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入学通知書は届きましたか

令和2年4月に区立小・中学校に
入学する方へ「入学通知書」を送付し
ました。届いていない方や紛失した
方は連絡してください。指定校への
入学が確定された方は「入学確認票」
を速やかに学校へ提出してください。
また、国・都・私立の小・中学校に
入学する方は、その学校の入学承諾
書など（学校によって名称が異なり
ます）を学事グループへ提出してく
ださい※郵送可。
█問当グループ☎3981‐1174

子育てママの未来計画（全4回）

令和2年2月7～28日 金曜日
午前10時30分～正午 男女平等推進
センター◇心の元気「レジリエンス」
を取り戻す方法や家政学の考え方を
学び、自分らしく毎日を充実させる
方法を考える◇子育て中の母親◇20
名█保4か月以上未就学児。定員あり。
要予約。先着順█申申込みフォーム
（下記2次元コード参照）から申込み。
█問東京家政大学女性未来研究所☎
3961‐5305、█EMjosei-
mirai@tokyo-kasei.a
c.jp（平日午前9時～
午後5時）

ママのスマイル講座
「子育てで大切にしたいこと」

令和2年2月17日㈪ 午後2時～
3時30分 西部子ども家庭支援セン
ター◇子どもとの関わりで大切なこ
とを学ぶ。講師…ほあしこどもクリ
ニック副院長／帆足暁子氏◇区内在
住で1歳6か月までの子どもの保護
者※東・西子ども家庭支援センター
で子ども1名につき1回◇18名█保2
か月以上未就学児。15名。要予約※
2か月未満児は親子同席。
█申12月26日午前10時から電話で当セ
ンター☎5966‐3131へ。直接窓口申

込みも可※先着順。

高齢者向け優良賃貸住宅の
入居者の募集

複数申込みがあった場合は抽選で
入居者を決定します。
◇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…3年以
上豊島区に住所があることなど。詳
細は問い合わせてください█申12月27
日（土・日曜日、祝日を除く午前10
時～午後5時）までに電話で㈱ハウ
スメイトマネ
ジメント東京
支店☎5992‐
3620へ。
█問住宅課施策
推進グループ
☎3981‐2655

コミュニティ助成事業

自治総合センターのコミュニティ
助成事業による宝くじの助成金を受
け、駒込二丁目親和会が山車および
太鼓を修理整備しました。当事業は、
宝くじの社会貢献広報事業として宝
くじの受託事業収入を財源として実
施されています。
█問東部区民事務所地域振興グループ
☎3915‐2334

羽田空港の機能強化についての
説明会（オープンハウス型）

①令和2年1月8日㈬ 午後5～
8時、②1月13日㈷ 午後2～5時、
③1月14日㈫ 午後2～5時 ①③と
しまセンタースクエア（区役所本庁舎
1階）、②千早地域文化創造館多目
的ホール（西部区民事務所隣接）◇国
は、3月29日から新飛行経路（豊島

区上空を南風好天時の午後3～7時
のうち実質3時間程度着陸便が通過
する経路）の運用を開始し、羽田空
港での国際線を増便します。この取
組みについて、説明パネルなどを自
由に閲覧しながら国の職員が説明し
ます█申当日直接会場へ。
█問国土交通省☎0570‐001‐160、公
害対策グループ☎3981‐2405

リサイクルフリーマーケット
出店者募集（えんがわ市）

令和2年1月12日㈰ 午前10時30
分～午後2時 池袋第二公園※駐車
場なし。雨天中止◇区内在住、在勤、
在学の個人またはグループ※営業目
的は不可◇20店舗（1店舗面積2ｍ
×2ｍ）◇1，000円█申ファクスかＥメ
ールで「みんなのえんがわ池袋事務
局█FAX5951‐1508、█EMengawa@tosh
ima-npo.org」へ。1名（1グループ）
1通のみ※先着順。
█問当事務局 楢原☎5951‐1508（午
後1～5時）

ドキュメンタリー映画
「がんと生きる言葉の処方箋」

令和2年1月18日㈯ 午後2時～
3時30分（午後1時30分開場） とし
ま区民センター◇500名◇500円
█申電話かファクスかＥメールで「目
白がん哲学外来カフェ 森☎・█FAX
3971‐9873、█EMmejirogtcafe@yah
oo.co.jp」へ※当日券あり。

妊娠前からの健康づくり
「男性と女性のプレコンセ
プションケア」を知ろう

令和2年1月25日㈯ 午後1時30
分～3時30分 池袋保健所◇妊娠前
からの健康づくりの最新情報。講師
…都立大塚病院産婦人科医長／岩田
みさ子氏、管理栄養士／森 泰子氏
◇50名
█申電話かファクスで「保健指導グル

ープ☎3987‐4174、█FAX3987‐4178」
へ※先着順。

尿もれ予防教室（全3回）

令和2年1月27日、2月10日、3
月23日 月曜日 午後2時～3時30
分 池袋保健所◇女性の尿もれは誰
にでもおこりうる症状の1つ。体の
しくみを知って簡単なセルフケアを
体験。講師…日本コンチネンス協会
／北廣和江氏◇65歳未満の区内在住、
在勤の女性で原則全回参加できる方
◇25名◇動きやすい服装で参加。
█申電話かファクスで「保健指導グル
ープ☎3987‐4174、█FAX3987‐4178」
へ※先着順。

紫雲荘活用プロジェクト
第4期生入居者募集

赤塚不二夫が暮らしたアパート
「紫雲荘」（南長崎3丁目）に入居する
マンガ家志望者を募集。詳細はホー
ムページ█HPhttp : //tokiwaso.toky
o/参照◇プロのマンガ家をめざす、
心身ともに健康な男性◇3名◇家賃
月額4万円（うち2万円助成）█申申込
書（当ホームページからダウンロー
ド可）を郵送で1月31日（消印有効）
までに「〒171‐0052 南長崎3‐9
‐21（スエヒロ堂） としま南長崎ト
キワ荘協働プロジェクト協議会居住
募集」へ。
█問当会☎3951‐9485

令和元年度第1回豊島区環境審議会

令和2年1月17日㈮ 午前10時から
区役所本庁舎8階807・808会議室
█申電話で1月16日午後5時までに環
境計画グループ☎3981‐1597へ。

◇第1部…トークセッション「ファンを増やしてビジネスを拡げるコツ」。第2部…懇
親会◇起業に関心のある女性、女性起業家・経営者（個人・法人不問）◇60名◇1，000
円（第1部のみの場合は無料）█保6か月以上未就学児。10名程度。要予約。先着順。
█申申込みフォーム（下記2次元コード参照）から申込み。ファクス（3面記入例参照。
メールアドレス、起業状況、業種、第2部の参加有無、保育の希望有無
〈子どもの氏名、月齢〉も記入）で1月17日までに商工グループ█FAX5992‐
7088も可※先着順。
█問当グループ☎4566‐2742

保険料の納め忘れはありませんか？
1月6日が納期限です

２０１９年
１２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。12／21
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サクラーヌ biz 応援プロジェクト
豊島区・北区・荒川区女性起業家交流会2020
サクラーヌ biz 応援プロジェクト
豊島区・北区・荒川区女性起業家交流会2020
令和2年1月25日㈯ 午後1～4時 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）令和2年1月25日㈯ 午後1～4時 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

▲㈱EMIプランニング
代表取締役
笠井 咲氏

▲Food&Cafe KOU
代表
石田 ゆう子氏

▲㈱ソフィットウェブ
コンサルティング
代表取締役
吉枝 ゆき子氏

●「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。



https://www.toshima-mirai.or.jp

区民ひろば
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講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

官公署だより

第38回豊島区高齢者クラブ連合会
「作品展」

12月23日㈪～25日㈬ 午前9時～
午後4時（23日は午後1時から、25
日は午後2時まで） としまセンタ
ースクエア（区役所本庁舎1階）◇絵
画、写真、書道、彫刻、陶芸、俳句、
手芸、生花など、会員の作品を展示
█申当日直接会場へ。
█問当連合会☎5950‐2511（火・木曜日
のみ）、高齢者福祉課☎4566‐2429

豊島区×ISP
FF パートナーシップ協定事業
販売イベント

①はあとの木マルシェ＠ISP…令和
2年1月10日㈮ 午前10時～午後8
時◇障害者福祉施設の焼菓子やハン
ドメイド雑貨の販売。
②サクラーヌ biz ISPチャレンジ出
店…1月11日㈯～14日㈫ 午前10時
～午後7時◇女性のための起業支援
から巣立った起業家が、日替わりで
生活雑貨、紅茶、ハンドメイドのリ
ースなどを販売。
いずれも池袋ショッピングパーク

（ISP）南館█申当日直接会場へ。
█問①は施設・就労支援グループ☎
3981‐1786、②は商工グループ☎
4566‐2742

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

令和2年1月11日㈯※1月は第2
土曜日に開催。 午後2時～2時30
分 雑司が谷旧宣教師館◇小川未明
「ヒョウ、ヒョウ、てりうそ」、水島
爾保布「空へ飛んで行った牛」█申当日
直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

東京音楽大学大学院博士後期課程
レクチャー・コンサート
「民謡に触発された作曲家たち」

令和2年1月16日㈭ 午後6時開
演（午後5時40分開場） 当大学池袋
キャンパスＡ館Ａ200教室（南池袋3
‐4‐5）◇バルトーク作曲（ルーマ
ニア民俗舞曲）ほか、民謡にまつわ
る作品の紹介。出演…鈴木啓資（ピ
アノ）、虫明知彦（ピアノ）、陳金（ヴ
ァイオリン）、
久津見 れい（ソ
プラノ）█申当日
直接会場へ。
█問当課程担当☎
3982‐3138

豊島みどりの会
「自然教室（野鳥観察会）」

令和2年1月18日㈯ 午前10時 雑
司ヶ谷霊園管理事務所（南池袋4‐25

‐1）前集合、午前11時30分頃現地解
散※雨天中止◇ガイド付きで、雑司
ヶ谷霊園で野鳥を観察◇20名◇300
円（別途交通費）◇あれば双眼鏡持参。
█申電話かファクスで1月10日までに
「当会☎・█FAX3982‐5569」へ※先着順。

日本庭園を眺めながら親子ヨガ

令和2年1月20日㈪ 午前10～11
時 赤鳥庵（目白庭園内）◇出産や子
育てでゆがんだ骨盤を元に戻し、リ
フレッシュ。ベビーマッサージで親
子の絆を深め、成長に応じた心と体
の発達を促す◇生後2か月～2歳の
子どもと母親◇10組◇1，800円█申往
復はがきかファクスかＥメール（3
面記入例参照。ファクス番号も記入）
で「〒171‐0031 目白3‐20‐18
目白庭園、█FAX5996‐4886、█EM info-
mejiro-garden@seibu-la.co.jp」へ。
当園管理事務所
で直接申込みも
可。電話申込み
不可※先着順。
█問当事務所☎
5996‐4810

シルバー人材センター

①入会説明会…令和2年1月17日、
2月14日 金曜日 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／1月23日㈭
午後0時45分～2時15分◇510円、
ⓑ無料体験教室／1月21日㈫ 午後
3時～4時30分、ⓒパソコン入門
（全4回）／1月13日～2月3日 月
曜日 午後0時45分～2時15分◇
5，600円、ⓓ初級ワードⅠ（全4回）
／1月11日～2月1日 土曜日 午
後0時45分～2時15分、ⓔ初級エク
セルⅠ（全4回）／1月11日～2月1
日 土曜日 午前10時～11時30分◇
ⓓⓔ5，800円、ⓕワード基礎Ⅰ（全4
回）／1月7～28日 火曜日 午後0
時45分～2時15分、ⓖエクセル基礎
Ⅰ（全4回）／1月10～31日 金曜日
午後0時45分～2時15分◇ⓕⓖ6，600
円、ⓗiPad入門（全4回）／1月11日
～2月1日 土曜日 午後3時～4
時30分◇5，680円、ⓘスマホ写真整
理（全2回）／1月8・15日 水曜日
午後3時～4時30分◇2，550円、ⓙ
エクセル住所録（全4回）／1月8～
29日 水曜日 午前10時～11時30分
◇5，100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。

フレイルサポーター

①60才からの活躍の場を作る―フレ
イルサポーターのススメ―…令和2
年1月10日㈮ 午後2～4時 とし
ま区民センター◇まちと自分を元気

にするフレイルサポーター活動を紹
介。講師…東京大学 IOG／神谷哲
朗氏◇区内在住の方◇100名
②フレイルサポーター養成講座（全4
回）…ⓐ1月23日㈭、ⓑ1月28日㈫、
ⓒ1月31日㈮、ⓓ2月8日㈯、ⓔ2
月14日㈮ ⓐⓑ午後1時30分～4時
30分、ⓒ～ⓔ午後0時45分～4時
ⓐⓑとしま区民センター、ⓒ区民ひ
ろば西巣鴨第一、ⓓ高田介護予防セ
ンター、ⓔ区民ひろば池袋本町※ⓒ
ⓓはいずれかに参加◇地域の健康づ
くりの担い手としてフレイルチェッ
クを行うボランティアを養成◇区内
在住で全日程に参加でき、講座終了
後に定期的に活動できる方◇20名
█申いずれもファクスか E メールで
「介護予防・認知症対策グループ█FAX
3980‐5040、█EMA0029294@city.tos
hima.lg.jp」へ。電子申請（下記2次
元コード参照）から申
込みも可※先着順。
█問当グループ☎4566‐
2434

みらい館大明

①お正月こどもまつり…令和2年1
月12日㈰ 午後1～4時◇お正月遊
び。餅つき、凧作り、凧あげもあり
◇50名（凧作り）
②こどもドラマワークショップ（全
8回）…ⓐワークショップ／2月7
日～3月20日 金曜日、ⓑ集中講座
／2月24日（振休）、ⓒミニ発表会／
3月20日㈷ ⓐ午後4時15分～5時
30分、ⓑⓒ午前11時～午後3時（発
表会は20分程度）◇演劇の手法を取
り入れたコミュニケーションゲーム
の体験、ストーリーづくりや小道具
制作。最終日に発表。講師…JOKO
演劇学校講師／河田園子氏◇小学1
～3年生◇15名◇6，000円
█申①は凧作りは当日先着順受付、②
は電話か 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。

日曜教室つばさCLUB研修講演会

令和2年1月19日㈰ 午後1時30
分～2時30分 上池袋コミュニティ
センター◇「誰もが障がいの有無に
かかわらず、共に学び生きる、共生
社会をつくる」ため、「共生の学びを
広げていく」ために、何ができるか
を考える◇50名
█申電話かファクスかＥメールで「生
涯学習振興グループ☎4566‐2762、
█FAX3981‐1577、█EMA0014606@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

池袋図書館

①ふくろう俳句会 俳句における取
り合わせ…令和2年1月20日㈪ 午
前10時～正午◇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
②読みきかせ講座第5回「おはなし
会での読みきかせ以外のプログラム」
…1月22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

すめ本や新刊も紹介。
いずれも池袋第三区民集会室
█申①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、②は当日直
接会場へ。
█問当館☎3985‐7981

消費生活連続講座
「人生100年時代！～シニア世代
の生活設計とお金の話～」

令和2年1月21日㈫ 午後1時30
分～3時30分 としま産業振興プラ
ザ（IKE・Biz）◇人生100年時代を生
きるための生活設計とお金の話を学
ぶ◇区内在住、在勤、在学の方◇50
名█申はがきかファクスで消費生活グ
ループ█FAX5992‐7024へ※先着順。
█問当グループ☎4566‐2416

出前寄席

①虎の子の年金は渡せない…令和2
年1月21日㈫ 区民ひろば千早
②詐欺は涙かため息か…1月22日㈬
区民ひろば長崎
いずれも午後1時30分～2時10分
◇落語であなたの財産を狙う詐欺の
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

講演会「ご本人、ご家族、支援
者で考える～てんかんのある方
の社会参加と支援～」

令和2年1月31日㈮ 午後2時～3
時30分 としま区民センター◇20名
█申電話かファクスで「心身障害者福
祉センター☎3953‐2811、█FAX3953‐
9441」へ※先着順。

3日で資格が取れる！！
家事援助スタッフ育成研修

令和2年2月10日㈪～12日㈬ 午
前9時～午後3時30分 ケアハウス
菊かおる園（西巣鴨2‐30‐19）◇修
了者は区に住民登録がある要支援1
・2相当の方を対象とした訪問型サ
ービス（家事援助のみ）に従事可。最
終日は区内の介護サービス事業者と
の「就職相談会」に参加可。詳細は区
ホームページ参照◇区内在住、在勤、
在学の18歳以上で働く意欲のある方
◇50名程度█申区ホームページ（下記
2次元コードから読み取りも可）か
ら1月22日までに申込
み。事前予約の上、窓
口申込みも可。
█問総合事業グループ☎
4566‐2435

豊島区男女共同参画都市宣言
記念講演会「眞鍋かをり流
柔軟な人生の生き方」

令和2年2月15日㈯ 午後2～4
時 としま産業振興プラザ（IKE・
Biz）◇仕事、家庭、子育てについて
の対話式講演会◇150名█保6か月以
上未就学児。定員あり。要予約。
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センタ
ー☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EM
A0029117@city. t
oshima. lg. jp」へ
※先着順。

お正月スポーツ広場

令和2年1月12日㈰ 午前9時30
分～午後3時30分 豊島体育館◇卓
球、キンボール、ペガーボールほか。
各種目の実施時間など詳細は問い合
わせてください◇おとな500円、子
ども300円◇室内履き持参█申当日直
接会場へ。
█問（特非）地域総合型椎の美スポーツ
クラブ事務局☎3955‐4858

ストレッチ無料体験会
新規教室開設 参加者募集！

令和2年2月4～25日 火曜日
午後7時30分～8時15分 としま産
業振興プラザ（IKE・Biz）◇初心者の
方も安心して参加できる講習会※無
料体験会への参加は1名1回まで。
3月からの有料講習については問い
合せてください◇16歳以上◇20名
█申電話で各回前日までに当館☎3980
‐3131へ。直接窓口申込みも可（午
前10時～午後8時）※先着順。

●豊島都税事務所
「1月は固定資産税（償却資産）の申
告月です（23区内）」
固定資産税は、土地や家屋のほか、
償却資産（機械や備品などの事業用
資産）をお持ちの方にも課税されま
す。令和2年1月1日現在、23区内
に償却資産をお持ちの方は、資産が
所在する区にある都税事務所に申告
してください。申告期限は令和2年
1月31日です。償却資産の申告には、
電子申告（eLTAX）も利用できます。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

●（一社）700MHz利用推進協会
「テレビ受信障害対策について」
携帯電話での新しい電波利用開始
にともない、地上デジタルテレビに
受信障害が出る可能性があります。
障害が発生する恐れのある地域にチ
ラシを投函します。障害が発生した
場合は、無償で回復作業を行うので、
700MHzテレビ受信障害対策コール
センターへ問い合わせてください。
また、特に受信障害が発生する可能
性が高い地域は対策員が訪問し、説
明と対策作業を行っています。
◇テレビ受信障害対策を装った詐欺
行為や悪徳商法に注意…対策員は対
策員証を携帯しており、対策作業や

回復作業で費用を請求することはあ
りません。
█問当コールセンター�0120‐700‐012、
☎050‐3786‐0700（午前9時～午後
10時。年中無休）

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。

区内3か所の定点測定施設での、
空間（大気）放射線量測定の結果、
区の目標値である0．23マイクロシ
ーベルト／時間未満の値でした※
詳細は区ホームページ参照。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

◆池袋 「ニューイヤーコンサー
ト」…令和2年1月8日㈬ 午後
1時30分～2時30分（受付開始午
後0時45分）◇新年を皆さんでお
祝いする。出演…演歌歌手／山本
湖々、歌手／美保
█問当ひろば☎3982‐9658
◆さくら第二 「新年の集い」…1
月12日㈰ 午後1時30分～3時
（受付開始午後1時）◇大正大学雅
楽倶楽部の宮中音楽で新年を祝う。
█問当ひろば☎3958‐8453
◆豊成 「新春の集い」…1月14日
㈫ 午後2～3時◇出演…早稲田
大学津軽三味線愛好会／三津巴
█問当ひろば☎5961‐3494
◆長崎 「新春作品展」…1月16日
㈭・17日㈮ 午前10時～午後4時
（17日は午後3時まで）◇サークル
団体・個人の作品展示。南京玉す
だれ演技。午前11時30分からパン
販売。喫茶コーナー。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆西池袋 「新春作品展・新春舞
台発表」…1月18日㈯ 午前10時
～午後3時◇サークルと個人の作
品展示とサークルの舞台発表。
█問当ひろば☎3980‐0088

◆高南第二 「わくわく音楽ひろ
ば」…1月18日㈯ 午前10時30分
～11時15分◇親子で楽しむ音楽ワ
ークショップ。出演…どんぐりず
◇0歳からの子どもと保護者
█問当ひろば☎3987‐6600
◆清和第一 「ニューイヤーコン
サート 中国伝統楽器～二胡の調
べ～」…1月18日㈯ 午後1時30
分から◇演奏…甘建民
█問当ひろば☎5974‐5464
◆椎名町 「新春の集い」…1月18
日㈯ 午後1時30分から◇日本舞
踊…出演／七々扇恵里那、サーク
ル発表…出演／スィトピーの会、
いきいきひまわり、元気ながさき
の会、リズム体操椎名町、フラサ
ークルレフア。終了後おしるこで
お祝いする。
█問当ひろば☎3950‐3042
◆要 「New Year コンサート」
…1月25日㈯ 午後1時30分～2
時30分◇大井スウィングバンドに
よるジャズコンサート。
█問当ひろば☎3972‐6338

█申当日直接各ひろばへ。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

「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。

◆LIVE MUSIC in THEATER
ハレザの夜の BIG BAND JAZZ
…令和2年3月20日㈷ 午後7時
開演 としま区民センター◇大塚
のライブジャズバー DONFAN
プロデュースのスペシャルステー
ジ◇未就学児入場不可◇2階指定
席3，000円、1階自由席2，800円、
1階スタンディング1，800円※区
民先行発売1月10日から。
◆豊島区吹奏楽団＆豊島区管弦楽
団コンサート…吹奏／1月18日㈯、
管弦／2月23日㈷ いずれも午後
2時開演 東京芸術劇場◇J・ヴ
ァン＝デル＝ロースト・オリンピ
カ、ブリュッセル・レクイエム
（吹奏）、ブラームス「ネーニエ」、
ベートーヴェン「交響曲第九番」（管
弦）ほか◇吹＆管セット券1，500円
※前売のみ（1月17日まで）、各公
演前売1，000円、当日1，200円、3
歳～中学生無料（要座席指定券）
█申いずれも電話でとしまチケット
センター☎0570‐056‐777へ。
◆豊島区文化祭「吟剣詩舞大会」参
加者募集…3月15日㈰ としま区
民センター◇詳細は当財団ホーム
ページ参照。
█問いずれも事業企画グループ☎
3590‐7118
◆地域文化創造館
●5館合同新春発表会2020…1月
11日㈯ 午後1時30分開演 南大
塚ホール◇出演…器楽／コンチェ
ルト・クラリッサ、ゴスペル／
Tears&Soul、アフリカンダンス／
MAMADO、ギター／ギターサ
ークル・コモエスタ、混声合唱／
コーラス老若男女█申当日直接会場
へ、●ぷらり★としま U-30教え
て！としまの魅力"若者"×"地域"
＝"！"を見つけるトークセッショ
ン…2月11日㈷ 午後2～4時
巣鴨地域文化創造館◇30歳位まで
◇30名█申当財団ホームページから
申込み※先着順。
█問いずれも南大塚地域文化創造館
☎3946‐4301
●駒込 ①Valentine Concert
in Komagome…2月2日㈰
午後2時開演◇出演…青島広志、
小野 勉◇60名◇700円█申当館窓口

か電話で申込み※先着順。
●南大塚 ①地域演劇交流イベン
ト ＃演劇的な一日in大塚2020…
2月8日㈯ 午前11時から 南大
塚地域文化創造館、南大塚ホール
█申当日直接会場へ、②落語イベン
ト―南大塚ホールで落語ざんまい
―…3月14日㈯ 午後2時開演◇
出演…桂宮治、入船亭小辰、春風
亭一花ほか◇200名█申往復はがき
で1月31日までに当館へ。当財団
ホームページから申込みも可※応
募者多数の場合は抽選。
●雑司が谷 ①第20回ベビーカー
コンサート…1月29日㈬ 午前11
時開演◇50組█申当館窓口か電話で
申込み※先着順。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【217】テーマで読みと
く文学～作家の成熟を考える～…
2月7日～3月6日 金曜日 午
前10時～正午◇20名◇2，200円◇
1月17日必着、②【219】中国北京
の世界遺産「紫禁城（故宮）」を知る
…2月22日㈯ 午後1時30分～3
時30分 北京語言大学東京校◇20
名◇500円◇2月1日必着。
●雑司が谷 ③【313】大人のため
のメディア・リテラシー講座…2
月15日㈯ 午後1～5時◇30名◇
1，000円◇1月30日必着。
●千早 ④【413】古典文学講座「源
氏物語を読む」…2月12日～3月
4日 水曜日 午後2～4時◇30
名◇2，200円◇1月18日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上█申往復はがき（上記
記入例参照。講座名・番号も記入）
で各館へ。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。詳細
は各館へ問合せ。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、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）

11月
測定日

仰高小学校
（駒込5丁目）

朋有小学校
（東池袋4丁目）

要町保育園
（要町3丁目）

19日 0．06 0．06 0．06

※測定結果は校庭などの地上1ｍのもの。
※単位はマイクロシーベルト／時間。

●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 健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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※1 グランド・会議室の貸出は12月27日まで、1月5日から、グランドの無料開放は
12月28日まで、1月4日からです。

※2 南長崎第二区民集会室は大規模改修工事のため貸出休止中です。
※3 1月1・2日も利用申込みの受付をしています。☎5396‐2873
※4 区民ひろばさくら第一は大規模改修工事のため休館中です。
※5 12月23日は電話問合せのみ受け付けます。

※6 駒込駅北・西巣鴨駅・巣鴨駅北・巣鴨駅南・巣鴨駅第三・目白駅東・目白駅西・
目白駅北・千登世橋自転車駐車場、そのほか道路上施設は年中無休です。

※7 会議室の受付抽選は1月10日です。
※8 1～3階のインフォメーション、チケットセンター、カフェ、パパママ☆すぽっ

と、パブリックトイレは年中無休です。
※9 地下2階の駐車場は年末年始も利用できます。
※10 自転車駐車場は1月1～3日の間、使用できません。1月4日午前5時から利用可。
※11 12月29日は午前8時30分～午後6時です。
●山中湖秀山荘、猪苗代四季の里は休まず営業しています。

○都立大塚病院内「豊島文京（平日準夜間）こども救急」は、年末年始（12月28日～1月5日）は実施していません。
○年末年始は混み合うため、内科・小児科は電話で確認後に受診してください。歯科は電話予約制です。
○午前中の混雑状況により、午後の診療開始時間が遅れることがありますのでご了承ください。
○交通障害を伴うような悪天候の場合は診療を中止させていただくことがあります。

診療機関 診療日 受付時間 所在地 電話番号

内科・
小児科

休
日
診
療
所

池袋休日診療所
12月28日㈯ 午後5時～午後9時30分

東池袋4‐42‐16 池袋保健所1階 3982‐019812月29日㈰～1月5日㈰ 午前9時～正午
午後1時～9時30分

長崎休日診療所 12月29日㈰～1月5日㈰ 午前9時～正午
午後1時～4時30分 長崎2‐27‐18 3階 3959‐3385

在
宅
当
番
医

くにやクリニック 12月31日㈫
午前9時～正午
午後1時～4時30分
※必ず事前電話で受診

南大塚2‐37‐11‐101 5319‐0873
小林内科クリニック 1月1日㈷ 巣鴨1‐4‐1 5977‐8070

及川醫院 1月2日㈭ 巣鴨1‐40‐5
SHIROビルヂング2階 3945‐9270

おおこし医院 1月3日㈮ 東池袋2‐26‐4 3971‐3012

歯科 池袋歯科休日応急診療所 12月29日㈰～1月5日㈰ 午前9時～午後4時30分
※電話予約制です

東池袋4‐42‐16 池袋保健所1階
あぜりあ歯科診療所内 5985‐5577

薬局 池袋あうる薬局 12月28日㈯ 午後5時～9時30分 東池袋4‐42‐16 池袋保健所1階 3984‐754012月29日㈰～1月5日㈰ 午前9時～午後9時30分

施設名 年末（まで） 年始（から）

文化施設

図書館 12月28日㈯ 1月14日㈫
熊谷守一美術館 12月22日㈰ 1月8日㈬
郷土資料館、鈴木信太郎記念館、
みらい館大明 12月27日㈮ 1月5日㈰

あうるすぽっと（※7） 12月25日㈬ 1月4日㈯
東京建物 Brillia HALL 12月31日㈫ 1月4日㈯
としま区民センター（※8）、地域
文化創造館（千早地域文化創造館
多目的ホール含む）

12月28日㈯ 1月4日㈯

豊島ふくろう・みみずく資料館 12月22日㈰ 1月4日㈯

体育施設

豊島体育館 12月27日㈮ 1月4日㈯
総合体育場、西巣鴨体育場、荒川
野球場、巣鴨体育館、雑司が谷体
育館（※9）、南長崎スポーツセン
ター（多目的広場を含む）（※10）、
三芳グランド

12月28日㈯ 1月4日㈯

池袋スポーツセンター（※11） 12月29日㈰ 1月4日㈯

観光・公園
施設

雑司が谷旧宣教師館 12月27日㈮ 1月5日㈰
雑司が谷案内処 12月25日㈬ 1月1日㈷
豊島区観光情報センター 12月27日㈮ 1月6日㈪
トキワ荘通りお休み処、池袋の森、
目白の森、目白庭園 12月28日㈯ 1月4日㈯

土木事務所 公園管理事務所、道路工事事務所 12月27日㈮ 1月6日㈪
まちづくり
センター 染井、上池袋第一・第二、東池袋 12月27日㈮ 1月7日㈫

その他
開放施設 地域活動交流センター 12月28日㈯ 1月4日㈯

施設名 年末（まで） 年始（から）
区役所（東部区民事務所、生活福祉課、西部生
活福祉課を含む） 12月27日㈮ 1月6日㈪

西部区民事務所（※1） 12月27日㈮ 1月6日㈪

区民集会室
など

池袋第三、目白第一 12月28日㈯ 1月14日㈫
上記以外の区民集会室（※2）、帝京
平成大学池袋キャンパス内集会室、
心身障害者福祉センター会議室

12月28日㈯ 1月4日㈯

暮らしの
関係施設

南池袋斎場（※3） 12月31日㈫ 1月3日㈮
ふるさと千川館 12月30日㈪ 1月2日㈭
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）、
区民ひろば（区民ひろば集会室含
む）（※4）

12月28日㈯ 1月4日㈯

豊島リサイクルセンター（※5） 12月28日㈯ 1月5日㈰
豊島清掃事務所 12月30日㈪ 1月4日㈯
男女平等推進センター（エポック10）12月27日㈮ 1月6日㈪
自転車保管所 12月27日㈮ 1月5日㈰
自転車駐車場（※6） 12月31日㈫ 1月4日㈯

保健・福祉
・教育施設

高齢者総合相談センター（地域包
括支援センター）、高田介護予防
センター、東池袋フレイル対策セ
ンター“いーとこ”、中高生センタ
ー、子どもスキップ、東・西子ど
も家庭支援センター、区立保育園、
教育センター、豊島健康診査セン
ター

12月28日㈯ 1月4日㈯

池袋保健所、長崎健康相談所、心
身障害者福祉センター、福祉作業
所、生活実習所、東・西障害支援セ
ンター、豊島区民社会福祉協議会、
東京広域勤労者サービスセンター

12月27日㈮ 1月6日㈪

池袋本町プレーパーク 12月27日㈮ 1月5日㈰

█問総務課総務グループ☎3981‐4451
（12月28日～1月5日は区役所☎3981‐1111へ）年末年始 暮らしのガイド年末年始 暮らしのガイド

施設などの開設状況

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203
（12月28日～1月5日は区役所☎3981‐1111へ）年末年始の休日診療などのご案内年末年始の休日診療などのご案内

年末年始の休日診療 受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。

医療機関案内
東京都保健医療情報センター 東京消防庁
●医療機関案内サービス「ひまわり」（音声案内・24時間受付）
☎5272‐0303、█HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/

●聴覚障害者の方など専用ファクシミリ案内（24時間受付）
█FAX5285‐8080

●外国語での医療情報サービス（毎日 午前9時～午後8時）
（英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語による案内）
☎5285‐8181

●救急相談センター（24時間受付）☎＃7119または電話☎3212‐2323
●インターネットによる救急病院案内（受診可能な救急病院をホームページで案内しています）
█HPhttp ://www.tfd.metro.tokyo.jp/kb/index.htm

東京都
●小児救急相談（平日…午後6～11時、土・日曜日、祝日、年末年始…午前9時～午後11時）
☎＃8000または☎5285‐8898
●豊島消防署☎3985‐0119 ●池袋消防署☎3988‐0119
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