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主な内容
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国際アート・カルチャー都市としま特集

令和2年度　予算重点事業

世界を席巻するまでに成熟した日本のマンガ・アニメ
文化。その原点となる豊島区椎名町五丁目(現・南長
崎三丁目)にあったアパート「トキワ荘」が、「トキワ荘
マンガミュージアム」として新たにオープンします。
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トキワ荘解体から今年で38年。南長崎花咲公園内にオープンするトキワ荘マンガミュージアム（以下、ミュージアム）
は、マンガ家たちがかつて目にしていたトキワ荘の姿をリアルに再現しています。
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整備費用に充てるため区が創設した寄附金は個人・法
人合わせて948件・4億2,407万円（2月末日現在、区内
500件・1億8,583万円、区外448件・2億3,824万円）と
多くの支援を頂きました。

ミュージアムの建設にあたり、学識経験者、関係団体、地域の方々が名を連ねる「（仮称）マンガの聖地
としまミュージアム整備検討会議」などで議論を重ねました。
この会議に参加した「としま南長崎トキワ荘協働プロジェクト協議会」の足立さんと小出さんに、
トキワ荘から始まるまちづくりについて話を聞きました。

　トキワ荘のマンガ家たちは自分とほぼ同世代で、私はモーレツ社員として働いて
いた時期だったのでマンガに触れる機会はありませんでした。でも、いま読んでみると
当時の生活や文化に密着した一面を取り上げつつ、普遍的なテーマが描かれていて、本当に面白い
んだよね。
　私はトキワ荘マンガミュージアムを地域の活性化に繋げたいと考えています。地域を豊かにするの
は人と人との繋がりです。ミュージアムを通じて、そこを訪れるマンガ好きな人、地域に住む子どもた
ちやその保護者、そして高齢者が一つに繋がったまちを夢見て、模索しているところです。

ミュージアムには見どころがいっぱい！マンガを楽しんだり、当時のマンガ家になりきってみたりと、
トキワ荘の住人と同じように過ごすことができるプログラムがそろっています。

▲トキワ荘に住んでいたマンガ家たちの著作が壁一
面に。もちろん自由に手にとって読むことができます！

▲2階の常設展示室では昭和
30年代の、トキワ荘周辺の様
子を紹介するパネルを展示。

▲当時の航空写真などをもとに
制作されたジオラマは必見！

▲マンガ家になりきる
ことができる部屋や、実
際にマンガを描く体験
ができる部屋などもあ
ります。

▲食器や瓶などの日用品には当時の生活の息吹が感じられるよう、建物以外の細部も時代考証しています。

▲マンガ家の先生たちが主に過ごしていたのは昭和30年代。築後10年を想定して外壁の汚れや、鉄柵のサビといった傷みも再現。

▲ミュージアム2階はわずかに残る写真や当時、住んでいたマンガ家の先生の助言をもとに再現しています。

水野英子さんは昭和33（1958）年3月から10月までトキワ荘に居住していました。
当時のトキワ荘の様子など、たくさんの貴重な話を聞きました。

　トキワ荘で過ごしていた時のことですが、私としてはマンガ好きがひとつの場
所に集まってワイワイ楽しく語り合ったり好きなことにどっぷりのめり込んだり
と、それは本当に楽しい時間でした。みんな若くて、1つの部屋に何人くらい詰
め込めるか？なんて遊びをしたこともありました（※14人入ったそうです）。傍
から見ると「親戚同士なの？」と勘違いされるくらいに仲が良く、今じゃ考えら
れないかもしれませんが部屋の鍵なんて誰もかけていなかったです。トキワ荘
がここまでのものになるなんて、誰も考えていませんでしたよ。
　当時、マンガは子どもたちが読むもので、おとなはほとんど読んでいませんで

した。子どもたちを虜にした
マンガの「面白さ」「奥深さ」
が多くの人に親しまれている
のを見ると、隔世の感があり
ます。トキワ荘で過ごしたマ
ンガ家たちが描いたマンガに
は、世の中を描きかえること
が できるほどの 原 動 力 が
あったんだということをぜひ
ミュージアムで知ってもらえ
ればと思います。

●所在…南長崎3-9-22
　（南長崎花咲公園内）
●開館時間…
　午前10時～午後6時
　（入館は午後5時30分まで）
●休館日…毎週月曜日
　（祝日の場合は翌平日）、
　年末年始、展示替え期間。
●入館料…無料
　（企画展は有料の場合あり）

▲ミュージアムの最寄り駅の一つ落合南長崎駅に
は水野英子さんが描いた「星のたてごと」のリンダ
＆ユリウスのモニュメントがあります。

▲手塚治虫を慕って、多くのマンガ家でにぎわったトキワ荘。手塚治虫とのやりとりで今も心
に残っているのは「いい作品を描くから頑張ってください」と言ってもらえたことだそうです。

©水野英子

水野英子著「トキワ荘日記」表紙イラスト

足立菊保さん

豊島区長　高野之夫

　トキワ荘の住人は地方の出身者が多く、それぞれの地域でマンガ家の記念館や
博物館があります。ミュージアムをきっかけに、例えばマンガ家の故郷の物産品を
扱うアンテナショップが並ぶなど、人の交流が生まれたりすると面白いかもしれません。
　かつて椎名町小学校でトキワ荘のマンガのことを話したとき、子どもたちは目を輝かせて聞いてく
れました。地域に残るトキワ荘の記憶も薄らいできているなか、未来に向けて受け継がれていくため
には、子どもたちにトキワ荘の魅力を語り伝えることが大事だと思います。
　ミュージアムは地域が渇望した素晴らしいコンテンツです。このチャンスを活かさない手はありま
せん。ミュージアムのオープンはまちを盛り上げる新しい挑戦の始まりだと思います。

▲2月17日に2回目となる感謝状贈呈式を行いました。

　私が区長に就任した当時、
4,000名を超える地域の方々
から「（仮称）トキワ荘記念館
建設の陳情」がありました。
区は財政難のためトキワ荘
の再現に筋道をつけるのは
夢でしたが、記念碑やモニュ
メントの設置をとおして夢の
実現に向けて歩んできたとこ
ろです。
　そして、いよいよ念願のトキワ荘マンガミュージアム
がオープンします！区はミュージアムが「マンガの聖地」
として親しまれるよう取り組むとともに、地域の皆さん
だけでなくミュージアムに訪れた人々も楽しめるまちづ
くりの、新しい1ページを描いていきます。

寄附金は整備・運営費用に充てます。
寄附の方法など詳細は
区ホームページで確認してください。

★

★

★
★撮影…向さすけ氏

マンガ家  水野英子さん

当ミュージアムプレサイト
でも、施設の詳細をお知
らせしています。ぜひアク
セスしてみてください。

区は警視庁五方面記者クラブ
から、トキワ荘の天井板
の寄贈を受けました。
これはトキワ荘が解体

されているときに、
取り外した天井板
に手塚治虫が絵を
描いたものです。実
際のトキワ荘のもの
は非常に少なく、大
変貴重な資料です。

▲ 2階へと続く階段は、ギシギ
シときしむ音も再現！

小出幹雄さん

つな

　新型コロナウイルス感染症の未然防止および来
館者の健康や安全面を考え、開館日を4月1日以降
に延期しました。
　開館の時期は流行状況をみて判断し、改めてお
知らせします。
　ご理解を賜りますよう、よろしくお願いします。

トキワ荘マンガミュージアムの開館について

はた

とりこ

■問トキワ荘マンガミュージアム
　グループ☎5992-7018

ら
ん
ま
ん
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▲トキワ荘マンガミュージアムいよいよオープンへ

警戒レベルに応じた避難行動をとりましょう

文化を基軸にしたまちづくり

子どもと女性にやさしいまちづくり

“総合高齢社会対策プロジェクト”推進！

日本一の“高齢者にやさしいまち”の実現を目指して 今年度も引き続き認可保育所の誘致を進めて定員を確保するほか、保育需要
の高い１歳児の受け入れ枠を拡充します。さらに、私立幼稚園などの給食費
補助の対象世帯を拡大し、より子育てしやすい環境の充実を図ります。

●待機児童対策関係経費（10事業）…6億7,067万円

●私立幼稚園給食費補助事業経費【新規】…3,165万円

● 緊急1歳児受入事業【新規】…2,304万円
● 私立保育所に対する保育委託及び助成事業(扶助費)【拡充】…4億9,759万円

●としまキッズパーク整備事業経費
　【拡充】…4,782万円
●中小規模公園活用プロジェクト
　モデル事業経費【新規】
　…516万円

さらに安全・安心なまちづくり その他

パワーアシストスーツなどのロボット技術を活用
し、高齢者の就労の可能性を広げていきます。また、
おとな食堂など地域交流の場の創出や、プレシニ
アへの情報発信を行い、高齢者の積極的な外出や
社会参加を促進する取組みを強化します。

●社会的孤立ゼロプロジェクト事業経費【新規】…604万円

東池袋フレイル対策センターで開催しているおとな食堂▶

令和2年度の一般会計当初予算は昨年度につぐ、過去2番目の予算規模となりました。
新規・拡充全269事業の中から、重点分野事業を紹介します。

予算重点事業令和2年度

◆ 一般会計歳入歳出予算総額…1,282億9,323万円(前年度比14.4％減)
◆ 特別会計歳入歳出予算総額…576億4,689万円(前年度比0.6％減)

待機児童ゼロへのさらなる挑戦

7月に子どもたちが安全に楽しく遊べる、
夢のある公園「としまキッズパーク」がイケ・
サンパークに隣接してオープンします。く
らしの中にある小さな公園も、地域や公園
の特性を活かしながら、地域の皆さんと新
たな活用方法を検討、検証していきます。

公園からひろがる子どもたちの夢

●第20回アシテジ世界大会開催支援経費【新規】…1,000万円
●楽器寄附ふるさと納税実施事業経費【拡充】…41万円
●スクールソーシャルワーカー（SSW）の雇用経費【拡充】…1,139万円

子どもたちが音楽や芸術に触れる機会を増やし、文化や音楽を愛する気持
ちを養います。また、スクール・ソーシャル・ワーカー（SSW）を増員して、
きめ細やかな支援体制を充実させるなど、多方面からの支援を行い、未来
を担う人材育成を推進します。

多様な支援で子どもたちを育む

▲禁止ではなく「できる」を
　伝える公園看板

▲「としまキッズパーク」イメージ

迅速な救援センター
開設のための「救援
センター開設キット」
を設置するほか、備
蓄物資のさらなる充
実を図ります。7月に
は防災拠点となる「と
しまみどりの防災公
園(愛 称 イケ・サ ン
パーク)」が造幣局跡
地にオープンし、安全・安心に最善の体制を整えます。

災害対応力の強化

▲埼玉県秩父市「としまの森」
●無電柱化事業（巣鴨地蔵通り）経費【新規】
　…1億8,408万円
●学校門扉の自動施錠化事業経費【新規】
　…1,866万円
●入退室管理システム区立小学校への拡張
　経費【拡充】　…510万円●救援センター開設キットの整備経費【新規】…593万円

●救援センター用備蓄品の入替・積増経費【新規】
　…2,838万円
●帰宅困難者用備蓄物資の入替経費【新規】…1,748万円
●イケ・サンパーク防災施設整備事業経費【拡充】
　…2,006万円

都市災害の防止などを目的とした無電柱化の工事を
着々と進めています。学校や幼稚園では、門扉の自
動施錠化や、小学1～3年生対象のICタグによる入退
室管理システムを全校に設置するなど、子どもたちが
安心して学べる環境を整備します。

地域の安全・安心

昨年森林整備協定を結んだ埼玉県秩
父市に加え、長野県箕輪町とも協定
を締結し、植樹や森林の整備による
区内CO2 吸収量の増大を図ります。協
定都市ではダイナミックな自然を体験
できる環境交流ツアーも実施し、環境
教育を推進します。

●自治体間連携による
　カーボン・オフセット事業経費
　【拡充】…480万円

高齢者にやさしいまちづくり

外出・社会参加の促進で
社会的孤立ゼロへ

大会の感動と興奮を共有する場として、池袋西
口公園が都内で唯一、区立施設のライブサイト
会場として選ばれました。国内外からの来街者
がまちを回遊するように働きかけ、まち全体のに
ぎわいや活力の創出につなげていきます。

●オリンピック・パラリンピック
　気運醸成事業経費【拡充】
　…1億5,926万円 ▲ライブ中継を映す大型ビジョン

東京2020オリンピック・パラリンピックの感動を
ライブサイトで

国際アート･カルチャー都市として、劇場ではクラシッ
クコンサート、演劇、ダンスなど多彩なプログラムを
展開します。さらに、インフォメーションセンターで
のきめ細やかな多言語対応や、シルバースターズに
よるまちの清掃を行い、世界の人々をお迎えします。

●野外劇場管理運営経費【拡充】…5,360万円
●芸術文化劇場こけら落とし公演
　関係事業経費【新規】…1億円
●もっときれいな街づくり推進事業
　経費【新規】…2,668万円

▲Hareza池袋　6月グランドオープン

世界を魅了するエンターテイメントのまち

東アジア文化都市2019豊島で再発見した
「マンガ・アニメの力」。東京2020大会の開
催を控え、世界から注目を浴びるこの機会
に、マンガ・アニメをメインカルチャーとし
て365日新たな感動を
発信し続けます。

マンガ・アニメの聖地にようこそ

見守りや死後の家財整理などの入居支援をパッケージ化して提供し、
高齢者の民間賃貸住宅への入居を促進します。また、自らの死後に
不安を抱える一人暮らしの低所得者を対象に、葬祭事業者などと連携
して「終活」を支援し、一人暮らしの高齢者にやさしいまちを実現します。

●終活サポート事業経費【新規】…1,060万円
●住宅セーフティネット事業経費【拡充】…386万円

いざというときのサポートで
一人暮らしでも安心

生涯にわたり、はつらつと活躍できる社会の実現に
向け、要介護状態一歩手前の「フレイル（虚弱）」を予
防する取組みを積極的に展開します。医師会などの
医療専門団体と強固に連携し、オールとしまの健康
増進体制で健康まちづくりを推進します。

●フレイル対策推進事業経費【新規】
　…3,581万円
●認知症検診推進事業経費【新規】…763万円

▲東池袋フレイル対策センター

積極的な予防で100歳健康のまちづくり

▲池袋駅周辺を清掃するシルバースターズ　

▲池袋アニメタウンフェスティバル@Hareza池袋

●トキワ荘マンガミュージアム管理運営事業経費
　【拡充】…1億3,679万円
●池袋アニメタウン戦略の策定経費
　【新規】…500万円

▲巣鴨地蔵通り無電柱化イメージ

区内初の環境モデル路線とし
て、自然を活用して居住環境や
防災力の向上を目指すグリーン
インフラの取組みを推進します。
また、無電柱化や歩道の幅員
拡大を行い、安全で快適な歩
行者空間を整備します。

●立教通り整備事業経費【新規】…1億740万円
▲平常時は都会のオアシスとなるイケ・サンパーク

▲二又交番からのイメージ図

▲日本初のアシテジ世界大
会と舞台芸術フェスティバ
ルが豊島区で開催！



新しい命のお祝いに
誕生記念樹を
プレゼントします

4月1日に私立認可保育所を新規開設します

4月1日から食品表示の義務化が本格的にはじまります
食品には、何を食べるか選ぶため
に重要な情報が多く表示されてい
ます。表示の見方を正しく知り、
賢く選んで健康に過ごしましょう。
■問 栄養成分表示…健康推進課栄養

グループ☎3987-4361
　食品表示など…生活衛生課食品

衛生グループ☎3987-4177

第20回アシテジ世界大会
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル

「東池袋自動車事故慰霊碑」
を設置します

苗木は
10種から
選べます

区では、緑豊かな環境都市を目指し
て土地本来の森を再生する「いのちの
森」の植樹を進めています。新しい命
が「いのちの森」の樹木とともに健や

かに成長することを願い、「いのちの森」
の苗木を誕生記念樹として贈ります。
●対象…区内在住の6歳までの子ども
■申 乳幼児医療証手続き窓口（子育て支援
課、総合窓口課）で配布する「子育て応援
ふくろう」の中の専用はがきで申し込んで
ください。業者から自宅（豊島区内）に直接配送します。
■問 環境政策課事業グループ☎3981－2771

施設に関する詳細情報は、区ホームページでもお知らせしています。
●基本保育時間…いずれも午前7時15分～午後6時15分。延長保育は午後7時15分まで。
●0歳児クラス…8週経過児から。
■問保育課保育計画グループ☎4566－2490

小・中学生の保護者の方へ

就学援助制度をご存じですか

国公立小・中学校でかかる学校給食や学用品、校外活動の費用などを区が援助します。
●対象…区内在住で国公立小・中学校（私立を除く）へ通う児童・生徒の保護者で次の
①か②に該当する方。①生活保護を受けている方、②所得が基準内（申請書参照）の方。
■申申請書（新学期に区立小・中学校で配布。学務課学事グループ、総合窓口課、東・西
区民事務所でも配布）を4月30日（消印有効）までに学務課学事グループへ郵送か持参。
※申請は随時受け付けますが、認定は申請月からです。
■問当グループ☎3981－1174

3年に一度のアシテジ世界大会と舞台芸術
フェスティバルが日本で初開催！子どもの豊
かな成長を願う文化芸術の専門家が世界中か
ら集まり、舞台作品の上演やワークショップ、
セミナーなどを行います。
開催時期・場所などは決まり次第、アシテジ世
界大会ホームページ■HP https://www.2020.
assitej-japan.jp/でお知らせします。詳細は当ホームページ参照か問い
合わせてください。
■問 第20回アシテジ世界大会・東京実行委員会事務局☎5957－2205

日出町第二公園前交差点で発生した自動車事故をはじ
めとした、交通事故で亡くなられたすべての方を追悼し、
この事故を風化させず、交通事故を根絶して安全・安心
な社会を作る決意と願いを込めて、日出町第二公園に

「東池袋自動車事故慰霊碑」を設置します。慰霊碑は「ゼ
ロ」と「つぼみ」をイメージした球体で、「交通事故ゼロ」
を目指す新たな未来への「つぼみ」を表現しています。
慰霊碑の設置にあたり、全国から1,140万9,496円もの
募金をお寄せいただきました。多くの皆様から温かいご
支援をいただき、ありがとうございました。

除幕式を開催します
4月18日㈯　午前10時から　日出町第二公園
■申当日直接会場へ※除幕式後、慰霊碑を公開。
■問土木管理課交通安全対策グループ☎3981-4856

アシテジ（ASSITEJ）とは　フランス語で「国際児童青少年舞台芸術協会」(Association 
Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse)の略で個人・専門劇団、
演劇団体を世界的に結集し、児童青少年舞台芸術の水準を向上することで、豊かな成長
に寄与することを目的に、パリで設立されました。現在71か国が加盟しています。

※翌年度以降2・3・4・5歳児の受け入れ枠を拡大予定。　※延長保育の定員はありません。

●保存方法と消費・賞味期限…開封前の保存方法・期限です。「消費期限」は日
もちしない食品に表示し、この期限を過ぎたら食べない方が良いことを示すもので
す。「賞味期限」はおいしく食べる目安の期限です。開封後は早めに食べましょう。

容器・包装された加工品は
栄養成分を表示することが
義務化されました（一部除外
される食品あり）。

食物アレルギーのある方には、
命に関わる重要な情報です。必
ずチェックしましょう。表示が義
務づけられた食品が7品（えび、
かに、小麦、そば、卵、乳、落
花生〈ピーナッツ〉）と、表示が推
奨されている食品21品（オレン
ジ、大豆、豚肉など）があります。
※食品のなかで使用していないにもか
かわらず、アレルギーの原因食品が意
図せず混入する可能性を排除できない
場合は、注意喚起表示として「本品製
造工場では、○○（アレルギーの原因と
なる食品名）を含む製品を生産していま
す。」などの表示がされています。

アレルギー表示
名称 豆菓子

原材料名

添加物

落花生（国産）、米粉、でんぷん、植物油、
しょうゆ（大豆・小麦を含む）、食塩、砂糖、香辛料

内容量 100g

調味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル、紅麹、
カロチノイド）

賞味期限 2020.4.30

保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。

製造者 株式会社○×△□食品
東京都豊島区南池袋2－45－1

栄養成分表示
（100ｇあたり）

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

235Kcal
1.0g
1.0g
55.5g
0.5g

5つのがん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・
子宮頸がん・乳がん）のチケットをひとまとめに
し、4月下旬より順次お送りします。

●対象… 40～79歳の方※子宮
頸がん検診は20歳以上の女性。
受診できる検診を確認し、実施
期間中にもれなくご利用くださ
い。なお、年度途中に転入され
た方や80歳以上の方は問い合
わせてください。すぐにチケット
をお送りします。

対象者にはチケットをお送りします。

パンフレットをご利用ください
各がん検診に関する詳細は、区内の公共施設や医療機関で、
4月以降配布する「豊島区健診のお知らせ」をご覧ください。

注意事項
がん検診とは、がんの疑いがある方をスクリーニング（選別）
するものです。検診の結果、がんの疑いのある方は、精密
検査、確定診断、治療という流れで進んでいきます。異常
のなかった方は定期的に検診を受診してください。
なお、がん検診ですべてのがんが発見できるわけではあり
ません。実際にはがんではないのに疑わしい結果が出たり、
病気があるのに見つけられないことが起こる場合がありますのでご注意ください。
がん検診は、がんの早期発見により、がんによる死亡を減らすことを目的としています。
自覚症状のある方は検診ではなく医療機関を受診してください。

豊島区がん検診PRキャラクター「ももか」

チケットの申込みが必要ながん検診チケットの申込みが不要ながん検診

年齢基準日：令和3年3月31日現在年齢基準日：令和3年3月31日現在

5つのがん検診のチケットを、ひとまとめにしてお送りします 申込み受付後、チケットをお送りします

そのほかのチケットの申込みが不要ながん検診

電子申請

〈必要事項〉　①希望するがん検診名　②氏名（ふりがな）　
③〒・住所　④生年月日（年齢）　⑤性別　⑥電話番号
   

●池袋保健所2階窓口（東池袋4－42－16）
●池袋保健所出張窓口（区役所本庁舎4階）
●長崎健康相談所（長崎2－27－18）
いずれかへお越しください。

はがき

窓  口

ファクス

必要事項を記入し、
「〒170－0013　東池袋4－42－16 
豊島区地域保健課保健事業グループ」へ。

必要事項を記入し、

●パソコンから
区ホームページ右下部「便利ガイド」の「電子サービス＞電子
申請＞電子申請手続一覧＞がん検診申込み」から電子申請。
●携帯電話から
右記２次元コードからアクセスしてください

（一部非対応の機種あり）。

電  話 保健事業グループ ☎3987－4660
（平日午前8時30分～午後5時）へ。

申込み方法

過去に検査を受けていない20・30歳の方

40・50歳の方

血液検査（ピロリ菌抗体検査）

●実施期間…8月1日～令和3年2月28日

血液検査（ピロリ菌抗体検査、血清ペプシノゲン検査）

●実施期間…8月1日～令和3年1月31日
※対象年齢で国民健康保険加入者は特定健診で受診可。

大腸がん検診 40歳以上の方 便潜血反応検査

●実施期間…通年

肺がん検診 40歳以上の方 胸部Ｘ線・胸部ＣＴ検査など

●実施期間…5月～令和3年3月31日

子宮頸がん検診
20歳以上の偶数年齢女性

けい 頸部細胞診、内診※30･36･40歳の方はHPV検査を同
時実施　
●実施期間…5月～令和3年1月31日

視触診・マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査

●実施期間…5月～令和3年1月31日
乳がん検診

40歳以上の偶数年齢女性

30～39歳の方 便潜血反応検査

●実施期間…通年
大腸がん検診

50～74歳の偶数年齢男性
PSA（前立腺特異抗原）検査（血液検査）

●実施期間…6月1日～令和3年1月31日
※対象年齢で国民健康保険加入者は特定健診で受診可。

前立腺がん検診

過去に検査を受けていない
21～29歳、31～39歳の方

血液検査（ピロリ菌抗体検査）

●実施期間…8月1日～令和3年2月28日

胃がんリスク検診
（ピロリ菌検査）

当グル－プ ■FAX3987－4110 へ。

胃がん検診 胃部X線（バリウム）検査か、胃内視鏡検査のどちらかを
選択

●実施期間…通年（胃内視鏡検査は令和3年2月28日ま
でに実施機関へ申込み）

50歳以上偶数年齢の方

40～49歳、50歳以上奇数年齢の方
胃部X線（バリウム）検査

胃がんリスク検診
（ピロリ菌検査）

胃がんリスク検診
（ABC検診）

受けていますか？ 受けていますか？ 

がん検診がん検診
■問 地域保健課保健事業グループ
　☎3987－4660

令和２年度 がん検診のご案内

すべて
無料

ナンテン
秋には葉が紅葉し、
実がなる
サツキ
ツツジより小ぶりの花

シラカシ
どんぐりのなる木

ヤマザクラ
花と葉が同時に
萌芽する

イロハモミジ
紅葉が美しい
落葉の中木

アセビ
ツボ形の花が
房状に咲く
ツツジ
豊島区の花
ジンチョウゲ
上品な甘い香りの
花が咲く

センリョウ
お正月に欠かせない
縁起樹
マンリョウ
枝の下に赤い実がなる

苗木は
鉢植えでも

育てること
が

できます

苗木は
鉢植えでも

育てること
が

できます

栄養成分表示 （例） アレルギー表示食品表示 （例）

日本初！

自覚症状が出る前に、
定期的に受診しましょう

※実施期間中でも、予約で定員に達した検診は終了する場合があります。

申 HP EM FAX問い合わせ先　 申込み先　 ホームページ　 Eメール　 ファクス 　 フリーダイヤル　 保育あり　※費用の記載がない事業は無料です問 申 HP EM FAX 保広報としま特集版  令和2年（2020年）  4月号  No.1872 豊島区役所  〒171-8422  豊島区南池袋2-45-1　 ホームページ  http://www.city.toshima.lg.jp/ 76

保育所名 保育所所在地・運営法人 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

キッズパートナー駒込 駒込4−4−9
ケアパートナー㈱ 35 6 10 12 7 0

ベネッセ 雑司が谷保育園 雑司が谷3−9−14　1・2階
㈱ベネッセスタイルケア 20 − 10 5 5

長崎森のなかま保育園 長崎5−7−2　2・3階
シンリツ㈱ 20 3 8 2 2 5



一般／S席4,000円、A席3,500円
豊島区民（在住、在勤、在学）※要証明書提示／ Ｓ席3,800円、Ａ席3,300円
学生※入場時、要証明書提示／S席2,000円、A席1,500円
※未就学児入場不可。車いすで来場の方は事前にとしまチケットセンター
まで連絡してください。
■申としまチケットセンター窓口（午前10時～午後7時）へ。電話で当セン
ター☎0570-056-777（午前 10 時～午後 5 時）か、としま未来文化財団
ホームページ■HP https://www.toshima-mirai.or.jp/から申込みも可。詳
細は当財団ホームページ参照か問い合わせてください。
■問 当財団事業企画グループ ☎3590-7118(平日午前10時～午後5時)

●あらすじ
時は幕末。安穏とした時代が続き、太平の世の中で、いつのまにか時代に甘え、慣習にとらわれ、
内部が腐りきってしまった徳川幕府。水戸学の弁証家・藤田東湖はそんな体制を憂い、主人公・
伊武谷万二郎に、幕府を例えて「陽だまりの樹」と呼んだ。穏やかな日差しを一杯に浴びて立つ大
木は、しかし内部の幹は腐りきっていつ倒れるかわからない。そしてそれに誰も気づこうとはして
いない。
彼らと彼らを取り巻く人々の運命は、めまぐるしく動き始める「幕末」という時代の波に激しく揉ま
れていく。

池本だんだん公園（池袋本町２－37）

これまで公園などのオープンスペースが少なかった地区に
新たに公園を整備しました。敷地の中央に最大2mの高
低差を活かした大階段や大すべり台などが並びます。防
災備蓄倉庫やマンホールトイレも設置しており、災害時に
も役立つ公園です。

雑司が谷公園
（雑司が谷2－11－8および2－12－1　高田小学校跡地）
高田小学校の跡地が、隣接していた「雑司が谷公園」と一
体化し大きくなって生まれ変わります。ボールひろばや地
域の拠点として活用できる地上・地下2階建ての拠点施
設（雑司が谷公園丘の上テラス）があり、様々な年代の方
が利用できます。施設の地下には防火水槽と備蓄倉庫を
備え、災害時一時避難場所としての機能も備えています。

本号「広報としま」に掲載しているイベントについて、新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴い中止・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。

●出演
（写真は左から）
上川隆也、中村梅雀、葛山省吾、
緒月遠麻、山田菜々、風間杜夫
ほか

●チケット料金（全席指定）
S席 11,000円、A席 7,700円、B席 5,500円※未就学児入場不可。
チケット好評発売中！購入方法など詳細は、キョードー東京ホームページ■HP http://kyodotokyo.com
参照か問い合わせてください。
■問 キョードー東京☎0570-550-799

手塚治虫の長編歴史漫画の代表作「陽だまりの
樹」。今春、新たな脚本と演出で「新 陽だまりの
樹」として生まれ変わります。また、本作品は令
和元年 11月オープンの東京建物 Brillia HALL
のこけら落としシリーズとして上演。いつの時代
にも、生きる者の指針となり、 私たちの心をつか
んで離さない手塚治虫の深い人間愛を豊島区の
新たな文化発信拠点からお送りします。

七度死んでも生まれ変わり、仏法の真理を追い求める三蔵法師。
その情熱が、ついには神をも守護にしてしまう、奇跡の瞬間を描いた
一大スペクタクル。

今年はスペクタクルな展開が魅力の復曲能「大般若」を上演。 スケールの大
きなドラマ性と華やかさをもつ本作品は、能の楽しさが存分に感じられ、
初めての能楽鑑賞にもお勧めです。
野村萬・万蔵・万之丞の親子三代による狂言、宝生流による仕舞とあわせて、
能楽の名作をお楽しみください。

宝生流 仕舞    『玉之段』 和久  荘太郎
和泉流 狂言    『萩大名』 野村  萬・野村万蔵・野村  万之丞
観世流 復曲能 『大般若』 観世喜正

たま     の     だん

はぎ   だい  みょう

だい   はん   にゃ

演目・主な出演者

チケット料金（全席指定）

5月9日㈯　午後3時開演（午後2時30分開場）　
東京芸術劇場プレイハウス

4月3日㈮～4月19日㈰       
東京建物 Brillia HALL

（豊島区立芸術文化劇場）

新たに2つの公園が
オープンしました
新たに2つの公園が
オープンしました

東京建物 Brillia HALL
こけら落としシリーズ

●公演スケジュール

■問 公園緑地課緑化推進グループ☎3981-4940

正午
午後1時
午後5時
午後6時30分 ● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●
●

●

● ● ● ● ●
休演 休演

3日
㈮

4月 4日
㈯

5日
㈰

6日
㈪

7日
㈫

8日
㈬

9日
㈭

10日
㈮

11日
㈯

12日
㈰

13日
㈪

14日
㈫

15日
㈬

16日
㈭

17日
㈮

18日
㈯

19日
㈰開演時間

み か た

も

復曲能「大般若」シテ：観世喜正　撮影：芝田裕之
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