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●こころといのちの相談窓口
新型コロナウイルス感染症の
拡大と生活様式の変化により、
多くの人がストレスにさらさ
れています。
「眠れない」「人が苦手」「もう
いやだ」そんな
気持ちを感じ悩
んでいる方は、
相談窓口をご利
用ください。

国内に住む20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが義務付け
られています。
█問池袋年金事務所…年金の記録・支給状況・年金全般について☎3988‐
6011、国民年金グループ…年金加入・保険料免除申請など☎3981‐1954、
年金受給について☎3981‐1952

新型コロナウイルス感染症の影響で保険料の納付が困難
になったとき
売り上げ減少などで所得が一定程度まで下がった場合は、所得見込額を
用いた簡易な手続きで国民年金保険料の免除申請ができます※詳細は日本
年金機構ホームページ https : //www.nenkin.go.jp/service/kokunen/
menjo/0430.html 参照。
◇対象…令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上
げ減少などにより、年間所得見込額が保険料免除基準に該当する方。
◇免除期間…令和2年2月分～令和3年6月分。
※新型コロナウイルス感染症以外の理由でも、所得が一定額以下の場合に
は、保険料が免除（全部・一部）または納付猶予になることがあります。未
納のままにせず、相談してください。

20歳になったとき
対象者には日本年金機構から年金手帳が送付されます。保険料を納める
ことが難しいときは納付猶予制度などがあります。希望する方は相談して
ください。

会社を退職したとき
国民年金の加入手続きが必要です。
◇必要書類…退職日がわかる書類（離職票など）、本人確認書類、年金手帳

産前産後期間の保険料免除申請をしたいとき
◇対象…国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。
◇免除期間…出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間。た
だし、免除されるのは平成31年4月以降の期間です。
◇届出の時期…出産予定日の6か月前から
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産（早産・死産・流産などを含む）
をいいます。

年金生活者支援給付金制度について
公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援

するため、年金額に上乗せされて支給されています。新たに対象となる方
には令和2年10月に、日本年金機構から請求書が送付されていますので必
要事項を記入し返送してください。これから初めて年金を請求する方は、
各年金請求書と同時に提出してください。詳細はねんきんダイヤル☎0570
‐05‐1165、年金給付金専用ダイヤル☎0570‐05‐4092に問い合わせてく
ださい。

障害年金を受給したいとき
「年齢」「初診日」「保険料の納付」など一定の受給要件を満たすとともに障
害年金の等級（障害者手帳等の等級とは異なります）に該当する方は、障害
年金の請求ができます。初診日に加入していた年金の種類により手続き先
が異なります。池袋年金事務所か国民年金グループへ相談してください。

年金受給中の家族が亡くなったとき
亡くなった方の未払い年金（未支給年金）を遺族が受け取れる場合があり

ます。国民年金・厚生年金は池袋年金事務所へ、共済年金は各共済組合へ
相談してください。

1．ひとり親世帯臨時特別給付金を支給しています

申請方法など詳細は問い合わせてください※すでに申請した方は除く。
�基本給付…1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算
◇対象…
①公的年金などを受給しているため、令和2年6月分の児童扶養手当が
全額停止された方。
※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を含む。
②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した結
果、収入が児童扶養手当受給者と同水準になっている方。

�追加給付…1世帯5万円
◇対象…令和2年6月分の児童扶養手当支給対象者および左記基本給付
①に該当する申請者のうち、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。
█問児童給付グループ☎3981‐1417

2．カタログギフトの送付

◇対象…ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を決定した方および令和2
年8月1日から令和3年3月31日までの間に新たに児童扶養手当受給者
となる方※すでに送付した方は除く。
█問東京都福祉保健局育成支援課ひとり親福祉担当☎5320‐4125

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。

●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。

●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。

東京都では、秋冬のインフルエンザ流行期に
向けて、新たな相談センターを開設しました。
豊島区にお住まいで発熱などの症状が生じた
方で、かかりつけ医がいない場合や相談先に
迷う場合には当センターを利用してください。

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。

令和２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。11／1
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SDGs未来都市豊島区

ひとり親世帯への支援を行っています

知っておきたい国民年金

東京都発熱相談センター
設置のお知らせ

☎5320‐4592（24時間対応）

●「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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福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

傍聴できます

募  集募  集

健  康

講演・講習講演・講習

介護予防に関するアンケート
「介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査」を実施します

◇対象…区内在住の65歳以上の方
（要介護の認定を受けている方を除
く）の中から3，000名を無作為に抽出。
◇実施方法…11月中旬にアンケート
用紙を送付。
アンケート結果は、高齢者福祉施
策を検討する際の重要な基礎資料と
します。ご協力をお願いします。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

傾聴コーナー「東池袋ひだまり」
が11月12日オープン！

傾聴コーナーでは、傾聴ボランテ
ィアが高齢者の方のお話を個別にお
聴きします。
◇日時…第2・第4木曜日 午後2
～3時※1回30分以内、事前予約優
先。
◇場所…東池袋フレイル対策センタ
ー█申電話で当センター☎5924‐6212
へ。
█問傾聴ボランティアステーション
（豊島区社会福祉事業団事務局内）☎
5980‐0294

福祉のしごと相談・面接会

11月13日㈮ 午後1～4時 とし
ま区民センター◇各事業者のブース
で個別説明・相談◇福祉や介護の仕
事に就職を希望する方
█申当日直接会場へ。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

認知症支援講座～介護者の心の
ケア・気持ちの見える化～

11月24日㈫ 午後2時～3時30分
ケアハウス菊かおる園◇介護してい
る人の状況や気持ちを、対話などで
見える化し、理解を深めていく。講
師…立教大学コミュニティ福祉学部
福祉学科助教／田中 悠美子氏◇区
内在住、在勤、在学の方◇20名
█申電話かファクスで「菊かおる園高
齢者総合相談センター☎3576‐2245、
█FAX3576‐2247」へ※先着順。

知って安心！
赤ちゃんとの初めての生活

11月20日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター◇新し
く赤ちゃんとの生活を始める方の心
配や疑問を、新生児科医師が解消。
妊婦向け講座に初参加の方に絵本プ
レゼント。帰路は千川駅までの送り
あり。要予約◇区内在住で、原則第
1子を妊娠中の方と家族◇6組
█申電話で当センター☎5966‐3131へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

パパの応援講座

11月28日㈯ 午前10時～正午 東
部子ども家庭支援センター◇ふれあ
い遊びと父親同士のトークタイム
（親子同席）。講師…駿河台大学非常
勤講師／小田俊一氏◇1歳6か月ま
での子どもと父親※東・西子ども家
庭支援センターで子ども1名につき
1回◇10組
█申11月4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※先着順。

【事業者向け】JPQRウェブ申込み
サポート有人窓口を設置します

11月16日㈪・17日㈫ 午前9時～
午後5時（正午～午後1時を除く）
区役所本庁舎8階807・808会議室◇
ウェブの申込みサポート窓口を設置。
「ＪＰＱＲ」は複数社ある決済ＱＲコ
ードを1枚のＱＲコードにまとめ複
数社の決済に対応。
█問商店街振興グループ☎5992‐7017

東池袋一丁目地区第一種市街地
再開発事業などに関する都市計
画決定および変更について

都市計画課窓口およびホームペー
ジで関係図書を縦覧しています◇決
定した都市計画…東池袋一丁目地区
第一種市街地再開発事業、東池袋一
丁目地区地区計画◇変更した都市計
画…東池袋一丁目地区都市再生特別
地区
█問都市計画グループ☎4566‐2632

市街地再開発事業における
公告・縦覧を行います

◇対象…東池袋一丁目地区第一種市
街地再開発事業地区内（東池袋一丁
目45～48番）◇内容…①都市計画法
第57条による公告／市街地再開発事
業地区内において土地を有償譲渡す
る場合、制限を受けます。②都市再
開発法第15条による公告・縦覧（市
街地再開発事業の施行地区となるべ

き区域）／区域内の宅地で未登記の
借地権について申告が必要◇縦覧期
間…公告日から2週間の間に都市計
画課窓口（午前9時～午後5時）へ。
█問事業調整グループ☎4566‐2634

東京土建豊島支部第43回住宅デー

①11月8日㈰ 椎名町公園、上池袋
くすのき公園、②11月29日㈰ 池本
だんだん公園 いずれも午前10時～
午後2時◇住宅の増改築相談や包丁
研ぎ◇区内在住の方◇各会場50名
█申当日直接会場へ。
█問東京土建豊島支部☎3986‐2471

豊島区居住支援協議会セミナー
「空き家、空き室を活かして
アナタも社会貢献を！」

11月17日㈫ 午後6時30分～8時
30分 としま産業振興プラザ（IKE
・Biz）◇オーナーの方が安心してお
部屋を貸し出すための、豊島区、居
住支援法人、地域活動団体の連携の
仕組みを紹介。講師…豊島区内で活
動している居住支援法人3団体◇空
き家活用に興味ある方、物件オーナ
ーの方など◇50名
█申電話で前日までに住宅課施策推進
グループ☎3981‐2655へ※先着順。

第3回男女平等推進センター
運営委員会の開催

11月4日㈬ 午後2～4時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）3階エ
ポック10研修室2█申当日開始10分前
までに直接会場へ。
█問庶務・計画調整グループ☎5952‐
9501

福祉住宅（巣鴨つつじ苑）
生活協力員募集

福祉住宅に入居し、入居者対応な
どを行う。平日の午前午後で各2時
間勤務◇対象…令和3年3月1日時
点で業務の補助ができる配偶者がい
る25歳以上55歳未満の方◇任期…令
和3年3月1日～令和4年3月31日
（更新可）◇謝礼…月7万8千円█申申
込書（住宅課で配付。区ホームペー
ジからダウンロードも可）、履歴書、
納税証明書などを11月16日（必着）ま
でに住宅管理グループへ持参か郵送。
█問当グループ☎3981‐2637

運動実践プログラム

①姿勢良くなれ体操…11月20日㈮
午後2～3時 雑司が谷体育館◇体
の仕組みを学びながら正しい姿勢を
作る◇動きやすい服装で参加。タオ
ル、飲み物持参、②真向法でストレ
ッチ…11月21日㈯ 午前10時～11時
30分 上池袋コミュニティセンター
◇4種のポーズで全身をのばす。
いずれも◇区内在住の方◇20名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。重複申込み不可。

インボディ測定会

11月29日㈰ ①午前10時から、②
午前11時から、③午後1時30分から、
④午後2時30分から、⑤午後3時30
分から 池袋保健所◇体内の筋肉量
や脂肪量を部位別に測定◇各回50名
█申電話で保健事業グループ☎3987‐
4660へ※先着順。

Echika 池袋ギャラリー
「障害者アート展」

11月29日㈰まで 当ギャラリー
（東京メトロ副都心線池袋駅構内通
路）◇障害者による個性あふれるア
ート作品を展示█申当日直接会場へ。
█問障害福祉課管理・政策推進グルー
プ☎3981‐1766

池袋東口美観商店会
「クリスマスイルミネーション」

12月25日㈮まで 午後4時30分～
11時 池袋駅東口駅前◇イルミネー
ションで駅前をライトアップ█申当日
直接会場へ。
█問当商店会☎3982‐8322

劇団鹿殺し
「ザ・ショルダーパッズ」

11月7日㈯～15日㈰ あうるすぽ
っと◇シンプルな肉体と想像力の翼
のみを武器に、演者と観客、双方の
世界を無限に解放することに挑戦す
る公演。「銀河鉄道の夜」「少年探偵
団」2演目上演◇一般4，900円（全席
指定）、配信公演2，500円ほか█申特設
サイト█HPhttp://shika564.com/sp/
から申込み。
█問株式会社オフィス鹿☎6265‐8518

グローバルリングでクラシック
コンサートを楽しみませんか。
～Tokyo Music Evening Yube～

11月26日㈭ 午後6時から GL
OBAL RING THEATRE（池袋西口
公園内）※着席者のみの観覧。ライ
ブ配信も実施◇出演…指揮者／小林
研一郎氏
█申ホームページ█HPhttps://yubemu
sic.jp/から申込み※応
募者多数の場合は抽選。
█問観光企画グループ☎
3981‐4623

【鈴木信太郎記念館 口演会】ぐる
めトーク＆RAKUGO chez 信太郎

12月6日㈰ 午後2時～3時30分
南大塚地域文化創造館◇フランス人
落語パフォーマー／シリル・コピー
ニ氏、フランス料理店オーナーシェ
フ／フィリップ・バットン氏による
トークショーと落語口演◇20名█申往
復はがき（4面記入例参照）で11月12
日（必着）までに「〒170‐0013 東池
袋5‐52‐3 鈴木信太郎記念館」
へ※1通につき1名の申込み。応募
者多数の場合は抽選。
█問当館☎5950‐1737

第44回 目白庭園赤鳥寄席

12月6日㈰ 午後2時～4時30分
赤鳥庵（目白庭園）◇師走の忙しい中、
桂一門の楽しい笑いのひと時を提供
◇中学生以上◇60名◇1，600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、█EM info@
mejiro-garden.com」へ。当園管理
事務所で直接申込みも可。電話申込
み不可※先着順。
█問当園☎5996‐4810

エポック10シネマ
「イミテーション・ゲーム～エ
ニグマと天才数学者の秘密～」

12月10日㈭ ①午前10時～正午、
②午後2～4時 男女平等推進セン
ター◇第二次世界大戦時、戦争の終
結とコンピュータ発明に貢献した人
物でありながら、英国政府に隠され
続けてきた数学者の生涯◇各回15名
█保6か月以上未就学児。定員あり。
要予約。
█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」へ※先着順。

詩人宮尾節子に聞く
“言葉が力に変わる時”

12月12日㈯ 午後2～4時 とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇詩の
朗読とお話を通して、社会を見る目
と明日を生きる力を学ぶ。講師…詩
人／宮尾節子氏◇35名◇500円█保6
か月以上未就学児。定員あり。要予
約。
█申電話かファクスかＥメールで「男
女平等推進センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

みらい館大明
「カリグラフィー講座」

11月13日㈮ 午後1～3時◇カリ
グラフィーの基礎、個性あふれるメ
ッセージカードを作成。講師…カリ
グラフィーネットワーク会員／牧
幸子氏◇10名◇1，000円
█申電話かＥメール（4面記入例参照）
で「当館☎3986‐7186、█EMmiraikan
_taimei@yahoo.co.jp」へ。直接窓
口申込みも可※先着順。

Ane ママグループ TOMATO「マ
マのためのXmas 雑貨作り講座」

11月20日㈮ 午前10時～11時45分
男女平等推進センター◇クリスマス
に飾れるミニキャンドルとミニリー
ス作り。講師…キャンドルセラピス
ト協会認定講師／遠山 都氏、FEJ
認定フラワーアレンジメント講師／
白根由貴氏◇子育て中の母親◇10名
◇1，500円█保6か月以上未就学児。
要予約。5名。1名500円。先着順
█申Ｅメール（4面記入例参照。保育
希望の方は子どもの氏名と月齢も記
入）で11月16日までに当グループ█EM
anemama.tomato@gmail.comへ
※先着順。
█問生涯学習振興グループ☎4566‐2762

1人で抱え込んだり、放置したりせず、地域社会の支援を受
けながら問題を解決していきましょう。
█問障害者虐待防止センター（心身障害者福祉センター内）☎3953
‐2870、█FAX3953‐9441、█EMA0015702@city.toshima.lg.jp
●相談窓口
障害者虐待に関する相談や虐待の通報などを受け付けていま
す。虐待を見かけたとき、虐待かどうか迷ったときには相談し
てください。通報や届け出をした人の情報は守られます。
●虐待の例
①身体的虐待…殴る、蹴る、つねる、火傷させる、縛り付ける、
閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど。
②性的虐待…性交の無理強い、性器への接触、裸にする、キス
をする、性的な雑誌やビデオを見せるなど。
③心理的虐待…怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れな
い、子ども扱い、無視するなど。
④放棄・放任（ネグレクト）…十分な食事を与えない、必要な医
療や福祉サービスを受けさせないなど。
⑤経済的虐待…勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な
金銭を与えない、年金や賃金を渡さないなど。
●家庭訪問
虐待や虐待のおそれのある家庭へ訪問します。必要に応じて、
障害者の短期入所、障害福祉サービスの利用の提案、専門機関
の紹介など、介護負担を減らす支援をします。
●カウンセリング
虐待を受けた障害者や虐待をしてしまった家族などのために、
専門家によるカウンセリングを実施します。

11月10日㈫ 午前10時～11時30分 区役所本庁舎5階509・510会議室█申傍聴希望の方は当日直接会場へ。
█問商工グループ☎4566‐2742

お酒を楽しむためにも、不適切な飲
酒や健康への影響について理解を深め、
アルコール健康障害を予防し、事件や
事故の防止に努めましょう。
◇アルコール健康障害とは…アルコー
ル依存症のほか、多量飲酒、未成年者
の飲酒、妊婦の飲酒など、不適切な飲
酒の影響による心身の健康障害のこと
です。また、アルコールに関連する問
題として、うつ、自殺などがあります。
�主な健康障害…急性アルコール中毒、
アルコールの飲みすぎによる肝臓病、
すい臓病、認知症、循環器疾患、メタ
ボリックシンドローム、がん、歯科疾
患など。
◇豊島区の飲酒の現状（平成29年実施
「豊島区健康に関する意識調査」より）
�飲酒の程度…「ほとんど飲んでいな
い」が42．8％で最も多く、飲む人では
「ほとんど毎日飲んでいる」が19．6％で
最も多くなっています。男性で毎日飲
酒をする人はすべての年代で減少傾向
にあり29．8％、世代別でみると60歳代
が4割を占めています。女性で毎日飲
酒をする人は、全体では12．4％とほぼ
横ばいですが、70歳代を除くすべての

年代でやや増加傾向が見られます。
◇適正な飲酒を心がけましょう…厚生
労働省では「節度ある適度な飲酒量」は
1日のアルコール摂取量を20ｇとして
います。男性はアルコール40ｇ以上、
女性はアルコール20ｇ以上を1日に摂
取すると生活習慣病のリスクが高まり
ます。60ｇを超えるアルコールの摂取
は、様々な社会問題を引き起こし、ア
ルコール依存症にもつながるとされて
います。
◇アルコール20ｇとは…日本酒1合、
ビール500㎖、7％の酎ハイ350㎖、
25％の焼酎100㎖、ワイン200㎖、ウイ
スキーダブル60㎖
◇アルコール依存症…習慣的に多量飲
酒していると、意思や性格に関係なく
だれでもアルコール依存症になる可能
性があります。飲酒をコントロールで
きなくなる病気のため、飲みすぎによ
る意識の消失、病気や失敗（欠勤、遅
刻やけがなど）を繰り返します。専門
医の治療が必要です。
█問健康推進課保健指導グループ☎3987
‐4174、長崎健康相談所保健指導グル
ープ☎3957‐1191

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。

「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、法人住民税の一部国税化
や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税などの不合理な税制改正に
より、特別区の貴重な税源は奪われており、特別区全体の影響額は2，500億
円に迫る勢いです。地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担
分任という地方税の本旨を無視したものです。本来、地方財源の不足や地域
間の税収などの格差は、国の責任で地方交付税財源の法定率を引き上げ、調
整するべきです。
特別区では、持続的な都市の発展のために取り組むべき課題が山積してい
る中、新型コロナウイルス感染症対策では、感染拡大防止対策や中小企業・
医療機関への支援策、生活保護費など、膨大な財政需要が生じており、特別
区の負担は増え続けています。不合理な税制改正の影響に、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による景気後退が重なり、今後、地方交付税の不交付団体
である特別区は大幅な減収局面を迎えます。今必要なことは、全国各地域が
自らの責任で真に必要な住民サービスを提供するとともに、自治体間の積極
的な交流や協働によって共存共栄する良好な姿を作ることであり、税源の奪
い合いにより自治体間に不要な対立を生むような制度は認められません。こ
のことから、特別区は国に対し、地方自治の根幹を揺るがす税制改正に反論
し、需要に見合う地方財源の拡充に取り組むよう主張します。ご理解をお願
いします。詳細は特別区長会ホームページ█HPhttp://www.tokyo23city-ku
chokai.jp/katsudo/shucho.html の「不合理な税制改正に対する特別区の
主張（令和2年度版）」参照。
█問財政計画グループ☎4566‐2521

11月10日㈫ 午後6時から あうるすぽっと3階会議室Ａ█申傍聴希望の方は当日開始10分前までに直接会場へ。
█問図書館課管理グループ☎3983‐7861

◇会期…11月18日㈬～12月8日㈫
◇一般質問…11月25日㈬・26日㈭
◇常任委員会…総務・区民厚生委員会／11月30日㈪、都市整備
・子ども文教委員会／12月1日㈫
█申傍聴希望の方は、当日区役所本庁舎9階区議会事務局窓口へ。
なお、本定例会で審議する請願・陳情の提出期限は11月13日㈮
午後5時です。点字の場合は問い合わせてください。
█問議事グループ☎3981‐1453

区内2か所の定点測定施設での、空間（大気）放射線量測定の
結果、区の目標値である0．23マイクロシーベルト／時間未満の
値でした。詳細は区ホームページ参照か問い合わせてください
※要町保育園は改修工事中のため、測定を中止しています。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

�測定結果は校庭な
どの地上1ｍのもの。
それ以外の結果は区
ホームページ参照。
�単位はマイクロシ
ーベルト／時間。

測定
日

仰高小学校
（駒込5‐1‐19）

朋有小学校
（東池袋4‐40‐1）

9月
15日 0．06 0．06

障害者虐待防止センターに
ご相談ください

11月10～16日は
アルコール関連問題啓発週間です

税源偏在是正議論についての特別区の主張 区議会第4回定例会を開会します

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

第2回
豊島区商工政策審議会

豊島区
図書館経営協議会
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令和2年10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 25,603
(－467)

178,186
(－525)

287,190
(－739)
143,729
143,461

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

官公署だより

令和2年度文化財めぐり
「豊島区レンガめぐり」

11月28日㈯ 午前10時～正午◇駒
込地域を中心に明治時代から昭和初
期に構築された煉瓦造構造物を、専
門家の解説を聴きながらめぐる◇10
名◇100円█申往復はがきで11月13日
（必着）までに文化財グループへ※応
募者多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐1190

【郷土資料講座】
初歩から始める書画鑑賞

11月29日㈰ 午後2～3時 鈴木
信太郎記念館◇和室で床の間に飾っ
た掛け軸を見ながら、書画鑑賞の楽
しみ方や郷土資料としての魅力を紹
介◇12名█申往復はがきで11月18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 郷土資料館・郷土資料講座担
当」へ※1通につき1名。応募者多
数の場合は抽選。
█問当館☎3980‐2351

出前講座「防災の備え」

11月30日㈪ 午後1時30分～2時
30分 区民ひろば清和第一◇もしも
の時に備えた心の準備と、災害時の
対処法や日常の備蓄を上手に行う方
法を学ぶ◇15名█申電話で当ひろば☎
5974‐5464へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

初冬の無料体験会

12月1～22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◇16歳以上※1名2回まで
参加可。ヨガ・ピラティス・ストレ
ッチ各講習11月3日から再開。新た
に午後8時30分からのピラティス講
習も開設。いずれも毎週火曜日。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。

●豊島都税事務所
「11月は、個人事業税第2期分の納
期です」
11月30日㈪までに、お手元の納付
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
ス感染症の影響により納税が困難な
方は、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…①一般募集住宅（家族
向・単身者向）抽選方式、②居室内
で病死などがあった住宅※詳細は募
集案内を参照。
◇募集案内・申込書配布期間…11月
4日㈬～12日㈭
◇区内の配布場所…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（池袋図書館を除
く）、当公社目白窓口センター（目白

2‐1‐1目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター（募集期間中）
☎0570‐010‐810、（募集期間以外）
☎3498‐8894※いずれも土・日曜日
を除く█HP http://www.to-kousya.
or.jp/
●ハローワーク池袋
「労働保険の加入はお済みですか。
11月は労働保険適用促進強化期間です」
労働保険は、労働者が失業した時
の失業給付、労働災害にあった時の
労災給付などを行います。雇用形態
を問わず、一名でも労働者を雇用し
ている事業主は労働保険の加入義務
があります。加入方法など詳細は問
い合わせてください。
█問ハローワーク池袋雇用保険適用課
☎3988‐6662、池袋労働基準監督署
労災課☎3971‐1259

ひかり文庫は、中央図書館に併設されている点字図書館（身体障害者福祉法第34
条で規定された情報提供施設）で、視覚に障害のある方のための図書館です。昭和
45年に発足し今年で50年になります。公立では大田区とともに都内には2か所しか
ない点字図書館として活動しています。
点字・録音図書などを備え、利用者に貸出、対面朗読、点字指導、プライベート
サービスなどを実施しています。
ひかり文庫では、「点訳研究会」「朗読会」「拡大写本グループ」の3つのボランティ
ア団体に所属する総勢100名ほどのボランティアが活動しており、点字・録音図書
などを製作しています。
録音図書とは図書を朗読して録音したものですが、現在では CD-ROM形式のデ
イジー図書が主流となっています。点字図書はパソコン点訳によるデータ化が進ん
だことで、複本もすぐに作成できるように
なり、提供にかかる時間が短縮されました。
また、拡大図書も以前の手作業による写本
からパソコンを用いたテキストデイジーへ
と移行しており、50年という時の流れを感
じさせます。
ひかり文庫の利用には登録が必要です。
利用方法など詳細は問い合わせてください。
█問点字図書館グループ☎3983‐7864

区の事業ではありません。詳しくは連絡
先へ問い合わせてください。留守番電話
の場合もあります。ご了承ください。

�やさしいピラティスの会
第1・3火曜日 午後1時30分
～2時30分 千早地域文化創造館
◇50歳以上の女性◇月額3，400円
█問緒形☎3957‐1242

�如月古文書会
第2・4火曜日 午後5時30分

～7時30分 南大塚地域文化創造
館◇入会金500円、月額500円
█問高橋☎3941‐1859

豊島区と姉妹都市である埼玉県秩父市では、各地で紅葉
が見頃を迎えています。現在、西武鉄道では期間限定の大
変お得な「秩父市応援秩父漫遊きっぷ」を販売中です。市内
のお店や施設では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底
し、皆さんをお待ちしております。ぜひこの機会に秩父市
へ出かけてみませんか。

◇キャンペーン期間…令和3年3月10日㈬まで
◇内容…①西武線発駅から西武秩父駅間の往復運賃が割引、
②高麗～西武秩父駅間2日間乗り降り自由、③西武秩父駅
前温泉祭の湯、バス、レンタカーで利用できる「漫遊まる
得クーポン券」がセット、④秩父エリア協賛施設・協賛店
が割引料金※詳細は当キャンペーンホーム
ページ（右記2次元コードから読み取りも
可）参照か問い合わせてください。
█問秩父市観光課☎0494‐25‐5209

ひかり文庫（点字図書館）発足50周年 秩父市応援秩父漫遊きっぷ
販売中

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）

この欄は、区民の皆さんが自主的に活動している
サークルの紹介です。

区ホームページからもご覧になれます。
ふれあいガイド

4 広報としま情報版 令和2年（2020年）11月1日号 No.1901 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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