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●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。

池袋駅を中心とした繁華街（東池袋、南池袋、西池袋、池袋地区）には、客
席のある飲食店が数多くあります。池袋の夜のまちでクラスターが発生した
ことで、「池袋は怖い」まちであるというイメージが生まれました。これを払
拭するため、池袋のまちのいたるところに「ななま～るステッカー」や「感染
防止ポスター」を掲示することで、まちを挙げて感染症対策に取り組んでい
ます。

●東京都家賃等支援給付金
家賃などの負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支
援給付金に独自の上乗せ給付（3か月分）を実施します。
◇対象…以下全てを満たす事業者
①国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
②都内に本店または支店などのある中小企業などまたは個人事業主であ
ること
③都内の土地または建物において、家賃などの支払いを行っていること

◇給付額…家賃などの総額（月額）×給付率×3か月分※給付額の試算は
要項かホームページ参照。
◇申請方法…令和3年2月15日までにオンラインまたは郵
送で申請。
詳細はホームページ█HPhttps ://tokyoyachin.metro.toky
o.lg.jp/参照か問い合わせてください。
█問東京都家賃等支援給付金コールセンター☎6626‐3300（午前9時～午
後7時 土・日曜日、祝日含む、11月以降は平日のみ）

●東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、酒類の提供を行う飲食店お
よびカラオケ店に対する都の営業時間の短縮の要請に8月3日から31日
までの間、全面的に協力した中小企業、個人事業主などに対して、協力
金を支給します。
◇支給額…一事業者当たり、一律20万円
◇申請方法…9月30日までにオンライン、郵送、または持参で申請。

詳細はホームページ█HPhttps ://jitan.metro.tokyo.lg.jp/
参照か問い合わせて下さい。
█問東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センタ
ー☎5388‐0567（午前9時～午後7時 土・日曜日、祝日
含む）

●感染対策にご協力お願いします
症状がなくても屋内にいるときや会話をするときにはマスクを着用し、人との間隔は可
能な限り2メートル以上空け、できるだけ正面での会話を避けましょう。
家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。手洗いは30秒程度かけ、丁寧に洗いましょう。
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。

豊島区防災危機管理課ツイッターを区公式ツイッターにリニューアルし
ました。これまでの防災・気象情報などに加え、最新の区政情報やイベン
ト情報などをお届けします。
アカウントをお持ちの方はぜひフォローやいいねをお願い

します。
█HPhttps : //twitter.com/city_toshima
またはツイッターで「＠city_toshima」と検索してください。
█問ホームページグループ☎4566‐2533

◇ステッカーを貼付している事業者の方へ
大切なお客様の感染症に対する不安を少しでも取り除いて元の

賑わいを取り戻すためにも、7つの宣言に基づく感染拡大防止対
策の徹底を引き続きお願いします。

◇区民の皆様へ
日々の生活を営むあらゆる場面で「感染しない、感染させない」

行動が大切です。密閉・密集・密接と思われる場所には近寄らな
いといった、感染予防対策の徹底にご協力ください。

イベントなどに参加する際はマスクの着用等に
ご協力をお願いします。

２０２０年 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用
や手指の消毒をお願いします。また体調がすぐれないとき
は、無理せず自宅で待機しましょう。9／11
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SDGs未来都市豊島区

新型コロナウイルス感染症対策を徹底し皆さんの安全・安心を守ります

█問観光交流グループ☎3981‐1316

▲池袋駅を中心に、3，000
を超える区内の飲食店
や事業所にステッカー
が貼られています。

豊島区公式Twitterができました！

�駅構内や店舗、公共施設
などに約15，000枚貼付し
ました。

事業者の方へ
新型コロナウイルス感染症に関する支援のお知らせ

●「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。



保健所カレンダー月
1010 開催予定の事業を中止・延期する場

合があります。詳細は各問い合わ
せ先に確認してください。
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パブリックコメントパブリックコメント

福  祉福  祉

くらし等くらし等

健  康健  康

イベントイベント

講演・講習講演・講習
スポーツスポーツ

職員採用職員採用

休  館休  館

豊島区消費者団体連絡会 ＳＤＧｓを暮らしに活かそう！

北東京生活クラブ生協 まち豊島 Ｒびんから地球環境を考える

コープみらい
東京2ブロック委員会 コープみらいのＳＤＧｓの取り組み

新日本婦人の会 豊島支部 国産種子を守ることは、
私たちの命を守ること

生協パルシステム東京 豊島委員会 備えて安心『防災決定版』

東京第一友の会 雑司が谷方面 プラスチックフリーを考える“エコたわし、
鍋帽子、チラシのゴミ袋、蜜蝋ラップ”

東京保健生活協同組合 豊島協議会「オーラルフレイル＝お口が弱ること」を知っていますか？
区関係課（企画課、環境政策課、
ごみ減量推進課、防災危機管理課）

区のＳＤＧｓ紹介、クールチョイス、
フードドライブ受付、防災相談

※今回は物品販売は実施しません。

【ご意見募集中】

（仮称）SDGs都市宣言（素案）

当宣言について、パブリックコメ
ント（意見公募手続）制度に基づき、
区民の皆さんのご意見をお聴きしま
す。
●閲覧できます…宣言素案は9月30
日まで、企画課、行政情報コーナー、
区民事務所、図書館、区民ひろば、
区ホームページで閲覧できます。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②〒・住所③氏名ま
たは団体名（代表者名・担当者名）を
記入し、郵送かファクスかＥメール
で9月30日（必着）までに「企画課
SDGs 未来都市調整グループ█FAX3980
‐5093、█EMA0010108@city.toshim
a.lg.jp」へ。直接窓口へ持参も可※
個別に直接回答はしません。
█問当グループ☎4566‐2520

介護保険には高額介護サービス
費の支給制度があります

同月内に利用したサービスの自己
負担（1割、2割または3割）の合計
額（同一世帯内に複数の利用者がい
る場合には世帯合計額）が、自己負
担上限額を超えた時は、超えた分が
支給されます。また、年間の自己負
担の合計額（令和元年8月から令和
2年7月サービス利用分）にも上限
額が設けられています。該当する方
には、お知らせを送付します。
█問介護保険課給付グループ☎3981‐
1387

マイナンバーカードの受取りは
お早めに！

申請後、交付通知書が届いた方は、
通知書に記載の期限内に電話で受取
日時を予約し、本人が所定の窓口で
受け取ってください※申請から2か
月経っても交付通知書が届かない方
は問い合わせてください。
█問豊島区マイナンバーコールセンタ
ー☎3981‐1122

区内医療施設管理者の皆様へ
「医療施設静態調査」に
ご協力ください

この調査は統計法の規定による基
幹統計調査です。3年ごとに医療施
設の分布および整備の実態を明らか
にするとともに、医療施設の診療機
能を把握し、医療行政の基礎資料を
得ることを目的としています。9月
中旬頃、各事業所宛に調査票を郵送
します。
◇回答方法…12月18日までに調査票
を返信かインターネットによるオン
ライン回答（ただし平成2年5月以
降に開設した事業所はオンライン回
答不可）。オンライン調査専用のコ
ールセンターも設置。詳細は調査票
参照。
◇調査期日…10月1日㈭
◇調査対象…医療法に基づき許可を
受け、また届出を行っている区内の
すべての病院、一般診療所、歯科診
療所。
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

「豊島文京（平日準夜間）
こども救急」のご案内

平日夜間の急な熱などに対応する
救急診療所です。豊島区内と文京区
内の医師会の医師が診療に当たりま
す。原則、事前に電話相談のうえ、
お越しください。受診の際は、健康
保険証、子ども医療証などをお持ち
ください。定期的な通院治療はでき
ません。
◇場所…都立大塚病院（南大塚2‐
8‐1）1階救急外来診療室
◇日時…月～金曜日 午後8～11時
（祝日と12月29日～翌年1月4日を
除く）
◇対象…15歳（中学生）までの方※住
所不問。
◇救急診療の問い合わせ先…☎3941
‐3211（都立大塚病院内）
█問地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

歯科教室「知っておきた
い！口臭・歯ぎしり・顎
関節症」講演会

10月15日㈭ 午後1時30分～3時
30分 池袋保健所◇普段なかなか聞
くことができない口臭の悩みや、歯
ぎしり、顎関節症についてわかりや
すく解説。講師…豊島区歯科医師会
副会長／高田 靖氏◇区内在住、在
勤、在学の方◇20名
█申電話かファクスで「健康推進課管
理・事業グループ☎3987‐4173、█FAX
3987‐4178」へ※先着順。

としま健康長寿2020

11月14日㈯ 午後2～4時 とし
ま区民センター◇80歳以上でご自身
の歯が20本以上ある元気な方を、健
康長寿のお手本として表彰█申9月30
日までに豊島区歯科医師会会員の歯

科医院で無料検診を受診のうえ申込
み。
█問豊島区歯科医師会☎3946‐7696、
地域保健課管理グループ☎3987‐
4203

―めじろアートナイト vol．2―
『現代にいきる伝統の音曲～
「雅楽」を身近に楽しむ』

10月17日㈯ 午後7時から8時30
分（午後6時30分受付） 赤鳥庵（目
白庭園）◇NHK大河ドラマや映画な
どにも曲を提供し、雅楽奏者・作曲
家として第一線で活躍する稲葉明徳
氏を迎え、日本の代表的な伝統芸能
である「雅楽」の演奏とワークショッ
プを開催◇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（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.co
m」へ※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

イライラ・ガミガミ子育てに
さようなら

りょく

―コミュ力をアップする親業―

10月20日㈫ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇子育てが楽に
なる親子コミュニケーション方法や
親の言葉かけのコツを学ぶ体験型講
習会◇16名█保定員あり。
█申電話かファクスかＥメールで「当
センター☎5952‐9501、█FAX5391‐
1015、█EMA0029117@city.toshima.l
g.jp」へ※先着順。

いけびず演芸シリーズ
第十回いけびず落語会

11月7日㈯ 午後2時開演（午後
1時15分開場） としま産業振興プ
ラザ（IKE・Biz）◇出演…笑福亭羽光、
林家はな平、立川笑二、春風亭昇羊、
三遊亭らっ好◇前売り2，000円、当
日2，300円
█申電話で当館☎3980‐
3131（午前10時～午後
8時）へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

出前講座
「糖分について考える」

10月8日㈭ 午前10時30分～11時
30分 区民ひろば南大塚◇ジュース、
ダイエット飲料、スポーツドリンク
などの糖度を測定して糖分について
学ぶ（高齢者向け）◇20名█申電話で当
ひろば☎5976‐4399へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

豊島区ミュージアム
開設プレイベント第12弾
「豊島ミュージアム講座」

10月17・31日、11月7・14日 土

曜日 午後2時～3時30分 としま
産業振興プラザ（IKE・Biz）◇「（仮称）
芸術文化資料館」の開設準備の一環
として、郷土、美術、文学・マンガ
の3分野の学芸員が調査研究や所蔵
作品・資料について解説◇2回以上
参加できる方※全回参加希望者優先
◇18名█申往復はがき（右部記入例参
照。参加希望日も記入）で10月2日
（必着）までに「〒171‐0021 西池袋
2‐37‐4 としま産業振興プラザ
7階 文化デザイン課ミュージアム
開設準備グループ」へ※応募者多数
の場合は抽選。
█問当グループ☎3980‐3177

親子ふれあい体操教室（全9回）

10月2日～11月27日 金曜日 く
まコース（3～4歳）…午前9時35分
～10時20分、うさぎコース（2～3
歳）…午前10時25分～11時5分、ひ
よこコース（10か月～2歳）…午前11
時10分～11時50分 豊島体育館◇1
回参加も可。詳細は問い合わせてく
ださい◇10か月～4歳児と保護者。
区内在住、在勤の方優先◇各40組◇
1回500円◇上履き、飲み物、タオ
ル持参█申事前にファクスかＥメール

で「（特非）地域総合型椎の美スポー
ツクラブ█FAX3972‐1876、█EMshiinom
i.oyako@gmail.com」へ申込みの
うえ、各開催日ごとにチラシ裏面の
同意書兼参加申込書（区ホームペー
ジからダウンロードも可）に記入し、
持参※先着順。
█問当クラブ 有里☎080‐2597‐4650

区民歩こう会「お台場の周辺散策
とレインボーブリッジ」

10月4日㈰ 午前9時50分 りん
かい線東京テレポート駅駅前広場集
合◇東京テレポート駅からお台場海
浜公園、レインボーブリッジなど
（約7．5㎞）◇300円█申当日集合場所で
受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

超初心者水泳教室（全4回）

10月6～27日 火曜日 午前10時
～正午 雑司が谷体育館◇水泳が苦
手な18歳以上の方、泳力10ｍ未満の
方◇20名◇4，000円█申はがき（下部記
入例参照）で9月23日（必着）までに
「〒112‐0012 文京区大塚6‐24‐
15‐502 豊島区水泳連盟事務局
佐藤」へ※応募多数の場合は区民優
先のうえ、抽選。
█問当事務局 佐藤☎3943‐6397

ボルダリング初心者【無料】講習会

10月17日㈯ 子ども向け…午後1
時から、午後2時から、午後3時か
ら、おとな向け…午後4時から（各
回講習50分入替10分） としま産業
振興プラザ（IKE・Biz）◇これからボ
ルダリングを始める方に最適な講習
会。ルールやマナー、安全に関する
注意点や基礎を学ぶ◇子ども向け…

小学2年生～15歳（親子参加可）、お
とな向け…16歳以上◇各回10名◇運
動できる服装、上履き持参。
█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。

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。

南池袋斎場管理員
（会計年度任用職員）

◇任期…10月1日～令和3年3月31
日█申所定の申込書（区民活動推進課
で配布。区ホームページからダウン
ロードも可）と履歴書を9月25日ま
でに当課管理グループへ持参。簡易
書留で郵送も可。
█問当グループ☎4566‐2311

郷土資料館

9月20日㈰～10月1日㈭◇展示替
えのため。
█問当館☎3980‐2351

生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度がありま
す※相談内容は、守秘義務により堅く守られます。
●こんなときに受けられます 収入が無いかあっても少なく、生活に事欠く
ような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障
します。
●保護費の額 「最低生活費」と保護を受けようとす
る方（世帯）の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合は
その不足分を支給します（右図参照）。ただし、資産
・能力などすべての活用が要件であり、民法上の扶
養義務者の扶養は生活保護に優先します。
※「収入」＝世帯のすべての収入（給料、手当、賞与、
内職収入、営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時
収入など）。なお、働いて得た収入は一定の控除額
が認められます。
●相談機関 ①生活福祉課（区役所東池袋分庁舎）…
担当地区／駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、
上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、
西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、住まいのない方、②西部生活福祉課…
担当地区／西池袋2・4・5丁目、目白3～5丁目、長崎、高松、池袋3丁
目、南長崎、千早、千川、要町、③民生委員…地域の方々の実情を把握し、
一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相談に応じます。また、関係
機関と連携し、生活を支援します、④くらし・しごと相談支援センター…専
門の支援員が自立に向けた支援をします（生活保護受給者を除く）。
█問①生活福祉課相談グループ☎3981‐1842、②西部生活福祉課相談グループ
☎5917‐5762、③福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981‐1722、④くら
し・しごと相談支援センター☎4566‐2454

●パネル展ほか 午前10時～午後1時

●講演会 午後1時30分～3時
「知らなきゃ！マイクロプラスチックと私たちの暮らし」
◇講師…農民連食品分析センター所長／八田純人氏◇50名
█申電話かファクスかEメールで9月15日までに「消費生活グループ☎
4566‐2416、█FAX5992‐7024、█EMA0014308@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

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。

「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。

�東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～…9月23
日㈬～27日㈰（24時間）☎0570‐087478
�自殺予防いのちの電話…毎日午前8時～午後10時☎3264‐4343
�東京自殺防止センター電話相談（国際ビフレンダーズ）…午後8時～午
前2時30分（月・土曜日は午後10時30分から、火曜日は午後5時から）☎
5286‐9090
�自死遺族傾聴電話（グリーフケア・サポートプラザ）…9月15日㈫～18
日㈮ 正午～午後4時☎3796‐5453
�自死遺族相談ダイヤル（全国自死遺族総合支援センター）…毎週木・日
曜日 午前11時～午後7時☎3261‐4350
�有終支援いのちの山彦電話―傾聴電話―…毎週火・水・金・土曜日※
9月は日曜日、祝日も可 いずれも正午～午後8時☎3842‐5311
�LINE 相談「相談ほっと LINE＠東京」…午後5～10時（午後3時受付開
始、午後9時30分受付終了）
█問精神保健グループ☎3987‐4231

気分が落ち込んだ時や体に不調を感じた時に、悩みを相談できる
機関があります。ストレスをためる前に、まずは保健師に相談して
ください。
�保健所相談…月～金曜日 午前8時30分～午後5時 池袋保健所
健康推進課☎3987‐4174、長崎健康相談所☎3957‐1191
�こころの健康展示…9月24日㈭まで 中央図書館◇関連図書の展
示、リーフレットの配布。

10月 母子健康相談（予約制）

事業名 池袋保健所
☎3987‐4172～4

長崎健康相談所
☎3957‐1191

子
ど
も
の
健
康

1歳児歯科健診・総合相談
対象〈1歳～1歳3か月児〉
〔予約制〕

1・15日㈭
午前9時～9時30分

こども歯科健診
対象〈2歳・2歳6か月・3
歳6か月～4歳児〉〔予約制〕

8・22日㈭
午前9～10時

6・20日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 10日㈯
午前9時～正午

パパ・ママ準備教室
〔予約制〕

11日㈰
①午前9時～11時45分
②午後0時30分～3時15分

お
と
な
の
健
康

生活習慣病予防健診（男性）
〔予約制〕※対象…令和2年
度20～40歳未満の男性

9日㈮
午前8時50分～9時

女性の骨太健診〔予約制〕
※対象…令和2年度20～40
歳未満の女性

7日㈬
①午前8時50分～9時
②午前9時30分～9時40分

健康（保健・栄養）相談
〔予約制〕

9日㈮
午後1～2時

21日㈬
午後1時15分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 15日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 7日㈬
午後1時5分～2時45分

HIV（エイズ）検査〔予約制〕
※結果は検査の1週間後

12日㈪
午後1時30分～2時30分

B型・C型肝炎ウイルス検査
〔予約制〕
※結果は約1か月後に郵送

9日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 15日㈭ 午後2～4時 7日㈬
午後2時～3時30分

家族相談〔予約制〕 13日㈫ 午後2～4時

そ
の
他

随時相談
思春期・不妊症・更年期・難病・エイズ・感染症な
ど、健康に関する相談を受けています。
平日 午前9時～正午、午後1～5時

ぜん息相談（呼吸器全般） 電話相談は随時。面接相談は要予約。
█問公害保健グループ☎3987‐4220

飼い主のいない猫の不妊去
勢手術費助成事前講習会
〔予約制〕

14日㈬ 午後3時30分～4時
29日㈭ 午前10時～10時30分
対象…飼い主のいない猫の管
理をされている区民（助成に
は要件があります）。
█問生活衛生グループ☎3987‐
4175

6日㈫ 区民ひろば南大塚 午前10時～10時30分

█問池袋保健所☎3987‐4174

21日㈬ 区民ひろば要 午前10時～10時30分
26日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～2時30分
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

気づいてください！
体と心の限界サイン生活に困ったときは相談してください生活に困ったときは相談してください 第48回豊島区消費生活展

「考えよう！ つくる責任・つかう責任」
～ＳＤＧｓを知っていますか～

9月18日㈮ としまセンタースクエア（区役所本庁舎1階）

●9月は東京都の自殺対策強化月間
「自殺防止！東京キャンペーン」

次の特別相談を実施します。

健康チャレンジ！
マークのお知らせ

●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

保
護
が
受
け
ら
れ
る
場
合

最
低
生
活
費

保
護
費
収
入

収入が最低生活
費を下回るため、
その不足分のみ
保護費が支給さ
れます。
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スポーツ活動を通じて豊島区におけるスポーツの振興・発展に貢献し
た区内在住、在勤、在学の個人または団体を毎年表彰しています。今年
は「スポーツ栄誉賞」23名、「スポーツ奨励賞」11名が受賞されました。
◇栄誉賞（国際大会出場、全国大会3位以内）…個人16名、団体7名
◇奨励賞（都・関東大会優勝、全国大会出場）…個人7名、団体4名
█問スポーツ推進グループ☎4566‐2764

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆ワンコイン特別プログラム ①ヨガ体験教室…午前10時～
11時15分、②トランポリン体験（小学生の部）…午後1～2時、
③トランポリン体験（おとなの部）…午後2時15分～3時15分
◇①③16歳以上の方、②小学1～6年生◇①50名、②③各20名◇いずれも
500円◇運動しやすい服装、室内履き持参█申9月30日までに当館窓口へ※
先着順。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
①体力測定会…午前10時～正午、②プール無料開放…午前10
時～午後8時20分◇一度に利用できるのは①15名②50名まで
█申当日直接会場へ。
◆オリンピアンによる特別イベント ①ランニング教室…午後2～4時◇
講師…エリック・ワイナイナ氏◇高校生以上◇20名、②中高年層向けウォ
ーキング教室…午前10時～正午◇講師…市橋有里氏◇60歳以上◇20名█申電
話で当館へ※先着順。
総合体育場 ☎3971‐0094
◆レッツ！青空スポーツ体験 1部…午前9時～10時30分、
2部…午前11時～午後0時30分※雨天中止◇①青空ヨガ、②
グラウンド・ゴルフ、③ボッチャ、④ドッヂビー◇①中学生
以上、②～④小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）◇①③各回30名、
②各回24名、④各回40名█申往復はがきで9月28日（必着）までに「〒170‐
0013 東池袋4‐41‐30 総合体育場」へ。一通2名まで。各部申込み可
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため見学はご遠慮ください。
池袋スポーツセンター ☎5974‐7262
◆スタジオプログラム無料体験
①エアロビクスⅠ…午前9時45分～10時30分、②はじめてス
テップ…午前11時～11時45分、③ZUMBA…午後0時15分～
1時、④ピラティス…午後1時30分～2時30分、⑤ジャズダンス…午後2
時45分～3時30分、⑥ヨガ…午後4～5時、⑦はじめてエアロ…午後5時
15分～6時
いずれも◇16歳以上◇33名◇別途施設使用料が必要※詳細は問い合わせ

てください█申当日先着順受付。開始1時間前から整理券配布。
南長崎スポーツセンター ☎5988‐9270
◆無料開放 ①トレーニング室、②プール◇①高校生以上、
②3歳以上◇①一度に利用できるのは20名まで◇①②一名2
時間まで█申当日直接会場へ。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆成人特別スイムレッスン開催
①午後2～3時、②午後3～4時◇4種目の中から好きな泳
法を選んで、無料でレッスン◇各回30名◇高校生以上█申9月
14日午前10時から電話で当館へ。直接窓口申込みも可※先着順。

（敬称略）

個人名・団体名 所属（学校名等） 種目

栄

誉

賞

奥原希望 太陽ホールディングス
株式会社 バドミントン

白石 黄良々
株式会社セレスポ 陸上競技

大石 沙也加

岩﨑大河 豊島区空道協会 空道

寺嶋 謙一郎 豊島学院高校
オリエンテーリング

香取瑞穂 立教大学

岸野徳子 豊島区バウンドテニス協会 バウンドテニス

久保田 玲奈
学習院大学

トライアスロン

永田亜美 ラクロス

礒部 静

豊島区バドミントン協会 バドミントン鈴木あい子

中村恒子

岸野真夕 豊島区なぎなた連盟 なぎなた

向山怜那 大正大学 空手道

杉本瑞生
立教大学

馬術

浜田真衣 陸上競技

菅野知憲・藤田大暉 学習院大学少林寺拳法部 少林寺拳法
立教大学

体育会ボート部
立教大学

ボート
立教大学

体育会剣道部 剣道
立教大学

体育会女子ラクロス部 ラクロス
淑徳巣鴨中学校

水泳部 淑徳巣鴨中学校 水泳
十文字中学校
サッカー部 十文字中学校 フットサル

後藤詩歩・大家あみん 豊島区なぎなた連盟 なぎなた

奨

励

賞

城野哲郎
本郷中学校

陸上競技

中西祥旗 水泳

大谷くる美 埼玉栄高等学校 陸上競技

今村将崇
豊島区空道協会 空道

亀田 空

甲木康博 城西大学付属城西高等学校 陸上競技

荻野祐輝 ＳＣエンドレス パラ陸上
本郷高等学校

ラグビーフットボール部 本郷高等学校 ラグビーフットボール
城西大学付属

城西高等学校陸上部 城西大学付属城西高等学校
陸上競技

城西大学付属
城西高等学校スケート部 フィギュアスケート
淑徳巣鴨高等学校

水泳部 淑徳巣鴨高等学校 水泳

令和2年度豊島区スポーツ表彰
受賞者が決定しました！
令和2年度豊島区スポーツ表彰
受賞者が決定しました！

10月18日特別イベント10月月18日日 特別イベント

体育施設へ行こう体育施設へ行こう体育施設へ行こう
※詳細や雨天時の開催は各施設に問い合わせてください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため内容変更や中止の可能性があります。

奥原希望 さん（バドミントン）
2019年世界バドミントン選手権大会

女子シングルス準優勝

白石 黄良々 さん（陸上競技）
第17回世界陸上競技選手権大会
男子4×100ｍリレー第3位

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）

ス ポ ー ツ の 秋 ！
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