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【7月17日時点の給付状況】
給付対象世帯数 給付済み世帯数 給付率

180，881 161，121 約89．1％

対象 申請
①令和2年6月分の児童扶養手当支給対象者 不要
②公的年金給付等を受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手
当の支給が全額停止される方
※児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当
の支給が全額または一部停止されたと推測される方含む 必要

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収
入が児童扶養手当受給者と同水準となっている方

対象 申請
上表①に該当、または②に該当のため申請する方のうち、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で家計が急変し収入が減少した方 必要

特別区民税・都民税の
支払いはお済みですか

第1期分（令和2年6月30日納期
限）の納付が確認できない方へ、7
月30日に督促状を発送しました。期
限内に納付してください。納め忘れ
を防ぐために便利な口座振替を利用
してください。病気や退職などでや
むをえず納期限までに納付すること
ができない場合や生活が困窮してい

る場合は、早めに税務課整理第一・
二グループに相談してください。
◇日曜窓口…8月9日 午前9時～
午後5時※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止になる場合があ
ります。中止の場合は区ホームペー
ジでお知らせします。
█問当グループ☎4566‐2362

認知症介護者の会再開しました

新型コロナウイルス感染対策のた
めに中止していた認知症介護者の会
を再開しました。
◇認知症介護者の会は、日頃の介護
の状況を話したり、家族介護者とし
ての思いや悩みを共有したり、知識
や知恵、地域の様々な情報を交換す
ることで、介護者同士の支え合いの
場となっています。

◇開催…すみれ（東池袋フレイル対
策センター、第3火曜日）、たんぽ
ぽ（南大塚地域文化創造館、第2水
曜日）、青空の会（豊島区医師会館、
第4木曜日）、ひまわり（要町第一区
民集会室、第3金曜日）、土曜日の
会（雑司が谷地域文化創造館、第2
土曜日）
█申当日直接会場へ。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

東京都の新型コロナ感染警戒レベルが
「最も深刻な状態」に引き上げられました（7月15日）。
改めて感染予防の徹底をお願いします。
検温、手洗い消毒を徹底してください。
熱や咳などの症状がある方は、無理せず自宅で待機し
ましょう。

申請期限は8月31日（消印有効）です。期限を過ぎた場合は辞退と
みなされますので、早めに申請してください。
【ご注意ください】
�申請書に記入された振込先の口座情報（口座番号、名義人、科目
など）が誤っていた場合は振込不能となり入金されません。内容の
確認のために給付が遅れますので、申請書には必ず正しい口座情報
を記入してください。
�申請から給付まではおおむね3～4週間ですが、申請に不備があ
ったり申請が集中した場合はお時間をいただく場合があります。

●イベントなどの開催中止・延期について
今後開催予定のイベントなどを中止・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（2次元コード参照）で随時お知らせ
します。

7月8日の東京都の新型コロナウイルス感染者数は「75人」7日ぶりに
100人を下回ったとお聞きし、安心したのもつかの間、7月9日は「224人」
ということで、たいへん大きな衝撃を受けました。
感染者の中には無症状の方も数多くいらっしゃると聞いています。PCR
検査を積極的に行うことで、こうした無症状の方の感染も明らかになって
くることから、今後も感染者数は増えていくかもしれません。ただ、私た
ちに大切なことは、日々の感染者数で一喜一憂することではなく、感染拡
大を徹底的に防いでいくことです。
そのためには感染者が出てからでなく、感染者を早期に発見し、先手、
先手で対策を実施していく必要があります。

ホストクラブにおいて、区内で初めての大規模クラスターが発生したこ
とから、豊島区では、7月9日より区内全店舗のホストクラブを対象に
PCR 検査を実施することといたしました。複数の感染者が出た場合には、
感染拡大防止の観点から区独自で休業のご協力をお願いし、10日以上休業
された店舗には50万円の協力金を支給します。この協力金は、東京都より
全面的に財政支援を受けることとなっております。
豊島区は東京都と連携し、感染拡大を未然に防ぐため、今後も積極的に

対策を推進してまいります。
令和2年7月9日
豊島区長 高野之夫

新型コロナウイルス感染症により、経済的な影響を受けているひとり親世帯の
生活の安定を図ります。

ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します
申請方法など詳細は問い合わせてください。
◇基本給付…1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

◇追加給付…1世帯5万円

█問児童給付グループ☎3981‐1417

豊島区ひとり親世帯緊急支援給付金を支給します
区独自に支給します。申請は不要で、児童扶養手当の振込口座に振り込みます。
8月上旬に案内を送付します。
◇支給額…1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
◇対象…令和2年6月分の児童扶養手当受給者および7月までに児童扶養手当
の支給が決定した方
█問児童給付グループ☎3981‐1417

児童扶養手当受給者へカタログギフトを送付します
8月上旬に送付します。
◇対象…令和2年6月分の児童扶養手当受給者および7月までに児童扶養手当
の支給が決定した方
█問東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉担当☎5320‐4125

「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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新型コロナウイルスに関する区長メッセージ

ひとり親世帯への支援を行います

特別定額給付金の申請はお済みですか
█問豊島区特別定額給付金コールセンター�0120‐557‐622
（午前8時30分～午後5時30分、土・日曜日、祝日含む）

●「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。



学 校 参 観
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子育て・教育子育て・教育

まちづくりまちづくり

健  康

募  集募  集

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ
会場 実施日 曜日 時間 費用 定員

池袋スポーツ
センター
（上池袋2丁目）

9月
1・8・15・29日 火 午後2時15分

～3時45分 1，200円15名

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
池袋スポーツ
センター
（上池袋2丁目）

9月
4・11・18・25日 金 午後2時～

3時30分 1，200円25名

菊かおる園
（西巣鴨2丁目）

10月
5・12・19・26日 月 午後2時～

3時30分 1，200円12名

会場 実施日 曜日 時間 費用 定員
ルネサンス
早稲田
（高田1丁目）

9月28日、
10月5・12・19日 月 午後2時～

3時30分 1，200円20名

認知症を体験してみませんか？
～ＶＲ認知症体験～

9月1日㈫ ①午後1時～2時30
分、②午後3時15分～4時45分 上
池袋コミュニティセンター◇認知症
の人が感じている世界をＶＲ（バー
チャルリアリティ）機器を用いて疑
似体験。認知症への誤解や偏見をな
くし、認知症の人の気持ちに寄り添
う。講師…㈱シルバーウッドＶＲ認
知症ファシリテーター◇区内在住、
在勤、在学の方（認知症サポーター
養成講座を修了している方優先）※
三半規管が弱い方は申込み時に要相
談◇各回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※応募者多数の場合
は抽選。

障害者アート教室（全10回）

9月27日、10月4・11日、11月1
・15日、12月6日、令和3年1月17
・24日、2月7・21日 いずれも日
曜日 午前10時～正午 心身障害者
福祉センター◇気軽にアートを体験。
完成作品はとしまセンタースクエア
（区役所本庁舎1階）で実施する第14
回障害者美術展「ときめき想造展」に
出品、展示◇区内在住、在勤、在学、
通所施設利用の18歳以上で、愛の手

帳か身体障害者手帳か精神保健福祉
手帳をお持ちの方、または難病・発
達障害などの方◇20名
█申電話かファクスか Eメールで8月
3～31日の間に「障害福祉課管理・
政策推進グループ☎3981‐1766、█FAX
3981‐4303、█EMA0015600@city.tos
hima.lg.jp」へ※先着順。

児童扶養手当・特別児童扶養手
当・ひとり親家庭等医療費助成
受給者の皆さんへ

現況届の案内を8月上旬に送付し
ます。現況届が未提出の場合、手当
・助成が受けられなくなります。必
ず提出してください。
◇受付…8月31日まで（特別児童扶
養手当は8月12日～9月11日の間）
に児童給付グループへ提出してくだ
さい（土・日曜日、祝日を除く。た
だし8月8日㈯・30日㈰の午前9時
～午後5時は提出可）※新型コロナ
ウイルス感染拡大のため、原則郵送
で提出してください。
█問現況届専用コールセンター☎4566
‐2477（8月31日まで）、児童給付グ
ループ☎3981‐1417（子どもの手当
に関する一般的な問い合わせ）

学校説明会（区立中学校）

区立中学校の魅力を知っていただ
くために区立中学校「学校説明会」を

開催します。
�駒込中学校…9月11日㈮ 午後3
時30分から、�西巣鴨中学校…9月
5日㈯ 午前10時45分から、�西池
袋中学校…9月5日㈯ 午前10時40
分から、�千川中学校…9月18日㈮
午後2時45分から、�巣鴨北中学校
…9月4日㈮ 午後3時15分から、
�池袋中学校…9月10日㈭ 午後2
時35分から、�千登世橋中学校…9
月5日㈯ 午後4時から、�明豊中
学校…9月4日㈮ 午後2時から。
いずれも◇学校概要、中学校生活、

進路、部活動紹介、個別相談など※
複数参加可◇小学3～6年生の児童
の保護者。
█問学事グループ☎3981‐1174※内容
は直接各中学校に問い合わせてくだ
さい。

図書展示「平和について考えよう」

8月27日㈭まで
�児童図書展示…中央図書館、駒込
図書館、池袋図書館、目白図書館、
千早図書館
�一般書・児童書合同展示…巣鴨図
書館、上池袋図書館
█申いずれも当日直接会場へ。
█問各館 中央☎3983‐7861、駒込☎
3940‐5751、巣鴨☎3910‐3608、上
池袋☎3940‐1779、池袋☎3985‐
7981、目白☎3950‐7121、千早☎
3955‐8361

笑っている父親になろう
～読み聞かせとパパ同士の交流～

9月6日㈰ 午前10時30分～正午
東部子ども家庭支援センター◇絵本
の読み聞かせ、育児、家事・仕事の
両立のコツなどを先輩パパが伝授。
講師…としまファザーズ・ネットワ
ーク◇区内在住の未就学児と父親と
家族◇10組（保育なし、保護者と同席）
█申8月3日正午から電話で当センタ
ー☎5980‐5275へ。直接窓口申込み
も可。

第1回空き家セミナー

8月29日㈯ 午前10時～正午 上
池袋コミュニティセンター◇「「とし
ま」に眠る空き家の活かし方～豊島
区空き家利活用事業を使ってみよう
～」講師…㈱ジェクトワン／石井萌
奈氏。個別相談あり（要予約）◇30名
█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。

シニアのためのコグニサイズ
（全10回）

8月18日～10月27日 火曜日 午

後1時～2時30分 東池袋フレイル
対策センター◇頭と運動の両方を同
時に使う複合運動です。脳の活動を
活発にし物忘れ予防に効果あり◇区
内在住の65歳以上の方♢15名（初回
の方優先）█申電話で当センター☎
5924‐6212へ※先着順。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

豊島区受動喫煙防止対策電話
相談窓口（コールセンター）を
ご利用ください

令和2年4月から改正健康増進法
・東京都受動喫煙防止条例が全面施
行され、屋内は原則禁煙となりまし
た。飲食店では、お店の出入口に喫
煙の可否に関する標識を掲示するこ
とが都条例により義務付けられてい
ます。詳細は問い合わせてください。
█問当窓口☎0570‐00‐1886（月～金
曜日、午前9時～午後5時※祝日、
年末年始を除く）

区民企画運営委員

テーマ「コロナ禍における家庭内
での気づき」に関する講座と情報誌
「えぽっく・めいかー」の企画編集。
◇任期…9月1日～令和3年3月末
（全5回）◇対象…区内在住、在学、
在勤の方◇人数…3名程度
█申電話かファクスかＥメールで8月
19日までに「男女平等推進センター

☎5952‐9501、█FAX5391‐1015、█EMA
0029117@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

はんこペタペタ！うちわを作ろう

8月8日㈯ 午後2～4時 郷土
資料館◇夏らしいデザインの消しゴ
ムはんこでうちわを制作（1人1枚）
※消しゴムはんこは当館制作のもの
を使用█申当日開催時間内随時受付。
█問当館☎3980‐2351

―めじろアートナイト―『隣の国
の楽しい芸能「京劇」体験ナイト』

9月12日㈯ 午後7時～8時30分
（午後6時30分受付） 赤鳥庵（目白
庭園）◇中国伝統文化の「京劇」を楽
しみ、親しんでもらえる座学講座。
講師…京劇俳優／張 春祥氏◇中学
生以上◇60名◇1，500円█申往復はが
きかファクスかＥメール（4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、█EMinfo@meji
ro-garden.com」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

ロームシアター京都
レパートリー作品 木ノ下歌舞伎

せ っしゅうが っ ぽ うがつじ

『糸井版 摂州合邦辻』

10月22日㈭～26日㈪ あうるすぽ
っと◇ロームシアター京都「レパー

トリーの創造」シリーズ第二弾とし
て昨年2月に上演した、木ノ下歌舞
伎による古典と現代が往来するダイ
ナミックな舞台を再演█申9月19日
（区民以外は9月20日）からあうるす
ぽっとホームページ█HPhttps ://ww
w.owlspot.jp/で申込み料金などの
詳細は問い合わせてください。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

出前講座「住まいの安全対策～
意外と多い家の中の危険～」

9月2日㈬ 午後1時30分～3時
区民ひろば要◇住まいの中に潜む危
険の実例を通して住まいの安全対策
を学ぶ◇20名█申電話で当ひろば☎
3972‐6338へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前寄席
「なんとかならないの？その契約」

9月3日㈭ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば朋有◇あなたの財
産を狙う悪質商法や詐欺の手口と対
処法を落語で楽しく伝える◇20名█申
電話で当ひろば☎3971‐0781へ※先
着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

徳川林政史研究所古文書講座
「尾張藩の古文書を読む」（全2回）

Ⓐ9月10・17日、Ⓑ9月24日、10月
1日 木曜日 午後6時30分～8時
雑司が谷地域文化創造館※ⒶⒷは同
内容◇各回30名█申往復はがき（4面
記入例参照。希望するコースⒶ・Ⓑ
・どちらでも可を記入）で8月14日
（必着）までに文化財グループへ。1
名1通※応募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

親子ふれあい
防災スポーツフェスタ

8月23日㈰ 豊島体育館 �第1
部…午前10時～正午◇親子ふれあい
体操＆ペガーボール教室◇1歳～小
学生（要保護者同伴）◇500円（保護者
は無料）、�第2部…午後1～3時
◇コロナ予防＆防災フェスタ◇1歳
から
いずれも◇上履きと飲み物持参█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█FAX
3972‐1876、█EMshiinomi.oyako@g
mail.com」へ。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

令和2年度豊島区生涯スポーツ推
進事業「弓道初心者教室（全6回）」

8月29日～10月3日 土曜日 午
後5時～6時30分 総合体育場◇道
場での礼儀作法から弓で的を射るま
で楽しく学ぶ◇区内在住、在勤、在
学の高校生以上の未経験者◇20名◇
6，000円█申Ｅメールで豊島区弓道連

盟█EMkyudo1025＠yahoo.co.jp へ
※先着順。
█問当連盟 古矢☎090‐8564‐9192

初秋の無料体験会

9月1～29日 火曜日 ①ストレ
ッチ…午後7時30分～8時15分、②
ピラティス…午後8時30分～9時15
分 としま産業振興プラザ（IKE・Bi
z）◇初心者の方が安心して参加でき
る講習会。①前半は曲に合わせて楽
しく動き、後半は筋力トレーニング
と心と身体のメンテナンスを行う◇
16歳以上※1名2回まで参加可。10
月からの有料講習会の詳細は問い合
わせてください◇20名◇運動のでき
る服装で参加。
█申電話で各回前日までに当館☎3980
‐3131（午前10時～午後8時）へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

第73回豊島区民体育大会

◇対象…区内在住、在勤の方。申込
みなど詳細は各競技担当へ問い合わ
せてください。
�テニス…男子シングルス…9月6
日・20日、女子シングルス…9月13
日、女子ダブルス…9月27日、男子
ダブルス…11月1日、ミックスダブ
ルス…11月8日 いずれも日曜日
総合体育場・三芳グランド█申9月大
会は8月3日、11月大会は9月14日
までに鈴木☎3987‐2756へ、�ダン
ス…9月27日㈰ 雑司が谷体育館█申
8月20日までに西倉☎3988‐4082へ、
�ゴルフ…9月30日㈬ 鳩山カント
リークラブ█申8月25日までに酒井☎
090‐3002‐5247へ、�ソフトテニス
…10月4・11日（予備日…11月8日）
日曜日 総合体育場█申9月7日まで
に北村☎090‐2143‐2026へ、�剣
道…10月4日㈰ 豊島体育館█申9月
8日までに小野塚☎3942‐2865へ、
�ソフトボール…10月4・11日（予備
日…10月18日）日曜日 千川中学校
█申9月21日までに清水☎3974‐3582
へ、�なぎなた…10月11日㈰ 雑司
が谷体育館█申9月17日までに隠岐☎
080‐1282‐1054へ、�クレー射撃
…10月24日㈯ ニッコー栃木射撃場
※散弾銃所持許可者█申当日午前9時
までに小池☎090‐3232‐5934へ
※ほかの種目は今後掲載予定。

障害者スポーツ振興事業
「みんなのヨガ」

①9月8日～10月20日（9月22日を
除く）、②11月10日～12月15日 毎
週火曜日 午後1時30分～2時30分
豊島体育館◇障害のある方も気軽に
参加できるヨガ教室◇区内在住、在
勤、在学の18歳以上の障害者の方、
その家族、支援者◇①②各10名
█申8月3日から電話かファクスかＥ
メールで「障害福祉課管理・政策推
進グループ☎3981‐1766、█FAX3981‐
4303、█EMA0015600@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

区立幼稚園、小・中学校参観週間学校参観週間を実施しま
す。学習に取り組む子どもたちの様子をぜひご覧ください。
◇上履き持参。マスク着用。
█申当日直接会場へ。受付で記名※実施期間、公開時間は変
更する場合があります。詳細は区ホームページ参照か各校
に問い合わせてください。 █問指導課☎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。

活動しやすいこの時期に運動などを始めてみませんか？
◇対象…区内在住の65歳以上の方

①高齢者マシントレーニング◇筋力・筋持久力・柔軟性を高める効果を
持つマシンを体験することで運動の楽しさを知り、日常生活の中で運動
を継続するきっかけとする。

②筋力アップ教室◇椅子に座った状態を基本に、簡単な用具を使用した
足腰の筋力アップに効果のある体操をする。

③シニアウォーキング教室◇ウォーキングが脳の活動や身体にもたらす
効果を学ぶ。また、正しい姿勢と身体に優しいウォーキング方法を実践
する（屋外での実習あり）。

█申はがき（4面記入例参照。希望会場も記入）で8月14日（必着）までに介
護予防・認知症対策グループへ※応募者多数の場合は抽選。締め切り後、
2週間以内にご案内を発送します（重複申込み不可）。
█問当グループ☎4566‐2434

「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。

幼

稚

園

幼稚園名 実施期間 公開時間
西巣鴨幼稚園
☎3915‐8131 9月15日㈫、17日㈭ 午前9時20分～11時30分

池袋幼稚園
☎3986‐8233 9月29日㈫、30日㈬ 火曜日 午前9時～11時

水曜日 午前9時～10時20分
南長崎幼稚園
☎3950‐2861 9月8日㈫、9日㈬ 午前9時20分～11時

小

学

校

学校名 実施期間 公開時間

仰高小学校
☎3918‐2325

9月5日㈯～9日㈬
※6日㈰除く

月・火曜日 午前8時45分～午後0時15分
水曜日 午前8時25分～11時55分
土曜日 午前8時25分～11時15分

駒込小学校
☎3918‐5691 9月14日㈪～18日㈮ 午前9時25分～午後0時5分

※保護者は分散参観
巣鴨小学校
☎3946‐9551 9月8日㈫～11日㈮ 午前9時25分～午後0時10分

※分散参観
清和小学校
☎3918‐2605 9月9日㈬～12日㈯ 水・土曜日 午前8時35分～正午

木・金曜日 午前8時45分～午後0時15分
西巣鴨小学校
☎3918‐6345 9月7日㈪～11日㈮ 午前9時35分～11時25分

豊成小学校
☎3918‐2315 9月10日㈭～12日㈯ 午前8時45分～午後0時15分

※土曜日は午前8時30分～11時50分
朋有小学校
☎3987‐6275

9月23日㈬～28日㈪
※27日㈰除く

午前8時20分～午後0時5分
※土曜日は午前8時20分～11時55分

朝日小学校
☎3918‐2339

9月5日㈯～10日㈭
※6日㈰除く 午前8時35分～午後0時5分

池袋第一小学校
☎3982‐0171

8月29日㈯～
9月3日㈭
※30日㈰除く

午前8時45分～午後0時15分
※土曜日は午前8時30分～11時55分

池袋本町小学校
☎3986‐7166

9月14日㈪～18日㈮
※16日㈬除く

午前10時45分～午後2時15分（給食・掃除時
間午後0時20分～1時15分を除く）

池袋第三小学校
☎3984‐8501 9月9日㈬～12日㈯ 午前8時45分～午後0時15分

※水曜日は午前10時30分～午後0時5分
池袋小学校
☎3986‐2858

9月26日㈯～29日㈫
※27日㈰除く

午前8時35分～午後0時5分
※土曜日は午前8時50分～11時20分

南池袋小学校
☎3987‐6278

9月5日㈯～10日㈭
※6日㈰除く

午前9時15分～10時（一般）
午前10時20分～11時55分（保護者）

小

学

校

学校名 実施期間 公開時間

高南小学校
☎3987‐6266

9月12日㈯～16日㈬
※13日㈰除く

午前10時25分～午後1時45分（給食時間を除く）
※土曜日は午前8時30分～11時
※本校保護者のみ。一般の方は要相談。

目白小学校
☎3987‐4801 9月1日㈫～4日㈮ 午前9時35分～10時20分（一般）

午前10時40分～午後0時15分（保護者）
長崎小学校
☎3956‐8146 9月15日㈫～18日㈮ 午前8時45分～午後0時15分

要小学校
☎3956‐8151 9月7日㈪～11日㈮ 午前8時40分～午後0時10分

椎名町小学校
☎3953‐6461

9月17日㈭～24日㈭
※20日㈰～22日㈷除く

平日 午前9時35分～11時25分（保護者）
午前11時30分～午後0時15分（一般）

土曜日 午前9時20分～11時（保護者）
午前11時5分～11時50分（一般）

富士見台小学校
☎3953‐6472 9月9日㈬～12日㈯ 午前9時35分～午後0時15分

※土曜日は午前9時20分～11時55分
千早小学校
☎3956‐8154

9月5日㈯～9日㈬
※6日㈰除く

午前8時45分～11時25分
※土曜日は午前9時15分～11時45分

高松小学校
☎3956‐8157

9月5日㈯～9日㈬
※6日㈰除く

午前9時30分～10時15分（一般）
午前10時35分～午後0時10分（保護者）

さくら小学校
☎3956‐8164 9月23日㈬～26日㈯

午前8時50分～10時25分（保護者）
午前10時45分～11時30分（一般）
※水・土曜日は時間が異なります。

中

学

校

学校名 実施期間 公開時間
駒込中学校
☎3918‐2105 9月7日㈪～11日㈮ 午前8時50分～午後3時20分

※水曜日は午前8時50分～午後2時20分
巣鴨北中学校
☎3918‐2144

8月31日㈪～
9月4日㈮ 午前8時50分～午後0時40分

西巣鴨中学校
☎3986‐0661 9月1日㈫～5日㈯

午前8時45分～午後0時35分、午後1時30分
～3時20分
※土曜日は午前8時45分～11時50分

池袋中学校
☎3986‐5435 9月7日㈪～11日㈮ 午前8時50分～午後0時40分

西池袋中学校
☎3986‐5427

8月31日㈪～
9月5日㈯

午前8時45分～午後0時35分
※金曜日は午前8時35分～午後0時25分。土
曜日は別時程・調整中

千登世橋中学校
☎3987‐6285

9月4日㈮～11日㈮
※6日㈰除く

午前8時50分～午後3時30分
※土曜日は午前中のみ。月・火・木・金曜日
は部活動見学もあり（午後5時まで）。

千川中学校
☎3956‐8171

9月4日㈮～11日㈮
※6日㈰除く

午前8時50分～午後3時25分
※土曜日は午前8時50分～午後2時55分

明豊中学校
☎3956‐8174

8月31日㈪～
9月4日㈮

午前8時50分～午後0時40分、午後1時40分
～3時30分
※水曜日は午前8時50分～午後2時30分
※給食時間は除く。

令和2年度 学校参観週間一覧令和2年度 学校参観週間一覧 第2期「元気向上プログラム」参加者募集！

●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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令和2年7月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口人口と世帯世帯人口と世帯 27,017
(－464)

179,796
(－364)

289,249
(－449)
144,752
144,497

男
女

職員採用 官公署だより
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。

図書館司書（会計年度任用職員）

読書相談、読書の普及、ボランテ
ィア活動への援助、ほかの図書館と
の相互協力など◇任期…10月1日～
令和3年3月31日█申申込書（各図書
館で配布。区ホームページからダウ
ンロードも可）を、8月21日（必着）
までに中央図書館管理グループへ簡
易書留で郵送か持参（午前9時～午
後5時）。
█問当グループ☎3983‐7861

●豊島都税事務所
「8月は個人事業税第1期分の納期
です」
8月31日㈪までに、お手元の納税

通知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。
なお、新型コロナウイルス感染症

防止のため所得税・個人事業税の申
告期限が延長された影響により、納
税通知書の発送が9月以降となる場
合があります。その場合には、納税
通知書に記載された期日までに納め
てください。
また、同感染症の影響により納税

が困難な方には、申請により1年間

納税が猶予される制度があります。
詳細は問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①家族向け（ポイント
方式）※ひとり親、高齢者、心身障
害者、多子、特に所得の低い一般世
帯など、②車いす使用者世帯等住宅
困窮度の高い世帯限定（審査）、③単
身者向け・シルバーピア（抽選）、④
居室内で病死があった住宅など
◇募集案内・申込書の配布期間…8
月17日㈪～25日㈫
◇配布場所…区役所本庁舎1階総合
案内、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）
█問当社募集センター（募集期間中）☎
0570‐010‐810、（募集期間以外）☎
3498‐8894、█HPhttps://www.to-k
ousya.or.jp/

7月6日、（一社）東京都建築士事務所協会豊島支部と
応急危険度判定に関する協定を、（一社）豊島区建築設計
事務所協会と土砂災害警戒区域等内の擁壁等に対する専
門家派遣の協定を締結しました。今後は、大地震発生後
の被災建築物の応急危険度判定が円滑になり、土砂災害
警戒区域の21区域では、専門家を派遣して擁壁等の安全
性確保に関する相談が可能になります。これら協定によ
って、災害に強い
まちづくりの実現
に向けた事業をさ
らに推進していき
ます。
█問紛争調整グルー
プ☎3981‐1391、
構造審査グループ
☎3981‐0614

�広島に原爆が投下された日時…8月6日㈭ 午前8時15分
�長崎に原爆が投下された日時…8月9日㈰ 午前11時2分
�全国戦没者追悼式…8月15日㈯ 正午
戦没者の慰霊と世界の恒久平和への願いを込めて、それぞれ
1分間の黙とうのご協力をお願いします。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

豊島区が掲げる「国際アート・カルチャー都市」のシンボルプロジェ
クトの中心として注目されている「Hareza 池袋」は、7月1日に全体
開業を迎えました。
この度、全体開業後初めて迎える8月

ハ レ ザ

3日を「803」＝「Hareza の日」とし、
Hareza 池袋内で「Hareza の日スペシャ
ルウィーク」を開催します。8月3日㈪
～16日㈰までの2週間、「Hareza 池袋」
は“ハレ（晴）”いっぱいになります。各施
設や店舗では、皆さんを笑顔にする「ハ
レ＝晴」なイベントやサービスの実施を
予定しています。詳細はHareza 池袋の
ポータルサイト█HPhttps: //hareza-ikeb
ukuro.com/を参照してください。
█問拠点まちづくりグループ☎4566‐2640

8月1日から IKEBUS の東口西口循環ルート（Ｂルート）が、西口と
庁舎を最短で結ぶ路線に変わりました。新ルートは西口からホテルメト
ロポリタン（停留所を新設）、ビックリガード、東通り、区役所本庁舎、
サンシャインシティ方面、Hareza 池袋を通り、池袋大橋を経由し西口
へと向かう池袋まるごとゴールデンルートです。真っ赤なバスで新しい
池袋を発見できるかも？
9月からは、新設された区内最大の公園「IKE・SUNPARK」内にも停

留所ができ、ますます便利になりますので、どうぞお楽しみに。詳細は
WILLER㈱ホームページ█HPhttps ://travel.willer.co.jp/ikebus/を参照
するか問い合わせてください。
█問地域交通グループ☎4566‐2691

8月24日㈪まで 庁舎まるごとミュージアム（区役所本庁
舎4階）◇戦争の恐ろしさ、平和の尊さの理解のために、8
月15日の「終戦記念日」に合わせて、パネル展示などを実施█申
当日直接会場へ。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

東京大空襲から75年
～平和について考えてみませんか～
東京大空襲から75年
～平和について考えてみませんか～

黙とうをささげましょう黙とうをささげましょう

「Hareza の日」
スペシャルウィーク 開催決定！
「Hareza の日」
スペシャルウィーク 開催決定！

IKEBUSの東西循環が新ルートで運行IKEBUSの東西循環が新ルートで運行

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）
災害に関する2つの協定を締結

4 広報としま情報版 令和2年（2020年） 8月1日号 No.1889 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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