
入所施設などで訪問歯科診療や訪問
口腔ケアを希望する方が最適な歯科
医療を受けられるように、専門知識
を持つスタッフが相談を受けます。
█問当診療所☎3987‐2370

男性対象の風しんの追加的対策
「第5期定期接種」について

◇対象者…昭和37年4月2日～昭和
54年4月1日生まれの男性◇実施期
間…令和4年3月31日まで◇実施方
法…昭和47年4月2日～昭和54年4

月1日生まれの男性へ5月下旬にク
ーポン券を発送しました。受託医療
機関（厚労省風しん追加的対策ホー
ムページに掲載、区外も可）へ本人
確認書類とクーポン券を持参し、受
診してください（要予約）。昭和37年
4月2日～昭和47年4月1日生まれ
の方で今年度中に抗体検査・予防接
種を希望の方は問い合わせてくださ
い。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

東アジア文化都市パートナーシップ事業

「注目！日本のおじぎや
挨拶 文化・友好体操」

6月9日㈰ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
それぞれの国の文化の違いを実技か
ら知る◇小学生以上◇120名◇500円
（小学生～大学生、外国籍の方は無料）
█申電話で6月5日までに「アゼリア
ダンスステップ 平尾☎3944‐0919、
横尾☎090‐4174‐6933」へ※先着順。

としま健康チャレンジ！

●運動実践プログラム
①かんたん有酸素エクササイズ…6
月26日㈬ 午後0時45分～1時45分
池袋スポーツセンター、②真向法で
ストレッチ…7月6日㈯ 午前10時
～11時30分 上池袋コミュニティセ
ンター
いずれも◇40名◇動きやすい服装、
タオル、飲料水持参。
●講演会
③緊急講座！油断できない大腸がん
～大腸がん検診のススメ～…7月10
日㈬ 午後2時～3時30分 としま
センタースクエア（区役所本庁舎1
階）◇罹患数・死亡数の多い大腸が
んの予防や検診について。講師…国
立がん研究センター社会と健康研究
センター検診研究部検診実施管理研
究室長／高橋宏和氏◇200名、④ご
存知ですか？歯周病と糖尿病の関係
…7月16日㈫ 午後6時30分～8時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
歯周病と糖尿病の双方向の関係性に
ついて。講師…豊島区歯科医師会副
会長／高田 靖氏◇80名
█申いずれも電話で地域保健課保健事
業グループ☎3987‐4660へ※先着順。

図書館経営協議会委員

◇対象…次のすべてに該当する方。
①応募日現在、区立図書館の利用登
録を1年以上している満18歳以上の
区民の方、②図書館行政に関心があ
り、平日の昼間または夜間に開催す
る会議に出席できる方（年3回以内
の予定）、③区のほかの審議会で2
つ以上の委員でない方◇報酬…1回
13，700円◇任期…令和3年3月31日
まで◇人数…2名◇選考…応募申込
書（各区立図書館で配布。区ホーム
ページからダウンロードも可）、面
接█申申込書に必要事項を記入の上、

6月15日（必着）までに中央図書館管
理グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3983‐7861

生きもの発見情報大募集！
「としま生きものさがし2019」

9月30日㈪まで◇あなたも生きも
の調査員！まちや公園など区内で見
つけた生きものの情報を募集█申調査
レポート用紙（区ホームページから
ダウンロード可）を郵送かファクス
かＥメールで「環境計画グループ、
█FAX3980‐5134、█EMA0029180@city.t
oshima.lg.jp」へ。
█問当グループ☎3981‐1597

すがも商人まつり

6月8日㈯・9日㈰ 午前11時～
午後4時 眞性寺（巣鴨3‐21‐21）
ほか巣鴨地区各商店街会場◇ウォー
クラリー、抽選会、交流都市による
飲食、物品販売、観光物産展など█申
当日直接会場へ。
█問当実行委員会事務局☎3918‐2101

池袋図書館ふくろうハンドメイド
倶楽部「消しゴムはんこを作ろう」

6月17日㈪ 午前10時～正午 池
袋第三区民集会室◇あなただけのオ
リジナル消しゴムはんこを作りませ
んか？◇中学生以上◇15名◇200円
█保6月9日までに要予約。
█申電話かファクスで「当館☎3985‐
7981、█FAX3985‐7486」へ。直接当館
窓口申込みも可※先着順。

第59回東京マリンバコンサート
～朝吹英一生誕110周年記念～

6月23日㈰ 午後0時20分から
（正午開場） 南大塚ホール◇日本木
琴協会東京支部会員を中心とする、
小学生から社会人までのマリンバ愛
好家25組によるコンサート◇約250
名█申当日先着順受付。
█問当支部長 森山☎04‐2934‐4759

ちちぶフォーラム
～「生涯活躍のまち」で暮らす～

7月1日㈪ 午後2～4時 区役
所本庁舎5階507会議室◇セカンド
ライフの準備として、相談経験豊富
な講師から「高齢者住宅の種類と選
び方」のお話◇50名
█申電話かＥメールで「秩父市移住相
談センター☎0494‐26‐7946、█EMcc
biju@bz04.plala.or.jp」へ※先着順。

としまグリーンキッズ
プロジェクト

①としまの緑化を体験しよう！池袋
西口編…7月6日㈯ 午前10時～正
午※雨天決行 池袋駅西口周辺、東
京芸術劇場◇東京芸術劇場の屋上に
上がれるチャンス！屋上緑化の取組
みを見学、体感し、緑を増やす活動
に参加しよう◇小学生（親子参加可）
◇20名、②としまの自然の色になろ
う！天の川にダイブ…7月7日㈰
午後1～4時 立教大学（西池袋3

‐34‐1 5号館）◇池袋ウイロード
の再生アートに取り組んでいる美術
作家／植田志保氏と、としまの自然
を色で表現してみよう◇小学生（親
子参加可）◇15名◇1，000円█申専用フ
ォーム①は█HPhttp://s.rikkyo.ac.jp
/bd94e1c、②は█HPhttp://s.rikkyo.
ac.jp/303872aから申込み※先着順。
█問当大学 ESD研究所☎3985‐2686

いけびず演芸シリーズ
第7回いけびず落語会

7月27日㈯ 午後2時開演（午後1
時30分開場） としま産業振興プラ
ザ（IKE・Biz）◇出演…立川談吉、入
船亭小辰、春風亭昇羊◇前売1，500
円、当日1，800円。
█申電話で当館☎3980‐3131（午前10時
～午後8時）へ。直接窓口申込みも可。

みらい館大明 こどもドラマ
ワークショップ（全8回）

①ワークショップ…6月14日～7月
19日 金曜日、②集中講座日…6月
30日㈰、③ミニ発表会…7月21日㈰
①午後4時15分～5時30分、②③午
前11時～午後3時（発表会は20分程
度）◇演劇の手法を取り入れたコミ
ュニケーションゲームの体験、みん
なでストーリーづくり、小道具制作。
最終日にミニ発表会を開催。講師…
JOKO 演劇学校講師／河田園子氏
◇小学1～3年生◇12名◇6，000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。

Ane ママグループ TOMATO
ワコール「ツボミスクール
保護者コース」

6月18日㈫ 午前10時～11時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
成長期における女の子の体型変化や
下着の選び方を、イラストや写真を
使用して説明（ワコール商品を勧め
ることはありません）◇小学1年生
～中学2年生の女児の保護者◇20名
◇300円█申Ｅメールで6月11日まで
に Ane ママグループ TOMATO█EM
anemama. tomato @ gmail. com
へ※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

江戸川乱歩講座 江戸川乱歩
『押絵と旅する男』について
―のぞき見るということ―

6月23日㈰ 午後2時30分～3時
30分 池袋第三区民集会室◇池袋ゆ
かりの作家「江戸川乱歩」に関する講
座◇40名█申当日直接会場へ。
█問池袋図書館☎3985‐7981

アンガーマネジメント講座

7月2日㈫ 午後2～4時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇アン
ガーマネジメント講座とアドラー心
理学による人生を切り拓く“勇気づ
け”講座◇70名
█申電話かファクスかＥメール「自立

促進グループ☎4566‐2453、█FAX3981
‐4303、█EMA0029452@city.toshim
a.lg.jp」へ※先着順。

沈黙は破れるのか～封じられる
女たちのムーヴメント～

7月6日㈯ 午後2～4時 雑司
が谷地域文化創造館◇女性の人権運
動の歴史を概観し、女性が声を挙げ
やすい社会創りについて考える。講
師…横浜国立大学大学院都市イノベ
ーション研究院教授／江原 由美子
氏◇100名█保6か月以上未就学児。
要予約。先着順。
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

3日で資格が取れる！
家事援助スタッフ育成研修

7月10日㈬～12日㈮ 午前9時～
午後3時30分 区役所本庁舎5階
509会議室◇研修修了者は、区に住
民登録がある要支援1・2相当の方
を対象とした訪問型サービス（家事
援助のみ）に従事可。最終日は、区
内の介護サービス事業者との「就職
相談会」に参加可。詳細は区ホーム
ページ参照◇区内在住、在勤、在学
の18歳以上で働く意欲のある方◇50
名程度█申6月26日までに区のホーム
ページ（下記二次元コードから読み
取りも可）から申込
み。事前予約のうえ
窓口申込みも可。
█問総合事業グループ
☎4566‐2435

第2回認知症サポーター養成講座

7月10日㈬ 午後2時～3時30分
男女平等推進センター◇認知症を正
しく理解し、認知症の方や家族を温
かく見守り、支援する応援者を養成。
基本的な知識を学び、自分にできる
ことを考える◇区内在住、在勤、在
学の方◇30名
█申電話かファクスで「介護予防・認
知症対策グループ☎4566‐2433、█FAX
3980‐5040」へ※先着順。

いよいよ夏本番！衣替えのシーズンを迎え、冬物のコートや春物衣類をクリーニン
グに出す機会が増える時期となりましたが、仕上がり予定日を過ぎた衣類を速やかに
引き取っているでしょうか。受け取りに行かないと、「放置品」とみなされてしまうこ
とをご存じですか？
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会（全ク連）の調査によると、9割のクリー
ニング店で「長期間放置品」があり、200点以上を抱えている店や25年以上も保管して
いる店もあり、さらに増え続けていることが分かりました。その原因は、①出したこ
とを忘れてしまった利用者と連絡が取れない、②クローゼット代わりにして受け取り
にこない、などがあります。業界は「長期間放置品」を解消するため、今後は預かって
いるクリーニング品が放置された場合の処分に関する条項が含まれたクリーニング契
約を予め利用者との間で結び、仕上がり予定日から処分までの日数に定めがあること
を提示することになりました。その旨について口頭での説明や、
店内にポスターやステッカーを貼って期間経過後は預かっている
クリーニング品を処分する可能性を周知するほか、預かり証に明
記されます※全ク連の加入店（LDマークのある店舗）が対象。
衣類を取りに行ったら処分されていた！とならないよう、くれ
ぐれもご注意を！

6月14日㈮ 午後6時30分から 区役所本庁舎5階507会議室
█申電話かファクスで6月13日正午までに「福祉総務課計画グループ☎4566‐2422、█FAX3981‐4303」へ。

区の職員が伺って、区の現状や担当する職務の専門知識を
お話します。生涯学習振興グループが相談窓口となって、生
涯学習に取り組もうとするグループや団体と、出前講座を担
当する課をつなぎます。
◇対象…主に区内で活動しているグループ・団体など。
◇費用…職員派遣にかかる費用は無料。学習会開催に必要な
その他の費用（会場使用料など）や視聴覚機材などの準備は、
グループ・団体の負担。教材費が必要な講習もあり。
◇派遣場所…区内の施設（個人宅の派遣不可）。会場の確保は、
グループ・団体で行なってください。
◇派遣日時…原則、職員の勤務時間内で2時間以内。
◇派遣できない集会…個々の案件についての苦情や陳情、個
別相談、政治活動、営利目的、飲食を伴う催し※担当課の繁
忙期によっては、講師派遣ができない場合もありますので、
ご了承ください。
●2019年度版「としま出前講座」のパンフレットができました
当グループ窓口や区内施設で配布。区ホームページからダ

ウンロードも可。
█問当グループ☎4566‐2762

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。

「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。

あなたの衣類は大丈夫？！
クリーニングに預けたままの衣類はありませんか？

2019年度版「としま出前講座」

█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515

第1回豊島区保健福祉審議会 健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 30,170
(＋715)
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290,823
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146,002
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女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

休  館休  館

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

南大塚地域文化創造館文化カレ
ッジ「フランス文学とフランス
文化に親しむ（全8回）」

9月7日～10月26日 土曜日 午
後2時～3時30分 当館（第6回の
み鈴木信太郎記念館）◇様々な分野
からフランス文化の魅力や面白さに
親しむ。意外に身近な存在のフラン
スの諸相を再発見◇区内在住、在勤、
在学の18歳以上の方◇30名◇4，300
円█申往復はがきで8月8日（必着）ま
でに「〒170‐0005 南大塚2‐36‐
1 南大塚地域文化創造館」へ。返
信用はがき持参で直接窓口申込みも
可。（公財）としま未来文化財団ホー
ムページ█HPhttps ://www.toshima
-mirai.or.jp/から申込みも可。
█問当館☎3946‐4301

内容などの詳細は「としまコミュニ
ティ大学講座案内」をご覧ください。
●立教大学
①「運動パフォーマンスに対する暑
熱環境対策」…6月8日㈯ 午後1時
30分～3時30分 当大学（西池袋3
‐34‐1）◇講師…当大学コミュニ
ティ福祉学部スポーツウエルネス学
科長・教授／安松幹展氏
②「はやぶさ2の旅・地球のような
惑星探し」…6月15日㈯ 午後1時
30分～3時30分 当大学（西池袋3
‐34‐1）◇講師…当大学理学部物
理学科教授／亀田真吾氏
●女子栄養大学
③「味噌汁の健康効果」…6
月24日㈪ 午後1時30分～
3時 当大学駒込キャンパス3号館
5階3502教室（駒込3‐24‐3）◇講
師…当大学副学長／五明紀春氏
いずれも◇100名◇1，000円█申ファ

クスか Eメールで「生涯学習振興グ
ループ█FAX3981‐1577、█EMA0014606
@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

第83回
夏季グラウンド・ゴルフ大会

6月22日㈯ 午後4時受付 総合
体育場※雨天時7月6日㈯◇区内在
住、在勤の方◇1，000円◇運動できる
服装、運動靴で参加。用具の貸出し
あり。
█申電話で6月10日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

ラジオ体操講習会

6月28日㈮ 午後1時30分～3時
区民ひろば千早◇ラジオ体操第一、
第二、みんなの体操講習█申当日直接
会場へ。
█問豊島区ラジオ体操連盟 中谷☎
3946‐0772

第8回ジュニアゴルフ教室

7月21日㈰ 第1部…午前10時30
分～正午、第2部…午後1時30分～
3時（経験者のみ） スポーツワーク
ショップピーウォッシュ（長崎5‐1
‐23）◇プロコーチ／佐々木 孝則氏
によるレッスン◇区内在住、在学の
小学生～高校生◇各16名◇1，000円
◇ゴルフクラブ、手袋、運動靴持参。
█申電話で6月30日までに豊島区ゴル
フ協会事務局 松澤☎3957‐6543
（㈱ピーウォッシュ内）へ※先着順。

池袋スポーツセンター

6月10日㈪～14日㈮◇法定検査な
らびに水の入替えや館内清掃、トレ

ーニング機器などの点検整備のため。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

「2019年夏！体験ボランティア」
参加者募集

7月23日㈫～8月31日㈯の間で1
日～数日間◇区内の福祉施設やボラ
ンティア団体などでの活動体験◇中
学生以上◇300円
●参加者説明会…①7月5日㈮ 午
後4時～5時30分、②午後6時～7
時30分、③7月7日㈰ 午前10時～
11時30分、④7月8日㈪ 午後7時
～8時30分（中学生不可） ①②上池
袋コミュニティーセンター、③④と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）※い
ずれかに必ず出席◇各回80名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

●豊島都税事務所
「6月は固定資産税・都市計画税第
1期分の納期です（23区内）」
7月1日㈪までに、金融機関、郵

便局、都税事務所、指定のコンビニ
エンスストアなどで納めてください。
口座振替、ペイジ―対応の ATM、
クレジットカード、インターネット

バンキングやモバイルバンキングで
も納付可※口座振替の申込みは主税
局徴収部納税推進課☎3252‐0955へ
問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●豊島税務署
「消費税軽減税率制度研修会のご案
内」
6月11日㈫ ①午前10～11時、②

午後1時30分～2時30分、③午後3
～4時 豊島税務署3階会議室◇事
業者の方を対象とした、消費税の軽
減税率制度に関する説明会を開催し
ます。多くの事業者の方に関係のあ
る制度です。ぜひお越しください。
█申電話で6月6日までに豊島税務署
法人課税第2部門☎3984‐2171へ。
●東京消防庁
「東京消防庁音楽隊創立70周年記念
特別演奏会」
8月6日㈫ 午後6時30分開演
東京芸術劇場コンサートホール◇本
年創立70周年となる東京消防庁音楽
隊の特別演奏会。音楽隊とカラーガ
ーズ隊による華麗な演奏演技をお楽
しみください。ゲスト…バイオリニ
スト／式町水晶氏◇1，999席█申往復
はがき（3面記入例参照。会場名〈東
京芸術劇場〉、入場希望者数〈1また
は2名〉、車いす席、親子席を希望の
場合その旨も記入）で「〒102‐0083
千代田区麹町1‐12 東京消防庁音
楽隊」へ。
█問当音楽隊☎3221‐0119

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。

�「女声合唱団いにしえの風」 毎
週土曜日 午後2時～4時30分
区民ひろば西池袋、区民ひろば南
池袋◇月額5，000円█問中島☎3957
‐2556
�コーラス「コール・アダージョ」
毎週月曜日 午前10時～正午 千
早地域文化創造館◇入会金1，000
円、月額5，000円█問山口☎3957‐
9621

�社交ダンス「コスモス会」 毎週
火曜日 午後5時30分～9時30分
千早地域文化創造館◇社交ダンス
初級～中級者◇入会金1，000円、
月額4，000円█問堀☎3955‐2213
�自彊術「日と水の会」 毎月第1
～3水曜日 午前9時30分～11時
30分 健康プラザとしま◇入会金
1，000円、月額2，200円█問多田☎
3915‐9636
�「大明自彊術」 毎月第2～4月
曜日 午前9時30分～11時30分
みらい館大明◇入会金1，000円、
月額2，200円█問多田☎3915‐9636

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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