
豊島区

第28号

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号
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区民ひろば仰高

区民ひろば駒込

区民ひろば南大塚

区民ひろば清和第一

区民ひろば清和第二

区民ひろば西巣鴨第一

区民ひろば西巣鴨第二

区民ひろば豊成

区民ひろば朋有

区民ひろば朝日

区民ひろば上池袋

区民ひろば池袋本町

区民ひろば西池袋

駒込4-12-3

駒込2-2-4

南大塚2-36-1

巣鴨3-15-20

巣鴨3-13-12

西巣鴨2-35-3

西巣鴨2-14-11

上池袋1-28-7

東池袋2-38-10

巣鴨5-33-21

上池袋3-13-5

池袋本町3-9-4

西池袋2-37-4

03-5907-3471

　　03-3917-9873
　　03-3915-1966
　　03-5976-4399
　　03-3946-7665

03-5974-5464

03-5961-5756

03-3918-4197

03-3915-2379

03-5961-3494

　　03-3971-0781
　　03-5396-1057

03-5974-0566

03-3576-6916

　　03-3986-0041
　　03-5956-2601

03-3980-0088

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号
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区民ひろば池袋

区民ひろば南池袋

区民ひろば高南第一

区民ひろば高南第二

区民ひろば目白

区民ひろば長崎

区民ひろば要

区民ひろば椎名町

区民ひろば富士見台

区民ひろば千早

区民ひろば高松

区民ひろばさくら第一

区民ひろばさくら第二

池袋4-21-10

南池袋3-5-12

高田2-11-2

高田3-38-7

目白2-20-26

長崎2-27-18

要町1-5-1

南長崎4-12-7

南長崎1-6-1

要町3-7-10

高松2-25-9

南長崎6-20-15

長崎6-37-11

03-3982-9658

03-3984-5896

03-3988-8601

03-3987-6600

03-5956-5871

03-3554-4411

03-3972-6338

03-3950-3042

　　03-3950-6871
　　03-3953-6376
　　03-3959-2281
　　03-3959-5861
　　03-3973-0032
　　03-3973-7420

03-3950-8676

03-3958-8453

※CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）とは、生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支援と、誰もが暮らしやすい地域となるため、福祉啓発や住民参加のもと地域
　活動を推進する専門職のことです。

豊島区 区民部 地域区民ひろば課 自主運営支援グループ
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階
TEL:03-3981-1507　 FAX:03-3981-1213

MAIL:A0012002@city.toshima.lg.jp
区民ひろばニュースに関するご意見・ご感想を
上記アドレスまでお寄せください。

発　行：

区民ひろばニュース

区民ひろばは年齢に関係なくどなたでも気軽に利用できる施設です。ご利用にあたっては、個人登録
または団体登録が必要になりますので、お近くの「区民ひろば」で手続きをお願いいたします。
また、「区民ひろば」では、世代間の交流事業をはじめ、高齢者や乳幼児とその保護者などを対象と
した様々な事業を行っています。地域の皆様のご利用をお待ちしています。

今年度のひろばまつりの様子

開 館 時 間 午前9時～午後5時 休 館 日 祝日、年末年始

これから開催される「ひろばまつり」を紹介します。
楽しいお祭りに参加して、様々な世代の方と交流しましょう！

ひろば
まつり特集！

（凡例）　　　  ＝いきいきひろば 　　　  ＝子育てひろば　※第二には子育てひろばを開設しています。 
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9月～12月に開催されるひろばまつりをご紹介します♪9月～12月に開催されるひろばまつりをご紹介します♪

全員集合！ 第7回高南ひろばまつり全員集合！ 第7回高南ひろばまつり

日時：9/29（土）
　　　午後2時～5時
内容：イベント・食事コーナー等

みんなのひろばまつりみんなのひろばまつり

日時：10/13（土）
　　　午後1時～4時
内容：ゲーム、舞台発表、お笑いライブ等

区民ひろば池袋まつり区民ひろば池袋まつり

日時：10/20（土）
　　　午前10時45分～午後3時
内容：舞台発表、えんにち、福引大会等

目白ひろばまつり目白ひろばまつり

日時：11/10（土）
　　　午後1時15分～3時30分
内容：オープニングチアダンス、ゲームコーナー、朗読会等

みみずくフェスタみみずくフェスタ

日時：11/10（土）
　　　午前10時～
内容：ゲームコーナー、コンサート、販売等

朋有まつり朋有まつり

日時：11/10（土）
　　　午後0時30分～3時30分
内容：舞台発表、ゲームコーナー等 

 収穫祭  収穫祭 
日時：11/10（土）
　　　午前10時30分～午後3時
内容：（午前）ゲームコーナー等
　　　（午後）熊本地震の DVD 上映等  

第12回 清和ひろばまつり第12回 清和ひろばまつり

日時：11/11（日）
　　　午後1時～3時
内容：ゲーム・体験コーナー、ミニ鉄道等

第11回 み～んなのひろばまつり第11回 み～んなのひろばまつり

日時：11/17（土）
　　　午後1時～3時30分（予定）
内容：合唱、演奏、ゲームコーナー等

ひろばまつりひろばまつり

日時：11/11（日）
　　　午後1時～4時
内容：模擬店、被災地支援バザー等

西池ワイワイまつり西池ワイワイまつり

日時：11/18（日）
　　　午後0時30分～3時
内容：ゲーム、手作り体験、読み聞かせ等

日時：①11/30（金）午前10時～
　　　②12/1（土）午後1時～午後3時30分
内容：①舞台発表 ②出店、ビンゴ大会等

要ひろばまつり要ひろばまつりひろば祭り（①舞台発表・②お楽しみパーク）ひろば祭り（①舞台発表・②お楽しみパーク）

日時：12/1（土）
　　　午後1時～3時
内容：コンサート、ゲームコーナー、七味作り等 昨年度の様子

日時：平成30年12月22日（土）　午前10時～午後4時　※開場は20分前から
会場：としまセンタースクエア（豊島区役所 1 階）

内容：各区民ひろばで活動しているサークル等の団体が日頃の活動の成果を発表するイベント
で、会場のみなさんと一緒に歌や踊りを楽しみます。
そのほか、秩父市との交流事業として、木をテーマに「木の玉プール」や「TUMICCO」で遊
ぶことが出来ます。また、「木のひつじづくり」や「木のネックレスづくり」のワークショッ
プも同時に開催します。小さなお子さんも遊びながら一緒に発表を楽しみましょう♪

※ワークショップはそれぞれ先着100名、受付は午後3時30分まで。
※時間や内容は変更となる場合がございます。　　　　　　　　　

参加費無料
予約不要

「つなぐ・つながる・ひろばのWA 2018」「つなぐ・つながる・ひろばのWA 2018」
の開催を予定しています♪

会場
区民ひろば池袋

会場
区民ひろば目白

会場
区民ひろば朋有

会場
区民ひろば南池袋

会場
清和小学校校庭・体育館 他

会場
区民ひろば千早

会場
区民ひろば長崎

11月 第11回 上池袋ひろばまつり第11回 上池袋ひろばまつり

日時：11/11（日）
　　　午後1時～3時30分
内容：池袋第一小学校太鼓クラブの演奏、えんにち等

会場
区民ひろば上池袋

会場
区民ひろば椎名町

会場
区民ひろば西池袋

会場
区民ひろば要

会場
区民ひろば南大塚

会場
区民ひろば駒込

会場
高南小学校校庭

※時間や内容は変更となる場合がございます。


