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第47回障害者スポーツのつどい
送迎バス乗車申込み受付のご案内

10月20日㈰ 午前10時～午後2時
30分 千登世橋中学校◇JR 駒込駅
北口前から出発する東コースと心身
障害者福祉センターから出発する西
コースがあります。詳細は問い合わ
せてください◇身体などの障害によ
り公共交通機関での来場が困難な方。
介助者は原則1名。
█申電話かファクスかＥメールで9月
2～13日の間に「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。乗車時間や場所は
後日、個別に通知。

新しい「乳幼児・子ども医療証」
を送付します

10月1日から有効の新しい医療証
（びわ色）を送付します。発送は9月
12日頃の予定です。届かない方は問
い合わせてください。
◇対象…現在「乳幼児医療証」「子ど
も医療証」をお持ちの乳幼児および
小学生・中学生まで◇新たに申請さ
れる方…義務教育修了前の児童で医
療証を持っていない方※必要書類な
どは事前に問い合わせのうえ申請し
てください。医療費助成は原則とし
て医療証交付の申請日（郵送の場合
は到着日）からですが、転入日また
は出生日の翌日から2か月以内に申
請した場合は、転入日または出生日
までさかのぼって助成されます。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

隣接校選択希望申請書を
送付しました

令和2年4月に区立小・中学校へ

入学する児童・生徒を対象に、指定
校以外でも隣接する通学区域の学校
を選択できる「隣接校選択制」を実施
します。対象者の保護者へ希望申請
書を郵送しました。「隣接校」を希望
する場合は、同封の封筒で返信して
ください（指定校を希望する方は提
出不要）◇受付期間…9月30日（消印
有効）まで◇受入枠…1校あたり35
名（収容状況により各校の受入枠に
変更あり）※受入枠を超えた場合は
抽選。
█問学事グループ☎3981‐1174

区立小・中学校への入学手続き
について（外国籍児童・東日本
大震災避難児童）

令和2年4月に区立小・中学校へ
入学を希望する方で、次の①か②に
該当する方は入学申請が必要です。
①区内に住民票がある外国籍の方、
②避難前の市町村に住民票を置いた
まま、東日本大震災により区内に避
難している方◇対象児童・生徒…小
学校／平成25（2013）年4月2日～平
成26（2014）年4月1日生まれの方、
中学校／平成19（2007）年4月2日～
平成20（2008）年4月1日生まれの方
で、令和2年3月に小学校を卒業予
定の方█申①入学希望者と保護者の在
留カードなどを持参、②現在の住所
の分かる書類、被災（り災）証明書、
身分証明書（保険証など）を持参し、
いずれも9月30日までに学務課学事
グループ窓口へ※①②とも隣接校選
択制による学校選択もできます。
█問当グループ☎3981‐1174

第1回「親子自転車安全利用教室」

9月16日㈷ ①午前10時30分から、
②午後1時30分から 豊島自動車練
習所（東池袋3‐17‐1）※雨天実施
◇保護者が自転車に子どもを乗せて
安全に運転する乗り方を学ぶ。受講
終了証と幼児用ヘルメット購入割引
券（3，000円）を進呈。保育付き（実技
前の講義中のみ）◇区内在住の未就

学児（おおむね2～5歳）と保護者◇
各回10組
█申電話かファクスかＥメール（3面
記入例参照。電話番号、子どもの氏
名、ふりがな、年齢〈月齢〉、希望時
間〈①か②または「どちらでも可」〉も
記入）で9月6日までに「自転車・安
全施策グループ☎3981‐4856、█FAX
3981‐4844、█EMA0023206@city.tos
hima.lg.jp」へ※応募者多数の場合
は抽選。

出前講座「子どもの身の回りの
ヒヤリ・ハット」

9月27日㈮ 午前10～11時 区民
ひろば西巣鴨第二◇ボタン電池や薬
の誤飲事故など、乳幼児をとりまく
危険について学ぶ◇乳幼児と保護者
█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

目白図書館 イクメンパパ応援
講座～親子でいっしょにお話づ
くりワークショップ～

9月29日㈰ 午後2時～3時30分
当館地下区民集会室◇お話の時間を
共有することの楽しみ方の講演、お
話の作り方ワークショップ。講師…
童話作家／原 正和氏◇20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。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんが来た！（全4回）

10月8・15・29日、11月5日 火
曜日 午後1時30分～3時30分 東
部子ども家庭支援センター◇赤ちゃ
んとの関わりを学び、子育て仲間を
つくる生後2～4か月の第一子の赤
ちゃんとお母さんのための講座◇区
内在住で5～7月生まれの赤ちゃん
（第一子）と母親◇12組
█申電話で9月5日までに当センター
☎5980‐5275へ※先着順。

育児講座ノーバディーズ・パー
フェクト・プログラム～完璧な
親なんていない～（全6回）

10月11日～11月15日 金曜日 午
前9時30分～11時30分 区民ひろば
さくら第二◇参加者同士で話をしな
がら、子育てや自分自身などについ
て考える。保育付き◇区内在住の35
歳以下の母親で全回参加できる方◇
10名
█申電話で9月4日午前10時～19日ま
での間に西部子ども家庭支援センタ
ー☎5966‐3131へ。直接窓口申込み
も可※応募者多数の場合は第一子を
子育て中の方を優先したうえで抽選。
当選者には9月20日以降に電話連絡。

高齢者被害防止共同キャンペー
ンー高齢者被害特別相談ー

9月9日㈪～11日㈬ 午前9時30
分～午後4時 消費生活センター◇
高齢者の消費者被害の未然・拡大防
止をするため、契約該当者が60歳以
上の相談を受けます。「おかしいな？」
と思ったら一人で悩まず、相談して
ください█申電話で相談専用電話☎
3984‐5515へ。直接窓口申込みも可。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

シニアお仕事フェア in 池袋

9月19日㈭ 午後1時30分～4時
30分 ダイヤゲート池袋4階（南池袋
1‐16‐15）◇再就職支援セミナーを
受講し、合同面接会で採用担当者と
話す。仕事探しの相談ブースもあり。
再就職支援セミナーは事前申込制、
合同面接会は入退場自由。詳細はホ
ームページ█HPhttps://senior-carav
an.com/参照◇55歳以上の求職者
█申電話でシニア就業支援キャラバン
事務局☎5212‐2636（平日午前9時
～午後6時）へ。

①リハビリコース…午前9時30分～正午 高田介護予防センター◇リハビリ専
門職が個人ごとに改善計画をたて、グループでリハビリ、運動。
②ヘルシーサポートコース…午前10時30分～午後1時 東池袋フレイル対策セ
ンター◇管理栄養士による個別の栄養指導と、グループで会食。食事制限があ
る場合は、栄養指導のみの参加可◇1回600円程度（食事代）
いずれも期間終了後、グループ活動可◇要支援1・2または基本チェックリ
ストで事業対象に該当した65歳以上の方◇各10名█申お近くの高齢者総合相談セ
ンターで直接申込み。
█問総合事業グループ☎4566‐2435

◇会期…9月18日㈬～10月29日㈫
◇一般質問…9月25日㈬・26日㈭
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／9月30日㈪、都市整備・子
ども文教委員会／10月2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9月12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）
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区議会第3回
定例会を開会します

短期集中通所型サービスで生活機能を改善するための
取組みをしてみませんか？（全12回）
9月25日～12月11日 水曜日

●「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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健  康

募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

令和元年度末までの特別措置
既設塀等改善工事助成

大阪府北部地震に起因するブロッ
ク塀の倒壊死亡事故を受け、危険な
ブロック塀の改善工事費用の一部を
今年度末までの期間限定で増額助成
しています。要件や申請方法など、
詳細は問い合わせてください。
█問許可・耐震グループ☎3981‐0590

国保特定健診を受診しましょう

◇対象…豊島区国民健康保険に加入
している昭和19年10月1日～昭和55
年3月31日生の方◇受診期間…4～
7月生／9月末まで、8～11月生／
10月末まで、12～3月生／11月末ま
で※予備期間…12月～令和2年1月
末◇受診券を紛失した方、4月2日
以降に国保に加入した方は連絡して
ください。受診券を発行します。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

第19回健康セミナー
「元気でイキイキ過ごそう！
～高齢者の低栄養対策～」

9月18日㈬ 午前10時～11時45分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
講師…管理栄養士／高橋樹世氏◇
130名◇当日先着順受付。
█問元気！ながさきの会 大森☎3952
‐0614

ＣＯＰＤと
65歳からの肺炎予防

9月18日㈬ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇「肺の生活習慣病」とも
呼ばれているＣＯＰＤ（慢性閉塞性
肺疾患）の知識を深め、予防法を学
ぶ。講師…要町病院院長／吉澤孝之
氏◇30名
█申電話で公害保健グループ☎3987‐
4220へ※先着順。

講演会「他人事だと思っ
ていませんか？放ってお
くと怖い糖尿病」

10月3日㈭ 午後7時～8時30分
アットビジネスセンター池袋駅前別
館7階706号室（東池袋1‐6‐4
伊藤ビル）◇講師…豊島区医師会理

事／保坂辰樹氏◇80名
█申電話で保健事業グループ3987‐
4660へ※先着順。

豊島区商工政策審議会の委員
を募集します

区では、産業振興の推進を図るた
め、区長の附属機関として商工政策
審議会を設置し、産業振興に関する
事項を審議します。
◇対象…次のすべてに該当する方。
①平成31年4月1日現在20歳以上の
区内在住、在勤で、産業振興に関心
があり、平日昼開催（年2回程度）の
審議会に出席できる方、②豊島区の
ほかの審議会などの委員でない方。
◇任期…委嘱の日（11月予定）から2
年◇人数…4名◇謝礼…1回13，700
円◇選考…一次／書類、二次／面接
█申所定の申込書（生活産業課で配布。
区ホームページからダウンロードも
可）を9月20日（必着）までに、郵送
か Eメールで商工グループ█EMA0029
099@city.toshima.lg.jp へ。当グル
ープ窓口へ持参も可。
█問当グループ☎4566‐2742

第13回としまＭＯＮＯづくりメ
ッセ～池袋 CITY フェス～出展
者募集

令和2年3月5日㈭～7日㈯ 午
前10時～午後5時（最終日は午後4
時まで） サンシャインシティ展示
ホール B（東池袋3‐1‐4文化会
館4階）◇区内を中心とした企業・
団体の優れた商品やサービス、高い
技術を広く発信し、企業間の交流を
通じて販路拡大を促す産業見本市◇
企業及び団体など◇出展料…①標準
小間（間口約3ｍ×奥行約2ｍ×高
さ2．4ｍ）税抜50，000円、②ミニ小間
（間口約1ｍ×奥行約0．5ｍ×高さ
2．4ｍ）税抜30，000円、③起業家チャ
レンジ小間（大きさは①と同じ）5、
6日…税抜12，000円（1日）、7日…
税抜18，000円█申11月15日までに当ホ
ームページ内申込みフォーム█HP htt
ps : //www.toshima-messe.jp か
ら申込み。所定の様式を用いて当実
行委員会事務局（生活産業課商工グ
ループ内）へ郵送で申込みも可。
█問当事務局☎4566‐2742

第3回男女平等推進センター
運営委員会

9月19日㈭ 午後2～4時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）3階エ
ポック10研修室2█申当日開始10分前
までに直接会場へ。
█問庶務・計画調整グループ☎5952‐
9501

秋の大感謝祭

9月8日㈰ 午前10時～午後3時
池袋平和通り商店街◇ポニー乗馬、
模擬店、ゲームコーナー、ぴーすＵ
Ｐがーるミニステージなど◇ポニー
無料乗馬午前・午後各30名（小学3
年生以下のみ）█申当日先着順受付。
█問当商店街振興組合 岸本☎090‐
6198‐8167

池袋図書館

①読み聞かせ講座第3回「おはなし
会をやってみませんか？」…9月11
日㈬ 午前10時30分～正午◇プログ
ラムの作り方や、絵本の選び方のお
話。これからの季節におすすめの本
や新刊も紹介◇小学校、幼稚園、保
育園で読みきかせをしている方、チ
ャレンジしたい方
②おはなしプレゼント…9月14日㈯
午前10時～正午◇絵本を朗読した声
を CD に録音してお渡し◇小学生
◇10名
③アジアを知ろう「楊さんの一日」～
日常生活から中国を知る～…9月15
日㈰ 午後2時30分～3時30分◇日
本で働く中国出身の方が「中国」につ
いてお話◇20名
いずれも池袋第三区民集会室

█申①は当日直接会場へ、②は当館窓
口申込み。電話かファクスで「当館
☎3985‐7981、█FAX3985‐7486」も可
※先着順、③は当日先着順受付。

千早図書館 講演会「はじめて
の『朗読』―基本の心得と実習―」

9月14日㈯ 午後2～4時 当館
◇朗読の基礎についてのお話。講師
…NPO法人朗読文化研究所代表理
事／花形幸枝氏。講師による朗読の
実演や、参加者の実習◇40名█申当日

先着順受付。
█問当館☎3955‐8361

第16回豊島ミュージック
フェスティバル

9月15日㈰ 午後2時～4時30分
（午後1時15分開場） としまセンタ
ースクエア（区役所本庁舎1階）◇出
演…青空クラブ、ＮＰＯ法人アフタ
ースクールの会、ハッセー、ほっと
・サロン、和田 有加子。演奏協力
…手拍子足踏み楽団、仲濱美海、音
魂█申当日直接会場へ。入退場自由。
█問実行委員会 篠原☎080‐4429‐
7365

豊島みどりの会
「自然教室（自然観察会）」

9月20日㈮ 午前9時30分 池袋
駅西口メトロポリタンプラザ地下1
階エスカレータ横集合。午後0時30
分頃現地解散※雨天中止◇日高市
「巾着田曼珠沙華公園」で観察会◇20
名◇300円（別途交通費、入園料）
█申電話かファクスで9月11日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

目白庭園で麦酒を味わう
～華の宵～

9月20日㈮・21日㈯ 午後5時30
分～9時（最終入園午後8時30分）※
荒天中止。当園ホームページ参照◇
クラフトビールやおつまみを販売。
音楽や華舞台（花と書のパフォーマ
ンス）を楽しみながら贅沢な時を過
ごす◇前売1，300円、当日1，500円
（500円分のドリンクチケットつき）
█申当日直接会場へ。前売券は9月17
日まで当園管理事務所で販売。
█問当事務所☎5996‐4810

「ゆいま～る花の木」事業説明会
in 秩父

9月24日㈫・29日㈰ ①午前10時
から、②午後1時30分から 「働空
間」（秩父市熊木町9‐5 秩父ビジ
ネスプラザ）◇姉妹都市の秩父市が
公民連携で進めている「花の木プロ
ジェクト」の一環、現在建設中のサ
ービス付き高齢者向け住宅「ゆいま
～る花の木」の事業説明会◇当プロ
ジェクト及び「ゆいま～る花の木」の
入居に関心のある方など◇各回10名
█申電話で㈱コミュニティネット�
0120‐972‐583へ※先着順。

染井地区（駒込・巣鴨）
まちあるき学校

10月6日㈰ 午前9時30分～正午
駒込地域文化創造館◇染井地区を
「としま案内人」と一緒に歩いて「い
いね！」を探す。クイズ形式のワー
クショップも実施。保育付き◇小学
1～3年生と保護者（18歳以上）◇15
組※保護者1名につき児童2名まで
█申電話かファクスかＥメール（下部記
入例参照。参加人数〈子ども、保護
者〉、学年も記入）で9月27日午後5
時までに「都市計画グループ☎4566
‐2633、█FAX3980‐5135、█EMA002260
3@city.toshima.lg.jp」へ※先着順。

区民参加によるアートステージ
「音楽を楽しむワークショップ」

ワークショップ（全6回）…10月13
日～12月8日 日曜日 午前10時～
正午 みらい館大明、本番…12月22
日㈰ 午後2時開演予定 としまセ
ンタースクエア（区役所本庁舎1階）
前日リハーサルあり◇クリスマス曲
を中心に。講師・指揮…東京音楽大
学講師／坂本和彦氏◇区内在住、在
学、在勤の小学生以上の方◇小～中
学生、おとな各30名◇小～中学生
800円、おとな1，500円█申9月5～30
日の間（必着）に往復はがき（下部記
入例参照。ファクス番号、メールア
ドレスも記入）で「〒171‐0022南池
袋2‐34‐5 藤和第2ビル2Ｆ と
しま未来文化財団アートステージ係」
へ。当ホームページ申込フォーム█HP
https://www.toshima-mirai.or. j
p/から申込みも可※先着順。詳細
は当ホームページ参照。
█問当財団事業企画グループ☎3590‐
7118（平日午前10時～午後5時）

秩父・環境交流ツアー参加者募集

10月19日㈯～20日㈰（1泊2日）
秩父市◇自然体験を含む環境交流ツ
アー。「としまの森」での植樹体験、
ワイナリー見学、ぶどう狩り、そば
打ち体験など◇区内在住、在勤、在
学で2名以上で参加可能な方（小学
生以上。同伴者は区外でも可）◇35

名程度◇1名9，000円（税込）※子ど
も料金なし█申9月20日までに西武ト
ラベル㈱ホームページ█HPhttp : //w
ww.seibutravel.co.jp/から申込み
※先着順。
█問当社☎6743‐7173

みんなのシリーズ第4弾
「能でよむ～漱石と八雲～」

11月9日㈯・10日㈰ 午後2時
あうるすぽっと◇演目「夢十夜」より
第三夜、「吾輩は猫である」、「耳な
し芳一」。出演…安田 登、玉川 奈
々福、塩高和之ほか◇一般2，000円、
中高生1，000円、子ども500円、障が
い者割引1，800円（全席指定）█申9月
8日（区民は9月7日）から電話でと
しまチケットセンター☎5391‐0516
またはホームページ█HPhttps://ww
w.owlspot.jp/から申込み。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

Ane ママグループ TOMATO
「更年期を迎えるあなたへ
～女性ホルモンとカラダ」

9月20日㈮ 午前10時～11時30分
男女平等推進センター◇女性ホルモ
ンと更年期対策、セルフケアの方法
など。講師…ＮＰＯ法人ちぇぶら認
定更年期ライフデザインファシリテ
ーター／前田 裕美子氏◇30名◇
1，000円█保6か月以上未就学児。1
名あたり500円█申Ｅメールで9月17
日までにＡｎｅママグループＴＯＭ
ＡＴＯ█EManemama.tomato@gma
il.comへ※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

家庭教育講座

①さくら小学校 PTA「体験型安全教
室」…9月21日㈯ 午後1時～2時
30分 当校体育館◇「親と子の防犯
基礎知識講座」、「子どもたちのため
の体験型安全教室」。講師…NPO
法人体験型安全教育支援機構理事長
／清永奈穂氏◇90名◇走れる靴、フ
ェイスタオル、ランドセル、水筒持

参█保20名。先着順、②富士見台小学
校PTA「親子でフラダンス体験」…
9月28日㈯ 午前10時～11時30分
当校体育館◇フラダンスの歴史を学
び楽しみながら一曲おどる。講師…
フラ ハラウ オ カへレラニ主宰
／樹村さえこ氏◇30組60名◇タオル、
飲み物持参、動きやすい服装で参加。
いずれも◇子どもとその保護者
█申電話かファクスか E メールで①
は9月13日、②は9月12日までに
「庶務課庶務グループ☎3981‐1141、
█FAX3980‐5163、█EMA0024004@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

精神保健福祉ボランティア
入門講座

①9月25日㈬…オリエンテーション、
②10月1日㈫～31日㈭の1日以上…
ボランティア体験活動、③11月13日
㈬…講演と交流 ①③午後2～4時、
②活動先による ①③としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）、②区内施設◇
精神の病への知識と理解を深める◇
30名◇500円（資料代、保険料）
█申電話かファクスかＥメールで「豊
島ボランティアセンター☎3984‐
9375、█FAX3981‐2946、█EMtomonii@
t.toshima.ne.jp」へ※先着順。

出前寄席

①「そんなあなたが騙される」…9月
26日㈭ 午後2時45分～3時25分
区民ひろば上池袋、②「詐欺は涙か
ため息か」…9月27日㈮ 午前11時
～11時40分 区民ひろば駒込◇落語
で詐欺の手口と対策を楽しく伝える
█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

ああそうなんだ倶楽部・街歩き
「杉並の緑豊かな湧水・善福寺
池と八幡宮を巡る」

9月28日㈯ 午後1～4時 ＪＲ
中央線西荻窪駅北口改札口前集合、
ＪＲ中央線荻窪駅付近解散◇トトロ
の木ー善福寺ー善福寺公園ー井草八
幡宮ー荻窪八幡宮ー荻窪白山神社ー
光明院（約4．8㎞）◇30名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで9月
20日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

みらい館大明

①子どもモノづくり学校「水引でし
おりづくり」…9月29日㈰ 午後1
時30分～2時30分◇小学生以下（小
学3年生以下は保護者同伴）◇15名

や

◇500円、②月イチ講座シリーズ「谷
ば た が わ

端川句会」（全6回）…ⓐ毎月第2火
曜日コース（初回10月8日）、ⓑ毎月
第3火曜日コース（初回10月15日）
午後1時～3時30分◇俳句創作、鑑
賞の講義と句会、全員の句を指導。
講師…俳句アトラス代表／林誠司氏。
1回のみの参加可◇未経験者歓迎◇
各15名◇6回／6，500円、1回／1，500
円、③月イチ講座シリーズ「男の料
理教室第13期」（全6回）…毎月第2
水曜日（初回10月9日） 午前10時30
分～午後0時30分◇料理の基礎から

季節の家庭料理や海外料理のアレン
ジを学ぶ。講師…料理研究家／長尾
睦子氏◇15名◇11，000円（材料費込）
█申電話か Eメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。当館窓口で直接申込みも
可※先着順。

区民活動支援講座「ＮＰＯ法人
設立準備セミナー（全3回）」

10月3～17日 木曜日 午後6時
30分～8時30分 男女平等推進セン
ター◇ＮＰＯ法の概要やＮＰＯ法人
の設立手続き、法人設立後の団体運
営などを学ぶ◇区内での地域活動に
興味のある方◇40名◇1，000円█申フ
ァクスで協働推進グループ█FAX3981‐
1213へ。区ホームページから申込み
も可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2314

東アジア文化都市関連事業
「韓国ドラマの魅力に迫る
～面白さ再発見～」

10月11日㈮ 午後6時30分～8時
30分 男女平等推進センター◇韓国
ドラマを通して、韓国社会の状況や
社会背景、女性の描かれ方の変化な
どを学ぶ。保育付き。手話通訳可、
10月7日までに要申込み◇30名
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

高次脳機能障害者支援対策事業
講演会「失語症の理解とケア」

10月18日㈮ 午後1時30分～3時
30分 心身障害者福祉センター◇
「失語症」と、失語症の方とのコミュ
ニケーションのとり方を学ぶ◇区内
在住、在勤の方◇70名
█申電話かファクスで10月10日までに
「当センター☎3953‐2811、█FAX3953
‐9441」へ。直接窓口申込みも可※
先着順。手話通訳、バス送迎につい
ては応相談。

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。
●学習院大学
未来を拓く民事紛争解決手続の実現
を目指して…9月28日㈯ 午後2～
4時 当大学中央教育研究棟301教
室（目白1‐5‐1）◇講師…当大学
法学部法学科教授／林 圭介氏◇200
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.l
g.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

知ってよかった暮らしに役立つ情報が満載。クイズ
やゲームを通して楽しみながら自分の消費生活を見
直しましょう！フードドライブ、出前寄席（漫才）や
としまる体操体験もあり█申当日直接会場へ。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

9月6日㈮ 午前10時から 区役所本庁舎9階第1委員会室█申傍聴希望の方は当日開始10分前までに直接会場へ。
█問子ども若者課管理グループ☎4566‐2471

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。

地域の皆さんと交流を深める年に一度の場。どなたでもお気軽にどうぞ。
●雑司が谷「第32回ちとせ橋文化祭」…10月5日㈯ 午前10時30分～午後5
時、6日㈰ 午前9時30分～午後3時30分◇展示、体験教室など。
●千早「第42回あゆみ展」…10月5日㈯ 午前10時30分～午後5時、6日㈰
午前10時～午後4時◇舞台発表、物産展、千早小などとの連携展示ほか。
●南大塚「第42回みなみおおつか文化祭」…10月12日㈯ 午前10時30分～午
後7時25分、13日㈰ 午前10時～午後4時◇合唱、演奏、演劇、阿波踊り
の発表、展示やクイズなどの体験教室、チャリティバザーほか。
●巣鴨「第26回中山道待夢まつり」…10月19日㈯ 午前10時30分～午後5時、
20日㈰ 午前10時～午後4時30分◇囲碁、吹矢、パッチワークなどの体験、
コーラス、演奏などの舞台発表、ボッチャ体験ほか。
●駒込「第36回駒込文化まつり」…10月26日㈯ 午前10時～午後5時、27日
㈰ 午前10時～午後4時◇舞台発表、展示、組紐など5つの体験教室ほか。
●みらい館大明「みらい館大明まつり」…10月26日㈯・27日㈰ 午前10時30
分～午後4時◇様々なパフォーマンスや展示を楽しめる特別な2日間。
█申いずれも当日直接会場へ。
█問各館…雑司が谷☎3590‐1253、千早☎3974‐1335、南大塚☎3946‐4301、
巣鴨☎3576‐2637、駒込☎3940‐2400、みらい館大明☎3986‐7186

9月10日㈫ 午前10時から 区役所本庁舎9階第2委員会室█申傍聴希望の方は当日直接会場へ。
█問行政情報グループ☎3981‐4404

北東京生活クラブ生協まち豊島 Ｒびんから環境を考える
コープみらい東京2ブロック委員会 コープみらいのエシカル消費の取組み「エシカルってなあに？」
生協パルシステム東京豊島委員会 命を守る！「トイレも防災」
東京第一友の会雑司が谷方面 始めよう！地球にやさしい暮らし方
東京保健生活協同組合豊島協議会 みまもりあって“地域まるごと健康づくり”
東都生活協同組合 第3地域委員会 食卓を見て！考えてみよう
豊島区消者団体連絡会 SDGs を私たちのくらしに活かそう！
ＮＰＯ法人ゆいまある 大人も子どもも楽しい小物作り
（一財）関東電気保安協会東京北事業本部 ブレーカーの働きと省エネルギー
東京ガス株式会社北部支店 安心・安全な暮らしの提案と環境にやさしい社会づくり
東京都生活文化局計量検定所 くらしを守る計量制度
宮城ふるさとプラザ 食べて応援!!宮城の特産品
山形県遊佐町 産直「遊佐ノ市」
いけぶくろ茜の里 午前10時15分から

焼き立てパン・クッキー・パウンドケーキ販売SOMEI VILLAGE 午前11時30分から
このはの家 午後0時45分から
※区関係課の参加もあり（環境政策課、高齢者福祉課、ごみ減量推進課、防災危機管理課、消費生活センター）

地域文化創造館＆みらい館大明「文化祭」

第47回豊島区消費生活展
「考えよう！つくる責任・つかう責任」
～ＳＤＧｓを知っていますか～
9月20日㈮ 午前10時～午後5時
としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会第11回子どもの権利委員会
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令和元年8月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口と世帯人口と世帯 29,688
(＋52)

180,936
(＋102)

290,565
(＋143)
145,780
144,785

男
女

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

アーチェリー体験教室

9月21日㈯ ①午前10～11時、②
午前11時～正午 いずれも15分前受
付開始 西巣鴨体育場◇安全講習、
道具の取扱い、実射のほか、ルール
やスコアのつけ方を学ぶ◇区内在住、
在勤で18歳以上の方◇各回12名◇
400円
█申電話かＥメール（3面記入例参照。
参加希望時間も記入）で9月20日ま
でに「豊島区アーチェリー協会 富
田☎3269‐2930、█EMbunkyo-liond
o@bd5.so-net.ne.jp（ライオン堂
洋品店内）」へ※先着順。

第72回豊島区民体育大会

◇対象…区内在住、在勤の方。申込
みなど詳細は各競技担当へ問い合わ
せてください。
�ボウリング…9月22日㈰ 池袋ロ
サボウル█申9月21日までに岩井（池
袋ロサボウル内）☎3988‐8456へ、
�アーチェリー…10月6日㈰ 西巣
鴨体育場█申当日午前9時までに富田
（ライオン堂内）☎3269‐2930へ、�
なぎなた…10月13日㈰ 雑司が谷体
育館█申9月25日までに隠岐☎3971‐
1973へ、�空手…10月20日㈰ 雑司
が谷体育館█申9月20日までに根本☎
3946‐4843へ、�柔道…10月27日㈰
雑司が谷体育館█申9月10日までに井
橋☎090‐3206‐9911へ、�キンボ
ール…10月27日㈰ 南長崎スポーツ
センター█申10月11日までに寺門☎
090‐3337‐4964へ、�バドミント
ン…11月3日㈷ 豊島体育館█申10月

お お ず

16日までに大図☎090‐4200‐2117へ。
※ほかの種目は今後掲載予定。

第84回
秋季グラウンド・ゴルフ大会

10月3日㈭※雨天時は10日㈭ 午

後1～6時 総合体育場◇区内在住、
在勤の方◇1，000円◇運動できる服
装、運動靴持参（用具の貸出しあり）
█申電話で9月15日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

旧第十中学校
初心者硬式テニス教室

10月13日～令和2年3月29日 毎
月第2・4・5日曜日と祝日 午前
8～10時 旧第十中学校（千早4‐
8‐19）◇実力に応じた班編成で指
導◇区内在住、在勤、在学の小学5
年生以上の方※初めての方優先◇30
名◇6，000円█申往復はがきで9月17
日（必着）までに「〒171‐0042 高松
3‐12‐21 大沼」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問豊島区スポーツボランティアリー
ダー四季 川島☎3951‐4335

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。

栄養士・看護師募集

●Ⅰ類・栄養士…平成2年4月2日
以降に生まれた方で、管理栄養士の
免許を現に有する方、第33回管理栄
養士国家試験（平成31年3月3日実
施）に合格した方。
●Ⅱ類・看護師…昭和50年4月2日
以降に生まれた方で、看護師の免許
を有する方（令和2年2月に行われ
る国家試験により免許取得見込みの
方も含む）。
いずれも█申所定の申込書（人事課

で配布。区ホームページからダウン
ロードも可）を9月27日（消印有効）
までに郵送で当課人事グループへ※
9月24日～27日（午前8時30分～午
後5時）は直接窓口へ持参も可。
█問当グループ☎3981‐1247

思い出ノート作成講座

10月3日㈭ 午後2～4時 区民
ひろば南池袋◇将来自分や家族、周
囲の人にも役立つ思い出ノートを作
成しながら、人生を振り返る。思い
出して書くことで脳が活性化する◇
区内在住、在勤の方◇30名█申電話か
ファクスで
「地域相談
支 援 課 ☎
3981‐4392、
█FAX 5950‐
1239」へ※
先着順。

●豊島都税事務所
「9月は固定資産税・都市計画税第
2期分の納期です（23区内）」
9月30日㈪までに、お手元の納付

書裏面に記載されている金融機関、
郵便局、コンビニエンスストアなど
で納めてください。金融機関・郵便
局のペイジー対応ATM、インターネ
ットバンキングやモバイルバイキン
グ、パソコン・スマートフォンなど
からクレジットカードでも納付でき
ます。詳細は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

●警視庁刑事部
「身元不明・行方不明者相談所の開
設」
ご家族や知り合いで行方不明の方
がいらっしゃいましたら、ご相談く
ださい。
◇日時…9月1日㈰～30日㈪ 午前
9時～午後4時
◇場所…巣鴨とげぬき地蔵尊高岩寺
会館（巣鴨3‐36‐1）
※各警察署でも相談に応じています。
詳細は問い合わせてください。
█問鑑識課身元不明相談室☎3592‐
2400
●東京都福祉保健局
「どうぶつ愛護フェスティバル」
都では環境省や動物愛護団体など
とともに「どうぶつ愛護フェスティ
バル」を行います。
①動物愛護セレモニー、スタンプラ
リー、パネル展示など…9月14日㈯
午前11時～午後4時 都立上野恩賜
公園（台東区池之端3丁目）、②動物
愛護管理功労者表彰式・パネルディ
スカッション「シニアペットとシル
バー世代」…9月22日㈰ 午後1時
～5時30分 台東区生涯学習センタ
ーミレニアムホール（台東区西浅草
3‐25‐16）◇300名█申①は当日直接
会場へ。②は電話で9月13日正午ま
でに動物愛護週間中央行事実行委員
会事務局☎3478‐1886へ※先着順。
█問当局健康安全部環境保健衛生課☎
5320‐4412

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。

�「ひいらぎ合唱団」 毎月第2・
4日曜日 午後1～5時 椎名町
小学校音楽室◇月額2，000円█問柴
田☎080‐6519‐5507
�「やなぎ短歌会」 毎月第4月曜
日 午前10時～午後0時30分 千
早地域文化創造館◇月額1，500円
█問菅野☎3909‐1928

た い じょう

�合気道・体の杖「高伝館池袋道
場」毎月木曜日（第3のみ火曜日）

午後6時～7時30分 池袋スポー
ツセンター◇小学5年生以上◇入
会金4，000円、月額4，000円（学生は
3，000円）█問今井☎04‐2948‐4162
�韓国パッチワーク「ポジャギの
会」 毎月第2・4水曜日 午後
1～3時 巣鴨地域文化創造館◇
入会金1，000円、月額4，000円█問北
原☎3983‐8837
�日本舞踊・新舞踊「扇栄会」 月
3回水曜日 午後1時15分～3時
30分 南大塚地域文化創造館◇入
会金1，000円、月額5，500円█問中村
☎5567‐0787

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

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

4 広報としま情報版 令和元年（2019年） 9月1日号 No.1846 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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