
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

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12月18日から1月7日までの間全面的に協力いただいた中小企業、個人
事業主などに対し、協力金を支給します。

◇支給額…一業者当たり、一律84万円
◇申請期間…2月26日㈮まで（消印有効）
◇申請方法
①オンライン…本協力金のポータルサ
イト（2次元コード）から申請。
②持参…お近くの都税事務所・支所庁
舎内に設置した専用ボックスに投函。

③郵送…「〒130‐8790 日本郵便株式会社 本所郵
便局 私書箱第35号」へ。
※申請書類は区役所本庁舎7階 としまビジネスサ
ポートセンターで配布。
█問東京都緊急事態措置等・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）

マスクの着用や消毒など感染対策を徹底したうえで、下記の一部施設および業務を除き、原則、通常どおり開館します。

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は当セ
ンターに相談してください。

●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。

◇対象…新型コロナウイルスの影響により
収入が減少している場合など一時的に水道
・下水道料金の支払いが困難になった方
◇猶予期間…申し出た日から最長1年間
◇受付期間…3月31日まで。申込み方法な
どの詳細は問い合わせてください。
█問水道局お客さまセンター☎5326‐1101

●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。

施 設 内 容 問 い 合 わ せ 先
東部区民事務所 夜間枠（午後5時30分～9時30分）の貸出休止 当事務所☎3915‐2334
区民ひろば 地域区民ひろば課管理グループ☎3981‐1479

男女平等推進センター 閉館時間を「午後8時」に変更 夜間枠（午後6～9時）の貸出休止
夜間の法律相談およびこころの相談…午後8時以降休止 当センター☎5952‐9501

区民集会室 夜間枠（午後5時30分～10時）の貸出休止 地域振興グループ☎3981‐0479ふるさと千川館 夜間枠（午後5時30分～9時30分）の貸出休止
住宅・不動産相談 休止 住宅課相談グループ☎3981‐2683

区民相談コーナー
法律相談…対面相談は休止
人権身の上相談・専門家合同相談室・行政相談…休止
※司法書士相談は要予約（東京司法書士会豊島支部☎4405‐8113）

区民相談課☎3981‐4164

南池袋斎場 閉館時間を「午後8時」に変更 当施設☎5396‐2873

としま産業振興プラザ（IKE・Biz） 夜間枠（午後5時30分～9時30分）の貸出休止
窓口・電話受付を「午後6時まで」に変更 当館☎3980‐3131

中高生センタージャンプ 一部利用制限…音楽スタジオ、バスケットコートなどの利用 ジャンプ東池袋☎3971‐4931
ジャンプ長崎☎3972‐0035

東京建物 Brillia HALL 国および都の劇場に関する要請に沿って営業予定 当館☎5924‐6611

としま区民センター

会議室・スタジオ・和室の夜間枠（午後6～10時）貸出休止
キッチンルームの貸出休止（終日）
※一部利用制限あり（会食の禁止）。
※多目的ホール・小ホールは、国および都の劇場に関する要請に沿って営業
予定。
※貸室受付（予約・還付対応）の時間短縮。

当館☎6912‐7900

あうるすぽっと 会議室の夜間枠（午後6～10時）の貸出休止
※劇場は、国および都の劇場に関する要請に沿って営業予定。 当館☎5391‐0751

地域文化創造館 夜間区分（午後5時30分～9時30分）貸出休止、調理室の貸出休止（終日）
※南大塚ホールは、国および都の劇場に関する要請に沿って営業予定。

駒込☎3940‐2400、巣鴨☎3576‐2637、南大塚☎3946
‐4301、雑司が谷☎3590‐1253、千早☎3974‐1335

みらい館大明 閉館時間を原則「午後8時」に変更 当館☎3986‐7186

体育施設
閉館時間を原則「午後8時」に変更
※各室の利用は、原則午後7時30分まで（施設により異なる場合あり）。
※貸切利用夜間枠・個人公開夜間枠は、利用休止。

豊島体育館☎3973‐1701、巣鴨体育館☎3918‐7101、
総合体育場・西巣鴨体育場・荒川野球場☎3971‐
0094、雑司が谷体育館☎3590‐1252、池袋スポーツ
センター☎5974‐7262、南長崎スポーツセンター☎
5988‐9270、三芳グランド☎049‐259‐9397

中央図書館 平日閉館時間を「午後8時」に変更 当館☎3983‐7861

豊島清掃事務所 窓口開設時間を「午前7時40分～午後4時25分」に変更
粗大ごみの運び出し…原則休止 当事務所☎3984‐9681

区指定喫煙所 利用時間を「午後8時まで」に制限 環境美化グループ☎3981‐2690
高田介護予防センター 一部利用制限…歌など発声の伴う利用や運動、体操における対人間隔の制限 介護予防・認知症対策グループ☎4566‐2434東池袋フレイル対策センター
ほほえみクラブ室、長崎シニア活動室 一部利用制限 高齢者福祉課管理グループ☎4566‐2429
心身障害者福祉センター 夜間の貸出は休止（音楽室・調理室の貸出しは日中も休止） 当センター☎3953‐2811
私立保育園

一時保育など…人数制限
私立保育所グループ☎3981‐1823

東部子ども家庭支援センター 当センター☎5980‐5275
西部子ども家庭支援センター 当センター☎5966‐3131
ファミリー・サポート・センター 午後8時以降の利用自粛を要請 当センター☎3981‐2146
としまみどりの防災公園、
池袋西口公園、南池袋公園 閉園時間を「午後8時」に変更 公園管理グループ☎3981‐0534
雑司が谷公園丘の上テラス 閉館時間を「午後8時」に変更※予約の内容に応じて個別対応。
目白庭園赤鳥庵 夜間区分（午後6～9時）の貸出休止 緑化推進グループ☎3981‐4940
学校開放 団体開放（校庭を含む全施設）…休止※校庭開放（児童の遊び場開放）は実施。 学校開放グループ☎3981‐1335
地域活動交流センター 利用時間を「午後6時まで」に変更 当センター☎6907‐3110

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３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。2／1
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緊急事態宣言に伴う区施設等およびサービスについて緊急事態宣言に伴う区施設等およびサービスについて

東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
【12月18日～1月7日実施分】

●東京都水道局
新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う
水道料金・下水道料金の
支払い猶予について

東京都
発熱相談センター
☎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。



椎名町駅

要町駅

有楽町線 /副都心線

現在事務所
要町 1 - 5 - 1

仮移転場所 ※2月 22日～
目白 5 - 24 - 12（旧真和中学校）
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パブリックコメントパブリックコメント

税・国保・年金税・国保・年金

後期高齢者医療後期高齢者医療

1年間の自己負担限度額
（令和元年8月～令和2年7月末）

負担
割合 所得区分

後期高齢者医療制
度＋介護保険世帯
単位の自己負担限
度額（年額）

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上 67万円

1割
一般 56万円

住民税
非課税等
※1

区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

※1 区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税である
方のうち、区分Ⅰに該当しない方。
区分Ⅰ…ア．住民税非課税世帯であり世
帯全員が年金収入80万円以下で、その他
の所得がない方。イ．住民税非課税世帯
であり、老齢福祉年金を受給している方。

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

募  集募  集
【ご意見募集】

「豊島区耐震改修促進計画」
改定（案）

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…案の全文は2月8
日～3月5日の間、建築課、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3月5日（必着）までに「建築課許
可・耐震グループ█FAX3980‐5136、█EM
A0023000@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☎3981‐0590
【結果の公表】

「豊島区都市づくりビジョン」の
部分改定（素案）

当改定にあたり、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した。
●閲覧できます…いただいたご意見
および区の考え方は、3月1日まで、
都市計画課、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。
█問都市計画グループ☎4566‐2632

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…令和2年度第1期分（令和
2年6月30日納期限）から令和2年
度第3期分（令和2年11月2日納期
限）までの納付が確認できない方へ
2月9日に催告書を発送します。2
月24日までに納付してください。
◇納付相談窓口…平日午前8時30分
～午後5時15分、毎月第2日曜日（次
回は2月14日）午前9時～午後5時
◇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。期限までに税務課整理第一・
第二グループに相談してください。
◇このようなときはご注意ください
�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、事前に納税管理人の届出をす
る義務があります。
�住民税を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
納付する必要があります。
█問当グループ☎4566‐2362

高額介護合算療養費支給制度の
該当者へ「申請のお知らせ」を発
送します

◇対象…1年間の後期高齢者医療制
度の自己負担額と、介護保険の利用
者負担額の世帯での合算額が、右上
の表の自己負担限度額を超えた方。
ただし、下記対象期間内に次の①②
に該当する方には送付されない場合
があります。①対象期間内に、75歳
の誕生日を迎えた方、②対象期間内
に、東京都外から豊島区に転入した
などにより後期高齢者医療制度の資
格を取得した方
◇対象期間…令和元年8月1日～令
和2年7月31日
█申3月中旬に東京都後期高齢者医療
広域連合から送付される「申請のお
知らせ」を確認してください。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332

豊島区認知症カフェ
運営補助金の交付

◇対象…区内に事務所がある法人お
よび医療機関で、認知症のケアに関
する専門職が常駐する認知症カフェ
を月1回以上定期的に運営する団体
※令和3年度中に開設予定の団体も
可。詳細は区ホームページ参照か問
い合わせてください。
█申所定の申込書（区ホームページか
らダウンロードも可）を3月31日（必
着）までに介護予防・認知症対策グ
ループへ郵送か持参。
█問当グループ☎4566‐2433

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）
体験利用受付中

秩父の街中を散策し、居室に滞在
して、程よい距離で人とつながる暮
らしを体感。新型コロナウイルス感
染防止に十分配慮したうえで実施。
◇費用…3，000円（1泊2日）
█申電話でゆいま～る花の木入居相談
室�0120‐972‐583（午前10時～午
後5時）へ※要予約。

認知症支援講座「もしも」講演会

2月27日㈯ 午後2時～3時30分
区役所本庁舎5階507～510会議室※
状況によりオンライン開催の場合も
あり◇認知症を知る絵本のような冊
子「もしも」の作成者による講演会。
講師…認知症介護研究・研修仙台セ
ンター研修部長／矢吹知之氏◇区内
在住、在勤、在学の方◇50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。

第4回
相談のできる保護者セミナー

2月13日㈯ 午前10時～正午 区
役所本庁舎8階804会議室◇家族や
保護者からの相談を受けている相談
員による、子どもとの向き合い方に
ついてのお話。セミナー終了後、個
別相談時間あり◇保護者、子ども若
者支援に興味のある方◇10名
█申電話かＥメールで「アシスとしま
☎4566‐2476、█EMA0017309901@cit
y.toshima.tokyo.jp」へ※先着順。
当日参加も可。

「子どものやる気を引き出す
魔法の質問」講座

2月18日㈭ 午前10時15分～11時

45分 東部子ども家庭支援センター
◇子どもの気持ちやエネルギーを引
き出す効果のある質問の方法を体験
しながら学ぶ参加型の講座◇区内在
住で、2歳6か月以上（小学生以上
も可）の子どもがいる方◇10名█保5
か月以上未就学児。8名。要予約。
5か月未満児は同席。
█申2月4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。

3～4月は窓口が混雑します。
各種お手続きはお早めに！

3～4月は引越しなどで窓口が大
変混雑します。引越しに伴う手続き
など届出期間が決まっているもの以
外は早めに手続きしてください。総
合窓口課は土・日曜日も開庁してい
ます（2月20・21日は閉庁）。平日は
東・西区民事務所の窓口でも同様の
手続きができます。また、豊島区か
らほかの区市町村へ引越しする方
（転出）は、転出届を郵送で提出し転
出証明書を受け取ることもできます
※ほかにも来庁しなくてもできる手
続きがあります。詳細は区ホームペ
ージ参照か問い合わせてください。
█問住民記録グループ☎3981‐4782

第5回空き家セミナー

2月20日㈯ 午前10時～正午 と
しま区民センター◇講演「空き家対
策―相続・遺言・成年後見制度・信
託の活用と問題点」。講師…司法書
士／森 登規雄氏。個別相談あり（要
予約）◇20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。

「まち詠み～ふぉとととしま句～」
川柳・写真 SNS投稿コンテスト

◇募集期間…2月28日㈰まで
◇放映期間…3月31日㈬まで◇区内
の写真に川柳などを添えた作品を T
witter または Instagram で募集し、
順次選出した作品を区内大型ビジョ
ンで放映。期間中全作品の中から、
優秀賞などを表彰。詳細は区ホーム
ページ参照█申本企画の公式アカウン
トをフォローのうえ、「#まち詠み」
をつけて投稿。
█問施策調整グループ☎3981‐1476

バレンタインにみんなで踊ろう
ブレイクザチェーン

2月14日㈰ 午後6時～7時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
#KuToo 提唱者／石川優実氏のト
ークと女性への暴力防止の啓発テー
マダンス「Break the Chain（鎖を
断ち切ろう）」のワークショップ※当
日、撮影および動画配信をします◇
20名█申パスマーケット
（2次元コード参照）か
ら申込み。
█問男女平等推進センタ
ー☎5952‐9501

越生町営樹木葬墓苑「五大尊花木墓
苑」合同慰霊祭および現地見学会

2月21日㈰ 五大尊花木墓苑（越
生町大字黒岩328‐2） 合同慰霊祭
（献花式）…午前10時から、墓苑現地
見学会…午前11時から◇樹木葬に特
化した墓苑◇墓の購入などを検討し
ている方█申当日直接会場へ。
█問越生町役場まちづくり整備課生活
環境担当☎049‐292‐3121

第45回 目白庭園赤鳥寄席

2月27日㈯ 午後2時～4時30分
赤鳥庵（目白庭園）◇桂文治（十一代）
の名人芸と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、█EMinfo@mejiro-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

MONO「アユタヤ」

3月2日㈫～7日㈰ あうるすぽ
っと◇時代劇なのに現代劇。京都を
拠点に活動する劇団「MONO」の新
作◇区民割引3，800円、一般4，200円
（全席指定）ほか█申としまチケットセ
ンターで発売中。あうるすぽっとホ
ームページ█HPhttps://www.owlsp
ot.jp/から申込みも可。
█問キューカンバー☎075‐525‐2195

当社では「働き方改革」と「健康経営」を同
時並行で進めています。2020年4月には柔
軟な働き方が可能になるコアタイム無しの
フレックスタイム制度の導入、在宅勤務の
環境整備が進み、多くの従業員がワーク・
ライフ・バランスを実践しています。

「環境や状況が変わっても、安心して
仕事を続けられるように」「職員一人ひと
りの力が発揮できるように」そんな願い
から働きやすい職場環境を整備していま
す。育児休暇や介護休暇はもちろんのこ
と、専門知識を追求するために学校で勉
強したい場合など、正規職員のまま短時
間勤務ができる制度も設けています。また、年間休日は123日あり、有給
休暇は1時間単位の取得ができます。充実したプライベートもやりがいの
ある仕事も両立が可能な体制を整備しています。

2月3日㈬ 午前10時から 区役所本庁舎8階教育委員会室█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

小規模な事務所
でもワーク・ライ
フ・バランスの実
現は可能です。税
務会計業務は高度
な専門性が必要と
されますが、コロ
ナ禍以前から在宅勤務を導入し、業務の効率化を
図っています。職員同士が互いにフォローし、職
員一人ひとりを大切にする働き方につながってい
ると感じています。今後も地域に根ざした経営を
展開し、仕事と育児などの両立支援に努めていき
たいと思います。

1996年の創業当時から女性の社会進出に伴う
職場環境の整備に力を注ぎ、派遣社員の育児休
業取得を推進してきました。2012年に推進企業
に認定されてからは、社員・派遣社員のワーク
・ライフ・バランスに対する意識がより高くな
り、育児・介護の情報共有や意識付けには創業
以来毎月発行の社内報が役立っています。個々
の希望を吸い上げるきめ細かい面談を通して、
会社と社員がともにワーク・ライフ・バランス
の実現に取り組んでいます。

従業員の能力を
十分に発揮できる
よう、各社員に合
った働き方やキャ
リア形成ができる
環境作りに取り組
んでいます。お客様の要望にお応えしつつも、業務
改善やノー残業デーの推進による残業削減、ジョブ
ローテーションの実施・多能工化による有休取得率
の向上を図っています。また、人材育成として資格
取得の推奨支援・技術研修の機会を設けているほか、
結婚後も安心して働けるように産休・育休制度や時
短勤務など、柔軟な勤務体制を整えています。

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。

令和2年12月17日、区
内における環境活動の分
野で顕著な功績のあった
個人と団体に感謝状が贈
呈されました。
█問環境政策課調整グループ☎3981‐1293
さわやかな街づくり推進団体など〈12名9団体〉（敬称略）
�金子和泰�金田力也�小出英恵�佐藤重義�髙橋照子�髙橋利廣
�竹ノ谷 晴久�野尻貞夫�原 ハツエ�星野仁美�森戸興治
�山﨑明雄�あすなろガーデンクラブ�株式会社リアルコンセプト
�酒井建設株式会社�末廣鮨�染井よしの町会 環境部 四季の会
�千代田国際語学院�東京国際交流学院池袋校
�日本イスラーム文化センター�南長崎四丁目町会
資源リサイクル運動実践団体など〈11名〉（敬称略）
�上田隼人（東目白自治会）�大宮和子（南大塚東南町会）�大山照美
（上池袋町会）�小川和宏（長崎六丁目町会）�加藤和夫（西巣鴨新田町
会）�金城一博（巣鴨五丁目大親町会）�杉本髙穂（折戸協和町会）
�髙橋いく子（南長崎四丁目町会）�福田是直（東池袋中部町会）
�松本八宣（池袋本町親和町会）�山口洋司（西池袋四丁目自治会）

2月10日㈬ 午後2時から としま産業振興プラザ（IKE・Biz）3階エポック10研修室2
█申傍聴希望の方は、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

施設の改築工事に伴い、仮移転をします。
工事期間中はご不便をおかけしますが、ご協
力をお願いします。
◇移転日…2月22日㈪
◇移転先…目白5‐24‐12（地図参照）※電話
番号の変更はありません。
◇現在の場所（要町1‐5‐1）での業務再開
予定…令和4年秋（日程が正式に決まり次第
お知らせします。）
█問西部生活福祉課管理グループ☎5917‐5760

6月1日から募集していた「『コロ
ナに負けるな！としま』医療・福祉
支援寄附金」は12月28日に終了しま
した。総額は21，402，530円となりま
した。お寄せいただいた寄附金は、
右記の事業に活用します。

●寄附の使い道
�医療機関への支援…16，950，469円
�ひとり親家庭等への食糧支援…
4，452，061円
█問総合高齢社会対策推進室（コロナ
寄附金担当）☎4566‐2426

1月9日に新成人の方に送付した「成人式に関する緊急のお知らせ」同
封のチケットをお持ちいただくと、TOHOシネマズ池袋で使える「映画
観賞券」と引換えます。詳細は区ホームページ参照。
◇引換期間…3月31日㈬まで 午前8時30分～午後5時
15分※土・日曜日、祝日を除く。
◇場所…区役所本庁舎7階学習・スポーツ課
█問当課管理グループ☎4566‐2761

第11期 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業のご紹介 豊島区新成人の方へ～映画鑑賞ご招待～豊島区新成人の方へ～映画鑑賞ご招待～
█問男女平等推進センター（エポック10）☎5952‐9501

株式会社セレスポ（北大塚1‐21‐5）
◇業種…イベント制作業
◇従業員数…387名

落合税務会計事務所（雑司が谷1‐46‐12）
◇業種…税務会計事務所（経営革新等支援機関）
◇従業員数…3名

株式会社ウエマツ（南長崎3‐34‐13）
◇業種…印刷業
◇従業員数…180名

「『コロナに負けるな！としま』医療・
福祉支援寄附金」の募集を終了しました

ご協力ありがとう
ございます令和2年度環境活動団体などに

感謝状を贈呈

社会福祉法人フロンティア（池袋4‐29‐6アクシア池袋204）
◇業種…社会福祉事業（高齢者・障害者）
◇従業員数…491名

株式会社エム・ティ・ブレーン（池袋2‐60‐12早川ビル）
◇業種…総合人材サービス業
◇従業員数…26名

西部生活福祉課（福祉事務所）
仮移転のお知らせ

第31期豊島区青少年問題協議会
第1回専門委員会

第5回男女平等推進センター
運営委員会
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申に住所がない場合は
「〒１７１‐８４２２　豊島
区役所各グループ」へ。

令和3年1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 26,458
(＋618)

178,637
(＋433)

287,300
(＋383)
143,937
143,363

男
女

講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

職員採用
官公署だよりみらい館大明×としま食文化研

究会 もち米から作る「本格（塩）
みりん作り」

3月13日㈯ 午前の部…午前10時
～正午、午後の部…午後2時～4時
30分◇魅惑的な発酵・醸造調味料
「（塩）みりん」をもち米から本格的に
作る（試食なし）※オンラインでも配
信予定。持ち物は問い合わせてくだ
さい◇18歳以上◇各回12名◇4，500
円█申3月3日までにホームページ█HP
http : //www.minamusu.com/か
ら申込み※先着順。
█問当研究会事務局█EM info@minamu
su.com、当館☎3986‐7186

令和2年度第2回
分譲マンション管理セミナー

2月20日㈯ 午後1時30分～4時
としま区民センター◇講演「なにか
ら始めたらいいの？～大規模修繕
～」、個別相談会◇マンション管理
組合役員、区分所有者◇20名（個別
相談会は4組）
█申電話かファクスかＥメールで2月
18日までに「マンショングループ☎
3981‐1385、█FAX3980‐5136、█EMA00
22901@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

豊島区民講座「エンディングノ
ートの書き方・相続の基礎」

2月21日㈰ 午後2～4時 とし
ま区民センター◇エンディングノー
トや遺言書を書くために、最低限知
っておくべき相続の基礎知識などに
ついて◇区内在住、在勤の方◇50名
◇500円
█申電話で2月18日までに東京都行政
書士会豊島支部事務局�0120‐959
‐193へ※先着順。

出張講座「悪質商法にご用心！」

3月4日㈭ 午後2時30分～3時
30分 区民ひろば千早◇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◇30名█申2月18日か
ら電話で当ひろば☎3959‐2281へ※
先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

出前寄席「巧みな話術にご用心！
劇的リフォーム詐欺」

3月5日㈮ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば清和第一◇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◇15名
█申2月22日から電話で当ひろば☎
5974‐5464へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

第74回都民体育大会豊島区予選会

※申込み・詳細は直接各競技担当へ。
●アーチェリー…2月7日㈰／第2
次予選会、3月7日㈰／第3次予選
会 西巣鴨体育場█申当日午前9時ま
でに直接会場へ。
█問アーチェリー協会 富田☎3269‐
2930（ライオン堂洋品店内）

早春の無料体験会

3月2～30日 火曜日 ヨガ…午
前9時30分～10時15分、ピラティス
…午前10時30分～11時15分 としま
産業振興プラザ（IKE・Biz）◇初心者
の方でも安心して参加できる講習会
※1名1回まで参加可。4月からの
有料講習の詳細は問い合わせてくだ
さい◇16歳以上◇各回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へ。直接窓口申込みも可（午
前10時～午後4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。

校務支援員（会計年度任用職員）

児童、生徒、教職員にかかる庶務、
給与、財務、学務、福利厚生事務の
補助◇任期…4月1日～令和4年3
月31日█申採用選考申込書（区ホーム
ページからダウンロード可）を2月
12日午後5時（必着）までに指導課庶
務・事業グループへ持参か郵送。
█問当グループ☎3981‐1145

公害保健非常勤職員
（会計年度任用職員）

公害健康被害被認定者（ぜん息や
ＣＯＰＤ患者）の健康相談、家庭訪
問、療養指導など◇任期…4月1日
～令和4年3月31日█申申込書（地域
保健課で配布。区ホームページから
ダウンロードも可）を2月12日（必着）
までに「〒170‐0013 東池袋4‐42
‐16 池袋保健所地域保健課公害保
健グループ」へ簡易書留で郵送か持
参。
█問当グループ☎3987‐4220

障害者相談支援専門員
（会計年度任用職員）

サービス等利用計画の作成など主
に計画相談支援に関する業務、ほか
心身障害者福祉センターの事業に関
する業務など◇任期…4月1日～令
和4年3月31日█申申込書、自己申告
書、資格証明書の写しを2月15日
（必着）までに「〒171‐0031 目白5
‐18‐8 心身障害者福祉センター」

へ郵送か持参。
█問当センター☎3953‐2811

●豊島都税事務所
「2月は、固定資産税・都市計画税
第4期分の納期です（23区内）」
3月1日㈪までに、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お納めください。
納税には、安心で便利な口座振替を
ご利用ください。パソコン・スマー
トフォンなどからクレジットカード
での納付、さらに、スマートフォン
決済アプリでも納付できます。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
り納税が猶予される制度があります
ので問い合わせてください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

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。

�英会話サークル「スカイブルー」
毎月第1・2・3水曜日 午後3
時30分～4時30分 としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇50歳以上の

初心者の方◇入会金1，000円、月
額4，200円█問別井☎6337‐0887
�「三味線サークル七三会」 月3
回金曜日（不定期） 午前10時～11
時30分 南大塚地域文化創造館◇
月額5，250円█問竹井☎090‐9953‐
1032

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

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
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