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福  祉福  祉

【ご意見募集中】

「豊島区高齢者福祉計画・第8
期介護保険事業計画」（素案）を
まとめました

当計画の改定について、パブリッ
クコメント（意見公募手続き）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…本案の全文は、12
月21日～令和3年1月20日の間、介
護保険課、高齢者総合相談センター、
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、1月20日（必着）までに郵送
かファクスか Eメールで「介護保険
課管理グループ█FAX3981‐6208、█EMA
0016408@city.toshima.lg.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。
█問当グループ☎3981‐1942

「豊島区障害者計画・第6期障
害福祉計画・第2期障害児福祉
計画」（素案）をまとめました

当計画の策定について、パブリッ
クコメント（意見公募手続き）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…本案の全文は、12
月21日～令和3年1月20日の間、障
害福祉課、心身障害者福祉センター、
駒込生活実習所・福祉作業所、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、1月20日（必着）までに郵送
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█FAX3981‐
4303、█EMA0015600@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。
█問当グループ☎3981‐1766

口座振替済のお知らせを
発送します

令和2年1～12月に口座から引き
落とした国民健康保険料の内訳を、
12月21日に圧着はがきで世帯主宛に
発送します。納付書や年金天引きで

支払った分と引き落とし後の還付金
額は含まれていませんので、注意し
てください。
█問資格・保険料グループ☎4566‐2377

支援者、家族が知っておきたい
失語症のこと

令和3年1月23日㈯ 午後1時30
分～3時30分 としま区民センター
◇失語症の基礎知識や、当事者の方
とコミュニケーションをとる際のコ
ツを学び、支援に活かす◇区内在住、
在勤で失語症の支援に関心のある支
援者、家族◇70名
█申電話かファクスで「心身障害者福
祉センター☎3953‐2811、█FAX3953‐
9441」へ※先着順。

日程は右表参照。区ホームページからダウンロードもできます。
【資源回収・ごみ収集】
◇休止期間…12月31日㈭～令和3年1月3日㈰
◇注意…収集最終日を避けて早めに出してください。必ず午前8時（池袋駅周辺
繁華街地域は午前7時30分）までに出してください。
◇スプレー缶、カセットボンベ、ライターなど…必ず使い切り、ほかのごみとは
袋を分けて「スプレー缶」などわかるように大きく書いて「金属・陶器・ガラスご
み」の日に出してください。
◇正しく分別してください…燃やすごみに焼却不適物が混入し、清掃工場の故障
の原因となっています。金属・陶器・ガラスごみや布団などの粗大ごみは、絶対
に燃やすごみの日に出さないでください。
【粗大ごみ】
◇粗大ごみ受付センター…①電話☎5296‐7000（午前8時～午後7時。日曜日と
12月29日～1月3日を除く）※休日明けや午前中は電話が繋がりにくくなり、年
末年始は大変混み合うので早めに申し込んでください。②ホームページ█HPhttp :
//sodai.tokyokankyo.or.jp/（24時間対応。12月29日～1月3日を除く）
【家電（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）】
不要になった上記の家電製品は、購入した小売店か買い替えをする小売店に直接
問い合わせてください。小売店が不明な場合は電話で「家電リサイクル受付セン
ター☎5296‐7200（午前8時～午後5時。12月29日～1月3日を除く）」へ。

埼玉県から産地直送の新鮮な野菜、区内の名品、友好都市の特産品が勢ぞろい。
皆さんの日常と台所に彩りを添えます。
なお、イケ・サンパークへは、IKEBUS のご利用が便利です。

12月12日㈯・13日㈰・19日㈯・20日㈰
午前10時～午後4時 ※令和3年も開催予定

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、入
場時の検温やマスク着用など、感染拡大防止策を
徹底します。

█問公園計画グループ☎4566‐2697

●こころといのちの相談窓口
新型コロナウイルス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。悩んでいる方は相談窓
口をご利用ください。

●イベントなどの開催中止・延期について
詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してください。開
催状況は区ホームページで随時お知らせします。

●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。

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。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。

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
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SDGs未来都市豊島区

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）『自治体SDGｓ

モデル事業』第1弾！
イケ・サンパーク
ファーマーズマーケットを開催！

『自治体SDGｓ
モデル事業』第1弾！
イケ・サンパーク
ファーマーズマーケットを開催！

年末年始の資源回収・ごみ収集のお知らせ █問ごみ減量推進課☎3981‐1142

●「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。

◎燃やすごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月・木地区 28日㈪ 4日㈪
火・金地区 29日㈫ 5日㈫
水・土地区 30日㈬ 6日㈬

◎金属・陶器・ガラスごみ

収集曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

第1・3月曜地区 21日㈪ 4日㈪
第2・4月曜地区 28日㈪ 11日㈪
第1・3火曜地区 15日㈫ 5日㈫
第2・4火曜地区 22日㈫ 12日㈫
第1・3水曜地区 16日㈬ 6日㈬
第2・4水曜地区 23日㈬ 13日㈬
第1・3木曜地区 17日㈭ 7日㈭
第2・4木曜地区 24日㈭ 14日㈭
第1・3金曜地区 18日㈮ 15日㈮
第2・4金曜地区 25日㈮ 8日㈮
第1・3土曜地区 19日㈯ 16日㈯
第2・4土曜地区 26日㈯ 9日㈯

◎資源回収
（びん・かん・ペットボトル類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 28日㈪ 4日㈪
火曜地区 29日㈫ 5日㈫
水曜地区 30日㈬ 6日㈬
木曜地区 24日㈭ 7日㈭
金曜地区 25日㈮ 8日㈮
土曜地区 26日㈯ 9日㈯

◎資源回収（紙・布類）

回収曜日 12月の
最終日

1月の
開始日

月曜地区 28日㈪ 4日㈪
火曜地区 29日㈫ 5日㈫
水曜地区 30日㈬ 6日㈬
木曜地区 24日㈭ 7日㈭
金曜地区 25日㈮ 8日㈮
土曜地区 26日㈯ 9日㈯



子育て・教育子育て・教育

所得制限額
扶養人数 本人 扶養義務者
0人 200万円 244万円
1人 238万円 282万円
2人 276万円 320万円
3人 314万円 358万円

以降1人
増すごとに 38万円加算 38万円加算

【注釈】上記の表には社会保険料控除分と
して一律8万円を加算してあります。
対象者の令和元年中の所得が上記の所得
制限額以下の場合対象となります。
所得の計算方法…［税法上の所得金額］＋
［養育費の80％］－［社会保険料控除を除
く規程の控除額］
規程の控除額については問い合わせてく
ださい。

くらし等くらし等

1月の説明会日程
◇時間…午前10時から、11時から、
午後1時から、2時から※写真撮影
は午前10時～午後4時
13日㈬ 区民ひろば目白
14日㈭ 区民ひろば要
15日㈮ 区民ひろば長崎
18日㈪ 区民ひろば椎名町
19日㈫ 区民ひろば南池袋
21日㈭ 区民ひろば富士見台
22日㈮ 区民ひろば朝日
26日㈫ 区民ひろば千早
27日㈬ 区民ひろば高松
28日㈭ 区民ひろばさくら第一

傍聴できます傍聴できます

健  康健  康

イベントイベント

講演・講習講演・講習

千代田区立神田一橋中学校
「通信教育課程」生徒募集

◇都内在住か在勤で昭和21年3月31
日以前の尋常小学校卒業または国民
学校初等科修了の方で、新制中学校
を卒業していない方█申出願書類を12
月14日～令和3年1月29日（消印有
効）の間に当校（千代田区一ツ橋2‐
6‐14）へ郵送か持参。
█問当校☎3265‐5961

ひとり親家庭等
医療費助成医療証の更新

毎年1月1日に更新します。現在、
この助成の対象者で、令和3年1月か
らも受給できる方の医療証は、12月
17日頃発送予定です。一部負担額が
変更となる方もいますので、同封の
「利用の手引き」で確認してください。

なお、以前ひとり親家庭等医療費
助成を受けていた方で、平成30年中
の所得が制限額を超えたために対象
外になっていた方も、令和元年中の
所得が制限内の場合は（下表参照）、
令和3年1月から再び対象となりま
す。1月から受給するためには、令
和2年12月中に申請が必要です。

█問児童給付グループ☎3981‐1417

マイナンバーカードについて

①マイナポイント手続きサポート
（マイナンバーカードをお持ちの方）
◇申請申込期限…令和3年3月末◇
区役所本庁舎3階304会議室で予約
・申込みのサポートを実施（平日午
前9時～午後5時）。
②マイナンバーカード
⑴申請書の送付について…未申請の
方に、地方公共団体情報システム機
構から申請書が送付されます。
⑵取得促進キャンペーンin区民ひろ
ば…令和3年3月31日㈬まで。申請
書、申請用封筒、記入見本を用意し
た申請書コーナーを設置。
�マイナンバーカード説明会…制度
の説明や、写真撮影（無料）など申請
をサポート。⑴記載の申請書を持参
すれば、そのまま申請も可█申当日直
接会場へ。

※カードの申請から交付通知書が届

くまで、1か月半～2か月程度かかり
ます。マイナポイントの取得が目的
の場合は12月中に申請してください。
█問マイナンバーカードグループ☎
4566‐2843

第192回豊島区都市計画審議会

12月21日㈪ 午後6時から 区役
所本庁舎8階議員協議会室
█申電話で前日までに都市計画グルー
プ☎4566‐2632へ。

尿もれ予防教室（全3回）

令和3年1月21日㈭、2月3日㈬、
3月3日㈬ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇体のしくみを知って簡
単なセルフケアを体験。講師…日本
コンチネンス協会／北廣和江氏◇65
歳未満の区内在住、在勤の女性で原
則全回参加できる方◇15名◇動きや
すい服装で参加。
█申電話かファクスで「保健指導グル
ープ☎3987‐4174、█FAX3987‐4178」
へ※先着順。

図書館から「本の福袋」のご案内

中央…12月15日㈫～28日㈪、駒込

…令和3年1月6日㈬～11日㈷、巣
鴨…12月15日㈫～28日㈪、上池袋…
令和3年1月5日㈫～21日㈭、目白
…12月26日㈯～令和3年1月21日㈭、
千早…12月26日㈯～令和3年1月15
日㈮※中央と巣鴨は子ども向けのみ、
それ以外は一般向けも実施 いずれ
も各図書館の開館時間◇どんな本が
入っているのかは、開けてからのお
楽しみ。予定個数が貸出になった時
点で終了。
█問各図書館 中央☎3983‐7861、駒
込☎3940‐5751、巣鴨☎3910‐3608、
上池袋☎3940‐1779、目白☎3950‐
7121、千早☎3955‐8361

年末・年始は「シラノ」！
―鈴木信太郎記念館展示解説―

12月26日㈯、27日㈰、令和3年1
月9日㈯、16日㈯ 午後2時から
（約40分）◇「シラノ・ド・ベルジュ
ラック」に関するコーナー展示を担
当学芸員が案内█申当日直接会場へ。
█問当館☎5950‐1737

赤鳥庵（目白庭園）

①新春こども茶道体験（正月のしつ
らえで）…令和3年1月11日㈷ 午前
10時30分～11時30分（午前10時15分
受付）◇正月の行事の話を交えなが

ら茶道を通じてあいさつの大切さや
相手を思いやる心を学ぶ◇小学生◇
20名◇1，000円、②浮世絵からお江
戸にタイムスリップ@目白…1月16
日㈯ 午後7時～8時30分（午後6
時30分受付）◇世界各国で講演して
いる講師が浮世絵を解説◇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@mejiro-gar
den.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

飾り巻き寿司体験教室

令和3年1月16日㈯ ①午前10時
30分～午後0時30分、②午後2～4
時 としま産業振興プラザ（IKE・Bi
z）◇節分の日に合わせた写真映えす
る飾り巻き寿司を作る。講師…真貝
美和子氏◇20歳以上◇各回10名◇
1，500円◇エプロン、三角巾、手拭
タオル、持ち帰り容器持参。
█申電話で前日までに当館
☎3980‐3131へ。直接窓
口申込みも可（午前10時
～午後8時）※先着順。

豊島区・秩父市版生涯活躍の
まちづくり「ゆいま～る花の木」
（サービス付き高齢者向け住宅）
お弁当付き特別見学会

令和3年1月23日㈯～29日㈮ 午
前11時「ゆいま～る花の木」集合◇実
際のお部屋を見学後、秩父の郷土料
理を詰め合わせたお弁当を食べなが
ら懇談◇各日3組（※1組2名まで）
█申電話で希望日の3日前までに当施
設入居相談室�0120‐972‐583（午
前10時～午後5時）へ。

出前講座「先ず捨てることから
始めよう！収納の工夫」

令和3年1月12日㈫ 午前10時～
11時30分 区民ひろば朝日◇収納の
基本的な考え方、家の中が片付かな
い原因を学び、上手な収納を実践◇
10名█申電話で当ひろば☎5974‐0566
へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前寄席
「虎の子の年金は渡せない」

令和3年1月14日㈭ 午後1時30

分～2時10分 区民ひろばさくら第
一◇あなたの財産を狙う悪質商法や
詐欺の手口と対策を、落語で楽しく
伝える◇30名█申12月18日から電話で
当ひろば☎3950‐8676へ申込み※先
着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明 パソコン講座「パ
ワーポイント2013入門2日間講座」

令和3年1月16・23日 土曜日
午後1～5時◇講師…パソコンイン
ストラクター／石井 由香里氏◇ワー
ドかエクセル経験者◇6名◇5，500円
█申電話かＥメールで「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

認知症について学びませんか？
～認知症サポーター養成講座～

令和3年1月22日㈮ 午後2時～
3時30分 男女平等推進センター◇
認知症を正しく理解し、認知症の人
や家族を温かく見守り、支援する応
援者を養成◇区内在住、在勤、在学
の方◇20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※先着順。

※利用料金は一般料金です。学生料金または減額免除できる場合など、詳細は各自転車
駐車場か当グループまで問い合わせてください。
※開業時間…Ａ／午前4時～翌日午前1時30分、Ｂ／午前5時～翌日午前1時15分、Ｃ
／午前6時～翌日午前0時45分、Ｄ／午前4時45分～翌日午前1時、Ｅ／24時間開業
※申込み後でも対象車種以外の場合は、利用登録を取り消します。
※★印の自転車駐車場は、指定管理者が運営しています。
（注1）巣鴨駅北自転車駐車場は立体機械式のため、新規申込みの場合には事前に自転車
の規格審査があります（かごや補助席などが付いているなどにより、収納できない場合
があるため）。

◇対象車種…自転車、原動機付自転車（50㏄）※団体・法人は不可。現在利
用中の方の利用期限は、令和3年3月末です。自動継続にはなりませんの
で、再度申し込んでください◇利用期間…令和3年4月1日～令和4年3
月31日◇料金…下表参照█申自転車駐車場（無人の施設を除く）にある申請用
紙に必要事項を記入し、2月10日までに各自転車駐車場へ提出。期日を過
ぎるとキャンセル待ちになります※利用は申請用紙に記入されている利用
者本人のみ。1人1台、1か所の利用に限る。応募者多数の場合は抽選。
当選結果は3月1日以降に区ホームページ・各自転車駐車場で公表※今年
度からはがきの添付は不要。申請書提出時に引換券を渡します。引換券は
抽選結果の確認、利用手続きの際に必要なので大切に保管してください。
█問駐輪場管理グループ☎3981‐4847、申込みについては各自転車駐車場へ。

12月25日㈮ 午前10～11時 区役所本庁舎8階議員協議会室
█申傍聴希望の方は電話かファクスかＥメールで「都市計画グループ☎4566‐2633、█FAX3980‐5135、█EMA0022603@city.toshima.lg.jp」へ。

◇住所…移転前／要町1‐5‐1、移転後／千早2‐39‐16（西部区民
事務所と同じ建物）◇電話番号…変更なし。西部高齢者総合相談センタ
ー☎3974‐0065、西部障害支援センター☎3974‐5531
█問西部高齢者総合相談センターの移転に関すること…高齢者福祉課管理
グループ☎4566‐2429、西部障害支援センターの移転に関すること…障
害福祉課身体障害者支援第二グループ☎4566‐2442

◇70歳、75歳の方にはお手紙も送っています。まだチェックを受けてい
ない方はぜひ申し込んでください。結果によって、おすすめの活動や講
座を紹介。フレイルリスクのある方は、看護師などの個別相談を受けら
れます（別途要予約）◇区内在住の65歳以上の方
█申電話かファクスで「介護予防・認知症対策グループ☎4566‐2434、█FAX
3980‐5040」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。

11月1日、「としま文化の日」記念式典を東京建物 Brillia HALL で開催
しました。文化をテーマとした記念日の設定は、基礎自治体では全国初で
す。記念式典では、「としまＳＤＧｓ都市宣言」に続き、本区の文化政策に
多大な貢献のあった7名、4団体の方に文化栄誉賞を授与しました。今後
も文化によるまちづくりを基軸としながら、豊島区の魅力やまちの価値を
高め、ＳＤＧｓ未来都市として全国のモデル自治体となるべく力強く取り
組んでまいります。
1．4公園を中心とした池袋の街づくり
個性ある4公園の整備と連携は、ＳＤＧｓ未来都市の中心となるテーマ
であり、自治体ＳＤＧｓモデル事業にも選ばれています。IKE・SUNPARK
では12月12日のグランドオープンにあわせて、日本最大級のファーマーズ
マーケットがスタートします。埼玉県の新鮮な農産物をはじめ、区内の名
産品、交流都市の物産などが出店されます。「ＳＤＧｓモデル事業」の第一
弾として位置づけており、賑わいの創出や姉妹都市などの地域との交流だ
けでなく、環境や食品ロスにも配慮し、さらにはコロナ対策を徹底するこ
とにより安全・安心を確保するとともに、キャッシュレス決済を導入し、
より買い物しやすい環境を整えます。また、IKE・SUNPARK は、災害時
に安全・安心を守る防災拠点です。区有施設初となる本格的なヘリポート
を備え、災害派遣医療チームＤＭＡＴの輸送、医療物資の緊急輸送、重症
患者の後送が可能です。また、断水地域に飲料水を供給するための応急給
水槽や火災延焼防止のための水利となる深井戸を備えているほか、災害時
用トイレ15基はイベント時にも活用できます。ＩＫＥＢＵＳは8月1日か
ら東西循環のＢルートを、西口からビックリガード、東通りを回るルート
に変更しました。さらに、9月26日からはＡルート、Ｂルートともに IKE
・SUNPARKへ乗り入れを開始したことで、9月の乗車人員は8月の1．2
倍、10月は1．6倍と着実に伸びています。
2．文化を基軸としたまちづくり
トキワ荘マンガミュージアムは、全国の新聞だけでも、開館日直前から
の約1か月間で267件もの記事が掲載されました。この広告による宣伝効
果は2億円以上にのぼり、これに加え、全国から集まった寄付金は、11月
1日現在で、1，005件、4億2，762万円で、広告宣伝と合わせると建設に要
した経費を凌ぐ効果となっています。手塚プロダクションの企画制作のも
と、新企画展「トキワ荘のアニキ寺田ヒロオ展」が10月30日からはじまり、
来年1月からは、「ジャングル大帝」の展示を開催する予定です。また、文
化の灯を灯し続けるための応援プロジェクトとして、1件あたり最大30万
円の新型コロナウイルス対策経費補助金を創設したほか、11月末までに公
民連携で約80件の事業を集中的に実施します。
3．高齢者にやさしいまちづくり
ＫＤＤＩ㈱と合同で準備してきたスマートフォンを活用したヘルスケア
アプリの実証実験が、11月16日にスタートしました。また、9月に実施し
た高齢者への呼びかけ事業では75歳以上の方、約31，000名に往復はがきを
送付し、約4，400名の皆さまから返信をいただいています。フレイル対策
については、6月から保健師や管理栄養士、作業療法士、理学療法士など
の専門職が、22地区の区民ひろばなどで「まちの相談室」として、月に1回、
巡回相談を実施しています。また、令和2年から2か年計画で、地域の拠

点である区民ひろばにフレイル機器を設置します。
4．子どもと女性にやさしいまちづくり
12月13日、議場でとしま子ども会議に参加した小学生1名、中学生2名、
高校生1名による意見発表会を開催します。また、11月14日に実施した、
養育家庭体験発表会には、69名の方に参加いただきました。様々な理由で
親元を離れて生活する子どもが、都内で約4，000名、豊島区でも約120名い
ます。今後も家庭養育を推し進めていきます。保育については、保育園や
学校など子ども関連施設などに勤務する職員のＰＣＲ検査費用を区が全額
負担する取組みを10月30日から開始しています。また、子どもたち自身が、
いじめや暴力などから自分の心とからだを守る方法を学ぶ体験型プログラ
ムの試行などを通じて、豊島区の保育の質を高めていきます。
5．さらに安全・安心なまちづくり
豊島区の新型コロナウイルス感染者数は11月に入り増加傾向となってい
ます。インフルエンザとの同時流行にも気を配りつつ、より一層の緊張感
を持って対応していきます。ＰＣＲ検査は、都の補助対象から外れる障害
福祉サービス事業所、介護サービス事業所に対して、今月より区独自の支
援を講じています。また、10月末までとしていた区内中小企業の融資制度
を12月末まで延長しました。さらに、中小企業が感染症拡大防止対策を行
った費用の一部を補助する事業を新設します。
6．後期・基本計画
11月11日に立教大学の原田 久教授を会長とする第1回基本構想審議会
を開催しました。国際アートカルチャー都市の実現に向けた、「高齢者に
優しいまちづくり」「子どもと女性に優しいまちづくり」などの視点に加え、
「新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい日常」「行政手続きのデジタ
ル化」「ＳＤＧｓを踏まえた事業展開」などについて審議いただく予定です。
デジタル化の推進については、本年8月、庁内に「デジタルガバメント検
討プロジェクトチーム」と「ペーパレス・ハンコレス検討プロジェクトチー
ム」を設置し、検討を始めました。
7．教育
11月3日に豊島区中学校演劇発表会がHareza 池袋で行われ、駒込中学
校、千登世橋中学校演劇部の生徒の皆さんの激励に伺いました。本年は、
西巣鴨幼稚園、朝日小学校、富士見台小学校、清和小学校がそれぞれ創立
70周年を迎えました。小・中学校の移動教室は中止とせざるをえませんで
したが、6年生はお台場にある体験型の英語学習施設「TOKYO GLOBAL
GATEWAY」の日帰り体験活動を計画し、10月1日から11月16日までに小
学校全22校が無事に終了しました。中学3年生の修学旅行につきましては、
来年2月末から3月にかけて東京ディズニーランド1泊旅行を計画してい
ます。
8．地域の活力の創出
新しく生まれ変わる大塚駅前広場に見合った広場名を、現在ネーミング
ライツの制度を用いて募集しています。命名権料として得られた収入はす
べて、広場の維持管理費に充当する予定です。また、巣鴨地蔵通りの無電
柱化工事は着実に進んでおり、真性寺から高岩寺までの一工区については、
当初予定のとおり、来年の6月末に無電柱化が完了する予定です。

12月18日㈮ 午前10時から 区役所本庁舎8階議員協議会室█申傍聴希望の方は当日開始10分前までに直接会場へ。
█問子ども若者課管理・計画グループ☎4566‐2471

自転車駐車場および利用料金（1か月・単位／円）

駐輪施設 所在地 電話番号
開
業
時
間

自転車

区内（区外）

原動機付自転
車（50㏄以下）
区内（区外）

★駒込駅北 駒込2‐2‐2 5974‐4469Ａ 2，500
（3，000） 3，750（4，500）

★巣鴨駅北（注1）
★巣鴨駅南

★西巣鴨駅

★巣鴨駅第三

椎名橋南
椎名橋北
★南長崎

千川駅北第二

千川駅西

池袋駅西
池袋駅南

南長崎1‐25‐27

巣鴨2‐9‐23
西池袋3‐20‐1
南池袋2‐21‐6

長崎1‐9‐30

要町3‐22‐11

南長崎4‐13‐5

巣鴨1‐13‐8
巣鴨2‐7‐11

要町3‐55

西巣鴨3‐26‐1

3972‐4220
（千川駅北
第一）

3576‐0165
（巣鴨駅北）

3953‐0795
3974‐4577
（椎名橋北）

5944‐8687

3918‐5778

3590‐3837

Ｃ

Ｅ
Ｄ

Ａ
Ａ

Ｅ

Ａ
Ａ

Ｅ

Ｂ

Ｅ

1，250
（1，500）

2，500
（3，000）

2，000
（2，250）

2，500
（3，000）

1，250
（1，500）

3，750（4，500）
3，750（4，500）

3，750（4，500）

1，750（2，100）

3，750（4，500）

池袋駅東

★千登世橋

★目白駅北

★目白駅西
★目白駅東

大塚駅北口第三

要町駅北

新大塚
大塚駅南

千川駅南
千川駅北第一

大塚駅北口第四
空蝉橋

要町駅南 要町1‐4‐11

雑司が谷3‐1‐7

東池袋1‐50‐23

南大塚3‐33‐4
北大塚2‐3先

目白3‐16

要町3‐9‐16
要町3‐44‐8

目白3‐4‐3

南大塚3‐33‐3‐Ｂ2

目白1‐4‐1

北大塚2‐4先、8先

要町1‐10‐8

南大塚2‐8先

6912‐5071
（大塚駅南）

5995‐1107
（要町駅南）

3986‐5681
（目白駅東）

3955‐4440

5951‐5751
3590‐3838

Ｅ

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｃ

Ａ

Ｅ
Ｃ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ａ

2，500
（3，000）

2，000
（2，250）

2，500
（3，000）

1，400
（1，500）

2，500
（3，000）
2，500
（3，000）

3，750（4，500）

3，750（4，500）

2，800（3，000）

3，750（4，500）

池袋駅北 池袋1‐4‐20 Ａ 3，750（4，500）

会場 1月 2月 3月
東池袋フレイル対策センター 15・22日㈮ 19日㈮ 19日㈮
高田介護予防センター 6日㈬ 3日㈬ 3日㈬

区民ひろば
― 池袋本町

10日㈬
豊成
6日㈯

― 駒込※
26日㈮ ―

会場 12月 1月 2月 3月

区民ひろば 池袋※
16日㈬

西池袋
22日㈮

高松
17日㈬

高南第一
10日㈬

令和3年度区立自転車駐車場の定期利用者の募集

第4回区議会定例会区長招集あいさつ 11月18日、高野区長が行った、招集あいさつの抜粋・要約です。

「西部高齢者総合相談センター」および
「西部障害支援センター」が
令和3年1月12日に移転します

生活不活発に注意！フレイルチェックのご案内
（1）しっかりコース（定員12名）
午後1時30分～3時 ※区民ひろば駒込は午前10時～11時30分

（2）かんたんコース（定員12名）
午前10時30分～11時30分 ※区民ひろば池袋は午後1時30分～2時30分

第13回
豊島区景観審議会

第31期豊島区青少年問題
協議会第1回定例協議会
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保健所カレンダー月
111 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。

○申込みは、前日までに各施設へ
○詳細は各施設の二次元コード参照か問い合わせてください体育施設へ行こう

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツいっしょに笑って、こころを軽く！
～笑いの力を学ぶ～

①令和3年1月29日、②2月5日、
③2月12日 金曜日 午後2～4時
①②男女平等推進センター、③とし
ま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇コロ
ナ禍の不安や自分自身のストレスに
対する「笑い・ユーモア」の効用など
を学ぶ。③は「狂言」のワークショッ
プと実演◇①②各回28名、③40名█保
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.
lg.jp」へ※先着順。

楽々初心者水泳教室（全4回）

令和3年1月5～26日 火曜日
午前10時～正午 雑司が谷体育館◇
区内在住、在勤、在学の18歳以上で
泳力10メートル程度の方◇20名◇
4，000円█申はがきで12月22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※応募者多数の場合

は抽選。
█問当事務局 佐藤☎3943‐6397

区民歩こう会「池袋周辺七社巡り」

令和3年1月10日㈰ 午前9時50
分 西武池袋線椎名町駅北口駅前広
場（長崎神社境内）集合◇椎名町駅か
ら池袋駅まで（約8㎞）◇300円█申当
日集合場所で受付。
█問豊島歩こう会 吉越☎3986‐8620

第88回区民グラウンド・ゴルフ
新春大会

令和3年1月10日㈰※雨天時は1
月24日㈰ 午後0時30分受付 総合
体育場◇区内在住、在勤の方◇

1，000円◇運動できる服装で参加。
用具の貸出しあり。
█申電話で12月25日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

豊島体育館 ☎3973‐1701
◆女性限定初心者トランポリン教室（全6回） 令和3年1月
14日～2月25日（2月11日を除く） 木曜日 午後1～2時◇
16歳以上の女性◇15名程度◇運動しやすい服装で参加。
█申12月12日午前9時から当館窓口へ。電話申込みも可※先着順。
雑司が谷体育館 ☎3590‐1252
◆令和3年1～3月コース型教室参加者募集！
月曜日①朝の健康体操…午前9時45分～10時45分、②ストレ
ッチ…午後2時25分～3時10分、③幼児水泳教室（初心者）…
午後2時55分～3時45分、水曜日④バドミントン教室（初級）…午後1時40
分～午後3時、木曜日⑤ズンバZUMBA GOLD＆ストレッチ…午後0時
30分～1時30分、⑥幼児水泳教室（初心者）…午後3時40分～4時40分、金
曜日⑦ピラティス…午後1時30分～2時30分、土曜日⑧ヨガ（ベーシック）
…午後0時10分～1時10分、⑨ピラティス（ベーシック）…午後1時45分～

お と な

2時45分、日曜日⑩大人水泳教室…午後1時40分～2時30分
池袋スポーツセンター ☎5974‐7262
◆12月29日㈫年末プログラム【スタジオ】①気功…午前9時か
ら、②かんたんステップ…午前10時15分から、③お腹引き締
めエクササイズ…午前11時15分から、④ヨガ…午後0時15分
から、⑤かんたんストレッチ…午後2時から、⑥オリジナルエアロ…午後
3時15分から、⑦エアロダンス…午後4時15分から
【プール】①水中歩行…午前10時20分から◇高校生を含む16歳以上◇プール
①・スタジオ③100円、スタジオ①②④～⑦200円、施設使用料別途必要※
各レッスン定員あり、先着順、整理券配布。午後6時に閉館。
巣鴨体育館 ☎3918‐7101
◆スタジオプログラム実施中！
ヨガ・バラエティーストレッチ・ピラティス・エアロビクス
・太極拳・背骨コンディショニング・ボクシングエクササイ
ズ・ストレッチ＆ポール・はじめてバレエ・はじめてのJAZZダンス・フ
ラダンスなどのプログラムを実施◇会員登録なしで都度利用可◇トレジム
利用料400円＋受講料200円。フリーパス会員は無料。

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〕

7・21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〕

14・28日㈭
午前9～10時

5・19日㈫
午前9～10時

母親学級〔予約制〕 16日㈯
午前9時～正午

6・13・20日㈬
午後0時40分～1時

パパ・ママ準備教室〔予約制〕
17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

15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

6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〕 15日㈮
午後1～2時

20日㈬
午後1時15分～3時

食事（栄養）相談〔予約制〕 14日㈭
午前9時30分～11時

女性の専門相談〔予約制〕 6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

18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

15日㈮
午前10時～10時30分

こ
こ
ろ

の
健
康

こころの相談〔予約制〕 13日㈬ 午後2～4時
家族相談〔予約制〕 18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）〔予約制〕
13日㈬ 午後2時～3時30分
█問公害保健グループ☎3987‐
4220※電話相談は随時

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〕

7日㈭ 午前10時～10時30分
27日㈬ 午後3時30分～4時
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

1月 乳幼児健康相談（出張育児相談）【予約制】
19日㈫ 区民ひろば西池袋 午前10～11時
22日㈮ 区民ひろば駒込 午後1時30分～2時30分
█問池袋保健所☎3987‐4174

20日㈬ 区民ひろば高松 午前10～11時
25日㈪ 長崎健康相談所 午後1時30分～3時
█問長崎健康相談所☎3957‐1191

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告
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