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●転出届は郵送でも手続き可能です
豊島区からほかの区市町村へ引越しされる方

（転出）は、転出届を郵送で提出して転出証明書を
受け取ることができます。転出届のダウンロード
や必要書類などの詳細は、区ホームページ参照か
問い合わせてください。
◇郵送先…〒171‐8422 南池袋2‐45‐1 総
合窓口課住民記録グループ
◇郵送するもの…転出届出書（本人が記入）、本人
確認書類の写し、返信用封筒（84円切手貼付。宛
先は豊島区での住所または転出先の住所）
�マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
（※）をお持ちの方は転出届出書（本人が記入）、本
人確認書類の写し
（※）新住所に住み始めた日の翌日から14日以内に
転入届を提出しないとカードが失効します。余裕
をもって手続きをしてください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

●特別区民税・都民税（住民税）の
申告期限を延長しました

◇申告期限…4月16日㈭まで
申告書は郵送で提出することもできます。
※所得税の確定申告等の申告期限は、国税庁ホー

ムページを確認してください。
※申告期限の延長に伴い、提出された確定申告書
および特別区民税・都民税（住民税）申告書の内容
反映が住民税額および各種保険料等の算定に間に
合わない場合や課税証明書などの発行に支障ので
る場合があります。順次反映しますので、ご理解
をお願いします。
█問課税調整グループ☎4566‐2353、課税第一グル
ープ☎4566‐2354、課税第二グループ☎4566‐
2355

●郵送や電話でできる手続き
手続きにより、受付方法が異なり

ます。詳細は区ホームページ参照か
問い合わせてください。
●後期高齢者医療に関する手続き
◇対象…①被保険者証の再交付（紛失などによる）、
②限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適
用認定証の再交付（紛失などによる）、③限度額適
用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の
新規申請、④葬祭費支給申請、⑤補装具給付申請、
⑥確定申告用の保険料納付金額の確認、⑦保険料
口座振替申込み。
█問①～⑤後期高齢者医療グループ☎3981‐1332、
⑥・⑦☎3981‐1937

●国民年金に関する手続き
◇期間…4月30日㈭まで◇対象…①会社をやめた
とき・3号被保険者が扶養をはずれたとき、②国
民年金保険料の支払いが困難なとき、③第1号被
保険者が産前産後の国民年金保険料の免除を申請
するとき。
█問国民年金グループ☎3981‐1954
●介護保険に関する手続き
◇対象…①被保険者証等の再交付、②口座振替の
申請、③介護保険料の納付額の確認、④介護保険
料の納付書の再交付および納付相談、⑤介護保険
料還付金の請求、⑥要介護認定申請（転入以外）⑦
高額介護（介護予防）サービス費の申請。
█問①資格賦課グループ☎3981‐6376、②～⑤収納
グループ☎3981‐4715、⑥認定審査グループ☎
3981‐1368、⑦給付グループ☎3981‐1387
●子育て支援に関する手続き
◇対象…①児童手当／各種申請、現況届提出、そ
のほか変更手続きなど、②子どもの医療費助成／
交付申請、住所・氏名・健康保険の変更、再交付、
有効期限の延長（在留更新）など、③ひとり親家庭
等の手当・医療費助成／住所・氏名・健康保険な
どの変更、現況届提出、ひとり親家庭等医療証の
再交付、そのほか変更手続きなど。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

●集団感染を防ぐために
国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例が見られます。この段階では、濃
厚接触者を中心に、感染経路を追跡調査することにより感染拡大を防ぎます。換気が悪く、人
が密に集まって過ごすような空間に集団で集まり、食事を共にするような機会は避けましょう。

◇感染が疑われる方への看護のポイント
飛沫感染と接触感染により感染します。家庭や施設では下記の点に気を付けてください。
①看護する人を決めましょう。可能であれば、看護する人を1人決め、他の同居者は患者と不
必要に接触しないようにしましょう。
②看護するときは、使い捨てのマスクを着用しましょう。また、嘔吐物などの処理は手袋を着
用しましょう。
③看護する人や同居者も毎日朝夕の検温をしましょう。
④患者が休養する環境を整えましょう。周りの方にうつさないよう、個室で休養しましょう。
部屋を分けられない場合は、少なくとも2ｍ以上の距離を保つ、カーテンなど間仕切りをする
などし、定期的に換気します。また、患者が使うタオルやコップなどは他の同居者と分けまし
ょう。
⑤看護した後は手を洗いましょう。
⑥患者の看護に使ったごみを捨てるときは、ビニール袋などに入れしっかり口を縛って捨てま
しょう。
⑦患者が使った食器や衣類は通常通りに洗います。
⑧患者や同居者が触れる場所を清掃・消毒しましょう。水と洗剤によるふき取り清掃か、消毒
剤によるふき取りをします（消毒は次亜塩素酸ナトリウムかエタノールが有効です）。
█問感染症グループ☎3987‐4182

資金繰りや経営に関する相談を受け付けています。
◇対象…事業活動に影響を受けるまたはその恐れのある中小企
業、個人事業主

◇日時…月～金曜日 午前9時30分～午後4時30分
◇場所…としまビジネスサポートセンター（区役所本庁舎7階）
█申事前に電話で当センター☎5992‐7022へ。

3月の区が主催するイベントなどは、原則中止とい
たします。また、4月以降開催予定のイベントなども
中止・延期する場合があります。詳細は
各イベントの問い合わせ先に確認してく
ださい。中止・延期するイベントなどは、
区ホームページで随時お知らせします。

厚生労働省などを装い、「費用を肩代わりするので
検査を受けるように」「個人情報を聞き出そうとされた」
などとの不審電話があったと報告されています。注意
してください。

区立施設使用の予約をキャンセルした場合は、使用
料を全額還付します。還付方法は予約した施設に問い
合わせてください。
◇対象…2月1日㈯～3月31日㈫の間に、新型コロナ
ウイルス感染症を理由としてキャンセルした方
※今後の状況により期間を延長する場合があります。
※施設使用前の取消で通常キャンセル料が生じる場合
も徴収しません。

保険料の納め忘れはありませんか？
3月31日が納期限です

２０２０年
３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。3／21
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新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ
●イベントなどの開催中止・延期について

●不審電話にご注意ください

●区立施設使用キャンセルに伴う
使用料の還付などの取り扱い

新型コロナウイルスに関する中小企業等の特別窓口を設置しています

手続きなどで来庁を検討している方へ

●「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。



児童・生徒等表彰 受賞者児童・生徒等表彰 受賞者
令和元年度  豊島区教育委員会

後期高齢者医療後期高齢者医療 福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

環境・清掃環境・清掃

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

令和2年度後期高齢者医療保険料
（仮算定）のお知らせ

●普通徴収（納付書・口座振替）の方
…4月中旬に令和2年度の後期高齢
者医療保険料額通知書（仮算定）を発
送します。令和元年度の年間保険料
額を12等分して仮算定額（4～6月
期分）とします。口座振替以外の方
には納付書を同封します。年間保険
料額は、令和元年の所得に基づいて
7月に計算し、改めて通知します。
●特別徴収（年金天引き）の方…令和
元年7月以降に送付した「後期高齢
者医療保険料額決定（変更）通知書」
の「翌年度特別徴収仮徴収額」欄に記
載された額を、4・6・8月期に年
金から天引きします。令和2年4月
から特別徴収が開始になる方は、2
月中旬に送付した「特別徴収開始の
お知らせ」に記載された額を天引き
します。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1937

豊島区認知症カフェ
運営補助金の交付

◇対象…区内に事務所がある法人お
よび医療機関で、認知症のケアや相談
に関する専門職が常駐する認知症カ
フェを月1回以上定期的に運営する団
体※令和2年度中に開設予定の団体
も可。詳細は区ホームページ参照か
問い合わせてください█申所定の申込
書（区ホームページからダウンロード
も可）を4月20日～5月15日（平日午前
8時30分～午後5時）の間に介護予防
・認知症対策グループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2433

親子の絆づくりプログラム赤ち
ゃんが来た！（全4回）

4月7・14・21・28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◇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。赤ちゃんとの関わりを
学び、子育て仲間を作る◇区内在住
で令和元年12月～令和2年2月生ま
れの赤ちゃん（第一子）と母親◇10組
█申3月24日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。

離乳食講習会

4月14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、
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、むし歯予
防を学ぶ（保護者のみ試食あり）◇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。

人口動態調査（職業・産業）にご
協力ください

人口動態調査は、出生、死亡、死

産、婚姻、離婚の各届書をもとに、
出生や死亡の状況などを調べるため
毎年実施しています。令和2年度は
各届書に「職業」の記入（死亡届には
勤務先の「産業」の記入）もお願いし
ています。ご理解とご協力をお願い
します◇期間…4月1日～令和3年
3月31日◇対象…出生、死亡、死産、
婚姻、離婚届を提出する方。
█問戸籍グループ☎3981‐4737、東京
都福祉保健局総務課☎5320‐4109

豊島区プレミアム付商品券
取扱店のみなさまへ

取扱店で使用された豊島区プレミ
アム付商品券の換金期限は、4月15

日です。換金期限を過ぎた場合、換
金できません。必ず、期限内に取扱
金融機関で換金を行ってください。
█問豊島区プレミアム付商品券コール
センター☎5931‐4121

空き家・相続・不動産無料相談会

3月25日㈬ 午後1～5時 とし
ま区民センター◇弁護士、司法書士、
税理士、不動産鑑定士などによる相
続、不動産全般の個別相談◇区内在
住の方、区内に土地建物を所有の方
◇10組程度
█申電話でNPO法人日本地主家主協
会☎3320‐6281へ※先着順。

東長崎駅北口周辺地区まちづくり
ビジョンを策定しました

長崎地区にふさわしいまちづくり
の実現に向けて当ビジョンを策定し
ました。策定にあたり区民の皆さん
からご意見をお聴きしました。
●閲覧できます…ビジョンの全文に
ついては、区ホームページで閲覧で
きます。
█問沿道推進グループ☎3981‐3449

都条例「マンション管理状況
届出制度」が開始します

対象のマンションには、都から届
出用紙などをお送りします。詳細は
東京都マンションポータルサイト█HP
http ://www.mansion-tokyo.jp/
参照か問い合わせてください◇対象
…昭和58年以前に新築された6戸以
上のマンション◇届出開始日…4月

1日◇届出方法…次のいずれかから
届出。①管理状況届出システムから
届出事項を入力（推奨）、②届出書に
記入し、豊島区住宅課窓口へ郵送か
持参※郵送などにかかる費用は自己
負担。
█問当制度に関すること…東京都住宅
政策本部マンション課☎5320‐5004、
届出書の記載方法…分譲マンション
総合相談窓口☎6427‐4900、届出に
関すること…豊島区住宅課マンショ
ングループ☎3981‐1385

カラス被害を防ぐために

3～6月はカラスの繁殖期です。
親鶏は卵やヒナを守るため、威嚇行
動をします。被害を防ぐため、以下
の点にご協力をお願いします。
◇ごみの出し方の工夫…餌となる生
ごみは紙で包んで出すなど、カラス
に見られないようにする。ごみ出し
の時間を守る◇巣を作らせない…庭
木の枝が三つ又にならないようにせ
ん定する。巣材となるハンガーなど
を屋外に放置しない◇繁殖期の行動
に注意…カラスが大声で鳴く、木に
くちばしをこすりつける、小枝を落
とすなどの威嚇行動をしたら、巣の
周囲から離れる。帽子をかぶる、傘
をさすなどにより、攻撃を予防する。
●区の取組み
①人に被害がおよぶ場合の巣やヒナ
の撤去…カラスが人を襲うなど緊急
を要する場合、②ごみ集積所（戸別
収集は貸出対象外）への防鳥ネット
無料貸出し。貸出場所／清掃事務所、

環境政策課、東・西区民事務所
█問①公害対策グループ☎3981‐2405、
②清掃事務所☎3984‐9681

令和2年度高齢者肺炎球菌ワク
チン予防接種のお知らせ

対象の方には3月下旬に予診票を
発送します◇対象…初めて高齢者肺
炎球菌ワクチンを接種する方で、区
内に住民登録があり、次の①か②に
該当する方。①令和2年4月2日～
令和3年4月1日の間に65・70・75
・80・85・90・95・100歳になる方、
②60歳以上65歳未満の方で、心臓、
腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能のいずれかに障
害があり、身体障害者手帳1級をお
持ちで、日常生活が極度に制限され
る方◇接種期間…令和3年3月31日
まで※期間外は費用助成を受けられ
ません◇自己負担額…4，000円※生
活保護受給者などは自己負担なし。
詳細は問い合わせてください◇実施
方法…予診票を23区内指定医療機関
に持参（医療機関により要予約）。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

風しんの追加的対策
「第5期定期予防接種」について

対象で未受診の方へ3月下旬にク
ーポン券を発送します◇対象…昭和
37年4月2日～昭和54年4月1日生
まれの男性◇期間…令和4年3月31
日まで※期間外は費用助成を受けら
れません◇実施方法…「厚生労働省
風しん追加対策」ホームページ掲載
の医療機関（区外も可）へ本人確認書
類とクーポン券を持参して受診（要
予約）。クーポン券が届いていない
方は問い合わせてください。
█問健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173

合唱団いきのちから～ミュージ
ックセラピー～参加者募集

4月～令和3年3月 月曜日（毎
月2回） 午後1時30分～3時30分
南大塚地域文化創造館◇気持ちを和
らげるリラクセーションとして、呼
吸法を学び、同じような体験をした
仲間と一緒に合唱で声を合わせる喜
びを楽しむ音楽療法を行う◇区内在
住のがん体験者◇5名程度◇半期12
回12，000円
█申電話でがんサポートコミュニティ
ー事務局☎6809‐1825（午前9時～
午後5時、土・日曜日、祝日は除く）
へ※先着順。

第188回豊島区都市計画審議会

3月26日㈭ 午後3時から 区役
所本庁舎8階議員協議会室█申当日直
接会場へ。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

シルバー人材センター

①入会説明会…4月17日、5月15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体操教室…第1～3月曜日（初回
4月6日） 午後1時30分～3時◇
25名◇月額2，100円、③絵手紙教室
…第1・3木曜日（初回4月2日）
午前10時～11時30分◇25名◇月額
1，600円、④表装教室…第2・4金
曜日（初回4月10日） 午前9時～正
午◇10名◇1回1，600円、⑤だれで
もかんたん英会話教室…第1～4火
曜日（初回4月7日） 午前10時～11
時30分◇8名◇1回6，200円、⑥シ
ニアのための英会話教室…ⓐ水曜日
午前10時～11時30分、ⓑ水曜日 午
後1時～2時30分、ⓒ木曜日 午後
1時～2時30分、ⓓ木曜日 午後3
時～4時30分◇50歳以上◇各8名◇
月額6，200円◇3月27日正午締切※
応募者多数の場合は抽選、⑦パソコ
ン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ災害時
スマホ活用／4月16日㈭ 午後0時
45分～2時15分◇510円、ⓑ無料体
験教室／4月18日㈯ 午後3時～4
時30分、ⓒパソコン入門（全4回）／
4月2～23日 木曜日 午後3時～
4時30分◇5，600円、ⓓ初級ワード
Ⅰ（全4回）／4月1～22日 水曜日
午前10時～11時30分、ⓔ初級エクセ
ルⅠ（全4回）／4月4～25日 土曜
日 午後0時45分～2時15分◇ⓓⓔ
5，800円、ⓕワード基礎Ⅰ（全4回）
／3月31日～4月21日 火曜日 午
後3時～4時30分、ⓖエクセル基礎
Ⅰ（全4回）／3月31日～4月21日
火曜日 午後0時45分～2時15分◇
ⓕⓖ6，600円、ⓗiPad 入門（全4回）
／4月3～24日 金曜日 午後3時
～4時30分◇5，680円、ⓘスマホ写
真整理（全2回）／4月1・8日 水
曜日 午後0時45分～2時15分◇
2，550円、ⓙパワーポイント入門（全
4回）／3月31日～4月21日 火曜
日 午前10時～11時30分◇5，800円
█申①～⑥は電話で当センター☎3982
‐9533へ。⑦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。

新型コロナウイルス感染の未然防止のため、開館日を4月1日以降に延期しました。開館の時期は改めてお知らせします。
█問マンガの聖地としまミュージアムグループ☎5992‐7018

区立小・中学校の児童・生徒の持続的な努力や功績、他の児童・
生徒の模範となる行いに対して、功績を広く表彰するために、教育
委員会から表彰状を贈る「児童・生徒等表彰」を実施しています。
各小・中学校や関係機関からの推薦に基づき、厳正な審査のうえ、

表彰者を決定しました。（敬称略）
█問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

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。

「貴金属装身具」伝統工芸士・松本正博さんは、昭
和15年に新宿区で生まれ、小学生の頃豊島区に移り
住んだ。時計・貴金属店を営んでいた父親の影響で、高校卒業後、
貴金属加工業の職人関田 好太郎氏に師事。約10年間の修行の後、
独立し松本工芸を開業した。
宝飾品などの貴金属装身具に使われる素材は主にシルバーやゴー
ルド、プラチナ。松本さんは様々な道具を駆使して、それらの素材
から小さなパーツを作り、組み合わせて作品の原型をかたち作って
いく。留石の大きさや形を確認しながらデザインを微調整し、仕上
げまですべて手作業で行う。
機械加工技術の進歩により大量生産品が主流となる今、宝石の加
工以外の全工程を行える数少ない工芸士である。「全盛期は都内で
も私みたいな職人が30人以上はいたけど、今も続けているのは2～
3人」と松本さん。それでも続けているのは、何もないところから、
顧客の要望やイメージに合ったものを作り出し、具現化できた時の
喜びがあるからと語る。
正統派のデザインはもちろんのこと、カニ
や昆虫、果物をモチーフとした身近に親しめ
る作品を多数製作。伝統的な技法に裏打ちさ
れた確かな技術によって製作される作品は顧
客やデザイナーから高い支持を得ている。
その卓越した技能が認められ、平成28年に
東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞を
受賞した。

█問商工グループ☎4566‐2742

「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。

学校名 学年 対象者名 功績・業績・善行 など

仰高小 5年 岩井 まゆ 第17回「調べる学習コンクール in としま」 区長賞
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」 優良賞

駒込小 5年 齋藤 歩美 第41回全国 JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会 女子50ｍ平泳ぎ 第1位 女子200ｍ個人メドレー 第3位
女子4×50ｍメドレーリレー 第1位

巣鴨小 2年 三樹 怜依 第37回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 弦楽器部門 小学生の部 全国大会 第5位
清和小 2年 平野 湊士 第37回全国小・中学生作品コンクール パソコン部門 文部科学大臣賞
朝日小 5年 舟橋 昌秀 VEXロボティクス競技大会Design Award 優秀賞 日本代表として世界大会へ出場

池袋第一小 6年 久郷 悠人 第17回「調べる学習コンクール in としま」 区長賞
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」 優良賞

池袋第一小 2年 久郷 咲友 第17回「調べる学習コンクール in としま」 区長賞
第23回「図書館を使った調べる学習コンクール」 優良賞

池袋本町小 1年 中島 勝士 第22回 空手道拳道会 全国ジュニア選手権大会 組手 小学1年生の部 準優勝

池袋第三小 4年 カバ カディアトゥ わんぱく相撲豊島区大会 第4学年 優勝
わんぱく相撲東京都大会 関脇

池袋第三小 6年 堀込 のあ 池袋交通少年団にて通算2年10か月積極的に活動 多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞

池袋第三小 4年 飛ケ谷 麗七子 第13回セシリア国際音楽コンクール本選 ピアノ部門第5位
第10回ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 小学3・4年部門全国大会 銀賞

池袋小 6年 岸野 真夕 池袋交通少年団にて通算3年10か月積極的に活動 多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
池袋小 6年 岸野 真夕 令和元年度東京都スポーツ少年団 なぎなた大会 試合競技 小学5・6年生の部 第3位
池袋小 2年 章上 彦太 第22回 空手道拳道会 全国ジュニア選手権大会 組手競技 小学2年生の部 準優勝

池袋小 3年 宇和川 朔太郎 第11回 グレンツェンピアノコンクール全国大会 準優秀賞
第28回 グレンツェンピアノコンクール関東大会 優秀賞

南池袋小 2年 松山 雅 第15回読売防犯川柳コンテスト チャレンジ部門 奨励賞

南池袋小 Goreee's☆ULTD
代表 須貝 華蓮

第7回全日本ダンスコンクール全国大会 学校参加の部 銀賞
第7回全日本ダンスコンクール東日本大会 学校参加の部 金賞

南池袋小 みないけ合唱団
代表 安野 葉名 第86回NHK全国学校音楽コンクール東京都コンクール予選 銀賞

南池袋小 6年 山岸 サラ 目白交通少年団にて通算4年積極的に活動 多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
高南小 6年 中野 碧空 目白交通少年団にて通算4年積極的に活動 多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
高南小 6年 猪端 仁 東京都小学生科学展 東京都教育委員会賞
スウィーティ 代表 五前 夢々 第30回 全日本バトン選手権大会団体ポンポン小学生の部 優良賞
FUJIYAMA JVC 代表 白根 杏純 第40回東京都小学生バレーボール選手権大会 第3位
千早小 5年 濱野 来夏 第58回一茶まつり全国小中学生俳句大会 特選

高松小 6年 鈴木 蒼大 第2回南関東ジュニアスキー技術選手権大会 小学生男子の部 第1位
2019年度ジュニアスキーコンテスト 小学生高学年の部 男子第1位

駒込中 3年 今井 優奈 第67回東京都中学校学年別水泳競技大会 女子100ｍ平泳ぎ第3位
第71回東京都中学校選手権水泳競技大会 女子100ｍ平泳ぎ第4位

駒込中 1年 仙北谷 豪 第42回全国 JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会 男子4×50ｍメドレーリレー 第1位
巣鴨北中 3年 宗像 亜香里 豊島消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
池袋中 3年 岡﨑 友愛 第71回東京都中学校選手権水泳競技大会 女子100ｍ背泳ぎ第4位

池袋中 水泳部
代表 岡﨑 友愛 第71回東京都中学校選手権水泳競技大会 女子4×100ｍ フリーリレー第5位 女子4×100ｍ メドレーリレー第4位

池袋中 1年 南 拓斗 第27回世界年齢別トランポリン競技大会 ダブルミニトランポリン 優勝 タンブリング 第5位
千川中 3年 儀間 瑚道 池袋消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
千川中 3年 藤巻 達也 池袋消防少年団に6年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
明豊中 3年 梨本 詩月妃 池袋消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。

東洋英和女学院
中学部 3年 折田 彩乃 豊島消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。

本郷中 3年 林 明良 豊島消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
お茶の水女子大学
附属中学校 3年 駒場 凜 豊島消防少年団に8年在籍し、他の団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
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「貴金属装身具」 松本 正博氏
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トキワ荘マンガミュージアム
の開館延期について

健康チャレンジ！
マークのお知らせ
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区民ひろば

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

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ
官公署だより

ちかこイベントクラブ『「としま
タイムトンネル」で遊ぶ・訪ね
る～むかし・いま・あした～』

5月4日㈷・5日㈷ 午後1～6
時 あうるすぽっと◇としまで過去
から学んで現在を知り、未来を描く。
紙芝居、駄菓子屋、折り紙、昔話コ
ーナーなどに繋がるタイムトンネル
で遊ぶ█申当日直接会場へ。
█問協働推進グループ☎4566‐2314

中央図書館
ビジネスなんでも相談

4月以降原則毎週土曜日（木曜日
の開催はありません） 午前10時30
分～午後4時30分◇中小企業診断士
がビジネスに関する相談に無料で応
じます█申当日直接会場へ。
█問当館企画調整グループ☎3983‐
7861、NPO 法人としま創業ネット
ワーク☎3940‐6698

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

4月4日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「春
がくる前」、小野浩「馬車のくるまで」
█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

令和2年度西巣鴨中学校地域
スポーツクラブ会員募集

毎月2回土曜日※変更、休止の場
合あり 西巣鴨中学校◇実施種目…
野球／午前8時20分から、フットサ
ル・サッカー／午後1時から、ヨガ
／午後1時30分から、バレーボール
／午後3時から◇区内在住の小学生
以上※種目により制限などあり◇年
会費…中学生以下3，000円、高校生
4，000円、一般5，000円、親子（中学
生以下と保護者1名ずつ）7，000円█申
随時受付（体験・見学可）。所定の申
込書（活動日に直接配布。区ホーム
ページからダウンロードも可）を会
費とともに活動日に直接スポーツク
ラブへ。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐2764

チケット抽選会のお知らせ
としまスポーツ応援団
マイスターへの道

4月27日㈪ 午後7時から（受付
開始午後6時30分） としま区民セ
ンター◇2019年度オリンピック・パ

ラリンピック気運醸成事業「東京
2020大会へつなげ！としまスポーツ
応援団マイスターへの道」第6回イ
ベントで予定していた東京2020オリ
ンピック観戦チケットが当たる抽選
会を実施しま
す。これまで
本イベントに
参加いただき、
スタンプラリ
ーパスポート
をお持ちの方
はぜひ申し込
んでください。
█申郵送か Eメールで4月20日（消印
有効）までに、所定の申込用紙（学習
・スポーツ課で配布。区ホームペー
ジからダウンロードも可）にスタン
プ台帳ページ（17頁）の写しを添えて、
当課オリンピック・パラリンピック
連携推進グループ█EMA0014606@city.
toshima.lg.jp へ。直接当課窓口持
参も可。詳細は区ホームページ参照
か問い合わせてください。
█問当グループ☎4566‐2767

区民親子釣教室

4月29日㈷※小雨決行 午前9時
ＪＲ市ヶ谷駅改札口前集合、午後3
時現地解散 市ヶ谷フィッシュセン
ター釣り堀◇区内在住、在勤、在学
の方とその家族◇幼児1，000円、小
学生1，500円、中学生以上2，000円
釣竿、雨具、昼食、飲料水など持参
（貸竿あり）。
█申電話で4月22日までに豊島区釣友
連合会事務局 今成☎090‐3229‐
1079へ※先着順。

●豊島都税事務所
「4月から固定資産税における土地
・家屋の価格などが閲覧できます」
◇対象…1月1日現在、23区内に土
地・家屋を所有する納税者◇内容…
所有資産が所在する区で課税されて
いる土地・家屋の価格など◇期間…
4月1日～6月30日（土・日曜日、
祝日を除く） 午前9時～午後5時
◇場所…土地・家屋が所在する区に
ある都税事務所
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●（公財）東京都福祉保健財団
「令和2年度東京都子育て支援員研
修（第1期）受講生募集」
子育て支援分野で従事する上で、

必要な知識や技術を有する「子育て
支援員」の養成研修◇対象…都内在
住、在勤で、今後子育て支援員とし
て就業する意欲のある方█申4月3～
17日（必着）の間に申込書（当財団ホ
ームページ█HPhttp ://www.fukushi
zaidan.jp/111kosodateshien/か
らダウンロード可。区子育て支援課

窓口でも配布）を書留で郵送。カリ
キュラムや日程などの詳細は募集要
項かホームページ参照。
█問当財団☎3344‐8533
●国土交通省
「羽田空港の機能強化について」
羽田空港において、3月29日から
都心上空を飛行する新飛行経路の運
用を開始し、国際線を増便します。
航空機騒音などに関する相談や不明
な点など詳細は問い合わせてくださ
い。
█問国土交通省「羽田空港のこれから」
に関する電話窓口…3月31日まで☎
0570‐001‐160（午前9時30分～午
後7時／平日のみ※29～31日は午前

7時から）、4月1日から☎0570‐
001‐596、☎0570‐001‐160（午前
7時～午後8時／終日）※いずれも
IP 電話からは☎5908‐2420

◆西巣鴨第一 「ボッチャ」…4月
13日㈪ 午前10時から◇ボッチャ
を楽しむ◇18名

█申3月25日から電話で、当ひろば
☎3918‐4197へ※先着順。

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴い、今後開催予定のイ
ベントなどを中止する場合があり
ます。詳細は各イベントの問い合
わせ先に確認してください。また、
中止するイベントなどについては、
上記当財団ホームページでも随時
お知らせします。

◆令和2年度かるがも茶席…4月
2日～令和3年3月4日 第1木
曜日（8・10・12・1月を除く）各
日4回 赤鳥庵（目白庭園）◇1席
800円◇詳細は当財団ホームペー
ジ参照█申当日先着順受付。
◆第33回池袋いけいけ人形劇まつ
り in 大塚 パペリンピックでこ
んにちは…5月4日㈷ 午前10時
～午後4時 南大塚地域文化創造
館・南大塚ホール◇前売おとな
900円、3歳～小学生700円（当日
100円増）※3歳未満無料◇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
◆Echika 池袋ギャラリー「池袋ア
ートギャザリング公募展参加ギャ
ラリーとアートの出会い」…4月
1日㈬～29日㈷
█問活動支援グループ☎3981‐4732
◆地域文化創造館
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【102】ブルーアイラン
ド氏が調べた「少女マンガ史」…5
月8・22日、6月12日 金曜日
午後2～4時◇30名◇3，500円◇

は ん じ

4月20日必着、②【103】韓紙工芸
～韓国の紙工芸に触れてみません
か～…5月28日～6月18日 木曜
日 午前10時30分～正午◇16名◇
4，800円◇5月10日必着、③【104／
105】初めてのゴルフ講座…【104】
6月1～15日 月曜日 午前10時
30分～午後0時30分、【105】6月
5～19日 金曜日 午後4時30分
～6時30分◇各コース10名◇6，000
円◇4月30日必着。
●巣鴨 ④【201】ラタンでかご編
み…5月13～27日 水曜日 午後
2～4時◇10名◇3，000円◇4月
22日必着、⑤【202】脳活性ボード
ゲーム…5月19・26日 火曜日

午後1時30分～3時30分◇16名◇
1，000円◇4月28日必着、⑥【203】
中国古代の人間観―諸子百家を読
む…6月2～23日 火曜日 午前
10時～正午◇30名◇2，200円◇5
月12日必着、⑦【204】新しい「いの
ち」の倫理について考える…6月
1～29日（22日を除く） 月曜日
午後2～4時◇20名◇2，200円◇
5月12日必着。
●雑司が谷 ⑧【303】ちとせ橋コ
ミュニティ塾…5月13日～令和3
年1月27日 水曜日 午後2～4
時（一部例外あり）◇52名◇28，000
円◇4月21日必着、⑨【304】子育
て家族の応援講座「子育てママの
リフレッシュ講座」（保育付き）…
6月12日～12月5日 曜日時間不
定◇12名◇11，000円◇5月28日必
着。
●千早 ⑩【401】小江戸川越を歩
こう！町並み保存地区の楽しみ方
…5月22・29日 金曜日 午後2
～4時◇20名◇1，100円◇4月20
日必着、⑪【402】おもてなし英会
話～接客＆観光ガイドにチャレン
ジ！…5月24日～6月14日 日曜
日 午後2～4時（一部変更あり）
◇20名◇2，200円◇4月20日必着、
⑫【403】旧長崎町なるほどゼミナ
ール（12）長崎町の考古学…6月6
・13日 土曜日 午後2～4時◇
20名◇1，200円◇5月10日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上。【403】は18歳以上。
【303】、【304】は要問合わせ。
█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）
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