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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特集

子どもたちに充実した学びを
教員に働きがいを

「教員の働き方改革」に取り組みます！

今年も夏がやってきた！

夏のイベント大特集

今
年
も
開
催
！
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さまざまなアーティストや作品と出会える
「としまアート夏まつり」。
今年も赤ちゃんからおとなまで楽しめる
プログラムが盛りだくさん！
みんなで一緒にアートな夏を過ごしませんか？

詳しい内容は2、3面をご覧ください
主催…としま文化創造プロジェクト実行委員会(豊島区、豊島区教育委員会、

NPO法人アートネットワーク・ジャパン、NPO法人芸術家と子どもたち、公益財団法人としま未来文化財団)
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夏のイベント大特集

▲当日の審査の様子はYouTubeで
リアルタイムに配信されます

今年も夏がやってきた！

7月31日㈬　
午後7～8時　自由学園明日館 講堂
◇重要文化財の歴史ある建物で、普段観ることの
ないアニメーションの世界へ出発！ナビゲーター
…水江未来◇150名※要予約、先着順◇子ども(4
歳～高校生)300円、おとな500円※3歳以下無料。
■問NPO法人アートネットワーク・ジャパン
☎5961-5200

8月24日㈯　①午前11時～正午、②午後2
～3時　ぞうしがや こどもステーション
◇タブラ、口琴など珍しい民族楽器とうた
で、異国の音楽を奏でます！出演…KAMO
SU◇0歳～小学生の子どもと家族◇各回
15組※要予約、先着順◇親子1組（子ども1
名、おとな1名）500円（家族1名追加でプラ
ス200円）

パフォーマンスキッズ・トーキョー
「音楽劇♪つくって、演じて、動いて、歌って2019」

８月11日㈷　午後2時30分開演　
◇小学4年生～中学3年生の子どもたちがアイデアを出し合い、作り上げた演劇を披
露します。きらきらした瞳で演じる子どもたちの様子は、見ている私たちまで、うきう
きさせてくれるはず！構成、演出…演劇ユニット   思考動物主宰／前嶋のの
申込み方法や詳細はNPO法人芸術家と子どもたちホームページ参照。
■問当法人☎5906－5705

あうるすぽっとプロデュース 育てる展示

7月20日㈯～8月11日㈷　午前10時～午後5時(20日は午後4時まで、11日は
午後2時30分まで)　あうるすぽっとホワイエ

「ひがしあじあのちょうちんたち
             ―ちょうちん　らんたん　ちょろん―」

◇作って、飾って、みんなで成長させ
る参加型展示。日本・中国・韓国をイ
メージしたカラフルなちょうちんた
ちが登場します。お楽しみに！◇申
込み不要。
■問あうるすぽっと☎5391－0751

◇公演スケジュール

©西野正将

©金子愛帆

撮影：石川純

＼子どもたちが大活躍／

＼0歳から入場できる！／

７月30日㈫　午前11時・午後2時開演　
◇オフロスキーでおなじみの小林顕作による読み聞かせ。表
情豊かに読まれるおは
なしにワクワク、ドキド
キ、大笑いしよう！◇子
ども(3歳～小学生)500
円、中・高生1,000円、お
とな2,500円（全席指
定）※2歳以下保護者膝
上無料。席が必要な場
合は有料。
申込み方法や詳細はあ
うるすぽっとホー
ムページ参照。
■問当施設
☎5391－0751

 

絵本の読み聞かせ「絵本のじかんだよ！」

日時はスケジュール参照。
区民ひろば各所　
◇読み聞かせの親しみやすさ＋
舞台の迫力＝よみしばい。手塚
治虫の童話の世界へようこそ！
出演…Theatre Ort、演出…倉
迫康史◇申込み不要。
■問上池袋☎3576－6916
    南池袋☎3984－5896
    池袋本町☎5956－2601
　南大塚☎3946－7665
　駒込☎3915－1966
    目白☎5956－5871

よみしばい
「すずむしひめ」

レトロ空間で楽しむ上映会
「アニメーション・トラベル！」

親子で楽しむぷちライブ ！ ｢異国の楽器とうたのライブ！｣

7月20日㈯　午後2時～3時30分　ぞうしがや こどもステーション

◇親子で楽しむ、からだとボール
を使ったワークショップ。からだも
こころも、しなやかに！講師…目黒
陽介氏、イーガル氏◇小学3年生
～中学3年生の子どもと家族◇10
組※要予約、先着順◇親子1組
(子ども1名、おとな1名)500円

（家族1名追加でプラス200円）
■問NPO法人芸術家と子どもたち
☎5906-5705

アーティストとあそぼう ！ ｢ものと からだで あそぼう｣

日時はスケジュール参照。　あうるすぽっと
◇韓国の短編小説を舞台化。僕とチョムスニの結婚をめぐる
ほのぼのとしたお話を、歌、ダンス、映像、音楽でゴキゲンな
舞台に仕上げます！振付、構成、演出…スズキ拓朗
◇子ども(3歳～小学生)500円、中・高生1,000円、おとな
2,500円（全席指定）※0歳から入場可能。2歳以下保護者膝
上無料。席が必要な場合は有料。
■問あうるすぽっと☎5391－0751

◇公演スケジュール　

8月6日㈫　午前の部…午前10時～正午、午後
の部…午後1～3時　としまセンタースクエア

（区役所本庁舎1階）
匠の技に触れながら、あなただけの作品を作り
ませんか？初めての方でも大丈夫！講師が優し
く指導します♪◇小学生と保護者◇講座の料金
は1名分(材料費)
■申 電話で各講師宅へ※先着順。
■問生活産業課商工グループ☎4566－2742

夏休みの
自由研究に！

夏休み親子伝統工芸教室

東京手描友禅

●Aコース…大正製薬㈱(羽生工場)・㈱ウエマ
ツ(戸田工場)の見学
7月23日㈫　午前8時15分～午後4時30分頃　
豊島区役所集合・解散
●Bコース…㈱関越物産(群馬工場)・スーパー
バック㈱(所沢工場)の見学
7月30日㈫　午前7時45分～午後6時30分頃　
豊島区役所集合・解散
いずれも◇昼食付き◇区内在住、在勤、在学の
親子(1家族3名まで。小学生以上)◇各回40名
◇1名1,500円
■申 往復はがき(①保護者氏名、②子どもの氏名
と学年、③住所、④日中連絡できる電話番号、⑤
メールアドレス、⑥希望のコース、⑦区内の在住、
在勤、在学先を記入)で7月10日(必着)までに生
活産業課工場見学担当へ※応募者多数の場合
は抽選。
■問当課商工グループ☎4566-2742

●親子で作ろう、シルバーアクセサリー
◇子ども（小学３年生以上）…四葉ク
ローバープレート、おとな…指輪◇午
前・午後各５組◇1,500円
■問島 功☎3973－3014

貴金属装身具

●三味線の材料でネックレス・お箸づくり＆三味
線弾き体験
◇三味線弾き体験は小学３年生以上◇午前・午
後各６組◇ネックレス1,000円、お箸2,000円
■問髙定裕☎3982－8888

東京三味線

親子工場見学バスツアー

ものづくりの現場を見に行こう！
夏休み特別企画（小学3・4・5年生向け）

❶友禅体験をしてみよう
◇2,000円
❷ハンカチに何でも
自由に描いてみよう
◇1,000円
❶❷合わせて◇午前・午後各７組程度
■問土田英彦☎3915－5347
❸ハンカチに友禅の色挿しをしてみよう
◇2,000円◇午前・午後各４組程度
■問大久保 紀保☎3986－7037

どんな絵本が
登場するかは当日の

お楽しみ！

オリジナル
ちょうちんを作って

みよう！

東アジア文化都市2019豊島 舞台芸術部門スペシャル事業

子どもに見せたい舞台vol.13

おどる韓国むかしばなし
「春春～ボムボム～」

    21㈰   22㈪   23 ㈫   24㈬   25 ㈭   26㈮   27㈯   28㈰
    - 14：00 14：00     - 14：00 14：00 14：00 13：00 13：00
 16：00     -     -     - 19：00     -     - 18：00     -

1つの空間の中で、あれほど多彩な
世界が広がることに感激しました。

アートに触れるイベントが目白押し！
申込みなどの詳細は、としまアート夏まつりホームページ
■HP https://toshima-saf.jp/をご覧ください。

撮影：田中亜紀

コンパクトでしたが、とても
ダイナミックに表現されて
いて楽しかったです。

7月
28㈰

上池袋
4㈰

南池袋
10㈯

池袋本町

8月
11㈰

南大塚
17㈯
駒込

18㈰
目白

いずれも午前10時30分から(18日のみ午前11時から)
開場は開演の15分前

たくさん体を動かして、
親子で楽しめました。

■問NPO法人
芸術家と子どもたち
☎5906-5705

夏の思い出に残る素敵な作品を上演します！

あうるすぽっとで
夏を楽しもう ！

今回は想像の旅をする

ことをテーマにしました。

様々なスタイルで

作られたアニメーション

でお楽しみください！

ナビゲーター
メッセージ

7月20㈯

昨年の公演より

世代を超えて楽しめる演出が
素晴らしかったです。

昨 年 の 参 加 者 の 声

昨 年 の 参 加 者 の 声

昨 年 の 参 加 者 の 声

子どもも楽しめる良い
ライブでした！

昨 年 の 参 加 者 の 声

受付開始、当日券販売開始…
開演の60分前
開場…開演の30分前

©西野正将

こう きん
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子どもたちに充実した学びを
教員に働きがいを

「豊島区学校における働き方改革推進プラン」を策定

教員の「働き方改革」に取り組みます！ 　長時間労働に起因する健康上のリスクの高まりから、官民をあげて長時間労働の
改善に向けた「働き方改革」への取組みが進められています。こうした一連の動き
は、学校教育の現場においても本格的に始まろうとしています。
■問教育部庶務課庶務グループ☎3981－1141

　区教育委員会は教員が健康を損なうことなく、夢と希望と働きがいを持って子どもたち
と向き合い、未来を担う子どもたちにより充実した学びを提供できるよう「豊島区学校に
おける働き方改革推進プラン」に基づき、教員の働き方改革を進めていきます。改革の実
行にあたり、保護者をはじめとする地域の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

　学校閉庁日を設け、教員の休暇取得を促進します。教員は終日不在となります。
　　令和元年度 夏季休業日…8月13～16日　冬季休業日…12月27日

教員の「働き方改革」～これまで と これから～

●校務支援システムの改善・活用促進
　（平成26年～）
　従来は帳票類で行なっていた児童・生徒の出
欠や成績、保健などの事務処理をパソコン入力す
ることにより、学校単位のネットワークシステム
での管理・運用が可能となりました。

　教員からの指示を受けて、学習プリント
などの印刷・配付準備、授業準備や採点
の補助などの簡易な作業を行うスタッフ（臨
時職員）の配置を進めています。

●スクール・サポート・スタッフの活用（平成30年～）

●部活動での外部指導員
　の導入（平成18年～）

～長時間労働の実態～DATA

　 教員の正規勤務時間は7時間45分であることから、平日1日あたり
4時間ちかく時間外勤務をしています。また、過労死ラインとされる
週あたりの在校時間が60時間を超える教員が全体の4割を超えてい
ることが明らかになりました。

　区教育委員会は「豊島区学校における働き方改革推進プラン」の策
定のなかで、計画がより実効性のあるものとなるよう、区立小・中
学校に勤務する教職員を対象に勤務実態調査などを行いました。

（参考）週あたりの在校時間が過労死ラインとされる
　　　60時間を超える教員の割合

※1週間あたりの正規勤務時間38時間45分

教員の勤務実態�

　教員の１週間の業務では、授業時間を除くと、小・中学校共通し
て教員の本来業務である「成績処理」「授業準備」と子どもの能力・資
質の向上のためにより多くの時間を費やしています。

授業以外にかける時間（上位3件）�

区分

小学校
中学校

平　日
11時間05分
10時間46分

1週間あたりの
在校時間
59時間17分
59時間00分

土曜日
2時間38分
4時間05分

日曜日
1時間07分
1時間26分

一般教員の在校時間（平均）

区分
小学校
中学校

豊島区
41.7％
42.9％

東京都
37.4％
68.2％

国
33.5％
57.6％

小学校
成績処理
10時間51分

授業準備
6時間02分

児童指導（集団）
4時間07分

成績処理
10時間08分

授業準備
7時間39分

部活動・クラブ活動
5時間05分

1位

2位

3位

中学校

主な取組み

これ
までの

主な取組み

これ
からの

～区立の小・中学校に通う子どもの保護者の皆さまへ～

●学校閉庁日を導入します

　地域の大学やスポーツ団体と連携し、部活動での外部指導員のさらなる活
用促進を図っていきます。

●部活動での外部指導員の活動を促進します

　教員の勤務時間をデータで記録・管理することにより、各教員のマネジメン
ト意識を高めるとともに、長時間労働が続く教員に対して校長・副校長の管
理職が客観的なデータを示し、適切な指導・助言を行っていきます。

●学校への出退勤システムを導入します

新たな教育課題にも対応

❶ 新学習指導要領への対応
・

・

・

グローバル社会への対応に向けて、「英語教育」を小学校から
教科として扱うようになりました。実際に英語を使ったコミュ
ニケーションを行うことにより、国際化社会を生き抜く児童・
生徒の育成を進めていきます。
授業のなかでタブレットなどのICT機器を取り入れることで、
プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付け、高
度情報化社会に必要な知識などを育みます。
「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重視した授業の実現に向けた
取組みを進め、子どもたちの「生きる力」を育みます。

❷ 多文化共生社会の推進
・増加傾向にある外国籍児童・生徒な
ど、多様な背景を持つ子どもたちが
安心して学校生活を送れるようさま
ざまなツールを活用し、相互理解を
深めることができるようにします。

❸ 支援を要する児童・生徒への対応
・いじめ・不登校、身体の不自由など支援
を要する児童・生徒へスクールソーシャ
ルワーカーなどと連携してきめ細やかな
対応を行っています。平成 28年度 30年度

328人
（3.2％）

376人
（3.5％）

区立小・中学校の外国籍児童・
生徒数の推移（５月１日時点）　

▲畝を作っていたら児童たちがやって来ました。
みんな、これから何が始まるのか興味津々。

うね

▲さつまいもの苗の植え方を熱心に聞いています。 ▶みんなで横に並んで苗を植えま
す。自然と歓声が起こりました。

「チーム学校」に向けた地域との連携と協働

◀知識や経験を活かして、その日の練習
メニューはどうするか？を考えます。

▼実際にラケットを
持ち、生徒とプレー
をすることも。

▲掛け声とともに練
習にも熱が入ります。

池袋中学校バドミントン部 外部指導員
冨永 聡先生

 私自身、体育の教員免許をもっており、他区で講
師などを務めながら外部指導員としてバドミント
ン部の指導にも携わっています。指導する立場で
子どもたちと身近に接していく。その
なかで信頼関係を築き上げていくと
ころに魅力を感じています。子どもた
ちは色々な思いを持って部活動
に参加しています。私は部活
動が、子どもたちに居場所で
あると感じてもらえるよう
日々、コミュニケーションを
とっています。

池袋中学校バドミントン部 顧問
冨岡沙織先生

 学校行事などで部活動への参加が遅れても、そ
の間を外部指導員の冨永先生に見守っていただ
けるのは非常に助かっています。また練習内容と

いった技術的な面に関しても、丁
寧に考えて実践していただけるの
は大きいですね。
　子どもたちにとって部活動は
打ち込むものだったり、楽しむ
ものであったりと大切なもの
です。色々な行事が積み重
なったとしても、部活動の場
は守っていきたいです。

NPO法人はばたけ千早 はたけ部会
中橋一雄さん、伊藤芳夫さん

　私たちが普段、区民ひろばで活動するなかで大切にしている
のが「世代間交流」です。今日は学校からの要望に応えるかたち
で2年生の授業のお手伝いに来ました。今日の経験が、子ども

たちのなかに残ればいいなと感じています。畑
をとおして子どもたちと交流していくなかで感じ
る手応えは通学路で「畑のおじさん！」と声をか
けてくれた時ですね。見守り活動で私たちの顔
を覚えてくれているというのは、子どもを見守
るうえでとても大切なことですから。

2学年担任
髙橋祐樹先生

　普段の授業のなかに、地域
の方が参加して知識や経験など
を子どもたちに直接伝えてもら
えるというのは非常にありがた
く感じています。子どもたちが
色々なことを体験し、学んでい
くなかで知識が活きたものとし
て根付いてくれたら
と願っています。

ら

　今回紹介する「NPO法人はばたけ千早
はたけ部会」は、千早小学校の授業にボラ
ンティアとして参加しています。保護者や
地域の方々が学校の教育活動に様々なか
たちで関わり、子どもたちのより豊かな学
びにつながるような仕組みを今後はほかの
学校でも検討していきます。

今日の先生は「地域のみなさん」

　「教員の働き方改革」のなかでさらなる活
用促進を図っていく部活動の「外部指導
員」。池袋中学校バドミントン部では実技
指導や大会への引率などを「外部指導員」も
顧問の先生と一緒になって担っている、と
いうことでお話を伺いに行ってきました。

外部指導員の活躍で部活も充実

▲植えた苗がすくすくと育つ
よう今後の管理の仕方など
を聞いています。

（スクール・サポート・スタッフ イメージ）（スクール・サポート・スタッフ イメージ）

　中学校の教員の８割以上が部活動の顧問をしており、運動部では９割以上の
教員が土日のいずれかを部活動の指導にあてています。そのため、指導可能な
知識や技術を備えた外部指導員の果たす役割に期待が寄せられています。

19時間50分参考（授業時間） 15時間23分

※1週間あたりの勤務時間

（出退勤システム イメージ）



シェイクスピアの著名
な作品を題材にした
没 後150年 の ベ ルリ
オーズ作曲による劇
的 交 響 曲《ロ メオと
ジュリエット》。バレ
エが加わり、シェイク
スピアの世界を劇的
かつ色鮮やかに表現
します。

◇S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円、C席2,000円（全席指定）、車いす
席（S席）5,000円※各種割引あり。※未就学児入場不可。◇チケット発売中。

私立幼稚園に在籍する
幼児の保護者に
補助金を交付します

●対象…次のすべてに該当する方。
①区内在住で現在幼児を私立幼
稚園に通わせている保護者※満3
歳児も対象、②保育料を収めてい
る方。
●交付時期…前期分（4～9月分）／ 12月下旬頃
※補助金額は平成31年度区市町村民税所得割課
税額等により決定します。
■申申請書（対象者には各幼稚園から配布）を指定さ
れた日までに各園に提出。詳細は申請書と一緒に
配布する「補助金のご案内」をご覧ください。

■問子育て支援課私立幼稚園グループ
☎4566-2481

10月1日から幼児教育・保育無償化が始まります。
後期分は詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

こどもワークショップ

「アニメ水族館」

◇ストップモーションアニメーションの制作体験の
ワークショップを開催！水族館で魚を観察して、人形
を作り、少しずつ動かすアニメーション作りを体験し
よう！◇小学生（送迎時は保護者同伴）※対象年齢外
の兄弟姉妹も参加希望の場合は要相談◇25名
◇500円◇筆記用具持参。
■申7月31日までに当フェスティバ
ル公式ホームページ応募フォーム
■HP http://animefestival.jp/ja/
から申込み※先着順。

8月10日㈯　午前8時20分～午後2時30分
集合・観察会場…サンシャイン水族館
制作・上映会場…区役所本庁舎5階507～510会議室

■問当実行委員会事務局■EM info@animefestival.jp

「うまく話せないけど、もやもやとした気持ちやなんとなく不安な気持ち
になる」「この悩み、どこに相談したらいいのだろう」など困っていること
はありませんか？「まだ専門機関に相談するほどでは…」と思っている小
さなことでも、問題が大きくなる前に、一度お話を聞かせてください！ご
自身のことだけでなく、家族、友達など周りの方の相談もお受けします。

●働くこと（仕事が見つからない・続かない、働く
ことへの不安、職場でのトラブルなど）
●学校のこと（学校に行きたくない、友だち関係、
学習面、学校生活など）

●日常生活のこと（生活習慣、人間関係など）
●からだのこと（病気、発育、発達、健康面など）
●こころのこと（漠然とした不安、気分が不安定など）
●家族のこと（家族との関係、子育て、家庭内暴力、非行など）
●お金のこと　

マンガ・アニメのまち豊島区にちなみ、区内の子どもたちから、豊島区PRキャラクター「としま
ななまる」を使用したストーリーの4コマ漫画作品を募集します。優秀作品は、11月に開催す
る「としまマンガ・アニメフェスタ」で表彰予定！たくさんのご応募をお待ちしています！
●対象…区内在住、在学の小・中学生
●応募方法…応募用紙（区役所本庁舎、区民ひろば、子どもスキップ、図書館などで
配布）を確認のうえ、4コマ漫画を描き、9月6日（必着）までに当事務局へ郵送か持参。
●表彰…最優秀賞／3名（小学生部門1～3年生1名、4～6年生1名、中学生部門1名）、
優秀賞／9名(各部門3名)、ユーモア賞／相当数、特別賞／相当数

「マンガの描き方が分からない…」
「プロに描き方を教わってみたい！」という方へ

東アジア文化都市スペシャル事業「としマンガ としアニメ
キャラバン」では、4コマ漫画のキャラクターやストー
リー作りを学ぶことができます。区民ひろばなどを巡
回する予定ですので、ぜひご参加ください。詳細は
決定次第、ホームページなどでご案内します。

子ども若者総合相談「アシスとしま」
●場所…区役所本庁舎４階子ども若者課窓口
●時間…午前8時30分～午後5時15分（受付は午後4時30分まで。土・日曜日、祝日を除く）
●対象…区内在住、在勤、在学の子どもとおおむね39歳までの若者とその家族

  来所以外でも相談を受け付けています
☎4566-2476、■EM A0017309901＠city.toshima.tokyo.jp
◇訪問…状況に応じて「子ども若者支援ワーカー」が地域に直接出向いてお話を伺います。

豊島区子ども若者支援ネットワークイベント「ここにいるよ」
子どもの社会問題から学ぶ～アシストする大人になるために～
7月13日㈯　午後2時～4時30分（午後1時30分開場）　
としまセンタースクエア(区役所本庁舎1階)
◇子どもの社会問題やアシストする仕組みなど、地域と
関わるきっかけになる「日常でできること」を考える。講
師…さいたまユースサポートネット代表／青砥 恭氏
パネル展示や情報交流などもあり。
■申電話かファクスかEメール（氏名、住所、電話番号を記
入）で「子ども若者支援グループ☎4566-2475、■FAX3980
-5042、■EMA0017309@city.toshima.lg.jp」へ。

犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの更生について理解を
深め、それぞれの立場で力をあわせ、犯罪や非行のない社会
を築こうとする全国的な運動です。

①作文コンテスト表彰・発表　区立の小・中学生を対象に「いのち」
「社会を明るくする運動」をテーマに実施した作文コンテストの優
秀作文の発表と表彰。
②ステージ発表　ボーイスカウト、ガールスカウト、Tumboo55

（チアダンス）、中高生センタージャンプによるステージ発表。
■申 当日直接会場へ。
■問 子ども若者課地域支援グループ☎3981-2187

第69回 社会を明るくする運動
～RE：スタート～

中央大会「区民のつどい」を開催します
7月7日㈰　午後1時30分～4時50分　としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

７月は全国強調月間です

子ども若者総合相談窓口

■問東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局☎4566－2841

当日完成作品の上映も行います。

ドラクエ・シンフォニック
コンサート in SaLaD

9月19日㈭　午後7時開演
東京芸術劇場 コンサートホール

人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の音楽を
手掛けた、すぎやまこういち氏指揮によ
るコンサートです。チケットは7月下旬発
売予定。

OK!オーケストラ　赤ちゃんOK！歌ってOK！踊ってOK！

主催…東京都、（公財）東京都交響楽団　
共催…（公財）東京都歴史文化財団 東京芸術劇場、豊島区

©東京都交響楽団

9月15日㈰　午後2時開演　
東京芸術劇場 コンサートホール

9月14日㈯　午前10時・午後1時開演
9月15日㈰～16日㈷　午前10時・午後1時・午後3時開演
東京芸術劇場 シアターイースト
赤ちゃん（2歳未満）を対象にした30分
のプログラム。3名のオペラ歌手が動
物たちの色々な声を表現します。製作
…バーゼル歌劇場◇赤ちゃん（2歳未
満）500円、一 般1,500円（全 席 自由）
※一般のみの購入不可。赤ちゃん1名
につき一般2名まで購入可能。
◇7月9日よりチケット発売。

赤ちゃんが泣いても声を出して
もOK! 0歳から入場できるオー
プンなコンサートです。指揮体
験やみんなで一緒に歌うコー
ナーなど来場者がコンサートに
参加できる要素が盛りだくさ
ん！※ベビーカー置場・授乳ス
ペース・おむつ交換スペースあり。
◇3歳～高 校 生500円、一 般
1,500円（全席指定）※保護者1
名につき、2歳以下の子ども1
名まで膝上無料。◇7月9日より
チケット発売。

ベイビーオペラ『ムルメリ』

指揮…大野和士　司会…小林顕作
9月14日㈯　午前11時・午後3時開演　東京芸術劇場 コンサートホール

指揮…大野和士　バレエ…東京シティ・バレエ団
9月16日㈷　午後2時開演　東京芸術劇場 コンサートホール

音楽祭メインコンサート《ロメオとジュリエット》

“世界で唯一回転する”パイプオルガンを
使ったコンサート。パイプオルガンの名曲
から、歌曲、「東京ホワイトハンドコーラス」
の合唱とのアンサンブルまで、コンサート
初心者も楽しめる45分間のプログラム。
◇4歳以上～高校生500円、一般1,000円

（全席指定）◇7月9日よりチケット発売。

オルガンでLet’s SaLaD！
※開場時間は
　各30分前

©Priska Ketterer

©東京都交響楽団

＼スペシャルコンサート開催／

サラダ音楽祭は東京都の文化プログラム
「Tokyo Tokyo FESTIVAL」の一環として開催します。

©東京都交響楽団©東京都交響楽団

誰もが参加・体験できるワークショップ
や、東京芸術劇場内や周辺施設などで、
気軽に楽しめる無料ミニコンサートを開
催します。
※ワークショップの事前申込みは７月中
旬に公式サイトで開始予定。

楽器体験や歌・ダンスのワークショップ＆
会場周辺でのさまざまなミニコンサート

■申 サラダ音楽祭2019チケット販売サイト
　http://booktickets.pia.jp/salad-music-fes/
■問 サラダ音楽祭事務局☎3663-6307

（平日午前10時～午後6時）

赤ちゃんから大人まで楽しめるオーケストラコンサートやワークショップなど、バラエ
ティ豊かなコンテンツが目白押し！東京都と東京都交響楽団が池袋エリアをメイン会場
とし誰もが音楽の楽しさを体感・表現・発信できる音楽祭を開催します。詳細は音楽祭
公式ホームページ■HP https:// salad-music-fes.comをご覧ください。

Sing and Listen and Dance!!―歌う！聴く！踊る！SaLaD

メインプログラム　　 9月14日㈯～16日㈷
スペシャルコンサート  9月19日㈭

発掘！ミライの漫画家 作品募集！

ななまるを使った
ストーリーを
描いてね！

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）  7月号  No.1837 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



環境にやさしいエネルギーの
使い方について考えよう！
東京ガス㈱北部支店

高効率な電気機器を
上手に使って低炭素生活
東京電力パワーグリッド㈱大塚支社

油の処理は使いきる、拭き取る、
吸い取る、リサイクルする。
東京都下水道局北部下水道事務所

エアコン稼働中は
ドアを閉めよう！
全国自動ドア産業振興会

「窓」で暮らしが快適に！
エコ窓普及促進会

部屋が暗い！でも電気はイヤ！
その悩み、解決の秘密は？
スカイライトチューブ関東
（㈱牛久工務店)

ごみの減量と3R運動の啓発＆
フードドライブの特別受付
ごみ減量推進課

水道水のよさの再発見
東京都水道局豊島営業所

ヤゴのなぜなぜ観察会
としまヤゴレンジャー
（としま生態系環境学習リーダー会）

身近な生きものをさがして
プレゼントをもらおう！
環境政策課環境計画グループ

蝶の道プロジェクト　
立教大学　阿部ゼミナール

押し花しおりづくりとエコ工作
東京城北環境カウンセラー協議会

牛乳パックで作る小物
エコ・創作和紙工芸　ゆいまある

地球と人を思いやる“リサイクル石けん”を作ろう！
ヱスケー石鹸㈱

自然あそび　豊島みどりの会

COOL CHOICE
すごろくで遊んで
プレゼントをもらおう♪
環境政策課事業グループ

7月27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）
7月27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）

フード・グリーン発電による
ミストでエコな涼しさ体感実験！

「フードドライブ」とは家庭に眠っている食品を持
ち寄り、必要とする人に活用していただき、まだ
食べられるのに捨ててしまう食品（フードロス）を
減らす取組みです。

集まった食品は豊島区民社会福祉協議会などを
通じて、区内在住で食糧支援を必要とする方々に
お渡しします。
■問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981-1142

以下の4つの条件をすべて満たしているレト
ルト食品または缶詰に限ります。
①賞味期限が2019年10月1日以降であるこ
とが明記されている、②常温保存が可能、③未
開封、④包装や外装が破損していない

フードドライブ特別受付

①午前 10時30分～、②午前11時30分～、
③午後1時30分～
外食産業の排水油脂を利用して発電する「フード・
グリーン発電車」が庁舎南側
の広場に登場！発電の仕組み
や、発電した電気で動く
ミスト扇風機の「ミスト」の
効果についても学べます。

クール・チョイス（COOL CHOICE）とは
地球温暖化対策のためにできる「賢い選
択」をする取組みです。詳細は区ホーム
ページを参照してください。

豊島区では
「COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう」
を推進しています。

楽しみながら環境にやさしい暮らしについて考えてみよう！
今年は「生きもの」ブースが集合！
 ■問環境政策課事業グループ☎3981-2771

　池袋の駅東西を結ぶ地下道「WE ROAD（ウイロード）」が、「明るい、きれい、女性に安心、
快適性」をキーワードに生まれ変わろうとしています。天井や壁面の内装描画を手がけて
いる美術作家／植田志保氏に「ウイロード」への思いを語っていただきました。
■問道路整備課橋梁設計グループ☎4566-2685

　初めてウイロードを訪れたとき
露わになった壁に触れ、かけがえ
のない場所だと直感しました。永
い時間が宿した大きなエネルギー
を感じたんです。そこで過去と向き
合い、ここにある魂一つ一つに手
を当てて全身全霊で制作したいと
の思いから、＜1000万のたましい
を 呼 び 覚ます「色 のすること」～
Tour of WE ROAD＞というテ ー
マが生まれました。

　もともとのトンネルの躯体が5ブロックに分かれていたことから、万物は「木・火・土・金・水」
の5つの元素からなるという五行説になぞらえて、豊島区の歴史や文化を表現したいと思い
ました。いわば私は池袋の東口と西口の“巡り”を生む係でしょうか。私自身も制作しながら、
感じる力を呼び覚まされる思いがしています。
　今回の作品は、通り過ぎる空間にあります。完成して終わりではなく、通行
する方々が今後5年、10年という時間の中で育て、無意識のうちに語りかけて
くるものになればと願っています。
　池袋駅前公園に建てた臨時のスタジオやウイロードで公開制作を行うのも、
皆さんに成長を見守り、分かち合っていただきたいとの思いからです。制作中
は毎日のように声をかけていただき、多くの人がウイロードを愛し完成を楽し
みにされていることを肌で感じました。
　道には、こころが映っています。文化とは、そうした一瞬一瞬のこころの営
みの積み重ねなのかもしれません。私はそれらを色に映しながら、ウイロード
を通じて豊島区が大切にされている文化を体現したいと思っています。

植田志保　美術作家
兵庫県生まれ。色に立脚した表現
活動を軸に、平面のみならず舞台、
空間演出、内装を手がける。対話
を通し個 人の記 憶や意 識に潜む

「色」を顕在化させる即興描画をライ
フワークとして行っている。

☎3981-2771☎3981-2771☎3981-2771☎3981-2771☎3981-2771 ブースをまわって

スタンプを集めると、

素敵なプレゼントが

もらえます。

知る

遊ぶ

作る

生きもの 知る

7月上旬～10月下旬
植田氏がウイロード内で、壁面の描画を行います。

▲いつのまにか増えた鉢植えは、近隣の方々からの贈りもの

今後の予定

く　たい

ちょう
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