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歩行者優先化【南北区道】
車両通行禁止の時間帯(予定)
土曜、 日曜、休日 : 12時～19時
( 自転車を除く)
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一方通行解除
⇒相互通行

新たに交通規制がかかる範囲
上記の交通規制の時間帯は自動車が通れない範囲
一方通行規制解除の範囲
一方通行規制解除および上記の交通規制の時間帯
は自動車が通れない範囲
一方通行規制

一方通行解除
⇒相互通行
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パブリックコメントパブリックコメント
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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。

【ご意見募集中】

住民基本台帳に関する事務の
「特定個人情報保護評価書
（修正案）」をまとめました

当案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…原案の全文は10月
1～30日まで、区ホームページ、総
合窓口課、行政情報コーナー、区民
事務所、図書館、区民ひろばで閲覧
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郵便番号・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10月30日（必着）までに「総
合窓口課住民記録グループ█FAX5954‐
8907、█EMA0029014@city.toshima.l
g.jp」へ。直接当グループ窓口へ持
参も可※個別に直接回答はしません。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

特別区民税・都民税の納付が確認
できない方へ催告書を発送します

◇対象…平成28年度第1期分（平成

28年6月30日納期限）～令和2年度
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9月29日
に催告書を発送します。10月13日ま
でに納付してください。
◇日曜窓口…10月11日㈰ 午前9時
～午後5時
◇このような時はご注意ください
�豊島区外に転出した場合／豊島区
で住民税が課税される方は、その年
の1月1日現在、豊島区に居住して
いた方です。課税された年の中途で
豊島区外に転出した場合、または日
本国外に出国した場合でも1年度分
の住民税を納付する必要があります。
出国などで区内に住所がなくなった
方は、納税管理人の届出をする義務
があります。
�住民税を毎月の給与から引かれて
いた（特別徴収）が、その会社を退職
した場合／退職により給与の支払い
を受けなくなった場合、特別徴収を
することができなくなった残りの住
民税は普通徴収に切り替わり、ご自
身で納付していただくことになりま
す。
◇納付相談…新型コロナウイルス感
染症の発生に伴い納付が困難になっ
た方や、病気・退職などにより納期
限までに納付することができない方、
生活が困窮している方は、納税の猶
予や分割納付などの相談を行ってい
ます。早めに税務課整理第一・第二

グループに相談してください。
█問当グループ☎4566‐2362

傾聴ボランティア養成講座
（全6回）

11月4日～12月9日 水曜日 午
後1時30分～3時30分 特別養護老
人ホーム菊かおる園（西巣鴨2‐30
‐19）◇高齢者の方などの気持ちに
寄り添って話を「聴く」傾聴スキルな
どを学ぶ◇区内在住で、講座修了後
地域活動（高齢者施設や地域の高齢
者宅での傾聴ボランティアなど）を
する意欲があり、全回出席できる方
◇12名◇3，000円（資料代を含む）█申
往復はがき（3面記入例参照、応募
理由も記入）で、10月12日（必着）ま
でに「〒170‐0001 西巣鴨2‐30‐
20 豊島区社会福祉事業団」へ※応
募者多数の場合は抽選。
█問当事業団☎5980‐0294

離乳食講習会

10月6日㈫ ①午後1時～1時45
分、②午後2時15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（実演あり、試食な
し）、むし歯予防を学ぶ◇離乳食の
開始（5～6か月）から完了期食の乳
児の保護者◇各回15組
█申電話かファクスで「当相談所☎
3957‐1191、█FAX3958‐2188」へ※先
着順。

スマイル講座
「女性のこころとからだ」

10月12日㈪ 午後2時30分～4時
東部子ども家庭支援センター◇女性
のこころとからだの変化について学
ぶ。絵本をプレゼント。講師…神経
科医師／松井康絵氏◇区内在住で1
歳6か月までの子どもと保護者。参
加は東・西子ども家庭支援センター
いずれかで子ども1名につき1回◇
12名█保5か月～1歳6か月児。8名。
要予約。0～4か月児は親子同席。
█申9月24日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

「池袋副都心交通戦略～
池袋の交通のあり方を考え
る～」に基づき、池袋駅東
口を中心に歩行者優先化施
策を進めています。平成29
年度から令和元年度まで歩
行者優先化の実証実験を行
った結果、周辺交通への大
きな影響がないことが確認
されたため、右図のとおり
車両通行規制を実施します。
また、南北区道への車両
の進入を抑制する観点から、
一部区間において、一方通
行規制の解除も併せて実施
します。ご理解ご協力の程
よろしくお願いします。
█問交通政策グループ☎4566
‐2635

●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。

国民健康保険被保険者で、勤務先から給与などの支払いを受
けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した
または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に
服することができなかった期間に対して、傷病手当金を支給す
る制度があります。詳細は区ホームページ参照か問い合わせて
ください。適用期間は令和2年1月1日～12月31日です。
█問国民健康保険課給付グループ☎3981‐1296

多くの皆様にご協力をいただき、ありがとうございます。8
月31日で受付を終了する予定でしたが、引き続き多くの寄附が
寄せられていることから、受付期間を当面の間延長します。な
お、8月31日時点で寄附金の総額は14，409，959円となりました。
引き続き皆様のご協力をお待ちしています。受付方法など詳細
は区ホームページ█HPhttps : //www.city.toshima.lg.jp/469/
2005151726.html 参照か問い合わせてください。
█問豊島区コロナ寄附金担当☎4566‐2469

保険料の納め忘れはありませんか？
9月30日が納期限です

２０２０年
９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。9／21
No.1895 国際アート・カルチャー都市

としま
発行：豊島区 編集：政策経営部広報課
〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 �3981―1111（代表）
ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/
令和２年（２０２０年）９月２１日発行〈毎月１・１１・２１日発行〉

SDGs未来都市豊島区

10月31日から南北区道周辺の交通規制が
変わります

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険傷病手当金

「『コロナに負けるな!としま』医療・福祉支援
寄附金」の募集受付を延長します

●「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。
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くらし等くらし等

▲前回見学会の様子

講演・講習講演・講習

秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動秋の全国交通安全運動
やさしさが 走るこの街 この道路
【9月30日㈬は交通事故死ゼロを目指す日です】

9月21日㈷～30日㈬

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんが来た！（全4回）

10月8～29日 木曜日 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2～5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2
年5～8月生まれの第一子と母親◇

10組
█申9月23日午前10時から電話で当セ
ンター☎5980‐5275へ。直接窓口申
込みも可※先着順。

すくすく子育てセミナー
～今しかない子育てを楽しもう～

10月15日㈭、12月17日㈭、令和3
年2月17日㈬ 午前10時30分～正午
男女平等推進センター◇子育てや家
庭生活のヒントとなるお話を聞く◇
学童期までの子どもを持つ保護者、
妊娠中の方◇200円█保█申Ｅメールで

「家庭倫理の会豊島区█EMkatei.rinri.t
oshima@gmail.com」へ。
█問当会 森岡☎090‐4391‐5964

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
における全国一斉情報伝達訓練

区では、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）で送られてくる緊急情
報を、迅速かつ確実に伝えるため、
国と連携した情報伝達訓練を行いま

す。
◇日時…10月7日㈬ 午前11時頃
◇対象…防災行政無線（屋外拡声器
など）、安全・安心メール、ＳＮＳ
◇内容…「（防災行政無線のチャイ
ム）。これはテストです（3回）。こ
ちらは防災豊島区です（防災行政無
線のチャイム）。」※この緊急情報伝
達試験は、全国一斉に行われます。
地域によっては、他区からの放送が
聞こえる可能性があります。
█問防災危機管理課管理グループ☎
3981‐2100

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

10月3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」、菊池寛「落ちた雷」█申当
日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

「旧鈴木家住宅」秋の特別見学会

10月25日、11月1・8日 日曜日
①午前10時から、②午後2時から
（各回1時間） 鈴木信太郎記念館◇
区指定有形文化財「旧鈴木家住宅」の
特別見学会。普段は非公開の書斎棟
2階も案内◇各回5名█申往復はがき
で10月6日（必着）までに「〒170‐
0013 東池袋5‐52‐3 鈴木信太
郎記念館見学会申込み」へ。はがき
1枚につき1名まで。第2希望まで
申込み可※応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎5950‐1737

柳家三三 三夜 三道楽×三席
江戸三昧

10月28日㈬～30日㈮ 午後7時開

演 あうるすぽっと◇柳家三三が三
夜連続でお届けするスペシャル公演。
出演…柳家三三◇一般3，500円ほか
（全席指定）█申区民…9月25日、一般
…9月26日よりとしまチケットセン
ター█HPhttps ://www.owlspot.jp/
から申込み。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

―めじろアートタイム vol.1―
「御家流の師範から習う、
親子で香道体験」

10月31日㈯ ①午後1時～2時30
分、②午後3時～4時30分 目白庭
園赤鳥庵◇本格的な香道を親子で楽
しく体験。香道の歴史や香炉の扱い
方、香の聞き方について学び、聞い
た香と同じ香を当てる組香を楽しむ。
講師…御家流香道師範／小畑洋子氏
◇小学生と保護者◇各回15組30名◇
1組2，000円█申往復はがきかファク
スかＥメール（右部記入例参照。希
望回、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☎5996‐4810

オンライン特別講演会（全3回）
テーマ「オリンピックと文学者」

9月25日、10月2・9日 金曜日
午前11時～11時20分◇オリンピック
と文学の意外な相愛ぶりをテーマに、
としまテレビ「としま情報スクエア」

内で講演会を放送。後日区公式You
Tube チャンネルで公開。講師…鎌
倉文学館館長／富岡 幸一郎氏。
█問図書館課企画調整グループ☎3983
‐7861

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…10月16日㈮、10月19
日㈪、11月13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パソコン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ
無料体験教室／10月8日㈭ 午後0
時45分～2時15分、ⓑ災害時スマホ
活用／10月15日㈭ 午後0時45分～
2時15分◇510円、ⓒパソコン入門
（全4回）／10月2～23日 金曜日
午後0時45分～2時15分◇5，600円、
ⓓ初級ワードⅠ（全4回）／10月7～
28日 水曜日 午後0時45分～2時
15分、ⓔ初級エクセルⅠ（全4回）／
10月1～22日 木曜日 午後3時～
4時30分◇ⓓⓔ5，800円、ⓕワード
基礎Ⅰ（全4回）／10月2～23日 金
曜日 午後3時～4時30分、ⓖエク
セル基礎Ⅰ（全4回）／10月6～27日
火曜日 午前10時～11時30分◇ⓕⓖ
6，600円、ⓗパワーポイント入門（全
4回）／10月6～27日 火曜日 午
後0時45分～2時15分◇5，800円、
ⓘZOOM入門アパソコン（全2回）
／10月1・8日 木曜日 午前10時
～11時30分◇2，550円、イスマホ（全
1回）／10月19・26日 月曜日 午
前10時～11時30分◇1，550円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533へ。②は往復はがきかファクス

（下部記入例参照。ⓐ～ⓘ（ア）（イ）
の希望する教室名も記入※（イ）の場
合は希望する日付も記入）で「〒170
‐0013 東池袋2‐55‐6 シルバ
ー人材センター、█FAX3982‐9532」へ
※先着順。

一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マ
ナーを実施し、悲惨な交通事故を防止していくことが目的です。
●子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保…保護者の
方へ／子どもを交通事故から守るために信号を守らせ、車が止まったこと
などまわりの安全を確認させましょう。また、飛び出しや路上で遊ぶこと
の危険性を教えるとともに、正しいルールやマナーについておとなが手本
を示しましょう。高齢者の方へ／自分だけは事故に遭わないという思い込
みは禁物です。歩き慣れた道でも横断禁止場所の横断や信号無視などのル
ール違反は絶対にやめましょう。歩行者の方へ／お酒を飲んで道路に寝込
んでしまい、車にひかれる痛ましい事故が発生しています。家に帰るまで
気を引き締めましょう。自転車を利用する方へ／自転車のルール違反によ
る交通事故が増えています。自転車は自動車と同じ「車両」です。運転する
時はヘルメットをかぶりましょう。区では、昨年10月から自転車の利用に
よって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険などへの
加入が義務化されています。自転車事故に備えて損害賠償保険などに必ず
加入しましょう。
●高齢運転者などの安全運転の励行…周囲に思いやりのある運転が大切で
す。高齢ドライバーの方へ／体調の優れない時は運転を控えるなど、常に

安全運転をこころがけましょう。区は、東京都の補助を受けて安全運転支
援装置を設置した方に対して、設置費用の1割（補助限度額1万円／台、
1，000円未満切り捨て）を補助することにより、装置の普及と踏み間違いに
よる事故をなくしていきます。また、運転に自信がなかったり、家族から
心配されたら、免許証の自主返納をお考えください。運転経歴証明書の交
付を受けると運転免許証と同様に身分証明書として使うことができ、様々
な特典があります。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底／6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用が義務付け
られています。
●夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止…反射材
用品を身に付けることで相手側に自分の位置を知らせ、交通事故を防ぎま
しょう。車を運転する時は夕暮れ時になったら早めに前照灯を点灯しまし
ょう。飲酒運転の根絶／飲酒運転は犯罪です。運転者以外の酒類の提供者
や車両の同乗者、車両の提供者も罰せられます。自転車も飲酒運転は禁止
です。また、「あおり運転」は危険極まりない行為です。道路交通法違反で
あり、事故を誘因した場合はさらに厳しく処罰されます。
●二輪車の交通事故防止…カーブや交差点の手前では十分に速度を落とし、
しっかりと安全確認をしましょう。ヘルメットを正しくかぶり、胸・腹部
を守るプロテクターを着用し、体の露出がなるべく少なくなるような長袖
・長ズボンを着用しましょう。
�自転車も含め、運転中や歩きながらスマートフォンなどを操作するいわ
ゆる「ながらスマホ」は大変危険ですので絶対にやめましょう。
�踏切の通行には注意しましょう。ベビーカーや手押し車などが溝にはま
って動けなくなったら、急いで踏切から出て、身の安全を守ることを最優
先してください。また、踏切内で転倒したり、動けなくなっている人がい
たら、「非常通報ボタン」を押して事故防止にご協力ください。

█問交通安全対策グループ☎3981‐4856

訪問介護および介護予防・日
常生活支援総合事業の訪問型サ
ービスは、介護職員（ホームヘ
ルパーなど）が自宅を訪問して、
食事・排せつ・入浴などの介助
や掃除・洗濯、食事の準備や調
理を行います。主に①身体介護、
②生活援助、③通院などのため
の乗車・降車介助の3つのサー
ビス区分があります。サービス
の内容、家族の状況によっては
利用できないものもあります。
別表を参照し、介護保険サービ
スを正しく利用してください※
交通事故などの第三者行為によ
り介護保険の給付を受ける場合、
第1号被保険者（65歳以上）の方
は介護保険課へ連絡してくださ
い。
█問訪問介護について…介護保険
課給付グループ☎3981‐1387、
介護予防・日常生活支援総合事
業の訪問型サービスについて…
高齢者福祉課総合事業グループ
☎4566‐2435

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。

◆自治功労（11名）
○町会長（6名）
遠藤 昭 南大塚一丁目南松町会会長
蕪木 文昭 長崎一丁目町会会長
佐藤 喜幸 東二町会会長
重田 軍司 上り屋敷町会会長
東原 正人 池袋本町末廣町会会長
三嶋日出光 千早一丁目町会会長
○附属機関の委員（5名）
岩﨑津代子 障害認定審査会委員
大渕 智巳 同
加藤 和貴 同
水谷 貞子 同
木曽 真吾 建築紛争調停委員会委員

◆社会福祉事業功労（39名）
○社会福祉事業の経営者（1名）
小林 光俊 社会福祉法人敬心福祉会理事

長
○社会福祉関係団体の長（2名）
小林 弘子 悠々会会長
西村 敏男 南長崎四丁目福寿会会長
○社会福祉施設に勤務する職員（9名）
穴吹 峰章 特別養護老人ホーム風かおる

里施設長
岡田 ルミ 特別養護老人ホーム風かおる

里職員
野呂田ゆう子 池袋ほんちょうの郷高齢者

在宅サービスセンター職員
姥山 雅子 ゆきわりそう職員

山﨑 岳彦 ゆきわりそう主任
阿保 清香 千早子どもの家保育園保育士
片岡 沙樹 しいの実保育園園長
上条 弥生 愛の家保育園保育士
高野 公代 若草保育園調理員
○各種相談員等（2名）
戸澤 雅美 青少年育成委員会委員
鳥潟 葉子 同
○民生委員・児童委員（21名）
朝倉百合子 民生委員・児童委員
井戸 尚子 同
内海 晴子 同
大草 栄子 同
奥山 義則 同
加藤 優子 同
櫻井 幸子 同
佐々木敬彦 同
鈴木 克明 同
田中真砂子 同
津田賀惠子 同
飛田 和江 同
永良 秀子 同
比留間恭子 同
藤原 丈子 同
前田和加奈 同
松浦 和代 同
松﨑伊津枝 同
籾山 禎宏 同
山嵜 光子 同
吉村 澄子 同

○保護司（1名）
新藤 完 保護司
○区の行う社会福祉事業に貢献しその功績
が顕著な者（3名）

河内 敦子 ファミリー・サポート・セン
ター援助会員

工藤 明子 同
原田美砂子 同

◆保健衛生功労（7名）
○社会福祉施設嘱託医（2名）
遠藤 正之 特別養護老人ホーム風かおる

里嘱託医
山崎 泰行 区立巣鴨第一保育園保育園医
○区立小中学校医等（4名）
阿部 俊夫 区立西池袋中学校学校医
中井 孝尚 区立池袋本町小学校学校医
花房 芳 区立高南小学校学校医
比留間康二郎 区立池袋第一小学校学校薬

剤師
○幼稚園医等（1名）
関野 久邦 区立池袋幼稚園幼稚園医

◆教育功労（3名）
○関係各種団体の長（1名）
海野 頼子 豊島区なぎなた連盟会長
○区の行う教育事業に貢献しその功績が顕
著な者（2名）

小林 明佳 日曜教室ボランティアスタッ
フ

髙松登美子 ひかり文庫拡大写本奉仕員

◆産業振興功労（4名）
○産業振興関係団体の長（4名）
齋藤嘉一郎 池袋西口駅前名店街会長
鈴木 基弘 長崎銀座商店会会長
寺﨑 良雄 大塚商興会会長
桝田 秀光 池三商店街会長

◆公共事業功労（15名）
○公共事業団体の長（5名）
堀口由利江 巣鴨母の会会長

稲垣 男 豊島青色申告会支部長
金子 守宏 同
河野 壽雄 同
藤村 環 同
○各種相談員等（1名）
浅田 明廣 住宅相談員
○消防団員（9名）
奥平 雅智 豊島消防団団員
河手 一仁 同
仲江 憲司 同
薮田 健二 同
飯島 修一 池袋消防団団員
宇佐美洋史 同
大塚 亮司 同
杉 京乃助 同
渡邉 利和 同

◆公益功労（21名）
○徳行者（10名）
伊藤 公英 地域美化ボランティア
江島 文子 同
江連 久 同
桑原千代子 同
佐伯 弘子 同
下手 達男 同
玉村みつ子 同
原 武則 同
原 葉子 同
和田 文江 同
○人命救助者（10名）
                   人命救助者
里中 郁男 同
杉本 達司 同
瀧川 貴之 同
田中 敏雄 同
辻本 健二 同
辻本 崇之 同
細淵 茂 同
前田 英起 同
𠮷田 武司 同
○寄附者（1名）
岩﨑 哲也 寄附者

「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。

国勢調査員が、調査書類を
各世帯の郵便受けに順次投か
んしています。回答方法は
「インターネット回答」「郵送
回答（紙の調査票）」の2通り
です。10月7日までに回答を
お願いします。インターネッ
ト回答は約10分（一人世帯の
場合）で回答できるため便利
です！
█問豊島区国勢調査コールセン
ター☎0570‐000‐595

訪問介護のサービス区分 主なサービスの内容

（1）身体介護

食事をしたり、飲み物を飲んだり、薬を飲むことの介助
着替えなどの介助
トイレやポータブルトイレの利用やおむつ交換などの排せつ行為の介助
入浴や洗髪、全身を拭く介助
体の向きを変えたり、車イスへの乗り移り・移動の介助

（2）生活援助
※原則として、同居家族のいる方には提供でき
ません。ただし、家族などが障害や疾病などの
理由により、またそのほかやむを得ない理由に
より、家事が困難な場合は、利用が可能な場合
もあります。

調理や配膳、後片付けなど
部屋やトイレの清掃、ゴミ出しなど
洗濯や洗濯した衣類の整理や入れ替え、ボタン付けや繕いなどの補修
生活必需品の買い物や、病院などへ薬を受け取りに行くなどの援助
シーツや布団カバーの交換、布団の上げ下ろし

（3）通院などのための乗車・降車介助
※要介護1以上の方のみ利用できます。また、
運賃はすべて自己負担となります。

届け出をした訪問介護事業所の介護職員（ホームヘルパーなど）が、通院な
どのため、利用者に対して自ら運転する車への乗車や降車の介助を行うと
ともに、乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行います。
なお、病院内での介助は原則できません。

◎次のような場合、訪問介護サービスとして利用することはできません。
（1）商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為
（2）利用者本人への援助ではなく、家族のため

に行う行為や家族が行うことが適当と判断
される行為

利用者以外の方に関わる調理、洗濯、買い物、主として利用者が利用する
居室など以外の清掃、自家用車の洗車や清掃

（3）介護職員（ホームヘルパーなど）が行わなく
ても日常生活に支障がない行為 草むしり、花木の水やり、ペットの世話

（4）日常的に行われる家事の範囲をこえる行為 家具・電気器具などの移動、修繕、大掃除、植木の剪定などの園芸、正月
などのために特別に手間をかけて行う料理

（5）リハビリテーションや医療行為 介護保険の訪問看護や訪問リハビリテーションの対応
（6）金銭管理や契約行為 本人に代わって金銭を引き出す行為、ＡＴＭの操作、契約書に記入

�また、要介護1～5の方を対象に、訪問介護サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせる選択的介護も実施しています。
█問介護保険課特命グループ☎4566‐2468
�上記以外にも、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など（ただし、継続性のないもの）は「困りごと援助サービス」（住民
参加型たすけあい活動）の利用もできますので相談してください。
◇対象…65歳以上のひとり暮らしの方・高齢者世帯、障害者など◇費用…30分以内500円●活動する協力員も募集中！
█問豊島区民社会福祉協議会困りごと援助サービス担当☎3981‐3166

国勢調査への
回答をお願いします

令和2年豊島区功労者を表彰します
「豊島区表彰条例」に基づく令和2年豊島区功労者が、表彰審査会の審
査を経て決定しました。区功労者とは、長年にわたり豊島区の振興発展
・区民福祉の向上に貢献し、その功績が著しい方です。
表彰式は10月1日、としま区民センターで行います。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451
※敬称略。役職は在職時のもの。

介護保険で利用できる、訪問介護の正しい利用をお願いします

●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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区民ひろば

講演・講習講演・講習

職員採用

みらい館大明
「エクセル基礎編2日間講座」

10月17・24日 土曜日 正午～午
後5時◇入力のポイントと表の作成
方法、簡単な計算式と関数の入力方
法。エクセル2013使用。講師…パソ
コンインストラクター／石井 由香
里氏◇パソコン経験者◇6名◇
5，500円
█申電話かＥメールで「みらい館大明
☎3986‐7186、█EMmiraikan_taimei
@yahoo.co.jp」へ。直接窓口申込
みも可※先着順。

消費生活講座「日常備蓄を見直
そう!!災害時に役立つローリン
グストックのすすめ」

10月20日㈫ 午後2時～3時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
備蓄していた災害食、気づいたら期
限が切れていたという経験はありま
せんか？日常で使っている食材を無
理なく継続的に備蓄できるローリン
グストックを学ぶ◇区内在住、在勤、
在学の方◇50名
█申はがきか電話かファクスかＥメー
ル（3面記入例参照。あればファク
ス番号、メールアドレスも記入）で
「消費生活グループ☎4566‐2416、
█FAX5992‐7024、█EMA0014308@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

出張講座「悪質商法にご用心！」

10月21日㈬ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば長崎◇最近の相談
事例などを紹介し、悪質商法の手口
や対処法を学ぶ◇15名█申電話で当ひ
ろば☎3554‐4411へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

内容など詳細は区ホームページ参照
か問い合わせてください。
●学習院大学
①内外経済の変化の見方…10月3日
㈯ 午後2～4時 雑司が谷地域文
化創造館第2・第3会議室◇講師…
当大学国際社会科学部国際社会科学

科教授／伊藤元重氏◇30名◇1，000
円、②平成経済から令和経済へ…10
月10日㈯ 午後2～4時 としま区
民センター小ホール◇講師…当大学
経済学部経済学科教授／宮川 努氏
◇60名◇1，000円
●帝京平成大学

有事に打ち勝つ栄養学～コロ
ナ・猛暑・災害に備えよう！～

…10月17日㈯ 午前10時～11時30分
としま区民センター701～703会議室
◇講師…当大学健康メディカル学部
健康栄養学科准教授／野口律奈氏◇
50名◇500円
●立教大学
人はなぜストレスを感じるのか―健
康の心理学―…10月17日㈯ 午後1
時30分～3時30分 としま区民セン
ター701～703会議室◇講師…当大学
現代心理学部心理学科助教／嘉瀬貴
祥氏◇50名◇1，000円
いずれも█申9月23日午前9時から
ファクスか Eメール（希望講座・氏
名・ふりがな・日中連絡のつく電話
番号、ファクスの場合はファクス番
号・住所も記入）で「生涯学習グルー
プ█FAX3981‐1577、█EMA0014606@city.
toshima.lg.jp」へ※先着順。受付開
始日以前の申込みは無効。
█問当グループ☎4566‐2762

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。

マイナンバーカード交付等業務
（会計年度任用職員）

窓口業務（交付、電子証明書の発
行・更新など）、入力作業など◇勤
務地…西部区民事務所◇任期…11月
1日～令和3年3月31日█申所定の申
込書（当事務所で配布。区ホームペ
ージからダウンロードも可）を9月
30日午後5時までに当事務所窓口に
本人が持参。
█問当事務所区民グループ☎4566‐
4021

◆上池袋 「NPO 法人きんぎょ
ひろば上池袋オープニングセレモ
ニー」…10月11日㈰ 午後1時30
分～2時30分◇對島哲男ほか3名
による弦楽四重奏◇30名
█申9月24日から電話で当ひろば☎
3576‐6916へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

◆仰高 「ハッピーハロウィン」…
10月21日㈬～31日㈯ 午前9時～
午後5時（最終日は午後4時まで）
◇写真スポットでハロウィン装飾
と撮影を楽しむ。
█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5907‐3471

特別号のみ世帯へ個別に配布します。同日発行の「広報としま情報版」は、
通常通り新聞折り込みや希望者への戸別配布となります。
●配布期間…9月28日㈪～10月2日㈮
●配布物…広報としま特別号「としま plus」10月号※特別号は冊子版16ペ
ージです。例月の特集版はタブロイド版8ぺージです。
●配布方法…区が委託した配布員（区発行の身分証明書を携帯）が郵便受け
に投かんします。

█問広報グループ☎4566‐2532

◆0．1．2．のおもちゃ箱…0歳
児（0～12か月）の親子を対象とし
たアートとの出会いの広場◇①み
んなでわらべ歌…10月19日㈪◇
500円、②ベイビーシアター「マ・
プニュ・ンカ！」…11月16日㈪◇
1，000円 いずれも午前10時30分
～正午 自由学園明日館（西池袋
2‐31‐3）◇親子7組█申詳細は
当財団ホームページ参照。
◆H ZETTRIO 年末大演会2020
先駆け2021トリオピック前哨戦…
12月19日㈯・20日㈰ 午後5時
東京建物 Brillia HALL◇子どもか
らおとなまで楽しめるジャズトリ
オライブ◇3歳以下入場不可、4
歳以上チケット必要◇6，000円（全
席指定）█申10月3日（区民以外は10
月10日）から電話でとしまチケッ
トセンター☎0570‐056‐777へ。
█問いずれも事業企画グループ☎
3590‐7118
◆第15回まちかどこども美術展…
10月3日㈯～10日㈯ 午前10時30
分～午後5時（最終日は午後3時
まで） としま区民センター◇豊
島区小・中学生の作品を展示。
█問活動支援グループ☎3981‐4732
◆地域文化創造館
●雑司が谷 ①第35弾！雑司が谷
ワンコイン落語会…11月3日㈷
午後2時開演◇出演…柳家小せん、
②第37弾！雑司が谷ワンコイン落
語会…11月29日㈰ 午後2時開演
◇出演…立川談修
いずれも◇50名◇500円◇当館、

雑司が谷案内処でチケット発売中。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【110】お酒と上手に付
き合おう（焼酎編）…10月26日、11
月2日 月曜日 午後1時30分～
3時◇25名◇9月30日必着。
●巣鴨 ②【212】健康リラックス
ヨガ―リラックスして免疫力を高
める―…11月17・24日、12月1・
8日 火曜日 午前10～11時◇10
名◇2，000円◇10月27日必着、③
【213】はじめてのプリザーブドフ
ラワー―手作りのお花で迎えるお
正月―…11月28日㈯ 午前10時～
11時30分◇6名◇3，500円◇11月
4日必着。
●南大塚 ④【504】やわらかクラ
シック入門講座「クラシックから
ポピュラーまで！チェロとピアノ

の世界」…11月11・25日 水曜日
午後7時～8時30分◇50名◇
2，000円◇10月15日必着。
●雑司が谷 ⑤【308】電子工作ワ
ークショップ「光る・奏でるキツ
ネの基板を組み立てる」…11月21
日㈯ 午後2～4時◇10組◇4，700
円◇10月29日必着、⑥【310】雑司
ケ谷霊園に眠る偉人シリーズ「小
泉八雲―その虫と日本美術の理解
を考える―」…11月13・20日 金
曜日 午後2～4時◇36名◇1，200
円◇10月29日必着。
●千早 ⑦【401】小江戸川越を歩
こう！町並み保存地区の楽しみ方
…11月27日㈮ 午前9時30分～午
後0時30分◇15名◇1，000円◇10
月31日必着、⑧【404】美術講座 西
洋文明とオリンピックのルーツ、
古代ギリシャの美術と文化…12月
2・9・16日 水曜日 午後2～
4時◇24名◇1，700円◇11月8日
必着、⑨【406】旧長崎町なるほど
ゼミナール（12）昭和のマンガ界隈
をたずねる…11月21日㈯・29日㈰
午後2～4時◇20名◇200円◇10
月31日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上。ただし【110】は20
歳以上。【308】はいずれかが区内
在住、在勤、在学の親子。年齢制
限などは要問合せ。【310】【406】は
18歳以上どなたでも█申往復はがき
（3面記入例参照。講座名・番号
も記入）で各館へ。返信用はがき
持参で、直接各館窓口申込みも可。
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）

10月1日発行の広報としま特別号「としまplus」を
区内全世帯に配布します。

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。
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。
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。
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