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【ご意見募集中】

豊島区教育ビジョン2019―豊島
区教育振興基本計画（第Ⅱ期）―
（2019～2024年）（素案）

区の学校教育の振興施策に関する
基本計画で、6年間の計画・重点施
策を示します。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。
●閲覧できます…計画（素案）の全文
は、8月1～28日の間、庶務課、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。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②〒・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8月28日（消印有効）までに「教育
政策グループ█FAX3980‐5163、█EMA00
24004@city.toshima.lg.jp」へ。直
接当グループ窓口へ持参も可※個別
に直接回答はしません。
█問当グループ☎3981‐1591

高齢受給者証をお持ちの方へ

7月22日㈪に新しい高齢受給者証
を送付します。高齢受給者証の更新
は、毎年8月に行います。該当世帯
の前年（平成30年中）の所得状況に基
づき、一部負担割合を再度判定し、
新しい高齢受給者証を黄色い封筒に
入れ、普通郵便で送付します。詳細
は資格・保険料グループに問い合わ
せてください。
█問当グループ☎4566‐2377

障害年金を受給しているかたへ
障害状態確認届（診断書）の作成
期間が拡大されます

障害状態確認届（診断書）の作成期
間が提出期限1か月以内から3か月
以内に拡大されます。これまで誕生
月の前月末頃（20歳前障害の方は6
月末頃）に送付されていた障害状態
確認届（診断書）の用紙は、今後誕生
月の3か月前の月末に日本年金機構
より送付されます。この取扱いは提
出期限が令和元年8月以降となる方
が対象です。
█問国民年金グループ☎3981‐1952、
池袋年金事務所☎3988‐6011

第31回ふくし健康まつり
参加希望団体説明会

8月5日㈪ 午前10時～正午 区
役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話かファクスか E メールで7
月31日までに「障害福祉課管理・政
策推進グループ☎3981‐1766、█FAX
3981‐4303、█EMA0015600@city.tos
hima.lg.jp」へ。詳細は区ホームペ
ージ参照。

児童扶養手当・特別児童扶養手
当・ひとり親家庭等医療費助成
受給者の皆さんへ

現況届の案内を7月下旬～8月上
旬に送付します。現況届の提出がな
いと手当・助成が受けられなくなり
ます。必ず提出してください。
◇受付…8月1～31日（特別児童扶
養手当は8月13日～9月11日）の間
に子育て支援課児童給付グループ窓
口へ。7月時点で児童扶養手当の支

給を受けていない方（全部支給停止
の方）は郵送可※土・日曜日、祝日
を除く。ただし、8月10日㈯・25日
㈰・31日㈯の午前9時～午後5時は
提出可。
█問現況届専用コールセンター☎4566
‐2477（8月30日まで）、当グループ
☎3981‐1417（手当の一般的な問い
合わせ）

池袋本町プレーパーク
「ウォータースライダー」

7月27日㈯※荒天時は28日㈰に順
延 午前10時～午後2時 池袋本町
公園◇1日限りのウォータースライ
ダー。青空こども食堂も開催◇動き
やすく汚れてもいい服装と靴で参加
█申当日直接会場へ。
█問NPO法人豊島子どもWAKUWA
KUネットワーク☎090‐3519‐3745

目白図書館
「こわ～いおはなしかい」

8月3日㈯ 午後3～4時 目白
第一区民集会室◇夏にぴったりの、
こわ～い、でもちょっと楽しいスペ
シャルおはなし会。うす暗い部屋で
ふしぎなお話を聞いて、みんなで一
緒にドキドキしませんか？◇20名

█申当日直接会場へ※先着順。
█問当館☎3950‐7121

離乳食講習会

8月6日㈫ 午後1時30分～3時
長崎健康相談所◇初期食、中期食、
後期以降の3グループに分かれて、
お口の機能の発達に合わせた離乳食
の進め方、調理のポイント（保護者
のみ試食あり）、むし歯予防を学ぶ
◇離乳食の開始（5～6か月）から完
了期食の乳児の保護者◇25組
█申電話で当相談所☎3957‐1191へ※
先着順。

池袋図書館「一日子ども図書館員」

8月8日㈭ 午後1～4時◇カウ
ンターで貸出・返却や、本の装備な
ど図書館の仕事を体験◇小学4～6
年生◇6名
█申直接当館窓口へ。電話かファクス
で「当館☎3985‐7981、█FAX3985‐7486」
も可※先着順。

上池袋図書館 さくらんぼ科学工
作会「塩で実験！スーパーボール」

8月10日㈯ 午前11時～正午◇塩
を使って、自分だけのスーパーボー
ルを作る。塩のもつ不思議な力を知
って、楽しく実験◇未就学児～小学
生（未就学児は保護者同伴）◇15名
█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。

目白図書館 かんたん、楽しい！
絵本づくりワークショップ

8月15日㈭、16日㈮、22日㈭ 午
後1～3時 目白第一区民集会室◇
児童作家の木村 研氏を講師に自分
だけの絵本づくりに取り組む。子ど
もだけでも親子いっしょでも参加可
◇未就学児は保護者同伴◇各回15名
█申電話かファクスで「当館☎3950‐
7121、█FAX3950‐7910」へ。直接窓口
申込みも可※先着順。

100名を超える田楽法師
たちがいにしえの旋律にの
って軽やかに舞い躍る「大
田楽 いけぶくろ絵巻」。一
緒に躍ってみませんか？

ば ん が く ち ご

●募集…①番楽、②稚児。
●稽古…8月22日～11月9
日（全12回）夜間 としまセ
ンタースクエア（区役所本
庁舎1階）ほか
●本番…11月10日㈰ 芸術文化劇場（東京建物 Brillia HALL）ほか
◇申込み方法など詳細はとしま未来文化財団ホームページかチラシ参照。
█問当財団事業企画グループ☎3590‐7118（平日午前10時～午後5時）

4月19日、日出町第二公園前交差点において、区民の方2名が亡くなり、
10名の方が重軽傷を負うという、大変痛ましい交通事故が発生しました。
この事故での犠牲者を慰霊し、この事故を永遠に忘れることなく二度とこ
のような悲惨な交通事故が起きることが無いことを祈る、願いを込めて慰
霊碑を設置するための支援金を広く募ります。
◇受付期間…9月30日㈪まで◇受付方法…①募金箱／区役所本庁舎、東・
西区民事務所、区民ひろば、図書館、地域文化創造館、体育施設など、②
口座振込…金融機関名「みずほ銀行池袋支店」、口座名義「東池袋自動車事
故慰霊碑設置支援金」、口座番号「3051247」※手数料がかかる場合がありま
す、③窓口受付／総務課、区民活動推進課、東・西区民事務所※寄附金控
除の対象は口座振込と窓口受付のみ。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

保険料の納め忘れはありませんか？
7月31日が納期限です

２０１９年
７月期分の国民健康保険料、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。7／21
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「大田楽 いけぶくろ絵巻」出演者大募集！「大田楽 いけぶくろ絵巻」出演者大募集！

①番楽 撮影：前澤秀登 ②稚児 撮影：赤坂久美

「東池袋自動車事故慰霊碑」設置に関する募金のお願い

●「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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親子体験教室「旧宣教師館のデザ
インを使ったコースターづくり」

8月17日㈯ 午後2時～3時30分
雑司が谷旧宣教師館◇旧宣教師館の
デザインの一部を彫った消しゴムは
んこを使って、コースターを作成◇
区内在住、在学の小学3年生以上の
方（小学生は保護者同伴）◇4組8名
█申往復はがき（3面記入例参照。小
学生は学年も記入）で8月7日（必着）
までに「〒171‐0032 雑司が谷1‐
25‐5 雑司が谷旧宣教師館」へ※
応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3985‐4081

「ノーバディーズ・パーフェクト」
～完璧な親なんていない～（全6回）

9月4日～10月9日 水曜日 午
前10時～正午 東部子ども家庭支援
センター◇子育ての悩みなどを話し
合い、自分に合った子育て方法を学
ぶカナダ生まれのプログラム。保育
付き◇区内在住で0～2才未満の第
一子を育てている、35歳以上の母親
※全回参加できる方◇10名
█申電話で7月22日午前10時～8月2
日の間に当センター☎5980‐5275へ。
直接窓口申込みも可※応募者多数の
場合は抽選。結果は応募者全員に8
月7日までに電話連絡。

個人番号カード（マイナンバーカ
ード）を受け取っていない方へ

個人番号カー
ドの交付申請の
後、お渡しの準
備ができた方へ
交付期限を記載
した「個人番号
カード交付通知
書」を送付しています。本人確認書
類を持参の上、早めにお受け取りく

ださい。※通知書や必要書類の記載
されたご案内がお手元にない方は問
い合わせてください。
●受け取りがないと
①「個人番号カード受領勧奨通知書」
に再度新たな交付期限を記載してお
送りしています。受け取り予約はで
きないため、通知書記載の窓口のみ
での受け取りです。
②①の通知書送付後、一定期間受け
取りがない個人番号カードは10月末
まで保管し、その後順次廃棄します。
※廃棄後に個人番号カードの交付を
希望する場合は再度申請が必要です。
█問豊島区マイナンバーコールセンタ
ー☎3981‐1122

8月17日㈯・18日㈰、
区役所本庁舎3・4階の
窓口業務は終日休業します

システムメンテナンス作業のため。
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の写し
などの取得が可能です※詳細は区ホ
ームページ参照。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

「としま南池袋ミーティング
ルーム」ご利用の方へ

「としま区民センター」の開設に伴
い、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。
●「としま区民センター」について
◇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
の利用には団体登録が必要です（と
しま産業振興プラザ〈IKE・Biz〉登録
団体は不要）
◇団体登録ほか受付中…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 2階）へ。手続
き方法など詳細は当財団ホームペー
ジ█HPhttps : //www.toshima-mirai.
or.jp 参照か問い合わせてください。
█問当窓口☎6912‐7900

ミューズの相談会

8月7日㈬ 午後1～4時 とし

まセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）◇国家資格を持った女性専門
家が合同で、暮らしや事業に関する
相談をお受けします◇約100名
█申電話で（弁）パートナーズ法律事務
所☎5911‐3216へ。

リレー講座「食のチカラで
フレイル予防！（第1回）」

7月25日㈭ 午前10時30分～正午
フレイル対策センター◇「野菜の力
で夏を乗り切ろう！」帝京平成大学
の講師が専門分野の視点から食を通
じたフレイル予防を解説◇20名█申電
話で当センター☎5924‐6212※先着
順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

転倒予防教室
～フォローアップつき～

①8月8日㈭ 午前10時～11時30
分 フレイル対策センター、②9月
5日㈭ 午後1時30分～3時 区民
ひろば池袋、③10月31日㈭ 午後1
時～2時30分 高田介護予防センタ
ー◇区内理学療法士による転倒予防
教室◇65歳以上で要介護認定を受け
ていない方◇各回20名█申電話で各会
場「①フレイル対策センター☎5924
‐6212、②区民ひろば池袋☎3982‐
9658、③高田介護予防センター☎
3590‐8116」へ※先着順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

女性の健康教室「親子で、リフ
レッシュ！～血流アップで冷え
症予防、肩こり改善～」

8月21日㈬ 午前9時30分～11時
30分 上池袋コミュニティセンター
◇ストレッチやボールを使った親子
遊び、アロマオイルを使ったマッサ
ージなど◇区内在住のおおむね1～
3歳の幼児と母親（いずれも医師か
ら運動制限を受けていない方）※未

就学の兄弟などの同伴者がいる場合
は要相談◇18組36名
█申電話で栄養グループ☎3987‐4361
へ※先着順。

「シナプソロジー（頭と体
の活性化プログラム）」
受講生募集（全12回）

8月23日～11月8日 金曜日 午
前10時45分～午後0時15分 高田介
護予防センター◇簡単な運動と同時
に、頭を働かせることで脳を活性化
させるプログラム◇区内在住の65歳
以上で医師に運動を禁止されていな
い方◇20名█申電話で当センター☎
3590‐8116へ※先着順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

「東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（案）」
について

東京都と特別区および26市2町は
協働で、「東京における都市計画道
路の在り方に関する基本方針（案）」
を公表しました。基本方針（案）は、
東京都と特別区および26市2町のホ
ームページ、都民情報ルーム（都庁
第一本庁舎3階）ならびに各区市町
の窓口で閲覧できます。基本方針
（案）に対する皆さんからのご意見・
ご提案は、8月12日までに、郵送か
ファクスかＥメールで「〒163‐8001
東京都新宿区西新宿2‐8‐1 都
市整備局都市基盤部街路計画課、█FAX
5388‐1354、█EMS0000179@section.
metro.tokyo.jp」へ。直接上記窓口
へ持参も可。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

フードドライブを
区役所本庁舎でも受け付けます

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
活用していただくことで、まだ食べ
られるのに捨てられてしまう食品
（食品ロス）を減らす取組みです。ご
家庭で余っているレトルト食品や缶
詰がありましたら、ぜひお持ちくだ
さい※豊島清掃事務所2階でも引き
続き受付しています◇受付…午前8
時30分～午後5時（平日のみ） 区役
所本庁舎6階環境政策課◇対象…未
開封で包装外装が破損しておらず、
賞味期限が2か月以上ある缶詰また
はレトルト食品。
█問ごみ減量推進課事業推進グループ
☎3981‐1142

有料広告募集

高齢者インフルエンザ予防接種の
お知らせの封筒に掲載する広告を募
集します◇部数…約5万6千通（65
歳以上の区民の方へ発送）◇郵送時
期…9月下旬（予定）◇料金…3万円
（7×9㎝）、5万円（7×18㎝）※い
ずれも長3封筒裏面・刷色1色█申8
月1日午後5時（必着）までに、申込
書、会社概要、広告原稿を健康推進
課管理・事業グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎3987‐4173

プラス

第9回「はあとの木」マルシェ＋

7月31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）◇「ナツマルシェ～和んで、
涼んで、楽しんで～」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・焼菓子の販売イベン

トを開催█申当日直接会場へ。
█問施設・就労支援グループ☎3981‐
1786

『赤い鳥』を語り継ぐ、おばあち
ゃんのおはなし会

8月3日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「金
の輪」、鈴木 三重吉「猿の手」█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

第200回
庁舎ランチタイムコンサート

8月7日㈬ ①午前11時～11時30
分（午前10時35分開場）、②正午～午
後0時35分（午前11時45分開場） と
しまセンタースクエア（区役所本庁
舎1階）◇弾む！きらめく！！打楽
器アンサンブル①明るいリズムを楽
しもう！キッズ・ベビー向けプログ
ラム、②重なるリズムを堪能しよう
！名曲をじっくり楽しむプログラム。
出演…東京音楽大学。曲目…①G.
ホルスト（菅原 淳編曲）組曲「惑星」
より木星、久石 譲（森山拓哉編曲）
となりのトトロメドレーほか、②L．
バーンスタイン（菅原 淳編曲）ウエ
スト・サイド・ストーリーより5つ
のシーンほか◇各回250名（入替制）
█申当日直接会場へ。
█問としま未来文化財団☎3590‐7118

シルバー人材センター

①入会説明会…8月16日㈮、9月19
日㈭ 午前9時30分から◇区内在住
でおおむね60歳以上の健康で働く意
欲のある方◇年度会費2，000円
②パソコン＆ｉＰａｄ教室…ⓐ災害
時スマホ活用／8月22日㈭ 午後0
時45分～2時15分◇500円、ⓑ無料
体験教室／8月22日㈭ 午前10時～
11時30分、ⓒパソコン入門（全4回）
／7月30日～8月27日 火曜日 午
前10時～11時30分◇5，500円、ⓓ初
級ワードⅠ（全4回）／8月3～31日
土曜日 午後3時～4時30分、ⓔ初
級エクセルⅠ（全4回）／7月30日～
8月27日 火曜日 午後3時～4時
30分◇ⓓⓔ5，700円、ⓕエクセル応
用Ⅰ（全4回）／8月5日～9月2日
月曜日 午前10時～11時30分◇
6，500円、ⓖiPad 入門（全4回）／8
月5日～9月2日 月曜日 午後3
時～4時30分◇5，580円、ⓗスマホ
写真整理（全2回）／7月31日～8月
7日 水曜日 午前10時～11時30分
◇2，500円、ⓘ夜間エクセル講座（全
8回）／8月5日～9月30日 月曜
日 午後7時～8時30分◇14，000円
②は8月12～17日は夏季休講。
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ。②はⓐ～ⓘを選び往復はが
きかファクスで「〒170‐0013 東池
袋2‐55‐6 シルバー人材センタ
ー、█FAX3982‐9532」へ。

出張講座「悪質商法にご用心」

8月9日㈮ 午後1時30分～2時30
分 区民ひろば清和第一◇最近の相
談事例などを紹介し、悪質商法の手

口や対処法を学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前寄席「1人より2人で！
お金の判断は！」

8月20日㈫ 午後2時～2時40分
区民ひろば富士見台◇落語で様々な
悪質商法の手口と、1人で判断せず
相談したお陰で助かった事例を紹介。
█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

豊島区ジュニアフットボール
クリニック2019

8月13日㈫～16日㈮ ①親子対象
…午前9時30分～10時30分、②小学
生対象…午前10時40分～11時40分
豊島体育館◇フットサルボールを使
用したサッカー体験◇①小学1～3
年生とその保護者、②小学4～6年
生◇各日①25組50名、②30名█申チラ
シ裏面の申込書（区ホームページか
らダウンロードも可）をファクスで
豊島区体育協会事務局█FAX3955‐0528
へ。申込みフォーム█HPhttps ://ws.f
ormzu.net/dist/S1043219/から申
込みも可※先着順。
█問豊島区サッカー協会 吉波☎090
‐8771‐5833

●開庁日…土・日曜日（年末年始、システムメンテナンスによる臨時閉庁日を除く）
●開庁時間…午前9時～午後5時※ただし、氏名・住所などに変更を伴う手続き、住
民基本台帳カード・マイナンバー（通知カード・個人番号カード）に関する手続きなど
一部の業務は午後3時まで
●受付窓口…区役所本庁舎3階
●主な取扱い業務…①引越しに伴う手続き（転入届・転出届・転居届）、②戸籍の届出、
③印鑑登録、④個人番号カードの交付など（毎月第3土曜日とそれに続く日曜日は全
国的なシステムメンテナンスのため個人番号関連業務の取扱いができません）、⑤住
民票の写し（第三者請求不可）、印鑑登録証明書の交付、⑥戸籍謄本・抄本、戸籍の附
票などの交付（豊島区に本籍のある方のみ、第三者請求不可）、⑦住民税課税・非課税
証明書の交付※海外からの転入、転出証明書の再交付、個人番号変更などの業務は取
扱いできません。その他、手続き内容によっては取扱いできない場合があります。
◇窓口へお越しの際は、本人確認書類（個人番号カード、顔写真付き住民基本台帳カ
ード、運転免許証、日本国旅券〈パスポート〉、在留カード、特別永住者証明書など※
いずれも有効期限内のものに限る）を持参してください。取扱い業務や必要書類など
の詳細は、事前に区ホームページ参照または各担当まで問い合わせてください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782、証明グループ☎3981‐4766、戸籍グループ☎3981
‐4737

7月24日㈬ 午後6時から 中央図書館5階会議室█申当日開始10分前までに直接会場へ。
█問図書館課管理グループ☎3983‐7861

手軽にできるヒート
アイランド対策として
有効な「打ち水」で、夏
を快適に過ごしましょ
う◇打ち水の注意点…
①二次利用水（風呂の
残り湯、雨水など）を
使う、②朝・夕の日が
高くない時間に行う、③通行人の邪魔にならないようにす
る、④滑りやすいところにまかない
●打ち水の効果を実感できる「赤外線放射温度計」の貸し出
し…地面の表面温度の変化を測定できます。自由研究やイ
ベントなどに活用してください◇対象…区内在住、在勤の
方、区内にある団体、事業所※要予約。詳細は問い合わせ
てください。
█申電話で環境政策課事業グループ☎3981‐2771へ。

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。

公園には元気いっぱいの子どもたち、赤ちゃんの
いる家族、お年寄りなど様々な人が訪れます。限ら
れた空間で思い思いにすごしていただいております
が、一部の方が公園の利用ルールを守らず、乳幼児
に野球のボールがあたる事故が起きました。幸い今
回は大事には至りませんでしたが、重大な事故にな
る可能性がありました。公園を利用する際には、他
の利用者の安全も考え、公園のルールを守りましょ
う。キャッチボールは金網などで区画された「キャ
ッチボール場」のみで行えます。それ以外では、キ
ャッチボールやサッカーなど球技はできません。ゆ
ずりあって、たのしく遊びましょう。

█問公園管理グループ☎3981‐0534

8月5日㈪ 午前10時から 男女平等推進センター█申当日開始10分前までに直接会場へ。
█問当センター庶務・計画調整グループ☎5952‐9501

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場
券の適正な流通の確保に関する法律（略称チケット不正
転売禁止法）」が6月14日から施行されています。法施行

後、転売チケットが全く買えなくなる、使えなくなるというわけではありません。ただ
し運営側の規約に「非公式チケットサイトから購入したチケットは使用できません」など
の定めがあり、運営側の公式サイトにそれらの案内があった場合、規約に違反している
としてチケットを利用できない場合があります。そのような場合は転売サイト事業者に、
公式サイトで転売チケットは無効だという案内があったことを伝えて、キャンセルを申
し出てみましょう。
販売価格を超える価格で、業としてチケットを転売することや、不正転売の目的で譲
り受けることと、そのための仕入れ行為が規制対象です。同額や
それ以下の価格での転売は問題ありません。自分がその公演を楽
しむために購入した場合や、購入したチケットをやむを得ず転売
することも規制の対象ではありません。その場合は「公式リセー
ルサービス（公式チケット転売サービス）」があればそちらの利用
を考えましょう。

Q1 転売サイトで、観劇チケ
ットを買うこともありましたが、
チケット不正転売禁止法が施行
されたら、転売チケットが買え
なくなるの？

Q2 スポーツの国際大会の観戦チケットを
ウェブサイトで注文しましたが、注文後に確
認すると、公式サイトではなく、海外のチケ
ット転売サイトで申し込んでいました。この
チケットは使えないの？

チケット転売サイトで購入した
チケットは利用できないの？公園では安全に遊ぼう

█問消費生活センター相談専用☎3984‐5515

総合窓口課土日窓口のご案内 梅雨が明けたら
エコで快適な「打ち水」を！

8月1～7日は打ち水週間

ア ド バ イ ス

豊島区図書館経営協議会 第1回男女共同参画推進会議・
女性活躍推進協議会
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区民ひろば

スポーツスポーツ

職員採用

社会福祉協議会社会福祉協議会

官公署だより

ボルダリングステップ講習

8月24日㈯ 子ども（親子可）向け
…①午後1時から、②午後2時15分
から、おとな向け…③午後3時30分
から※各回60分 としま産業振興プ
ラザ（IKE・Biz)◇もっと上手くなり
たい、初心者レベルの方におすすめ。
ルールを把握していない方、未経験
者は参加不可◇①②小学2年生～15
歳、③16歳以上◇各回6名◇1名1
回1，000円◇運動のできる服装、上
履き持参。
█申電話で各回前日までに当館☎3980
‐3131（午前10時～午後8時）へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

区民親子釣教室「ハゼ釣」

9月1日㈰ 午前7時 池袋サン
シャイン通り東急ハンズ横出発。木
更津方面※小雨決行◇区内在住、在
勤、在学の方とその家族◇50名◇
3，000円
█申電話で8月21日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

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。

総合窓口課（臨時職員）

①マイナンバー制度関連業務…入力、
窓口業務など◇任期…ⓐ10月1日～
12月31日、ⓑ10月1日～令和2年3
月31日、②外国語通訳…総合窓口課
・区民相談課での中国語または英語
の通訳◇任期…10月1日～令和2年
3月31日█申所定の申請書（当課で配
布。区ホームページからダウンロー
ドも可）に①はⓐⓑのいずれかを記
入し、8月2日午後5時までに住民
記録グループへ本人が持参。
█問当グループ☎3981‐4782

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

8月6日㈫ 午前10時30分～11時
30分 区役所東池袋分庁舎◇高齢者
が指定の介護保険施設で、お茶だし
などのボランティア活動を行うこと
で、自身の介護予防と支え合う地域
社会をめざす。貯めたスタンプに応
じて換金可（上限年間5，000円）◇次
のいずれかに該当する方。①60歳以
上の健康な区民、②豊島区介護予防
サポーター養成講座受講修了者◇20
名◇健康保険証、運転免許証など、
住所と年齢が確認
できるものを持参。
█申電話で豊島ボラ
ンティアセンター
☎3984‐9375へ※
先着順。

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向（ポイント方
式）※ひとり親・高齢者・心身障害
者・多子・車いす使用者世帯・特に
所得の低い一般世帯など、住宅困窮
度の高い世帯限定（審査による）、②
単身者向・シルバーピア（抽選）、③
病死などの発見が遅れた住宅など
◇募集案内・申込書の配布期間…8
月1日㈭～9日㈮
◇配布場所…住宅課、東・西区民事
務所、東部障害支援センター、西部
生活福祉課複合施設（西部障害支援
センター）、図書館、当公社目白窓
口センター（目白2‐1‐1 目白
ＮＴビル5階）
█問当社募集センター（募集期間中）☎
0570‐010‐810、（募集期間外）☎
3498‐8894、█HP http ://www.to-k
ousya.or.jp/

◆仰高 「ニコニコまつり」…7月
28日㈰ 午後0時45分～3時◇オ
ープニングセレモニー、「山崎拓未
と音の仲間たち」による楽しい歌
と演奏、魚つり・缶つみ・サイコ
ロゲーム・千本つりなどの縁日ほ
か。どなたでも楽しめるおまつり。
█問当ひろば☎5907‐3471
◆駒込 「日本の童謡＆中国民族
笛コンサート」…7月28日㈰ 午
後2～3時◇すがも児童合唱団と
大澤ファミリー＆中国民族笛の童
謡・唱歌メドレー。出演…王珊・
親子デュオ大澤ファミリー
█問当ひろば☎3917‐9873
◆要 「夏のキッズ観劇会」…8月
2日㈮ 午前11時～正午◇劇団四
十郎によるミュージカル。演目
「ハルハル島の宝もの」
█問当ひろば☎3972‐6338

◆西池袋 「盆踊り大会＆ミニ縁
日」…8月4日㈰ 午後1時30分
～3時◇盆踊りとミニ縁日をお楽
しみください。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆高松 「戦争を語り継ぐ2019―
ああ、対馬丸―」…8月4日㈰
午後1時30分～3時30分◇太平洋
戦争の悲劇の一つ「対馬丸」につい
て語る。講師…上野和子氏。平和
を願い、みんなで折り鶴を作る。
█問当ひろば☎3973‐0032
◆千早 「盆踊り＆すいか割り」…
8月18日㈰ 午後1
時30分～3時30分◇
出演…みのり太鼓
█問当ひろば☎3959‐
2281

█申いずれも当日直接各ひろばへ。

社会福祉協議会は皆さんの参加や協力により、福祉のま
ちづくりの実現を目指して活動する民間の福祉団体です。
現在、高齢や障がい、ケガなどでお困りの方に対し、住

民参加型の助け合いの活動を行っています。自分の好きな
ことや得意なことで、できる範囲から活動できます。
あなたも協力会員になって、活動を始めてみませんか。

あなたを待っている人がいます。

♥リボンサービス
日常生活において少しの手伝い

を必要としている方に、掃除・買
い物などの家事援助や外出時の付
き添いなどを行う活動です。家事
が好きな方、大歓迎！
█問リボンサービス☎3981‐9250
♥ハンディキャブ
高齢・障がいにより公共交通機

関を利用することが困難な方が、
車椅子に乗ったまま乗り降りでき
るリフト付き自動車の運行です。
運転が大好きな方を募集中！
█問ハンディキャブ☎5396‐4954

♥困りごと援助サービス
電球交換やカーテンの取替え、ラッ
クや衣装ケースといった軽易な家具・
荷物の移動など、一人の協力員が、30
分程度で終了する継続性のない作業に
対応する活動です。何からはじめるか
迷っている方におすすめです！
█問困りごと援助サービス☎3981‐3166

①8月8日㈭ 午前10時～11時30分 区民ひろば池袋本町、②8月29日㈭
午後2時～3時30分 雑司が谷地域文化創造館
█申電話かファクスで「リボンサービス☎3981‐9250、█FAX3981‐2946」へ。

◆0．1．2．のおもちゃ箱～親と子の
アートサロン「ワークショップと
ミニシアター」～…9月3日㈫・
17日㈫、10月2日㈬ 午前10時30
分～午後1時◇生後24か月までの
親子を対象としたアートとの出会
いの広場◇各回15組◇親子1組
500円◇7月29日募集開始※詳細
は当財団ホームページ参照。
█問事業企画グループ☎3590‐7118
◆地域文化創造館
●南大塚 第105回南大塚ホール
落語…8月15日㈭ 午後6時30分
開演◇出演…立川志ら乃ほか◇友
の会1，500円、一般（前売り）1，800
円、一般（当日）2，000円█申電話で
当館へ。
●雑司が谷 ①パソコン講座パワ
ーポイント…8月30日～9月13日
水・金曜日 午前10時～正午◇15
名◇3，500円◇8月20日必着█申往
復はがきで当館へ。返信用はがき
持参で当館窓口申込みも可、②第
33弾！雑司が谷ワンコイン落語会
…9月15日㈰ 午後2時開演◇出
演…台所おさん◇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、③第18回ベ
ビーカーコンサート…9月22日㈰
午前10時30分、11時30分開演◇各
回50組█申当館窓口か電話で申込み
※先着順、④ビウエラ講習会修了
コンサート…8月18日㈰ 午後5
時30分◇50名█申当日先着順受付。
●雑司が谷案内処 矢島勝昭展⑵
二十世紀の情景より「雑司が谷わ

んぱく時代」…7月31日㈬まで
午前10時30分～午後4時30分（毎
週木曜日休館）
●千早 サマーコンサート in 千
早…8月25日㈰ 午後1時30分開
演◇出演…城西混声合唱団＆城西
大学付属中学・高校グリークラブ、
二瓶光正（指揮）、伊東京子（伴奏）
◇50名█申当日先着順受付。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【111】浮世絵に見る「世
界一」の江戸…9月13～27日 金曜
日 午前10時～正午◇30名◇1，700
円（入館料別途）◇8月20日必着
●南大塚 ②【509】【東アジア文化
都市2019豊島関連】はじめての文
楽～アジアの人形劇…11月22・29
日、12月6日（国立劇場観劇）金曜
日 午後7～9時◇30名◇5，000円
（チケット代含む）◇8月20日必着
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上の方█申往復はがき
（3面記入例参照。講座名・講座
番号も記入）で各館へ郵送。当財
団ホームページか返信用はがき持
参で直接各館窓口申込みも可。講
座詳細は各館へ問合せ。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、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）、千早☎3974‐1335（〒171‐
0044 千早2‐35‐12）、雑司が
谷案内処☎6912‐5026（〒171‐
0032 雑司が谷3‐19‐5）

地域で活動をはじめるチャンス！
在宅福祉サービスに協力してみませんか

協力会員説明会
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