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外国籍の方へ
国民健康保険の加入手続きを
してください

3か月を超える在留期間があり、
日本に住民登録をしている方で、ほ
かの公的健康保険に加入しない場合
は国民健康保険に加入しなければな
りません（「医療を受ける活動、その
方の日常生活上の世話をする活動」
「観光・保養その他これらに類似す
る活動」の特定活動を除く）。加入者
には保険料の納付が義務づけられま
す。「病気になるか分からない」「保
険料を納めたくない」などの理由で、
加入しないことはできません。手続
きの詳細は区ホームページ参照。
█問資格・保険料グループ☎4566‐
2377

接骨院・整骨院（柔道整復師）の
施術を受ける方へ

接骨院・整骨院での施術は、健康
保険を使えない場合があります。正
しい理解と適正な受診をお願いしま
す。
◇使える場合…急性または急性に準
ずる外傷性の骨折、脱臼、打撲およ
び捻挫で、内科的原因による疾患で
はないもの（骨折・脱臼は、応急手
当の場合を除き医師の同意が必要）
◇使えない場合…日常生活からくる
疲れ、体調不良や肩こり、スポーツ
などによる筋肉疲労、神経痛やリウ
マチなど病気が原因の痛み、労災保
険が適用となる仕事中や通勤途中に
おきた負傷。
█問国民健康保険課給付グループ☎
3981‐1296

高齢者向け優良賃貸住宅の入居
者の募集

入居者は抽選で決定します。入居
抽選に漏れた方は待機者として順位
を決め、今後空きが発生した場合は
順位に従いあっせんします。
◇物件概要…GSSⅢ（千早1‐15‐
18）、間取り／1DK、家賃／82，000
～97，000円（家賃助成制度あり）※共
益費、敷金あり。応募資格など詳細
は問い合わせてください█申11月1～
15日（平日午前10時～午後5時の間）
にハウスメイトマネジメント☎5992
‐3620へ。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐
2655

ハローワーク池袋
障害者就職面接会 in ねりま

11月26日㈫ 午後1～4時 ココ
ネリホール（練馬区練馬1‐17‐1）
◇障害者の就職につながる企業との
面接会◇豊島・板橋・練馬区在住の
障害者◇紹介状、履歴書、職務経歴
書持参█申11月5日からハローワーク
池袋（東池袋3‐5‐13）へ直接申込
み。当日申込み不可。
█問ハローワーク池袋専門援助第二部
門☎3987‐8609（部門コード41＃）

ファミリー・サポート・センター
事業「利用会員登録会」

①12月10日㈫、②26日㈭ 午前10時
から ①区役所本庁舎8階807会議
室、②区役所本庁舎5階508会議室
◇当事業の利用を希望する方◇各回
20名※予約制◇保護者の写真2枚
（縦2．5×横2㎝）、子どもの写真1

枚（縦5×横5㎝）持参（ともに正面
向きのもの）※詳細は区ホームペー
ジ参照か問い合わせてください。
█申電話で各回前日までに子育て支援
課ファミリー・サポート・センター
事務局☎3981‐2146へ※先着順。

旧姓（旧氏）での印鑑登録が
可能となります

11月5日㈫から、住民票とマイナ
ンバーカードに旧姓（旧氏）を併記で
きるようになります。また、住民票
に旧姓（旧氏）の記載をすると、旧姓
（旧氏）での印鑑登録が可能です。住
民票に旧姓（旧氏）を記載するために
は、戸籍謄本などを持参の上、窓口
で申請してください※詳細は区ホー
ムページ参照か問い合わせてくださ
い。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

裁判所の調停委員による
無料調停相談会

11月9日㈯ 午前10時～午後3時
30分 西武池袋本店7階◇民事上の
もめごとや家庭内、親族間のもめご
とに関する調停手続きの相談に応じ
ます◇都民の方█申当日直接会場へ。
█問東京民事調停協会連合会☎5819‐
0267（午前10時～午後4時）

「税を考える週間」税の無料相談

11月11日㈪ 午前10時30分～午後
3時30分 メトロポリタンプラザビ
ル1階自由通路（西池袋1‐11‐1）
◇相続、贈与、新規開業、住宅取得
など、税理士業務に関する相談█申当
日直接会場へ。
█問東京税理士会豊島支部☎3981‐
4585

ノロウイルス対策講習会

11月11日㈪ 午後3時～4時30分
としまセンタースクエア（区役所本
庁舎1階）◇冬季多発するノロウイ
ルス食中毒予防と発症時の注意を確
認◇集団給食施設、生かき提供業者、
区内在住、在勤の方◇200名█申当日
先着順受付。
█問食品衛生グループ☎3987‐4177

空き家セミナー

11月23日㈷ 午前10時～正午 区
役所本庁舎5階508～510会議室◇
「中古住宅の流通と金融の役割」講師
…㈱みずほ不動産販売／大平 透氏、
㈱ジャパンホームシールド／攝津光
司氏。講演後、個別相談あり。要予
約。
█申電話かファクスか E メールで「住
宅課施策推進グループ☎3981‐2655、
█FAX3980‐5136、█EMA0022901@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

「豊島の森」環境講座秋の自然観察

11月24日㈰ 午前10時～午後1時
豊島の森（区役所本庁舎10階）ほか◇
区内在住、在学の小学3～6年生
（小学3年生は保護者同伴）◇30名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。保護者同伴の場合は氏
名と続柄も記入）で11月12日までに
「環境政策課事業グループ☎3981‐
2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」へ。電子申請
（区ホームページか下記二次元コー
ド参照）も可※応募者多
数の場合は抽選。11月15
日に結果を発送。

紅葉をライトアップした幻想的な夜の庭園をお楽しみください。
風の穏やかな日には池に鏡映しの紅葉も！※園内では三脚を使用し
ての撮影は不可◇入園料200円（未就学児無料）█申当日直接会場へ。

て い ち ゃ

�ライトアップイベント ①呈茶…11月24日㈰・29日㈮ 1席…午
後6時から、2席…午後6時30分から、3席…午後7時（午後5時
30分から整理券配布）◇茶道経験がない方も気軽に一服◇各回16名
◇800円、②カメラマンサービスデー…11月25日㈪ 午後5時30分
～8時30分◇赤鳥庵ベランダのみ三脚使用可能スペースを設置◇
200円／30分※混雑時はお待ちいただく場合あり、③のんびりサロ
ン…11月26日㈫・27日㈬ 午後6時～8時30分（午後6～8時受付）
◇庭を見渡せる和室でのんびり過ごす◇ドリンク代300～400円◇30名
いずれも◇別途入園料200円█申①③は当日先着順受付、②は当日直接会場へ。

█問当事務所☎5996‐4810

区議会第4回
定例会を開催します

◇会期…11月19日㈫～12月9日㈪
◇一般質問…11月26日㈫・27日㈬
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／11月29日㈮、都市整備・子
ども文教委員会／12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11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）
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目白庭園 秋の庭園ライトアップ
11月23日㈷～12月1日㈰ 午後5時30分～9時（最終入園午後8時30分）

▲目白庭園ライトアップ

●「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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▲前回の様子

傍聴できます

講演・講習講演・講習

平日小児初期救急診療を文京区と
共同実施し「豊島文京（平日準夜間）
こども救急」と名称変更しました

都立大塚病院で平日夜間に行う小
児初期救急外来診療を文京区と共同
実施にしました。豊島区内と文京区
内の医師会の医師が診療に当たりま
す。実施内容などの変更はありませ
ん◇場所…都立大塚病院（南大塚2
‐8‐1）1階救急外来診療室◇日
時…月～金曜日の午後8～11時（祝
日と12月29日～翌年1月4日を除く）
◇対象…15歳（中学生）までの方※住
所不問◇救急診療の問合せ先…☎
3941‐3211（都立大塚病院内）
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

大測定会
in高田介護予防センター

11月16日㈯ 午前10時45分～午後
2時30分◇血管年齢測定、骨密度測
定、運動機能分析、フレイル簡単チ
ェックなど。津軽三味線の演奏会も
あり◇区内在住の65歳以上の方█申当
日直接会場へ。
█問当センター☎3590‐8116

豊島区救急業務連絡協議会講演会

11月17日㈰ 午前10時～正午 と
しま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
100名█申電話かファクスで「池袋消防
署警防課救急係☎3988‐0119（内線
380）、█FAX3988‐0130」へ※先着順。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

女性の健康教室「プチ不調をやっ
つけろ！お手軽レシピで元気な
毎日～クリスマスバージョン～」

12月5日㈭ 午後1時30分～3時
30分 池袋保健所◇体組成測定・お
話とレシピ紹介◇おおむね40歳未満
の女性（区内在住優先）◇20名█保おお
むね6か月以上未就学児。定員あり。
█申電話で栄養グループ☎3987‐4361
へ※先着順。

第4期豊島区環境審議会委員

豊島区環境基本計画に掲げた施策、
環境の保全に関する事項や施策の進
捗状況を審議◇対象…平成31年4月
1日現在20歳以上で、平日昼間の審

議会に出席できる区内在住の方◇報
酬…1回13，700円◇任期…委嘱の日
（令和2年1月予定）から2年◇人数
…5名程度◇選考…書類審査（800字
程度の作文あり）█申応募用紙（区ホー
ムページからダウンロードか、環境
政策課で配布）を郵送かＥメールで
11月25日午後5時（必着）までに環境
計画グループ█EMA0029180@city.tos
hima.lg.jp へ。直接窓口持参も可。
█問当グループ☎3981‐1597

「第7回ソメイヨシノ桜の観光大
使コンテスト」応募者募集中！

◇応募資格…①区内在住、在勤、在
学の（またはしていた）18歳以上の方、
②豊島区観光協会の行事などに積極
的に参加できる方、③2年間の任期
中に留学予定のない方█申履歴書に必
要事項、応募の動機、自己ＰＲを記
入の上、カラ―写真（上半身・全身
各1枚、いずれも「Ｌサイズ（89㎜×
127㎜）」）を同封し11月30日（消印有
効）までに「〒171‐0021 西池袋1
‐19‐7 のとやビル3階 （一社）
豊島区観光協会」へ郵送。詳細は問
い合わせてください。
█問当協会☎3981‐5849

2020としま「成人の日のつどい」
着付けボランティア募集

令和2年1月13日㈷ 午前9時～
午後4時 芸術文化劇場（東京建物
Brillia HALL）◇新成人となる外国
人留学生への和服着付けボランティ
ア◇10名
█申電話かファクスかＥメールで「学
習・スポーツ課管理グループ☎4566
‐2761、█FAX3981‐1577、█EMA001460
6@city.toshima.lg.jp」へ。

第4回豊島区政策評価委員会

11月7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1回豊島区商工政策審議会

11月8日㈮ 午前10時～11時30分
区役所本庁舎5階庁議室█申当日直接
会場へ※案件事項の内容により、会
議の決定をもって一部非公開となる
場合があります。
█問商工グループ☎4566‐2742

第59回住宅対策審議会

11月11日㈪ 午後5～7時 区役
所本庁舎9階第1委員会室
█申11月8日午後5時までに電話かＥ
メールで「住宅課施策推進グループ
☎3981‐2655、█EMA0022901@city.t
oshima.lg.jp」へ。

第7回子ども・子育て会議

11月15日㈮ 午前10時から 区役
所本庁舎8階807・808会議室◇10名
█申当日先着順受付。
█問子ども若者課管理グループ☎4566‐2471

青少年問題協議会専門委員会・
子どもの権利委員会合同会議

11月22日㈮ 午前10時から 区役
所本庁舎5階507・508会議室█申当日
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

たてまつる じょうも ん か ぐ ら

奉「縄文神楽」―再生の章―

11月9日㈯ 午後7時～8時30分
（午後6時30分開場） 自由学園明日
館講堂◇江戸時代から里神楽を伝承
する新座市指定無形文化財「石山社
中」十世家元／石山裕雅による公演。
囃子組曲、里神楽「天之岩戸」などを
上演◇小学生以上◇270名◇4，000円、
学生・外国人2，000円█申当日先着順
受付。
█問石山社中 柴田☎090‐3576‐4631

第24回わんわん祭
「犬との交流を通じて
知識とマナーを高めましょう」

11月10日㈰ 午前10時～正午（午
前9時30分から受付。雨天時は11月
17日に延期） 西部区民事務所（駐車
場なし）◇飼い犬のしつけ教室、コ
ンテスト、リレー、長寿犬（大型犬
12歳以上、中型犬14歳以上、小型犬
15歳以上）の飼い主の表彰ほか◇犬
1頭につき200円█申当日直接会場へ。
█問NPO法人動物を愛する会☎3957
‐0869

福祉ホームさくらんぼ
「さくらんぼ祭」

11月10日㈰ 午後0時30分～3時
30分 西池袋第二区民集会室◇食べ
物の模擬店、区内福祉施設の自主生
産品販売、舞台発表、ボッチャ体験
やスタンプラリー█申当日直接会場へ。
█問当ホーム☎5396‐9581

上池袋図書館 バリアフリー映
画会「ハチミツとクローバー」

11月10日㈰ 午後1時30分～3時
30分◇音声ガイドと日本語字幕つき
のバリアフリー映画。目や耳の不自
由な方も一緒に楽しめます◇30名
█申直接当館窓口へ。電話かファクス
で「当館☎3940‐1779、█FAX3940‐
1149」も可※先着順。

池袋図書館

①読み聞かせ講座第4回「おすすめ
のクリスマスの本」…11月13日㈬
午前10時30分～正午◇家庭や読み聞
かせで楽しむこれからの季節のおす
すめ本、新刊を紹介、②わらべうた
講座…11月16日㈯ ⓐ午前10時30分
～11時、ⓑ午前11時15分～11時45分
◇ⓐねんねで楽しむわらべうた、ⓑ
赤ちゃんと一緒に体を動かして楽し
めるわらべうた◇ⓐこれから子育て
する方、子育て初心者と赤ちゃん、
ⓑ自分で動き回ることができる乳幼
児の親子※赤ちゃんが参加できない
場合は代わりにぬいぐるみなどを持
参◇各回10組、③ビブリオバトル
「さあ、とびだそう！」観戦者募集…
11月17日㈰ 午後2時～3時30分◇
テーマに沿って、最も読みたい本に
投票し、チャンプ本を決定◇中学生
以上◇40名、④ふくろう俳句会「切
字の上手な用い方」…11月18日㈪
午前10時～正午◇俳句の基礎を学ぶ。
事前に投句した句へ先生の講評あり
◇30名
いずれも池袋第三区民集会室
█申①③は当日先着順受付、②④は直
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。

明治学院大学管弦楽団
第94回定期演奏会

11月15日㈮ 午後7時開演（午後
6時15分開場） 東京芸術劇場◇モ
ーツァルト／歌劇「皇帝ティートの
慈悲」序曲 K.621、チャイコフスキ
ー／幻想序曲「ロメオとジュリエッ

ト」、ブラームス／交響曲第2番◇
1，999名◇700円█申チケットぴあホー
ムページ█HPhttp ://t.pia.jp/（Ｐコー
ド166‐070）から申込み※先着順。
█問当団事務局☎080‐1107‐5723

第24回こころまつり

11月30日㈯ 午前10時45分～午後
2時30分 長崎小学校◇当校児童に
よる長崎獅子舞とダンスキッズ、西
池袋中学校吹奏楽部による演奏、テ
アトルみのりによる演劇などの舞台
発表。参加団体による各種販売█申当
日直接会場へ。
●前日と当日のボランティア募集中
█申事前に電話でル・ピュル☎6905‐
8005へ。
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

宝塚歌劇星組公演チケット 豊島
区民限定抽選販売！（全6公演）

12月4日㈬ 午前11時、5日㈭
午後6時30分、7日㈯ 午前11時、
8日㈰ 午後3時30分、14日㈯ 午
後3時30分、15日㈰ 午前11時 い
ずれも開演 芸術文化劇場（東京建
物 Brillia HALL）◇宝塚歌劇星組公
演「ロックオペラモーツァルト」◇区
内在住、在勤、在学の方◇S 席
9，500円、A席6，000円（全席指定）
█申11月10日までに、としまチケット
センターホームページ█HP https://t
oshima-theatre.jp/ticket/または
申込み専用電話☎0570‐084‐637
（専用コード9647）でエントリー※1
回の申込みにつき1公演同一席種2
枚まで。最大3公演までエントリー
可。
█問当センター☎0570‐056‐777

千早図書館講演会
「令和初のお正月！和食で
楽しく美味しくすこやかに！」

12月7日㈯ 午前10時30分～正午
◇年末年始を快適にすごすための、お
せち料理や和食の魅力を語る◇50名
█申電話かファクスで「当館☎3955‐
8361、█FAX3955‐8785」へ。直接窓口
申込みも可※先着順。

豊島区若者支援事業
「東アジア文化都市2019豊島
映画からみる若者文化のミライ」

11月6日㈬ 午後7時～8時30分
みらい館大明ブックカフェ◇映画で
描かれる若者像から、これからの若
者支援をともに考える。講師…映画
監督／深田晃司氏、豊島区子どもの
権利擁護委員／山下敏雅氏◇高校生
からおおむね40代までの方◇30名
█申電話かＥメールで「当館ブックカ
フェ☎080‐4796‐3693（月～木曜日
午後4～8時、土・日曜日、祝日午
後1～6時）、█EMtaimei.bookcafe
@gmail.com」へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

家庭教育講座

①要小学校 PTA「変化の激しい時代
を生き抜くチカラとは」…11月16日
㈯ 午前10時～正午 当校図書室◇
子どもたちが身につけるべき力につ
いて。講師…法政大学キャリアデザ
イン学部教授／児美川 孝一郎氏◇
小学生の保護者◇50名◇筆記用具、
室内履き、下足袋持参、②千登世橋
中学校 PTA「姿勢教育セミナー」…
11月20日㈬ 午後2～4時 当校体
育館◇簡単に出来るセルフストレッ
チで体を柔らかく姿勢を矯正。講師
…姿勢教育・姿勢研究家／兼子ただ
し氏◇子どもと保護者◇70名◇動き
やすい服装、飲み物、体育館履き、
下足袋持参、③巣鴨小学校 PTA「風
邪に負けるな！親子でアロマ体験」
…12月7日㈯ 午前10時～正午 当
校家庭科室◇ハーブ石鹸とエアーフ
レッシュナー作り。講師…日本アロ
マ環境協会認定アロマテラピーイン
ストラクター／小杉淳子氏◇子ども
と保護者◇25組50名◇上履き、下足
袋、筆記用具持参。
█申①は11月15日までに、②11月13日
までに、③は11月22日までに、電話
かファクスか Eメールで「庶務課庶
務グループ☎3981‐1141、█FAX3980‐
5163、█EMA0024004@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

第336回セピイ倶楽部親の会

11月22日㈮ 第1部…午前10時30
分～午後1時、第2部…午後2時～4
時5分 NPO法人SEPY倶楽部（南大
塚1‐49‐7）◇不登校、ひきこもり、
非行、発達障害などの子どもの心の
問題についての体験発表とグループ
ディスカッション◇80名◇各回2，000円
█申電話かファクスで「当倶楽部☎3942
‐5006、█FAX5940‐4030」へ※先着順。

みらい館大明庭講座「DIY特別講
座・鉄部と木部の塗装」

11月23日㈷ 午後1～3時、24日
㈰ 午前10時～正午◇大明の鉄塔と
小屋の部材（木部）を塗装。美しく塗
装する方法を学ぶ。小さな黒板を製
作◇各日20名◇1，000円（小学生以下
500円）※1日参加も同額。
█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
「ママの自分時間を楽もう。
X'masフラワーケーキ作り講座」

11月26日㈫ 午前10時～11時30分
男女平等推進センター◇プリザーブ
ドフラワーや造花を使って、ケーキ
風アレンジメント作り。講師…ＦＥ
Ｊ認定フラワーアレンジメント講師
／丸野由佳氏◇子育て中の母親◇20
名◇1，500円█保6か月以上未就学児。
要予約。別途1名500円█申Ｅメール
（4面記入例参照。保育希望者は子
どもの氏名と月齢も記入）で11月11
日までに当グループ█EManemama.t
omato@gmail.comへ※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

ああそうなんだ倶楽部・街歩き
「大人の社会科見学・
食の豊洲市場をめぐる」

11月30日㈯ 午前9時30分～11時
30分 東京メトロ有楽町線豊洲駅7
番出口前集合、ゆりかもめ市場前駅
付近解散◇豊洲市場水産仲卸市場棟
～豊洲市場（青果棟～水産仲卸市場
棟～物販飲食店など）◇30名◇200円
█申電話かファクスかＥメールで11月

25日までに「当倶楽部 西川☎・█FAX
3959‐3064、█EMesjcr2525@yahoo.
co.jp」へ※先着順。

武蔵野調理師専門学校
食育教室2019

11月30日㈯ 午前10時～午後1時
30分 当校（南池袋3‐12‐5）◇食
育講習会「食べ物について」、調理実
習「親子でクッキング！」当校講師が
やさしく指導◇小学1～3年生と保
護者◇40組80名◇1組800円※子ど
も1名追加300円◇筆記用具、エプ
ロン持参█申ファクスかＥメール（4
面記入例参照。子どもの氏名〈ふり
がな〉、年齢、性別も記入）で「当校
█FAX3982‐6170、█EM imaizumi-y@mu
sashino-chouri.ac.jp」へ※先着順。
█問当校☎3982‐6116

第6回認知症サポーター養成講座

12月5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、当事者や家族を温かく
見守り、支援する応援者を養成。認
知症の基本的知識を学び、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。

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。
①人口減少社会における街づくりを
考える…11月9日㈯ 午後2～4時
学習院大学中央教育研究棟301教室
◇講師…当大学法務研究科教授／大
橋洋一氏◇200名、②東アジアの少
女歌劇系芸態からみる「近代」…11月
30日㈯ 午後1時30分～3時30分
立教大学池袋キャンパス14号館2階
D201教室◇当大学異文化コミュニケ
ーション学部異文化コミュニケーシ
ョン学科教授／細井尚子氏◇100名
いずれも◇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.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2762

「和食」を世界に発信するとともに、豊
島区内の飲食店で働く若手料理人を育成
し、店のメニュー開発を通した地域飲食
店の活性化を図るため、料理の技を審査
するコンクールを開催しました。詳細は
入賞作品集リーフレット（該当店舗、一
部区施設で配布）か区ホームページ参照。

11月12日㈫ 午後5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直接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

�区長賞、東京ガス株式会社特別賞…サンシャインシティプリ
ンスホテル 和食「むさし野」／櫻井嵩大氏◇メニュー…太刀魚
の塩麹黄金焼きと蝦夷鮑緑バター焼き夏の彩り野菜添え
�審査委員長賞…ホテルメトロポリタン 日本料理「花むさし」
／福田健太氏◇メニュー…牡丹鱧 清し仕立て
�香川調理製菓専門学校賞…ホテルメトロポリタン 日本料理
「花むさし旬香」／小島魁斗氏◇メニュー…鱸と茄子の揚げ出し

◇左記3店舗が「としま健康チャレンジ
！マイレージカード」協賛店に登録され
ました。特典は区ホームページ参照か問
い合わせてください。

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。

お酒を楽しむためにも、不適切な飲酒や健康への影響について理解を深
め、アルコール健康障害を予防し、事件や事故の防止に努めましょう。
◇アルコール健康障害とは…アルコール依存症のほか、多量飲酒、未成年者
の飲酒、妊婦の飲酒など、不適切な飲酒の影響による心身の健康障害のこ
とです。また、アルコールに関連する問題としてうつ、自殺などがあります。
�主な健康障害…急性アルコール中毒、アルコールの飲みすぎによる肝臓
病、すい臓病、認知症、循環器疾患、メタボリックシンドローム、がん、
歯科疾患など。
◇豊島区の飲酒の現状（平成29年実施「豊島区健康に関する意識調査」より）
�飲酒の程度…「ほとんど飲んでいない」が42．8％で最も多く、飲む人では
「ほとんど毎日飲んでいる」が19．6％で最も多くなっています。毎日飲酒を
する人は男性ではすべての年代で減少傾向にあり29．8％、世代別でみると
60歳代が4割を占めています。女性で毎日飲酒をする人は、全体では
12．4％とほぼ横ばいだが、70歳代を除くすべての年代でやや増加傾向が見
られます。

◇適正な飲酒を心がけましょう…厚生労働省では
「節度ある適度な飲酒量」は1日のアルコール摂取量
を20ｇとしています。男性はアルコール40ｇ以上、
女性はアルコール20ｇ以上を1日に摂取すると生活
習慣病のリスクが高まります。60ｇを超えるアルコ
ールの摂取は、様々な社会問題を引き起こし、アル
コール依存症にもつながるとされています。
◇アルコール20ｇとは…日本酒1合、ビール500㎖、7％の酎ハイ350㎖、
25％の焼酎100㎖、ワイン200㎖、ウイスキーダブル60㎖
◇アルコール依存症…習慣的に多量飲酒していると、意思や性格に関係な
くだれでもアルコール依存症になる可能性があります。飲酒をコントロー
ルできなくなる病気のため、飲みすぎによる意識の消失、病気や失敗（欠
勤、遅刻やけがなど）を繰り返します。専門医の治療が必要です。
█問健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174、長崎健康相談所保健指導グ
ループ☎3957‐1191

「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。

11月10～16日はアルコール関連問題啓発週間です

“としま”豊かな食コンクール █問保健事業グループ☎3987‐4660

「目指せ!!未来の巨匠たち～夏の食材を使った日本料理～」
入賞者＆入賞メニュー発表!!

第186回豊島区都市計画審議会 健康チャレンジ！
マークのお知らせ

2 3広報としま情報版 令和元年（2019年）11月1日号 No.1854 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1



令和元年10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 29,276
(＋24)

180,326
(－154)

289,817
(－264)
145,347
144,470

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

雪山へのお招き
「スキーヤーのつどい」

11月7日㈭ 午後7時から（午後
6時30分受付開始） としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇スキー行事の
紹介とセミナー「スキー用具と上達
の秘訣について」█申当日直接会場へ。
█問豊島区スキー協会 河内☎3935‐
8543

ママエクササイズ（全5回）

11月22日、12月6日、令和2年1
月17・31日、2月14日 金曜日 午
前10～11時 豊島体育館◇ストレッ
チ、骨盤庭筋体操などを取り入れた
エクササイズで心身ともに健康な体
づくりを目指す◇産後3か月～子育
て中の方。区内在住、在勤、在学の
方優先◇30名◇1回500円█保10か月
以上。定員あり。要予約。500円█申
申込書（区ホームページからダウン
ロード可）をファクスかＥメールで
「ＮＰＯ法人椎の美スポーツクラブ
█FAX3972‐1876、█EM shiinomi.oyako
@gmail.com」へ※先着順。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

ダンスカーニバル2019

11月30日㈯ 午前10時～午後6時
雑司が谷体育館◇初心者向けダンス
講習会。ダンスタイム、ミキシング
タイムなど※女性はヒールカバー装
着◇250名◇エントリー費1種目
2，500円（2種目からは1種目につき
2，000円）。区民は1種目無料。
█申電話で11月20日までに安東ダンス
スクール☎3357‐5021へ※先着順。

朝日新聞スポーツ
「チャレンジＡ2019」

12月1日㈰ 午後1時30分～4時
20分（午後0時30分開場） 立教学院

池袋キャンパス（西池袋3‐34‐1）
◇一流アスリートによるトークの後、
ラグビー、水泳、バドミントン、新
体操、空手、ブラインドサッカー、
テニスの体験教室◇小学3年生～中
学3年生と保護者◇400組█申11月13
日までに当新聞社フォーラム事務局
オフィシャルサイト█HPhttp : //ww
w.asahi.com/ads/sports-c/から
申込み※応募者多数の場合は抽選。
█問当事務局☎6278‐7670、█EMca201
9@jmcom.co.jp

第67回区民駅伝大会

12月22日㈰ 午後1時30分から※
雨天決行（団体受付午後0時30分～
1時10分）◇皇居、桜田門周回コー
ス（1周約5㎞、女子・中学生の部
は半周）◇部門…一般男子／女子（高
校生以上）、大学・高校男子、壮年
男子（40歳以上）、男女混成、中学生
男子／女子。1チーム4名（補欠2
名）◇区内および隣接区在住、在勤、
在学の方◇1チーム4，000円（中学生
の部は3，000円）█申申込書（豊島陸上
ホームページ█HPhttps : //www-cc.
gakushuin.ac.jp/ 1̃9920096/toshi
ma/からダウンロード）を郵送かＥ
メールで11月29日（必着）までに（Ｅ
メールは12月2日午後5時までに）
「〒171‐0031 目白1‐5‐1 学
習院中等科 井上、█EM1040tf.app@
gmail.com」へ。
�監督者会議…12月13日㈮ 午後6
時30分から としま産業振興プラザ
（IKE・Biz）
█問豊島陸上競技協会 木津☎3983‐
4075

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。

南池袋斎場管理員（非常勤職員）

◇任期…令和2年1月～3月31日█申

所定の申込書（区民活動推進課で配
布。区ホームページからダウンロー
ドも可）と履歴書（写真貼付）を11月
18日（必着）までに当課管理グループ
へ持参。簡易書留で郵送も可。
█問当グループ☎4566‐2311

高齢者元気あとおし事業
参加者説明会

11月27日㈬ 午後2～3時 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）◇60歳以上の健
康な区民または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
へ☎3984‐9375へ※先着順。

●豊島都税事務所
「11月は個人事業税第2期分の納期
です」
12月2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、
コンビニエンスストアなどで納めて
ください。また、省エネ促進税制に

かかる減免の申請も受付中です。詳
細は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●ハローワーク池袋
「労働保険の加入はお済みですか。
11月は労働保険適用促進強化期間で
す」
雇用形態を問わず、一名でも労働
者を雇用している事業主は労働保険
の加入義務があります。労働者が失
業した時の失業給付、労働災害にあ
った時の労災給付などを行います。
█問ハローワーク池袋雇用保険適用課
☎3988‐6662、池袋労働基準監督署
労災課☎3971‐1259
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者の募集」
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向・単身者向）抽選方式、②居室内
で病死などがあった住宅※詳細は募
集案内参照◇募集案内・申込書配布
期間…11月5日㈫～13日㈬◇区内の
配布場所…区役所本庁舎6階住宅課、
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）
█問当公社募集センター（募集期間中）
☎0570‐010‐810、（募集期間以外
※土・日曜日を除く）☎3498‐8894、
█HPhttp : //www.to-kousya.or.jp/

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。

�「ふたば洋裁グループ」 月2回
水曜日 午前9時～正午 千早地
域文化創造館◇自分に合う服を作
りたい方◇月額5，000円█問東山☎
3972‐5014
�「吟楽会」 毎月第2水曜日 午
前10時～正午、毎月第4水曜日
午後1～3時 区民ひろば西巣鴨
◇65歳以下月額1，000円、66歳以

上月額2，000円█問佐藤☎3973‐
9588
�「東京池袋川柳会」 毎月第3日
曜日 午後1～4時 東京芸術劇
場、月1回平日 午後6時30分～
8時30分 南大塚地域文化創造館
◇月額1，000円█問井関☎3971‐
6131
�「文芸ふくろう」 毎月第2金曜
日 午前10時～正午 南大塚地域
文化創造館◇自分史、小説、エッ
セイなどを学びたい方◇月額
1，000円█問岩坪☎3952‐2737

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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