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9月上旬に国民健康保険料の納付
書（9～11月期分）を送付します

◇対象…納付書をご利用の方◇納付
方法…毎月末日（末日が土・日曜日、
祝日、金融機関の休業日に当たると
きは翌営業日）までに、銀行、郵便
局などの金融機関、コンビニエンス
ストア、区役所公金納付窓口、東・
西区民事務所の窓口でお支払くださ
い。また、インターネット公金支払
やモバイルレジによる納付も可能で
す。納付書が届かない場合は、問い
合わせてください※国民健康保険料
は、総所得金額等を基に計算してい
るため、所得が判明した場合や変更
になった場合は再計算し、随時変更
通知を送付します。納付は口座振替
をご利用ください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

国民健康保険料口座振替
新規申込キャンペーン

9月2日から新規に口座振替を申
し込んでいただいた1，800世帯に先
着順でクオカード（500円分）を贈呈

します。口座振替申込み時点で国民
健康保険の資格を喪失している世帯、
すでに口座振替に申し込んでいる世
帯は対象外です。申込み方法は区ホ
ームページ参照。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

10月から国民健康保険証が
新しくなります

現在の有効期限は9月30日までで
す。保険料に滞納がない世帯には、
8月27日時点の資格状況で新しい保
険証を9月中旬に世帯主宛に送りま
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（被保
険証の色は、一般…サーモン色、退
職…若草色）。また、◯遠・◯学証の更
新手続きがお済みの方には家族分と
は別に世帯主宛に「簡易書留（転送不
要）※」で送付します。更新をしてい
ない方は手続きしてください※郵便
受けには投函せず、郵便局員が直接
手渡し。不在時は「ご不在連絡票」を
投函し、郵便局で約一週間保管され
ます。期限内に受け取ってください。
保管期間が過ぎた場合は、本人確認
書類を持参の上、国民健康保険課、
東・西区民事務所で再交付の申請を
してください（滞納のある世帯は国

民健康保険課のみ）。なお、郵便局
に転送届を出している世帯には配達
されません。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
は資格証明書をお送りします。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

ママと赤ちゃんに優しい卒乳講座

9月2日㈪ 午前10時～11時30分
池袋保健所◇母乳の卒業時期、準備、
方法について◇区内在住で卒乳を考
えている保
護者◇30名
█申電話で保
健指導グル
ープ☎3987
‐4174へ※
先着順。

目白図書館「こどもボイス
～おはなしをあげよう～」

9月7日㈯、8日㈰ ①午後1時
～1時30分、②1時30分～2時、③
2時～2時30分、④2時30分～3時、
⑤3時～3時30分、⑥3時30分～4
時 目白第一区民集会室◇子どもが

読んだお話を録音してＣＤを作り、
おじいちゃんやおばあちゃん、家族
の誰かに、「声のプレゼント」をして
みませんか？図書館で用意した本か
持参した本で作成◇小学生◇10名
█申直接当館窓口へ。電話かファクス
で「当館☎3950‐7121、█FAX3950‐
7910」も可※先着順。

育休パパ・ママの
職場復帰セミナー

10月16日㈬ 午後1時30分～3時
30分 男女平等推進センター◇育児
休業後、仕事と育児を両立する上で
の不安を解消するため、育休中の職
場復帰準備や仕事と育児の両立のポ
イント、役立つ制度の使い方を学ぶ
◇育児休業中の方、おおむね1年以
内に育児休業を取得予定の方◇20名
█保6か月以上未就学児。定員あり。
要予約。
█申電話かファクスで9月20日までに
「東京都労働相談情報センター池袋
事務所☎5954‐6505、█FAX5954‐6502」
へ。ＴＯＫＹＯはたらくネットホー
ムページ█HPhttp ://www.hataraku.
metro.tokyo.jp/sodan/seminar/
ikukyu_seminar/から申込みも可
※応募者多数の場合は抽選。

幼稚園、保育所、認定こども園等
3～5歳児および住民税非課税世帯の0～2歳児の利用料を無償化※子
ども・子育て支援新制度対象外の私立幼稚園の利用料は、同制度における
利用者負担額を上限として無償化（上限月額2．57万円）。幼稚園は満3歳
（3歳になった日）から、保育所は3歳児クラス（3歳になった後の最初の
4月以降）から対象。対象施設は幼稚園、保育所、認定こども園、地域型
保育事業（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）、企
業主導型保育事業（標準的な利用料）。
幼稚園等の預かり保育
保育の必要性があると認定を受けた場合、幼稚園保育料の無償化（上限

月額2．57万円）に加え、利用実態に応じて、最大月1．13万円までの範囲で
預かり保育の利用料を無償化。満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額1．63
万円まで無償化。

認可外保育施設等
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しておらず、保育の必要性があ

ると認定を受けた場合、3～5歳児は認可保育所の保育料の全国平均額
（月額3．7万円）までの利用料が無償化。0～2歳児は住民税非課税世帯の
み月額4．2万円までの利用料が無償化。
就学前の障害児の発達支援（障害児通園施設）
これまでの児童発達支援に加え、医療型児童発達支援や居宅訪問型児童

発達支援等も無償化。幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通園施設の
両方を利用する場合はいずれも無償化の対象。
詳細は区ホームページ参照。
█問区立幼稚園…学事グループ☎3981‐1174、私立幼稚園・認定こども園…
私立幼稚園グループ☎4566‐2481、認可保育所・認可外保育施設…保育無
償化準備グループ☎4566‐2499、障害児通所施設…知的障害者支援グルー
プ☎3981‐1853

9月12日㈭ 午後2時～3時30分◇絵本のプ
レゼントあり。講師…ほあしこどもクリニック
副医院長／帆足暁子氏◇1歳6か月までの子ど
もがいる母親※対象となる子ども1名につき1
回参加可◇20名█保5か月以上1歳6か月児。15
名。0～4か月児は親子同席。
█申8月27日午前10時から電話で当センター☎
5980‐5275へ。直接窓口申込みも可※先着順。

9月14日㈯ 午前10時～正午◇子どもとの遊
び方の紹介やお父さん同士の交流会。講師…駿
河台大学非常勤講師／小田俊一氏◇1歳6か月
までの子どもと父親と家族※対象となる子ども
1名につき1回参加可◇12組
█申8月29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※先着順。

税金や保険料の納め忘れはありませんか？
9月2日が納期限です

２０１９年 第２期分の特別区民税・都民税（普通徴収）および
８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。8／21
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東部子ども家庭支援センター パパ・ママ講座東部子ども家庭支援センター パパ・ママ講座
ママのスマイル講座ママのスマイル講座 パパの応援講座パパの応援講座

10月から幼児教育・保育の無償化が始まります10月から幼児教育・保育の無償化が始まります

●「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  祉福  祉

くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

健  康健  康

募  集募  集

傍聴できます傍聴できます

講演・講習講演・講習

介護保険の給付実績に関するお知
らせ（給付費通知）を送付します

介護保険制度に対する理解を深め
るため、介護サービス利用者のうち、
無作為に抽出した方へ9月下旬にお
知らせを送付します。実際に受けた
サービスと一致しているか確認して
ください。記載された内容に誤りや
不明な点がある場合は、問い合わせ
てください。このお知らせにより新
たに手続きをする必要はありません。
◇内容…利用年月、サービス事業者
名、サービスの種類、利用者負担額、
サービス費用合計額 など
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

敬老の祝品を贈呈します

①最高齢者・新100歳の方…区長か
社会福祉協議会の職員が訪問し、祝
品と賞状を贈呈◇大正8年4月1日
～大正9年3月31日生まれの方。
②101歳以上の方…社会福祉協議会
の職員が訪問し、祝品を贈呈◇大正
8年3月31日以前に生まれた方※①
②の方は9月4～30日の間に訪問予
定。日程は電話などで相談。
③米寿（88歳）・喜寿（77歳）の方…9
月中旬に郵送（簡易書留）で祝品を贈
呈◇米寿…昭和6年4月1日～昭和
7年3月31日生まれの方、喜寿…昭
和17年4月1日～昭和18年3月31日
生まれの方※①～③は8月15日現在
区内在住でご存命の方が対象。申請
不要。

④金婚（結婚50年目）・ダイヤモンド
婚（60年目）の夫婦【要申請】…申請受
付の翌月に郵送（簡易書留）で祝品を
贈呈◇当該年度の4月1日から引き
続き区内在住で、次のアイいずれか
に該当する夫婦。ア金婚…昭和44年
4月1日～45年3月31日に婚姻届を

提出、イダイヤモンド婚…昭和34年
4月1日～35年3月31日に婚姻届を
提出※昨年度の④対象で未申請の方
も受付可。申請時に夫婦ともご存命
の場合のみ。
█申④のみ令和2年3月31日までに、
高齢者福祉課窓口へ6か月以内に発
行された戸籍謄本（全部事項証明書）
を持参。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

第2回断捨離®講座

9月18日㈬ 午後2時30分～4時
30分 としま産業振興プラザ（IKE
・Biz）◇断捨離®を学ぶことで、モ
ノとの関係性を見直し、自宅の部屋
などの生活環境を整える知識を身に
つける※第1回断捨離®講座と同内
容◇45名
█申電話かファクスか E メールで「自
立促進グループ☎4566‐2453、█FAX
3981‐4303、█EMA0029452@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

傾聴ボランティア養成講座
（全6回）

10月2日～11月6日 水曜日 午
後1時10分～4時20分 特別養護老
人ホーム風かおる里（南長崎6‐15
‐6）◇気持ちに寄り添って話を「聴
く」傾聴は、こころが通う豊かな地
域貢献です。傾聴スキルなどを学ぶ
◇区内在住で、講座修了後地域活動
（高齢者施設や地域の高齢者宅での
傾聴ボランティアなど）をする意欲
があり、全回出席できる方◇20名◇
3，000円█申往復はがき（4面記入例参
照。応募理由も記入）で、9月12日
（必着）までに「〒170‐0001 西巣鴨
2‐30‐20 豊島区社会福祉事業団」
へ※応募者多数の場合は抽選。
█問当事業団☎5980‐0294

「豊島区高齢者安全運転支援装
置設置促進事業補助金」の交付
を開始しました

高齢者の運転する自動車事故を防
止し、区民の安全と安心を図るため、
自動車のペダルの踏み間違いなどに
よる急加速抑制装置の機能を有する
ものを高齢者が新たに購入および設

置した場合の経費の一部を補助金と
して交付します※詳細は区ホームペ
ージ参照。
█問自転車・安全施策グループ☎3981
‐4856

自転車損害保険などへの
加入が必要になります

「豊島区自転車の安全利用に関す
る条例」の改正により、自転車事故
を起こした際の被害者救済や加害者
の経済的負担の軽減を図るため、10
月1日から区内で自転車を利用する
場合は、自転車損害保険などへの加
入が必要になります。詳細は区ホー
ムページ参照。
█問自転車・安全施策グループ☎3981
‐4856

シェアハウス（共同居住型住宅）
への改修費の補助について

空き家をシェアハウスとして賃貸
するときにかかる改修費用の一部を
補助します（上限150万円）。主な要
件…①空き家の所有者または委任さ
れた管理者であること、②建築基準
法の適合、耐震性を満たした空き家
であること（改修後適合も可）、③改
修後10年間はシェアハウスとして活
用すること。詳細は問い合わせてく
ださい。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

インボディ測定会に
参加しよう！

9月1日㈰ 午前10時～午後4時
池袋保健所◇体内の筋肉量や脂肪量
を部位別に測定◇400名█申当日先着
順受付。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

女性のスキンケア～夏から秋へ
のスキンケア～

9月26日㈭ 午後2～4時 池袋
保健所◇スキンケアの基本と、夏か
ら秋へと季節が移り替わるこの時期
のスキンケアのポイントを学ぶ。講
師…医療法人社団環桜会巣鴨さくら
なみき皮膚科院長／鈴木 さやか氏
◇おおむね40代までの区内在住、在
勤の女性※昨年度の同講演会に参加
していない方を優先◇30名█保6か月
～3歳6か月。要予約。先着順。
█申電話で保健指導グループ☎3987‐
4174へ※先着順。

姿勢良くなれ体操教室

9月27日㈮ 午後2～3時 雑司
が谷体育館◇身体の仕組みを学びな
がら正しい姿勢を作る◇40名◇動き
やすい服装で参加。タオル、飲み物
持参。
█申電話で地域保健課保健事業グルー
プ☎3987‐4660へ※先着順。

リフト付きバスで行く国際福祉
機器展見学ツアー

9月27日㈮ 区内午前9時頃出発。
午後4時30分頃区内帰着予定。 東
京ビッグサイト（江東区有明3‐11
‐1）◇リフト付きバスで国際福祉
機器展に出かけ色々な情報収集◇区
内在住の64歳までの障害者手帳所持
者とその介助者（介助が必要な方は
要同伴）◇6名（車椅子台数制限あり）
█申9月11日（必着）までに電話かファ
クスで「心身障害者福祉センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441」まで。
直接窓口申込みも可※先着順

第2回豊島区政策評価委員会

9月5日㈭ 午前10時～正午 区
役所本庁舎5階庁議室█申当日直接会
場へ。
█問企画調整グループ☎4566‐2511

第30回池袋演劇祭大賞受賞公演
劇団ＳＨＯＷ特急第12回公演
真田十勇伝―令和元年―

9月4日㈬～8日㈰ あうるすぽ
っと◇第30回池袋演劇祭大賞を受賞
した劇団ＳＨＯＷ特急が、代表作
「真田十勇伝」を劇団最大規模のキャ
ストとともに令和バージョンで上演
します◇指定Ｓ席6，000円（前売のみ、
枚数限定）、自由（整理番号付）Ａ席
4，000円（当日4，500円）、区民割引Ａ
席のみ3，000円（枚数限定）
█申電話でとしまチケットセンター☎
5391‐0516へ。あうるすぽっとホー
ムページ█HPhttps : //www.owlspo
t.jp から申込みも可。

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

9月7日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「あ
る男と牛の話」、豊島與志雄「狸のお
祭」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

巣鴨図書館 大人の職場体験

9月8日㈰ ①午前10時～正午、
②午後2～4時◇図書館員と一緒に
図書館の仕事を体験。図書館資料の
選書、本の透明フィルムかけの体験
（カウンター作業はなし）◇中学生以
上◇各回3名
█申9月1日までに直接当館窓口か電
話かファクスで「当館☎3910‐3608、
█FAX3910‐5815」へ※応募者多数の場
合は区内在住の方を優先とし、抽選。

豊島区交通安全区民のつどい

9月8日㈰ 午後1～3時（午後

0時30分開場） としまセンタース
クエア（区役所本庁舎1階）◇秋の全
国交通安全運動（9月21～30日）の一
環として開催。式典、交通安全教室。
ゲスト…トリンドル玲奈氏（一日警
察署長）、タジマジックほか◇100名
程度█申当日先着順受付※開場時間前
に入口に並ぶことは不可。
█問自転車・安全施策グループ☎3981
‐4856

豊島区管弦楽団第89回定期演奏会

9月16日㈷ 午後1時30分開演
（午後1時開場） すみだトリフォニ
ーホール（墨田区錦糸1‐2‐3）◇
プフィッツナー「付随音楽『ハイルブ
ロンのケートヒェン』序曲」、シュレ
ーカー「組曲『皇女の誕生日』」、マー
ラー「交響曲第7番」◇1，801名※3
歳以下入場不可◇800円█申電話で「当
ホールチケットセンター☎5608‐
1212（午前10時～午後6時）、チケッ
トぴあ☎0570‐02‐9999」へ。チケ
ットぴあホームページ█HPhttp://t.pi
a.jp/（Ｐコード145‐218）から申込
みも可※先着順。
█問当楽団事務局☎090‐6535‐8643

親子向け中央図書館
ナイトガイドツアー

9月28日㈯ 午後6時15分～7時
30分 中央図書館◇普段は入ること
が出来ない閉架書庫内の見学など◇

図書館の利用登録をしている小学生
と保護者◇10組（保護者と児童2名
まで）
█申電話で「当館サービス調整グルー
プ☎3983‐7861、█FAX3983‐9904（午
前10時～午後6時）」へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

子どもの心の声が
聞こえていますか？
演劇「ぼく、メダカ殺しちゃう！」

9月28日㈯ 午後2時～4時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
暖かい家族の絆を創る「親業」を劇で
分かりやすく紹介◇親子で参加可◇
40名◇500円
█申8月26日からファクスかＥメール
で「親業を学ぶ会『架け橋』久保█FAX
3982‐8785、█EM iroom_kakehashi
@yahoo.co.jp」へ※先着順。

奈々福の、惚れるひと。

10月1日㈫ 午後2時から、午後
7時から あうるすぽっと◇語る芸、
話す術に魅せられた浪曲師／玉川
奈々福が日本の伝統話芸の分野で
「惚れるひと」を紹介。講談師／神田
松鯉と落語家／春風亭一之輔を招き
入れます◇一般3，500円、区民割引
2，800円、Ｕ24（24歳以下）・障害者
割引1，750円
█申8月25日午前10時から（区民は24
日午前10時から）電話でとしまチケ
ットセンター☎5391‐0516へ。あう
るすぽっとホームページ█HPhttps : /
/www.owlspot.jp から申込みも可。

交通安全講習会（兼運転者講習会）

9月13日㈮ 午後6～7時 とし
まセンタースクエア（区役所本庁舎

1階）◇秋の全国交通安全運動に先
立ち、警察官の講話とDVD上映を
通して、交通事故防止の注意点を学
ぶ█申当日直接会場へ。
█問自転車・安全施策グループ☎3981
‐4856

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…9月19日㈭、10月18
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＆スマホ教室…
ⓐ災害時スマホ活用／9月19日㈭
午後0時45分～2時15分◇500円、
ⓑ無料体験教室／9月20日㈮ 午後
0時45分～2時15分、ⓒパソコン入
門（全4回）／9月6～27日 金曜日
午後3時～4時30分◇5，500円、ⓓ
初級ワードⅠ（全4回）／9月3～24
日 火曜日 午前10時～11時30分、
ⓔ初級エクセルⅠ（全4回）／9月4
～25日 水曜日 午後0時45分～2
時15分◇ⓓⓔ5，700円、ⓕエクセル
基礎Ⅰ（全4回）／9月7～28日 土
曜日 午後0時45分～2時15分◇
6，500円、ⓖiPad 入門（全4回）／9
月3～24日 火曜日 午後0時45分
～2時15分◇5，580円、ⓗスマホ写
真整理（全2回）／9月5～12日 木
曜日 午前10時～11時30分◇2，500
円、ⓘ夜間エクセル応用（全8回）／
9月3日～10月22日 火曜日 午後
7時～8時30分◇14，000円
█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。

�東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～…9月
21日㈯～25日㈬（各日とも24時間）☎0570‐087478（メンタルケア協議
会）
�自殺予防いのちの電話…9月10日㈫午前8時～9月11日㈬午前8時
（24時間）�0120‐783‐556（日本いのちの電話連盟）
�フリーダイヤル特別相談…8月31日㈯午前0時～9月2日㈪午前5
時30分�0120‐58‐9090（国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター）

気分が落ち込んだ時やからだに不調を感じた時に、保健所で悩みを相談できます。ストレスをためる前に、まずは保健師に相談してください。
�保健所相談…月～金曜日 午前8時30分～午後5時 池袋保健所健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
�こころの健康展示…8月24日㈯～9月26日㈭ 中央図書館◇関連図書の展示、リーフレットの配布。

�自死遺族傾聴電話…9月17日㈫～20日㈮ 各日とも午前10時～午後10時
☎3796‐5453（グリーフケア・サポートプラザ）
�自死遺族相談ダイヤル…9月14日㈯～16日㈪ 各日とも午前11時～午後7
時☎3261‐4350（全国自死遺族総合支援センター）
�多重債務110番…9月2日㈪～3日㈫ 各日とも午前9時～午後5時
☎3235‐1155（東京都消費生活総合センター）
�有終支援いのちの山彦電話―傾聴電話―…9月1日㈰～30日㈪ 正午～午
後8時（金曜日は午後10時まで）☎3842‐5311

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。

「東京手描友禅」は江戸時代中期に多くの染師たちが江戸に移
り住んだのが始まりで、落ち着いた色彩の中にも江戸らしい粋
や洒落が表現されているのが特徴だ。各種の技法が今に受け継
がれているが、現代を代表する東京手描友禅作家の一人が、豊
島区の伝統工芸士 上原 實さんである。
上原さんは高校卒業と同時に、手描友禅「錦秀苑」に入門。その後、父である

初代「峰中」に師事し、染色工芸「彩浩苑」を設立、二代目「峰中」を襲名した。
東京手描友禅はほかの友禅と違い、多くの工程を一人で担当する。上原さん
も伝統にのっとった糸目技法を用い、緻密な作業を積み重ね、その人だけの特
別な一枚を作り上げていく。作業に費やす期間は一つの作品で最低でも3か月、
長ければ半年以上だという。
古典的で上品かつ可憐な色彩や柄の作品を得意としている上原さん。「着た
人がより美しく映える色やデザインを心掛けています」と話してくれた。
友禅染の製作に長年従事し、その卓越した技能が認
められ、平成27年に「東京都優秀技能者（東京マイスタ
ー知事賞）」を受賞、平成31年には豊島区の無形文化財
に登録された。
また、豊島区伝統工芸保存会会長として、東京手描
友禅だけでなく伝統的文化の保存、普及のための活動
に積極的に取り組んでいる。

█問商工グループ☎4566‐2742

9月2日㈪・8日㈰ 午後3時から 南池袋ミーティングルーム302会議室█申当日直接会場へ。
█問野外劇場グループ☎3981‐1193

「キシリトール」って何だろう。
調査によると「キシリトール

はむし歯予防の効果がある」と
いう事を知っている人は90％以
上になります。しかし、その理
由を聞くと知らない人がほとん
どです。
そこで、まずはどうしてむし
歯ができるかを説明します。それは、むし歯菌といわれるミ
ュータンス菌が糖を摂取して酸を作ります。その酸によって
歯が溶ける事からむし歯が始まります。
キシリトールはミュータンス菌が糖を摂取しても酸を作り
ません。そして、キシリトールを定期的に摂取していると、
お口の中のミュータンス菌が減っていきます。さらに歯垢の
量、歯に対する付着力が減っていきます。このような理由で
むし歯予防効果があります。
最後にキシリトールの効果的な利用方法をお伝えします。
一般的に売られているキシリトールガムであれば2粒を1日
3回以上。それを約1か月続けると効果が出てきます。どう
ぞお試しください。
どひ歯科院長 土肥順尚

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203
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キシリトールって、なあに？キシリトールって、なあに？「東京手描友禅」 上原 實氏
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気づいてください！体と心の限界サイン

●9月は東京都の自殺対策強化月間「自殺防止！東京キャンペーン」█問精神保健グループ☎3987‐4231

池袋西口公園野外劇場利用者
説明会を開催します

●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

わ が 家 の 健 康
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https://www.toshima-mirai.or.jp

区民ひろば

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

官公署だより

カリグラフィー講座

9月13日㈮ 午後1時～3時 み
らい館大明◇カリグラフィーの基礎、
個性あふれるメッセージカードを作
成。講師…カリグラフィーネットワ
ーク会員／牧 幸子氏◇15名◇1，000
円
█申電話かＥメール（4面記入例参照）
で「当館☎3986‐7186、█EMmiraikan
_taimei@yahoo.co.jp」へ。直接窓
口申込みも可※先着順。

池袋図書館ふくろう俳句会
俳句は「省略の文芸」～定型の力～

9月16日㈷ 午前10時～正午 池
袋第三区民集会室◇日々の生活をう
たにしませんか？俳句の基礎を学び
ながら、実際に俳句を詠む。講師の
丁寧な講評もあり◇30名
█申直接窓口申込み。電話かファクス
で「当館☎3985‐7981、█FAX3985‐
7486」も可※先着順。

すくすく子育てセミナー

9月19日、10月17日、11月21日、
12月19日 木曜日 午前10時30分～
正午 男女平等推進センター◇経験
豊富な講師からの子育てアドバイス
とおしゃべりタイムで、明日の子育
てをもっと楽しくする◇妊娠中の方、
学童期までの子どもの保護者◇300
円█保要予約█申E メールで「家庭倫理
の会豊島区█EMkatei.rinri.toshima@
gmail.com」へ。
█問当会 森岡☎090‐4391‐5964

出前寄席
「ダメよ、ダメダメ、ニセ電話！」

9月24日㈫ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば椎名町◇漫才で、
あなたの財産を狙う詐欺の手口と対
策を楽しく学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前講座「終活」

9月24日㈫ 午後2時15分～3時
15分 区民ひろば椎名町◇近年多様
化している葬式や墓について、基礎
知識やトラブルを防ぐためのポイン
トを学ぶ█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

ボルダリング初心者講習会

9月21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（各回50分入替10分）
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
る注意点や基礎を学ぶ。◇①②③小
学2年生～15歳まで（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。

区民コブナ釣大会

10月6日㈰ 午前5時45分 旧豊
島公会堂前集合、茨城県鹿嶋市周辺
◇生きたコブナの総匹数で競う（竿
などの制限あり）◇区内在住、在勤
の方とその家族◇100名◇5，500円
（女性と高校生までの方は3，500円）
█申電話で9月25日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

●東京都都民安全推進本部
「特殊詐欺根絶イベント in 巣鴨」
9月4日㈬ ①午前11時から、②
午後1時から 巣鴨信用金庫本店ホ
ール（巣鴨2‐10‐2）◇プロの劇団
による特殊詐欺被害防止公演。後刻、
巣鴨地蔵通り商店街で、チンドン屋
さんによるチラシ配りなどの啓発活
動を実施█申当日直接会場へ。
█問東京都都民安全推進本部治安対策
課☎5388‐2255

●東京法務局
「全国一斉『子どもの人権110番』強化
週間」
◇期間…8月29日㈭～9月4日㈬
月～金曜日／午前8時30分～午後7
時、土・日曜日／午前10時～午後5
時
◇電話番号（全国共通）…�0120‐
007‐110
子どもをめぐる様々な人権問題に

ついての電話相談を、期間中は通常
より延長して受付。
※上記期間以外も平日午前8時30分
～午後5時15分で相談を受付。
█問当局人権擁護部第二課☎5213‐
1234（内線2513、2522）
●（一社）東京バス協会
「東京都シルバーパス更新手続きの
お知らせ」
現在シルバーパスをお持ちの方に

は、8月下旬に「シルバーパス更新
手続きのご案内」が届きます（赤か青

の封筒）。更新を希望する方は上記
「ご案内」を必ず確認し、事前に必要
書類を用意の上、9月中に手続きを
してください。
█問当協会・シルバーパス専用電話☎
5308‐6950（土・日曜日、祝日を除
く、午前9時～午後5時）

◆朝日 「レッツ盆踊り」…8月29
日㈭ 午前10時30分～11時30分◇
日舞のお師匠さんに美しい所作か
ら学ぶ。
█問当ひろば☎5974‐0566
◆西巣鴨第一 「敬老の集い」…9
月10日㈫ 午前10時から◇ピアノ
演奏と寄席。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆池袋本町 「敬老の集い～コス
モス祭～」…9月10日㈫ 午後1
時30分～3時◇長寿のお祝い会。
皆で歌いましょう。音心会による
琴の演奏。
█問当ひろば☎3986‐0041

◆南池袋 「文化・敬老の集い」…
9月13日㈮ 午前10時45分～午後
4時30分、9月14日㈯ 午前10時
30分～午後3時◇13日は舞台発表
会。14日は長寿の方へのお祝い会
と二期会 BLOC ビタミンミュー
ジックによるコンサート。両日と
もサークル・個人作品展示を同時
開催。
█問当ひろば☎3984‐5896

いずれも█申当日
直接各ひろばへ。

◆第201回 庁舎ランチタイムコン
サート…9月11日㈬ 正午～午後
0時35分 としまセンタースクエ
ア（区役所本庁舎1階）◇美しいソ
プラノの響きで名曲を楽しもう！
出演…東京音楽大学。曲目…ミュ
ージカル「マイ・フェア・レディ」
より“踊り明かそう”（フレデリッ
ク・ロウ）ほか█申当日直接会場へ。
█問事業企画グループ☎3590‐7118
◆豊島区文化祭 秋の茶会…10月
5日㈯ 午前10時～午後3時 目
白庭園（赤鳥庵）◇席主…広間／永
沼宗舟（表千家）、次の間／伊藤宗
徳（江戸千家）◇1，500円（2席分）
█申9月2日から発売※詳細は財団
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
●雑司が谷 パソコン講座 はじ
めてのパソコン…10月8～18日
火曜日・金曜日 午前10時～正午
◇15名◇2，600円◇9月24日必着。
█申往復はがき（上記記入例参照）で
当館へ郵送。返信用はがき持参で、
当館窓口申込みも可。
●千早 ①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
大学附属中学・高校グリークラブ、
二瓶光正（指揮）、伊東京子（伴奏）
◇50名█申当日直接会場へ、②第17
回羽織っ子連要亭落語発表会…9
月8日㈰ 午後0時30分開演◇出
演…羽織っ子連要亭、特別出演…
三遊亭圓窓◇80名█申当日直接会場
へ、③第19回扇子っ子連千早亭落
語発表会…9月15日㈰ 午後1時
開演◇出演…扇子っ子連千早亭、
特別出演…三遊亭圓窓◇80名█申当
日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【209】健康講座 心臓と
血管の病気について～知って得す
る長生きの秘訣?!～…9月24日㈫
午後2時30分～4時◇60名█申電話

で当館へ※先着順。②【210】刺し
子～ひと針ひと針想いをこめた手
仕事体験～…10月30日、11月6～
27日 水曜日 午後2～4時◇15
名◇5，000円◇10月9日必着
●南大塚 ③【506】本をうみだす
出版のいろは…11月5～19日 火
曜日 午後7～9時◇30名◇2，500
円◇10月15日必着、④【507】【東ア
ジア文化都市2019豊島関連】手軽
におせち…11月7・14・28日 木
曜日 午後2～4時◇12名◇
5，600円◇10月3日必着。
●雑司が谷 ⑤【307】【東アジア文
化都市2019豊島関連】和の伝統技
術「練込陶芸」講座…10月9・16日、
11月6・13日 水曜日 午後6時
30分～8時30分◇陶芸経験1年以
上の方◇12名◇11，500円◇9月19
日必着、⑥【308】【東アジア文化都
市2019豊島関連】「ゼロからはじめ
る囲碁」入門講座…11月5～26日、
12月10・17日 火曜日 午後1時
30分～4時30分◇20名◇5，000円
◇10月17日必着。
●千早 ⑦【407】近代住宅史 都心
の名建築を訪ねる⑵…9月27日㈮
・10月8日㈫・11日㈮ 午前10時
～正午◇18名◇1，800円◇9月8
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
（上記記入例参照。講座名・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
ら申込みも可。講座詳細は各館へ
問合せ。
█問巣鴨☎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）、千早☎3974‐1335（〒171‐
0044 千早2‐35‐12）
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