
4月以降に高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種が始まります。
ご不明な点などは下記まで問い合わせてください。
最新情報は随時、区ホームページや広報としまでお知らせします。

マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申込みを行い、選んだキャッシュレ
ス決済サービスでチャージや買い物をすると、利用金額の25％分のポイントがもらえます
（1人あたり最大5，000円分）。対象は3月末までにマイナンバーカードを申請し、9月末ま
でに上記の手続きを行った方です（決済サービスによって対象期間が異なります）。希望の方
は忘れずに申請してください。

�マイナポイント予約・申込みの支援窓口を開設しています…区役所本庁舎3階304会議室
平日午前9時～午後5時※決済サービスによっては事前登録が必要な場合があります。
█問�豊島区マイナンバーコールセンター☎3981‐1122（午前9時～午後5時※祝日を除く）

マイナンバーカードの申請・交付について

�マイナンバーカードグループ☎4566‐2843（平日午前8時30分～午後5時15分）
マイナポイント手続き支援窓口について

�マイナンバー総合フリーダイヤル
�0120‐95‐0178（平日午前9時30分～午後8時※土・日曜日、
祝日は午後5時30分まで）
マイナポイント事業について

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。

●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。

●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。

①②ともに適用期間が令和3年6月30日まで延長されました。
被保険者で、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、または発熱等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支給されます。
要件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。
█問①国民健康保険課給付グループ☎3981‐1296
②東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター☎0570‐086‐519

�厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
�0120‐761‐770（午前9時～午後9時）
ワクチン全般に関すること

�厚生労働省新型コロナウイルス関連及び
ワクチンについての聴覚障害者相談窓口
█FAX3581‐6251、█EMcorona-2020@mhlw.go.jp

�ファイザー新型コロナウイルスワクチン
専用ダイヤル
�0120‐146‐744（午前9時～午後8時）
※日曜日、祝日を除く
ファイザー社ワクチンに関すること

�3月30日㈫終日停止
システムメンテナンスのため、マイナンバーカー

ドを利用した証明書コンビニ交付サービスが利用で
きなくなります。
█問証明グループ☎3981‐4766

2月21日に、米国コロラド州デンバー国際空港発
米国ハワイ州ホノルル空港行きユナイテッド航空
328便が、離陸直後に右側エンジンに損傷が発生し、
付近の住宅に被害が生じる事案が発生しました。
この事案に対し、国土交通大臣宛に、本件類似事

案の国内発生防止策の徹底と、本件を含めた安全対
策に関する情報公開の徹底を強く要請しました。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

●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。

保険料の納め忘れはありませんか？
3月31日が納期限です

令和３年
３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。3／21
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SDGs未来都市豊島区

新型コロナウイルスワクチン接種に関する問合せ先

豊島区新型コロナウイルスワクチン
コールセンター

�0120‐567‐153
（午前9時～午後6時）

クーポン券送付・予約・接種会場などに関すること

新型コロナウイルス感染症に係る
①国民健康保険傷病金
②後期高齢者医療傷病手当金 について

東京都発熱相談センター
☎5320‐4592（24時間対応）

コンビニ交付サービスの
停止について

マイナポイントを受け取るためには
3月末までにマイナンバーカードの申請を！

豊島区は国土交通省に
要請文を送付しました

●「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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パブリックコメントパブリックコメント 後期高齢者医療後期高齢者医療

子育て・教育子育て・教育

傍聴できます傍聴できます 講演・講習講演・講習

スポーツスポーツ

【結果の公表】

豊島区景観計画の一部変更（原
案）について

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4月21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

75歳の誕生日からは後期高齢者
医療制度に加入します

今まで加入していた健康保険から
自動的に切り替わるため、加入手続
きは不要です。
◇対象…①75歳以上の方（誕生日か
ら）、②65歳以上の一定の障害があ
る方で、申請に基づき広域連合の認
定を受けた方（認定を受けた日から
※国民健康保険などの方は、後期高
齢者医療制度との選択が可能）
◇保険証…75歳の誕生日までに簡易
書留で郵送。
◇保険料…被保険者が均等に負担す
る均等割額と、所得に応じて負担す
る所得割額の合計額（個人単位）
◇納付方法…特別徴収（年金天引き）
と普通徴収（納付書、口座振替）があ
ります。特別徴収は年金天引きの対
象となる年金額が18万円以上で、介

護保険料との合算額が対象となる年
金の2分の1以下の方が対象です。
年度途中に他の区市町村から転入し
た方や新たに後期高齢者医療制度の
対象となった方は、一定期間は普通
徴収になります※国民健康保険料で
口座振替を利用していた方も、新た
に口座振替の申込みが必要です。
◇納付相談…期限内納付が難しい場
合は、納付相談を行っています。
█問後期高齢者医療グループ☎3981‐
1332、納付相談…整理収納グループ
☎3981‐1459

離乳食講習会

4月13日㈫ ①午後1時～1時45
分（午後0時50分受付）、②午後2時
15分～3時（午後2時5分受付）※①
②とも同内容 長崎健康相談所◇3
グループ（初期食、中期食、後期以
降）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◇5～6か月から完了期
食（おおむね1歳くらいまで）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。

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！（全4回）

4月6～27日 火曜日 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2～4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◇区内在住でおおむ
ね令和2年11月～令和3年2月生ま
れの第一子と母親◇10組
█申3月22日午前10時～4月1日の間
に電話で当センター☎5980‐5275へ。
直接窓口申込みも可※応募者多数の
場合は抽選。

第61回住宅対策審議会

3月26日㈮ 午前10時～正午 区
役所本庁舎8階議員協議会室
█申電話で前日午後5時までに住宅課
施策推進グループ☎3981‐2655へ。

豊島区行政情報公開・
個人情報保護審議会

3月29日㈪ 午前10時から 区役
所本庁舎8階議員協議会室
█申電話で3月26日正午までに行政情
報グループ☎3981‐4404へ。

第31期豊島区青少年問題協議会
第2回定例協議会

3月30日㈫ 午後2時から 区役
所本庁舎5階507～510会議室█申当日
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

あうるすぽっと×コンドルズ
「にゅ～盆踊りNEO」動画投稿募集！

3号新振付動画募集中◇隔月で発
表するコンドルズ近藤良平氏振付の
踊りを、皆で踊って撮影動画を投稿
しよう！█申特設ウェブサイト█HPhtt
ps ://newbonneo.com/を確認の
うえ、メールで█EMnew-bon@owls
pot.jpへ。twitter で@owlspotを
フォローしてハッシュタグ「にゅ～
盆踊りＮＥＯどってみた」をつけて
投稿。
█問あうるすぽっと☎5391‐0751

豊島区障害者美術展「ときめき
想造展」（オンライン展覧会）

3月末から公開◇区内在住、在勤、
在学の障害者による公募の美術展。
自由な発想から生まれた素晴らしい
作品を多数展示。今年はオンライン
での展示。特設ホームページ█HPhtt
ps ://www.tokimeki-sozo.com/
参照。
█問障害福祉課管理・政策推進グルー
プ☎3981‐1766、█FAX3981‐4303

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

4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
さきの古物店」、小野浩「馬車のくる
まで」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

東京音楽大学卒業演奏会

4月7日㈬ 午後6時開演 東京
文化会館小ホール（台東区上野公園
5‐45）◇2020年度卒業の成績優秀
者から選抜された9名による演奏会
◇乳幼児は入場不可◇300名◇チケ
ット発券手数料385円█申3月12日午
前10時から当大学チケットサイト█HP
https : //www.e-get.jp/TCM/pt/
から申込み※全席指定。
█問演奏会お問い合わせ窓口☎6379‐
3788（平日午前10時～午後5時）

エポック10アンコールシネマ

4月22日㈭ 男女平等推進センタ
ー ①イミテーション・ゲーム…午
前10時～正午◇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、②みすゞ…午後2～
4時◇金子みすゞの詩に焦点を当て
た作品。
いずれも◇20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※先着順。

みらい館大明パソコン講座
「ワード入門2日間講座」

4月10・17日 土曜日 午後1～
5時◇文書に写真などを挿入して表
現力アップのチラシ作成など。ワー
ド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「当館☎3986‐
7186、█EMmiraikan_taimei@yahoo.
co.jp」へ。直接窓口申込みも可※先
着順。

シルバー人材センター

①入会説明会…4月15日㈭・16日㈮、
5月14日㈮・15日㈯ 午前9時30分
から（4月15日のみ午後2時から）◇
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体操教室…第1・2・3月曜日
（初回4月5日） 午後1時30分～2
時◇若干名◇1，500円
③表装教室…第2・4金曜日（初回
4月9日） 午前10時～正午◇若干
名◇1，100円
④だれでもかんたん英会話教室…火
曜日（初回4月6日） 午前10時～11
時30分◇若干名◇6，200円
⑤シニアのための英会話教室…水曜
日（初回4月7日） 午前10時～11時
30分◇若干名◇6，200円
⑥パソコン＆iPad＆スマホ教室…
ⓐ無料体験教室／4月8日㈭ 午後
0時45分～2時15分、ⓑ災害スマホ
活用／4月15日㈭ 午後0時45分～
2時15分◇510円、ⓒパソコン入門
（全4回）／4月3～24日 土曜日
午後3時～4時30分◇5，600円、ⓓ
初級ワードⅠ（全4回）／4月5～26
日 月曜日 午後3時～4時30分、
ⓔ初級エクセルⅠ（全4回）／4月1
～22日 木曜日 午前10時～11時30
分◇ⓓⓔ5，800円、ⓕワード基礎Ⅰ
（全4回）／4月6～27日 火曜日
午後3時～4時30分、ⓖエクセル基
礎Ⅰ（全4回）／4月3～24日 土曜
日 午後0時45分～2時15分◇ⓕⓖ
6，600円、ⓗパワーポイント入門（全
4回）／4月6～27日 火曜日 午

前10時～11時30分◇5，800円、ⓘZ
OOM入門―パソコン向け（全2回）
／4月7・14日、4月21・28日 水
曜日 午前10時～11時30分◇2，550
円、ⓙZOOM入門―スマホ向け／
4月21・28日 水曜日 午後0時45
分～2時15分◇1，550円、ⓚスマホ
写真整理（全2回）／4月16・23日
金曜日 午前10時～11時30分◇
2，550円
█申①～⑤は電話で当センター☎3982
‐9533へ（⑤は3月26日正午まで。
※②～④は先着順。⑤は応募者多数
の場合は抽選）。⑥はⓐ～ⓚ（ⓘⓙは
希望日も記入）を選び往復はがきか
ファクスで「〒170‐0013 東池袋2
‐55‐6 シルバー人材センター、
█FAX3982‐9532」へ。

令和3年度 西巣鴨中学校地域
スポーツクラブ会員募集

毎月2回土曜日※変更、休止の場
合あり 西巣鴨中学校◇実施種目…
野球／午前8時20分から、サッカー
／午後1時から、ヨガ／午後1時30
分から、バレーボール／午後3時か
ら◇区内在住、在勤の方※種目によ
り年齢制限などあり◇年会費…中学
生以下3，000円、高校生・65歳以上
4，000円、一般5，000円。親子（中学
生以下と保護者1名ずつ）7，000円
（1，000円割引）█申活動日に会費と所
定の申込書（活動日に直接配布。区
ホームページからダウンロードも可）
を持参。体験・見学可。詳細は区ホ
ームページ参照か問い合わせてくだ
さい。
█問スポーツ推進グループ☎4566‐
2764

区民グラウンド・ゴルフ
初心者教室

4月8日㈭※予備日22日㈭ 午後
2～4時 総合体育場◇区内在住、
在勤、在学の方◇200円◇運動でき
る服装、靴で参加。用具の貸出しあ
り。
█申電話で4月3日までに豊島区グラ
ウンド・ゴルフ協会 野口☎3918‐
4968へ。

豊島区男女共同参画推進条例に基づき設置されている男女共同参画苦情処理委員に「①アウティングに関する啓発・研修、②区内のアウティング被害
実態の調査、③アウティングが発生した企業の企業名の公表」を求める苦情の申出があり、これに対して、苦情処理委員から区に対し意見表明書が出さ
れました。今後、区では意見表明書に基づき、以下のとおり対応していきます。

①企業向けの資料を作成し、産業関係団体と連携して周知を行っていく。
②パートナーシップ制度利用者へのアンケートなど、関連する類似調査を活用し、対応指針等アウティング防止施策に反映していく。
③人権侵害が発生した際の相談窓口の周知による速やかな救済、およびさらなる予防啓発を進めていく。
※詳細は区ホームページ参照。
※同時期に申出があった人権侵害の事案については、区が関係者にあっせんを行い、和解が成立しました。

区立小・中学校の児童・生徒の持続的な努力や功績、他の児童・
生徒の模範となる行いに対して、功績を広く表彰するために、教育
委員会から表彰状を贈る「児童・生徒等表彰」を実施しています。
各小・中学校や関係機関からの推薦に基づき、厳正な審査のうえ、

表彰者を決定しました。（敬称略。団体は団体名と代表者のみ掲載）
█問指導課庶務・事業グループ☎3981‐1145

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。

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」に同封した『引き換えチケット』の使用期限・引き
換え期限が迫っています。詳細は区ホームページ参照か問い
合わせてください。

█問学習・スポーツ課管理グループ☎4566‐2761

●IKEBUS1日乗車券
◇使用期間…3月31日まで
◇使用者…新成人本人
◇使用方法…乗車時にチケットを乗務
員へ渡してください。1日乗車券と引
き換えます。

●映画鑑賞券
◇引換期間…3月31日まで
◇引換方法…引換チケットを持参のう
え、午前8時30分～午後5時15分の間
に本庁舎7階当課窓口へ。
◇使用期間…券面参照

「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。

生後91日以上の犬を飼っている方は、畜犬登録と毎年4～6
月の狂犬病予防注射が法律で義務づけられています。未登録の
方は手続きをしてください（手数料3，000円）。
なお、令和3年度の狂犬病予防週間は6月1～7日です。
◇予防注射を受けるときの注意点…畜犬登録済みの方には、3
月下旬に案内と申請書を送付します。申請書裏面の予診票に記
入のうえ来場してください。会場など詳細は案内を確認してく
ださい。
◇期間中に予防注射が困難な場合…動物病院で注射を済ませた
後、狂犬病予防注射済証明書（原本）を池袋保健所に持参し、狂
犬病予防注射済票の交付を受けてください（手数料550円）。
█問生活衛生グループ☎3987‐4175

学校名 学年 対象者名 功績・業績・善行 など
高南小 6年 五前 美夕 第31回全日本バトン選手権大会 グレード4部門 第2位

目白小 5年 カサソーラ髙橋
トスカ 第20回全日本新体操クラブ団体選手権 徒手チャイルドの部 優勝

池袋第三小 1年 神谷 優里 令和2年度東京都歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 小学校低学年の部 図画・ポスター 第3位
富士見台小 6年 田原 百萌 第22回ジュニア陸上競技・チャレンジカップジャベリックボール投げ 6年生の部 第3位
駒込中 1年 吉岡 秀祥 第51回市村アイデア賞 科学技術館館長賞
巣鴨北中 1年 竹本 みなも 令和2年度東京都歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール 中学校の部 図画・ポスター 第2位
千登世橋中 2年 有馬 史華 第30回日本クラシック音楽コンクール 打楽器部門 中学校の部 第4位

FUJIYAMA JVC
代表…白根 杏純 2020年東京新聞・東京中日スポーツ杯争奪 第41回東京都小学生バレーボール選手権大会 男女混合の部 優勝

池袋第一小 6年 春川 七海 池袋交通少年団で通算3年8か月積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞

池袋第一小 6年 杉田
ウィアフェ 瑠奈 池袋交通少年団で通算5年7か月積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞

池袋第一小 6年 小柴 梨陽 池袋交通少年団で通算4年7か月積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
池袋第一小 6年 小島 千枝里 池袋交通少年団で通算3年8か月積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
豊成小 6年 渡部 峻 巣鴨交通少年団で3年間積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
駒込小 6年 町屋 希美 巣鴨交通少年団で6年間積極的に活動。多大な貢献をした交通少年団に授与される警視庁交通部長賞受賞
目白小 6年 黒木 潤 目白交通少年団で4年間積極的に活動。鼓笛演奏を通じて、交通安全キャンペーンや高齢者慰問活動に積極的に取り組んでいる。
長崎小 6年 山野井 七海 目白交通少年団で6年間積極的に活動。鼓笛演奏を通じて、交通安全キャンペーンや高齢者慰問活動に積極的に取り組んでいる。
西池袋中 3年 江口 沙友子 池袋消防少年団に8年在籍。令和2年度副隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
西池袋中 3年 三又 楓 池袋消防少年団に7年在籍。令和2年度副隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
明豊中 3年 金平 希羽 池袋消防少年団に8年在籍。令和2年度隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
明豊中 3年 梨本 詩桜音 池袋消防少年団に8年在籍。令和2年度副隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
池袋中 3年 今野 力海 豊島消防少年団に3年9か月在籍。令和2年度隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。
千登世橋中 3年 河野 一輝 豊島消防少年団に7年2か月在籍。令和2年度副隊長。ほかの団員の規範。今後も高校生準指導者として活躍が期待される。

男女共同参画苦情申立に対する今後の区の対応について █問男女平等推進センター庶務・計画
調整グループ☎5952‐9501

豊島区新成人の方へ
記念特典のご使用をお忘れなく！

飼い犬に狂犬病予防
注射をしましょう

●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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申に住所がない場合は
「〒１７１‐８４２２　豊島
区役所各グループ」へ。

西口（北）

東武百貨店
池袋店
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（中央）

西口（南）

メトロポリタン口

ビック
カメラ

みずき通り
池袋駅西口（中央）

西口五差路

副都心線 池袋駅

有楽町線 池袋駅

劇
場
通
り
東京芸術
劇場

池袋西口公園
（グローバルリング）

東京都
豊島合同庁舎

池
袋
駅

新停留所
東京芸術劇場

…停留所

スポーツスポーツ

官公署だより

都民体育大会予選会
兼区民生涯水泳大会

5月23日㈰ 午前10時から 南長
崎スポーツセンター◇種目…個人／
自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフラ
イ、個人メドレー。1人1種目まで。
感染対策のため無観客開催。大会前
14日間の検温記録表を当日提出。種
目毎に入場時間を設定◇区内在住、
在勤、在学、在クラブの高校生以上
の方◇250名◇700円█申申込用紙を豊
島区水泳連盟ホームページ█HPhttp :
//toshimasuiren.web.fc2.com/か

らダウンロードし、Ｅメールで4月
16日までに豊島区水泳連盟█EMtoshi
masuiren.taikai@gmail.comへ。
詳細は当連盟ホームページ参照※先
着順。
█問当連盟 佐藤☎3943‐6397

●財務省関東財務局東京財務事務所
「財務局職員が無料で出前講座を行
います」
人生100年時代、安定した老後を

過ごすために、公的機関が公平な視
点でアドバイス。資産形成のために
大切なこと、投資の税制優遇制度、
最新の金融トラブルの被害事例など

を紹介。講義内容や時間は、各種の
会合のご要望にあわせて夜間休日い
つでもどこでもアレンジ可。お気軽
に問い合わせてください。
█問当事務所理財第6課☎5842‐7016
●豊島都税事務所
「4月から固定資産税における土地
・家屋の価格などがご覧になれます
（23区内）」
◇対象…令和3年1月1日現在、23
区内に土地・家屋を所有する納税者
◇内容…所有資産が所在する区で課
税されている土地・家屋の価格など
◇期間…4月1日～6月30日（土・
日曜日、休日を除く）午前8時30分
～午後5時
◇場所…土地・家屋が所在する区に

ある都税事務所
納税通知書は6月1日に発送予定
です。詳細は当事務所へ問い合わせ
てください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）

4月からの完全民営化を記念して、区民限定特典サービスを実施します。
◇期間…4月1～28日、5月5日～7月16日
①富士山を一望！湖畔の温泉宿 山中湖秀山荘
◇特典…牛ステーキをご当地牛ワインビーフステーキにグレードアップ。
◇アクセス…新宿から中央高速バスで山中湖旭日丘下車。常時無料送迎
あり。
█問山中湖秀山荘☎0555‐62‐5481
②温泉と猪苗代の自然満喫！ 猪苗代四季の里
◇特典…鍋物を福島牛すきやきにグレードアップ。
◇アクセス…ＪＲ磐越西線猪苗代駅下車。常時無料送迎あり。
█問猪苗代四季の里☎0242‐63‐1616
●長距離無料送迎バス運行（期間限定）
�山中湖秀山荘（午後1時 池袋⇒秀山荘、午前9時30分 秀山荘⇒池袋）
◇運行日…5月11～13日・18～20日・25～27日、6月1～3日（予約時
申込み）
�猪苗代四季の里（午後1時 郡山駅⇒四季の里、午前10時 四季の里
⇒郡山駅）
◇運行日…4月1日～7月31日※5月1～4日と休館日除く（予約時申
込み）。
█申予約コールセンター☎0465‐20‐3900

①東京芸術劇場に新停留所を設置…池袋西口公園隣接
の東京芸術劇場にバス停を新設します。これをきっか
けに文化・芸術に触れてみては？
②QR コード決済で乗車が便利に…PayPay、d 払い、
auPAY の国内決済サービ
スのほか、Alipay、WeC
hatPay、JKOPAY の海外
決済サービスにも対応して
います。
詳細はWILLER㈱ホームペ
ージ█HP https://travel.will
er.co.jp/ikebus/参照か問
い合わせてください。
█問地域交通グループ☎4566
‐2691

◆「第16回池袋モンパルナス回遊
美術館」展…4月1日㈭～5月30
日㈰ 午前6時～午後11時
Echika 池袋ギャラリー（東京メト
ロ副都心線「池袋駅」構内）
█問活動支援グループ☎3981‐4732
◆地域文化創造館
●南大塚 第108回南大塚ホール
落語会…5月20日㈭ 午後6時30
分開演◇出演…三遊亭圓歌、柳家
さん枝、林家あずみ、柳亭市若、
柳亭左ん坊◇一般…前売／1，800
円、当日／2，000円◇100名█申とし
まチケットセンター、当館窓口で
チケット発売中。としまチケット
センター☎0570‐056‐777のみ電
話予約可。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【101】韓紙（はんじ）工
芸～韓国の紙工芸に触れてみませ
んか～…5月12～26日、6月2日
水曜日 午前10時30分～正午 会
場は要問合わせ◇15名◇4，800円
◇4月26日必着。
●南大塚 ②【502】はじめての「ら
くらくピアノ®」～鍵盤シートを
利用してピアノ演奏にチャレンジ
～…5月11～25日、6月1日 火
曜日 午後1時30分～3時◇10名

◇4，000円◇4月8日必着。
●雑司が谷 ③【301】ちとせ橋コ
ミュニティ塾…6月9日～12月22
日 水曜日 午後2～4時（一部
変更あり）◇40名◇18，000円◇5
月20日必着。
●千早 ④【401】かんたん！俳句
誰でもできる五・七・五…5月15
～29日、6月5日 土曜日 午後
2～4時◇15名◇2，200円◇4月
20日必着、⑤【402】旧長崎町なる
ほどゼミナール（13）長崎町の考古
学…6月12・19日 土曜日 午後
2～4時◇15名◇1，200円◇5月
20日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上。【402】は18歳以上
█申往復はがき（上記記入例参照。
講座名・番号も記入）で各館へ。
返信用はがき持参で、直接窓口申
込みも可。財団ホームページから
申込みも可。詳細は各館へ問合せ。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、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）

利用料金表（共通）
区民（区内在住、在勤、在学） 税込（円）

平日 休前日 特別日
おとな（2名以上） 8，070 9，120 10，170

小学生 5，649 6，384 7，119
幼児 4，035 4，560 5，085

※高齢者500円割引、障害者（おとな）2，300円割引、障害
者（子ども）500円割引。
※1名利用追加料金3，300円（税込）
※12歳以上の方は別途入湯税150円がかかります。
※特別日…GW期間（4月29日～5月4日）・五輪期間
（7月22～24日）・お盆期間（8月7～15日）・年末年始
期間（12月29日～1月3日）

区民優待宿泊施設を
ご利用ください

3月26日からIKEBUSが
バージョンアップ！

秀山荘
ご予約

四季の里
ご予約
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