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熱中症に注意しましょう
高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあ
ります。屋外で人と十分な距離(少なくとも２ｍ以上)が確保できる場合には、マスク
をはずすようにしましょう。マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避
け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけましょう。３密を避けつつ、
熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者への目配り、声かけをしましょう。
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休校が続き、不安な日々を過ごしていた子どもたちに向けて、様々な分野から支援する体制を整えています。
豊島区は、子どもたちのいきいきとした活動を地域全体でサポートしていきます。

子どもたちの笑顔を守る「つながり」

高南小学校　
一柳祐太先生
オンライン上のクラスルームが開設されて
からは、毎日健康観察を行い、週に1回
Meetというビデオ会議ができるツールを
使いながら、クラスのみんなで顔を合わ
せる時間を設けました。初めてMeetを
行ったとき、画面越しの子どもたちの表
情からうれしさが伝わり、離れていても顔
を見てやりとりすることができて安心しま
した。しりとりやじゃんけんなど、みんな
でコミュニケーションをとり、一人ひとり
の声を聞くことができる活用方法を探って
います。実践してよかったことや工夫が必
要なことなど、ほかの先生たちと共有しな
がら、取り組んでいきたいと思います。

情に棹さ

心

休校や分散登校が続く中、区内小・中学校ではオンライン上のクラスルームを
開設し、家庭にある端末を用いて子どもたちとつながりました。今後一人1台タ
ブレットパソコン体制により、学校でも、家庭でも学べる環境を整え、子どもの
学びの保障を確保します。 　   ■問庶務課庶務グループ☎3981-1141

中高生センタージャンプは、中高生がつくる中高生のための居場所です。音楽を聴いたり、卓球をしたり、友だちと話したり、の
んびりしたり…過ごし方は人それぞれです。忙しい日常の中でふらっと立ち寄れ、ありのままの自分になれるひと時を過ごしています。

▲みんな思い思いのひと時を過ごしています ▲中高生にとってハードルの高い料理もみんなで一緒に
作ることで、生きる力を身に付けます

▲バスケ3on3大会や卓球大会など自分たちがやりたいと
思うイベントを、自分たちで企画・実施していきます

長崎 東池袋

NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワークを中心に、外出自粛中の子
育て家庭をサポートするために、22か所の区民ひろばで就学援助家庭やひと
り親世帯にお弁当やパン、野菜などを無料で配布しています。栄養価の高い

食事による子どもたちの健康維持だけでは
なく、メールなどで申込みを受け付ける際
に、各家庭の生活のニーズを把握し、必要
な支援につなげていきます。
■問当法人☎090-3519-3745
　■EM info@toshimawakuwaku.com
　子ども若者課地域支援グループ
☎3981-2187

学

高南小学校　
校長　田中 明先生
休校が続き子どもたちと直接会えないな
か、ピンチをチャンスに変えるという気持
ちで、保護者の皆さんにも協力いただき
ながら、オンライン上のクラスルームや
Meetの活用を進めてきました。全員にイ
ンターネット環境が整備されるまでの間
は、リアルタイムでMeetに参加できない
子どもたちにも情報が共有できるように工
夫しています。GIGAスクール構想の実現
に向けて、まずは私たち学校側も、子ど
もたちもICTを活用することに慣れていけ
ればと思います。これからの学校での活
動を補うことができるよう、効果的に活用
できる方法を探していきたいと思います。

i n t e r v i e w

ジャンプ長崎では、YouTubeで施設や活動
紹介の動画を配信しています。「何か困った
ことがあればジャンプを思い出して欲しい！」
というメッセージを込めて作成しました。

▶昨年度は中央図書館で「イマドキ
の中高生」をテーマに展示を行い、
中高生が実際に図書館で選んだ本
を紹介しました。

▲展示で紹介した本はこちらをご覧ください！

▶みんなに大人気！屋
上や音楽スタジオの空き
状況も配信していきます

▲困ったときに相談できる窓口の案内を、お弁当と一緒にお渡ししています。

動画で配信！

ジャンプ 東 池 袋 で は、公 式Twitter、  
Instagramを開設しました！開館状況、イベ
ント情報だけでなく、活動の様子をお伝えし
ます。ぜひ投稿を見てください♪

SNSで配信！

 

ジャンプ東池袋（東池袋2-38-10）
☎3971-4931
■EM A0019604@city.toshima.lg.jp

ジャンプ長崎（長崎2-24-13）
☎3972-0035
■EM A0029403@city.toshima.lg.jp

■問

＼動画やSNSでの配信を始めました！／

in t e r v i e w

食

みんなの居場所、中高生センタージャンプ

おいしいごはんで健康をサポート！ としまランチサポートプロジェクト

7月下旬以降、一人1台タブレットパソコン体制を整備します！
「どこでも」「だれでも」「どの教科でも」！ICTを活用した学習支援

NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク　
理事長　栗林 知絵子さん
新型コロナウイルス感染症の影響により飲食店や給
食業者、障害者の就労支援施設から売り先がないお
弁当やパンを子どもに配布できないかという話があり
ました。私たちは2年前から、食べられるのに企業が廃
棄する食材や、各家庭で余っている食材をひとり親家
庭に届ける「パントリーピックアップ」という取組みを
していて、その地盤があったからこそ、すぐに動くこと
ができました。私たちは地域のニーズと資源をただ繋
げているだけなんです。お弁当を受け取りに来た高校
生から「姿の見えない私のことを、気にかけてくださり
有り難うございます」と書いたハガキをもらいました。
応援している人が地域にたくさんいること、困ったとき
は相談すればいいんだなということが、少しでも伝わ
ればいいなと思っています。いろんなところで優しく
された経験をすることで、子どもたちが大きくなった
ときに、地域に優しくできると思うんですよね。

●学校で受けることができなかった授業の補習　●習熟度に応じた学習支援
●外国籍の児童・生徒に対する支援
・通訳を交えたオンライン指導による学習不安などの解消

●不登校児童生徒などに対する支援
・Meet（ビデオ通話アプリ）を通した教師との関係づくり
・オンライン指導を通じた学習不安の解消

ICT活用方法

［Twitter］［Instagram］

アシスとしまは子どもとおおむね39歳までの若者を対象とした総合相談窓口です。相談すると、「怒ら
れる、説教される、解決しなきゃいけない」と思っていませんか？今思っていることや不安なことなどを
話すだけでもいいです。そのあとのことは一緒に考えていきましょう。まずはお気軽にご
相談ください。
■問アシスとしま（区役所本庁舎4階子ども若者課）
☎4566-2476　■EM A0017309901@city.toshima.tokyo.jp

全力でアシストします！子ども若者相談窓口「アシスとしま」

（写真は昨年度の様子です）（写真は昨年度の様子です）



更生保護サポートセンター長　飯泉喜康さん
総務部長　岡安 弘さん
広報部　松本晴美さん
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私たちは犯罪や非行のない明るい地域づくりのため、関係機関や団体
と連携して活動しています。具体的には更生施設・区内3署の慰問、研
修会・講演会の開催、手作り品のふくし健康まつりへの出品などをしてい

ます。社会を明るくする運動では、黄色いハンカチのアーチで中央大会を盛り
上げました。また、地域の子どもが健やかに育つように子育て支援活動を行って
います。毎月オレンジリボンの製作に協力し、大正大学の学生さんたちと子ども
の虐待をなくすため活動しています。

BBS（Big Brothers and Sisters Movement）
は、様々な問題を抱える少年に兄や姉のような身
近な存在として接していくことで、少年たちが自
分自身で問題を解決し、健全に成長していくこと
を支援しています。

豊島区BBS会では大学生を中心に社明運動のお手
伝い、施設の催しの企画、少年院などの見学会な
どを通して、青少年の健全育成をしています。活
動を通していろいろな世代、立場の人と関わるこ
とで自分自身の知見も広がります。なにより周りの
方から「ありがとう」「助かったよ」などと言われ
ると大変うれしいです。私たちは「楽しむこと」
を第一に活動をしています。皆さんも何か
特別なことをしようと気負わず、興味があっ
たら一歩踏み込んでみてください。

豊島区ＢＢＳ会　及川 真利子さん
おいかわ　   ま　  り  　こ

上げました。また、地域の子どもが健やかに育つように子育て支
います。毎月オレンジリボンの製作に協力し、大正大学の学生さ
の虐待をなくすため活動しています。

オレンジリボン製作の様子オレンジリボン製作の様子
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＼7月は強調月間です／＼7月は強調月間です／

犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

　立ち直りを支える家庭や地域をつくるためには、
一部の人たちだけでなく、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。

今回は、豊島区で犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えたり、
啓発活動に取り組んでいる皆さんの思いをお届けします。
■問子ども若者課地域支援グループ☎3981-2187

“社会を明るくする運動”豊島区推進委員会のその他構成団体
警視庁、東京商工会議所豊島支部、東京都薬物乱用防止推進豊島地
区協議会、豊島区環境衛生協会、豊島区商店街連合会、豊島区町会
連合会、豊島区保護観察協会、豊島区民生委員・児童委員協議会、
豊島区立小学校PTA連合会、豊島区立中学校PTA連合会

保護司は、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員（民間ボランティ
ア）です。罪を犯した人の更生を助けるとともに、犯罪の予防の啓発に努めて
います。

子どもたちの憩い、集いの場所づくりを目的にそれぞれの地区で特色のある活動をし
ています。イベントなどの活動を通じて、親子のふれあいや親同士の交流を図り、地
域で支え合いながら子育てができる環境を目指します。

私たちは啓発活動の担い手として、ポスター展な
どのイベントを積極的に行っています。こうした
活動の積み重ねによって、お父さんお母さんや
子どもたちに理解を深めてもらえたらと思いま
す。子どもたちは宝物です。大変なこともありま
すが、地域でのびのびした子どもの顔をみるとや
りがいを感じます。区民の方には近所の人
とのふれあいを大切にしていただき、とも
に豊島区を信頼関係のある、安心・安
全な地域にしていきましょう。

■■■子ども若若若若若者課地域支援グル プ☎3981 2187
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上げまし私たちは主に犯罪、非行を行った人（対象者）の保護観察、釈放後の生活環境の

調整、犯罪予防活動などを行っています。保護司として、対象者の気持ちを理
解して相談に乗ることを重視し、常に「地域のおじさん」のように親身になって接
するよう心がけています。最近は覚せい剤所持の再犯率が問題になっており、
豊島区更生保護サポートセンターでは他区に先駆けて更正プログラム「Day by 
Day 豊島」を実施しています。
対象者の中には、周りから悪と決めつけられ肩身の狭い思いをする人もいます。

釈放後の引受けを
家族にさえ拒否さ
れることもありま
す。一人の人間と
して、彼らが前を
向いて生きていけ
るよう、地域の皆
さんには少しでも
再犯防止にご理解
いただきたいです。

女性の立場から、犯罪のない明るい地域社会の実現と青少年の健全
育成を目的として活動するボランティア団体です。

き　ざき　しげ　お
豊島区青少年育成委員会連合会　
会長　木﨑茂雄さん

さんには少しでもさ
再犯防止にご理解再
いただきたいです。い

飯泉さん飯泉さん 松本さん松本さん 岡安さん岡安さん

PRキャラクター　
更生ペンギンの
ホゴちゃんとサラちゃん
立ち直ろうとしている
人をいつも温かく見守り、
犯罪や非行のない
幸せな社会を願う
心優しいペンギン
です。

第12地区「ポスター展示」第12地区「ポスター展示」

施設見学研修会（東日本少年矯正医療・教育センター）施設見学研修会（東日本少年矯正医療・教育センター）

施設のクリスマス会施設のクリスマス会

「区民のつどい」にてお手伝い「区民のつどい」にてお手伝い

第4地区「スキップ夏祭り」第4地区「スキップ夏祭り」

【中央大会「区民のつどい」】

【豊島区再犯防止推進計画】
今年1月、豊島区再犯防止推進計画を策定しました。罪を犯し
た人の円滑な社会復帰を後押しし、再犯を防止することにより、
区民の犯罪被害を未然に防ぎ、安全で安心して暮らせるまちの
実現を目指します。

詳細は区ホームページをご覧ください。

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、作文コンクールの表
彰式のみ9月以降に開催する予定です。
社会を明るくする運動の詳細は区ホームページで紹介して
います。

豊島区では
どんな取組みをしているの？

「区民のつどい」ステージ発表の様子「区民のつどい」ステージ発表の様子

例年、7月に中央大会
「区民のつどい」を開
催し、小・中学生の作
文コンクールの表彰、
作文発表、ステージ発
表などを行っていま
す。

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

広がり、つながる未来の輪。

ホゴちゃんホゴちゃん サラちゃんサラちゃん

豊島区更生保護女性会　会長　猪野 美佐子さん
い　の　　み　 さ　こ

取
組
み
方
針

①安全・安心なまちづくり
②就労・住居の確保等
③保健医療・福祉サービスの利用促進等
④非行の防止・学校と連携した修学支援等
⑤民間協力者等の活動の促進と広報・啓発活動の推進等



web版 こどもアートサーカス2020 ～旅するサーカス団～
ウェブ

コマ撮りアニメと音楽のオンライン・ワークショップをZoomで開催。
アーティストと一緒に楽しい時間を過ごそう！みんなの自由な発想が、最後に
ひとつのミニ映画作品になるよ！

様々なジャンルが楽しめる「としまアー
ト夏まつり」。今年はおうちで楽しめる
オンラインプログラムが盛りだくさん！
赤ちゃんからおとなまで、家族と一緒
にアートな夏を過ごしませんか？

豊島区では現在、パソコンやスマートフォン
などを使って、自宅や外出先から手軽に図
書館にアクセスできる取組みを進めていま
す。好きな時間に、好きな場所を、あなた
だけの図書館にしましょう！
■問図書館課☎3983-7861

「旅するサーカス団」をテーマに、コマ撮りアニメ作品をつくります。
キャラクター工作、ストップモーション撮影、背景づくりに挑戦してみよう！

7月23日㈷～26日㈰

8月1日㈯　午前10時30分から（15分程度）　

コマ撮りアニメ制作ワークショップ

観る！作る！短編アニメーションの世界
「アニメーション・トラベル！」

子どもに見せたい舞台vol.14　おどる絵本「じごくのそうべえ」

育てる展示「おばけのパレード
～真夏のにぎやかな百鬼夜行～」

ピアノ、鍵盤ハーモニカ、ソプラノ、パーカッション、ハープ、現代音楽！
6名の音楽家と一緒に、音やリズムを楽しもう！

◇区内在住、在学の小学1～6年生（内容によって要保護者同伴）
※スマートフォン・パソコンなどの端末、インターネット環境が必
要です。申込みや参加費などの詳細は、ホームページ■HPhttps://
kodomoartcircus2020.com/参照。  　
■問としま未来文化財団事業企画グループ☎3590-7118

◇オンライン配信
申込みなどの詳細は、としまアート夏まつり2020
ホームページ■HPhttps://toshima-saf.jp/参照。

8月28日㈮～30日㈰ 
※期間中、随時視聴可。
短編アニメーションの世界を、
作家と一緒にのぞいてみよう！
ゲストアーティストも登場予
定。オープニングを飾るアニ
メーションでは、皆さんから
イラストを募集します！
◇イラスト募集期間…7月9日
㈭～8月9日㈰
■問 NPO法人アートネットワー
ク・ジャパン☎5961-5200

8月8日㈯～23日㈰
※期間中、随時視聴可。
にぎやかでパワフルなスペシャル配信バージョ
ン。子どもも楽しいおとな劇をおうちで楽しめ
ます！今年は落語絵本の舞台化。そうべえと
一緒にじごくを面白おかしく探検しよう！
■問あうるすぽっと☎5391-0751

8月11日㈫配信開始
※通年視聴可。
子どもたちから公募した「おばけ
の絵」を実写アニメーションにし
ます。鬼や妖怪がたくさん出てく
るパレード「百鬼夜行」をテーマ
にした動画です。どんなおばけが
登場するかはお楽しみ♪
■問あうるすぽっと☎5391-0751

◇主催…としま文化創造プロジェクト実行委員会(豊島区、豊島
区教育委員会、NPO法人アートネットワーク・ジャパン、NPO
法人芸術家と子どもたち、公益財団法人としま未来文化財団)

8月15日㈯・16日㈰音楽ワークショップ

としまアート夏まつり2020

7月1日に
私立認可保育所を新規開設しました

郷土資料館・キッズデー
～おやこでまなぶ郷土資料館～ 

博物館デビューを迎える子どもと保護者を対象に、一緒に展
示を見るうえでのポイントなどを学芸員がわかりやすくお話し
します。
■申当日直接会場へ。
■問当館☎3980-2351

自分のペースで受講でき、申込みも不要です。
この機会にあなたの新しい「本のともだち」を
増やしましょう！

●テレビ
「としま情報スクエア」
（としまテレビチャンネル11）
毎月1回生放送(次回7月17日㈮)　
午前11時～11時20分※再放送あり。
●インターネット
区公式YouTube「としまななまるチャンネル」
翌月初旬頃に配信予定※テレビと同内容。

TRC豊島電子図書館とは、ホームページで電子書籍を借りられる図書館のことです。自
宅に居ながらたくさんの書籍を検索・閲覧できます。借りた書籍は、貸出期限が終了する
と自動的に返却される仕組みなので返し忘れもありません。

●電子書籍ってなあに？
内容をデータ化し、パソコンやスマートフォン、タブレットから読めるようにした本のことです。

●電子書籍でできること
●簡単に持ち運べます
　スマートフォンなどで読めるので、重い紙の本を持ち歩く必要がありません。
●自分が読みやすいようにカスタマイズできます
　文字サイズや色を変えることができ、音声読みあげ機能もあります。

●電子図書館の利用方法
駒込・上池袋・池袋・目白図書館の登録カウンターで利用者IDを登録後、
ホームページ■HPhttps://www.d-library.jp/trctoshima/g0101/top/
から利用できます※一部資料は利用者IDがなくても閲覧できます。
<利用者IDの登録方法>
◇登録できる方…区内在住、在勤、在学で図書館の利用カードを持って
いる方※利用カードがない方は、利用カードの申込み後に登録できます。
◇持参するもの…図書館の利用カード、本人確認書類(氏名、住所<区
内在住、在勤、在学>が確認できるもの)

約200点のコンテンツがあり、幅広いジャンルの絵本
や読み物が楽しめます。劣化の心配がないため、絵
本などは色鮮やかなままです。

●紙芝居動画「豊島むかしばなし」
ボランティアの方が音読した豊島区の
紙芝居を動画にしました。利用者ID
がなくても見ることができるので、電
子書籍初心者や、地域のむかしばな
しを知りたかった方にお勧めです！

　皆さんは、本を読んでワクワクしたり、悲しくて泣いたり、初
めて知ることが書いてあってびっくりしたことはありませんか。
また、自分の気持ちによりそってくれる物語や、ナゾを解決して
くれる本に出会い、嬉しくなったことはありませんか。本はすぐ
そばに居る「ともだち」のようなもの。読めば読むほど、ともだち
も増えていきますよ。
　本は好きなように読むのが一番ですが、そこに書いてあること
を誰かに話す時には、相手に伝わるような話し方、書き方の
ちょっとしたポイントがあります。ひとことで言えば、「本から受
けた感動や驚きを素直に表現すること」です。そして自分の変化
を話すことです。本の紹介、書評を重ねることで、ともだちとし
ての本、そして実際に本を語りあう仲間も集まってきます。この
講座を通して、そうした仲間の集まる広場ができればいいなと
願っています。

講師プロフィール
立教大学・大正大学非常勤講師。歌う人類学者。1967年生まれ。
研究分野は宗教学・人類学。大好きな音楽を授業にも取り入れ、リ
ズム、メロディ、言葉による表現のワークショップも実施。としまコミュ
ニティ大学講師としても活躍中。

■問保育課保育計画グループ☎4566-2490

「アーティストとあそぼう！」
「親子で楽しむぷちライブ！」 
■問 NPO法人芸術家と子どもたち
☎5906-5705

施設の詳細情報は、区ホームページでもお知らせしています。

今年はオンライン開催！

©田中亜紀
子どもに見せたい舞台vol.13「春春～ボムボム～」舞台写真

＼プログラムラインアップ／

 ほかにも、親子で楽しむ
オンラインプログラムが
ぞくぞく登場！

図書館講座を
テレビとインターネットで開講しています！

TRC豊島電子図書館をご存じですか？
～電子書籍を読んでみよう～

＼汚したり、破いたりする心配もありません／

子ども用コンテンツも盛りだくさん！

「本はともだち～書評講座～」
心に響く1冊を
自分の言葉で紹介しよう

さ   とう  たけ  ひろ

佐藤壮広氏

講師

今年は

 おうち
で！

ズーム
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保育所名 所在地・運営法人 定員 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

キッズガーデン上池袋 上池袋4−29−9　3階
㈱Kids Smile Project 39 6 10 11 12 0

※翌年度以降4・5歳児の受け入れ枠を拡大予定です。



現代マンガの巨匠たちが住み集い、青春の日々を過ごした伝説のア
パート「トキワ荘」を再現した「トキワ荘マンガミュージアム」。新型コ
ロナウイルス感染症の影響でオープンを延期していましたが、この夏
いよいよオープンします！
■問当館☎6912-7706

現在使用中の被保険者証(青竹色)の有効期限は、7月
31日です。新しい被保険者証(オレンジ色)は、令和4
年7月31日まで有効です。簡易書留郵便で7月中旬に
送付します。届きましたら、氏名、生年月日、負担割
合などの記載内容を確認してください。負担割合などの
詳細は、広報としま7月1日号情報版に掲載しています。
■問高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ
☎3981-1332

皆さんの健康と生活を守るための12事業322億円の第1号補正予算が
成立しました。また、さらなる対応強化のため第2号および第３号補正
予算(案)を編成しています。

●中小商工業融資事業経費  6億5,250万円
事業者への信用保証料の補助を拡大するとともに、無利子・信用保証料全額
補助の緊急融資制度を新設します。

●学校ICT環境整備・活用事業経費  11億5,229万円
家庭でも接続可能なタブレットパソコンを児童・生徒に一人1台配備し、ICT
環境を整えます。　
●国民健康保険料の減免に伴う還付金 1億2,267万円
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯などの保険料を減免し
ます。

●新型コロナウイルス感染症対策経費  9,329万円
区内医療機関にPCR検査センターを設置し、検査体制を強化します。

●障害者（児）福祉サービス事業者・介護サービス事業者
特別支援金支給経費 6,130万円
新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む区内の障害者（児）・介護サービス
事業者に対して区独自の支援金を支給します。　
●ひとり親世帯緊急支援給付金支給経費 6,786万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、困窮している低所得のひとり親世帯
を支援するため、区独自の給付金を支給します。

●所在地…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（最終入館は閉館の30
分前まで）
●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)
●入館方法…新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
日時指定の予約制となっています。当館ホームページ
■HPhttps://www.tokiwasomm.jp/から入
館日時を予約してください。予約専用電話
☎6915-3666から予約も可能です※先着
順。日時によっては、すでに受付を終了し
ている場合があります。ご了承ください。

「漫画少年」は、トキワ荘ゆかりのマンガ家がこぞって投稿し
た日本マンガの母体となるマンガ雑誌です。開館記念展では
トキワ荘との関わりや、子どもたちに夢や希望を与え、偉大
なマンガ家たちを輩出した功績について展示します。また、
現存する数が少ない貴重な雑誌の現物も100点以上を公開
します。ぜひご覧ください！

被保険者証受取りの注意点
・簡易書留郵便は郵便受けには投函せず、
郵便局員が直接お渡しします。

・不在の場合は郵便受けに「郵便物お預か
りのお知らせ」が投函され、郵便物は郵
便局に約1週間程度保管されます。その
間に郵便局へ連絡し、受け取ってくださ
い。保管期間が過ぎると区に戻されます。

８月から 後期高齢者医療被保険者証 が新しくなります

新型コロナウイルス感染症への
緊急対策のための補正予算について

2階共同炊事場

▲マンガ家なりきり撮影部屋

▲常設展示室

主 な 事 業 【第1号補正予算～第3号補正予算(案)】

7月7日
オープ

ン！

予約制

カードサイズ
になります

＼開館記念展／＼開館記念展／

漫画少年とトキワ荘
～トキワ荘すべてはここからはじまった～

とう かん

トキワ荘マンガ
ステーション
トキワ荘マンガ
ステーション
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