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●大正大学
｢ことわざで学ぶ仏教～大正大学学
長に聴く～｣…6月11日㈭ 午後2
時50分～4時20分 当大学1号館中
会議室（西巣鴨3‐20‐1）◇仏教に
関することわざから、今の生活をよ
りよくするヒントを探る。講師…
当大学学長／勝崎裕彦氏◇60名◇
2，000円（区内在住、在勤、在学の方、
マナビトは半額）、手数料500円（初
回のみ）

おう

█申ファクスか Eメールで｢当大学鴨
だい

台プロジェクトセンター█FAX5394‐
3062、█EMoudai-project@mail.tais.
ac.jp｣へ。事前にパンフレットの取
り寄せが必要※先着順。
█問当センター☎5394‐3062
●帝京平成大学
健康チャレンジ！対象事業
運動器疾患シリーズ第1回｢『ロコモ
ティブ症候群』や『サルコペニア』と
いう言葉を知っていますか？｣…6
月27日㈯ 午前10時～11時30分 当
大学池袋キャンパス4階412教室（東
池袋2‐51‐4）◇高齢者で特に注
意すべき｢ロコモティブ症候群｣｢サ
ルコペニア｣の病態を内科医の立場
から説明。講師…帝京大学ちば総合

医療センター内科（内分泌代謝）教授
／岡崎 亮氏◇100名◇一般500円※
マナビト生フリーパス対象講座█申フ
ァクスかＥメールで｢コミュニティ
大学グループ█FAX3981‐1577、█EMA00
14606@city.toshima.lg.jp｣へ※先
着順。
█問当グループ☎5992‐7079

児童指導補助（臨時職員）※登録制

◇欠員状況により、条件にあう方か
ら紹介。子どもスキップ、児童館な
どで小学生の遊びの指導と学童保育
の補助█申履歴書（区ホームページか
らダウンロード可）を子ども課管理
グループへ持参。
█問当グループ☎4566‐2471

ボランティア活動入門講座

6月15日㈪ 午後2～4時 豊島
ボランティアセンター◇ボランティ
ア活動の基礎知識、活動の種類と選
び方、活動上の注意点、車椅子の操
作方法など◇15名
█申電話で当センター☎3984‐9375へ

※先着順。

視覚障害者の情報・コミュニケ
ーション支援事業 ボランティ
ア講習会

6月19日㈮ 午前10時～正午 ボ
ランティアセンター◇視覚障害者の
方が、地域生活をしていくうえで必
要な情報の確保とコミュニケーショ
ンを円滑にするため、情報収集や代
筆・代読をするための講習会◇ボラ
ンティア活動を行なう意思のある区
民の方◇20名
█申電話で豊島ボランティアセンター
☎3984‐9375へ※先着順。

池袋スポーツセンター

6月8日㈪～12日㈮◇水の入替え
および、館内清掃、トレーニング機
器など点検整備のため。
█問スポーツ振興グループ☎4566‐
2764

●特別区長会事務局
「東北六魂祭2015秋田」
5月30日㈯、31日㈰ 秋田市内
◇大震災からの復興と鎮魂を願い、
東北6都市の祭りが一堂に会します。
詳しくはホームページ█HPhttp://w
ww.rokkon.jp をご覧ください。
█問当局☎5210‐9762

◆としま区民芸術祭 第36回豊島
区文化祭「大会部門」参加団体募集
10月31日㈯…民踊大会、11月1
日㈰…器楽演奏会、11月15日㈰…
コーラス大会、11月28日㈯…吟剣
詩舞大会█申7月3日までに電話で
プランセクション☎3590‐7118か
当財団ホームページから申込み※
民踊大会は2名以上で申込み。
◆千原昭彦彩色ペン画展第3弾
6月30日㈫まで 区民センター

█問ホールセクション☎3984‐7601

◆きんぷくサロンコンサート
ハワイアンライブ～夏が来た！
7月5日㈰ 午後2時開演 勤
労福祉会館◇出演…サンアイラン
ド◇当日直接会場へ。
█問当館☎3980‐3131
◆地域文化創造館
「夏の文化カレッジ」
●南大塚 ①我が家の危機管理マ
ニュアル（自然災害編）…7月6日
㈪・7日㈫ 午前10時～正午☆、
②おおたか静流の「声のお絵かき
教室」…7月28日㈫、29日㈬ 午
後2～4時、30日㈭ 午後4～8
時◇2，100円、③江戸妖怪ものが
たり…7月30日、8月6・20日

木曜日 午後2～4時（20日は午
後6時30分～9時）◇1，600円
●雑司が谷 ①親子ペアで体験！
「私の夢はパティシエ！」…7月28
日㈫、29日㈬※いずれか1日 午
前9時30分～正午◇2，000円
●千早 ①親子料理教室「親子で
お弁当づくりに挑戦！」…8月8
日㈯ 午前10時30分～午後1時30
分◇2，000円、②星空探訪～プラ
ネタリウムを10倍楽しむ…8月15
日㈯ 午後1時30分～4時、22日
㈯ 午後6時30分～8時◇1，200
円
●勤労福祉会館 ①国家資格取得
総まとめ講座（全8回）…7月19日
～9月6日 日曜日 行政書士／
午前9時30分～10時10分、マンシ
ョン管理士／午前10時20分～11時、
宅建／午前11時10～50分◇1科目
16，000円、②浮世絵の魅力～美人
画・役者絵・風景画（全3回）…7
月21日～8月4日 火曜日 午後
7時～8時30分◇1，800円
いずれも◇区内在住、在勤、在

学の18歳以上。親子講座は小学生
以上の子どもと保護者◇詳しくは
各館へ█申往復はがきで6月30日
（必着）までに各館へ※☆は6月18
日。窓口申込みも可（千早を除く）。
█問南大塚☎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）、勤労福祉会館☎3980‐3131
（〒171‐0021 西池袋2‐37‐4）

区内3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。
※詳しくは、区ホームページをご覧
ください。
█問公害対策係☎3981‐2405

◆西巣鴨第一 ｢にしすがも皐月
寄席｣…5月22日㈮ 午後1時30
分から◇出演…桂竹のこ◇当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆西池袋 ｢平成27年度区民ひろ
ば西池袋運営協議会定時総会｣…
5月23日㈯ 午後1時30分～3時
◇コーラスとフラダンス◇当日直
接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3980‐0088
◆南大塚 ｢大塚音楽祭2015～ま
ちかどライブ～｣…5月23日㈯
午後2時～3時30分◇ロマンティ
ックジャズコンサート。出演はロ
ニー・ハーシュ氏◇当日直接当ひ
ろばへ。
█問当ひろば☎5976‐4399
◆さくら第一 ｢春の文化祭｣～舞
台発表～…5月29日㈮ 午前10時
～午後3時◇各サークルなどの舞
台発表◇当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3950‐8676
◆高南第一 ｢高田の語り部おお
いに語る｣…5月30日㈯ 午後2
時～3時30分◇小池陸子氏による
｢ユネスコ未来遺産登録｣について
◇当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3988‐8601
◆南池袋
①｢ふれあいマッサージ｣…6月1
・8日 月曜日 午後2～4時◇
筑波大学附属視覚特別支援学校生
徒実習によるマッサージ。1名約
45分◇区内在住で医師に運動を止
められていない方◇各28名█申電話
か直接当ひろば窓口へ※先着順。

②｢防災・減災展～備えあれば憂
いなし!～｣…6月13日㈯ 午後1
時30分～3時◇講演、消火体験、
防災食試食など。プレゼントあり
◇当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆上池袋
①｢安全・安心クラブ～家庭内転
倒予防講座｣（全8回）…6月4日、
7月2日、9月3日、11月5日、
12月3日、平成28年1月7日、2
月4日、3月3日 木曜日 午後
1時30分～2時30分◇講師…埼玉
県立大学准教授／中村裕美氏◇当
日直接当ひろばへ。
②｢水無月祭｣作品展…6月4日㈭
・5日㈮ 午前9時～午後4時、
ひろば事業・サークルの発表…5
日㈮ 午前10時～午後3時30分◇
当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆椎名町
①パソコン教室｢トラブル予防の
ためのセキュリティ講座｣…6月
19日、7月3日 金曜日 午前10
時～正午◇講師…菊地敦子氏◇各
20名◇各500円◇1回のみの受講
も可※先着順。
②｢陶芸教室｣（全4回）…6月29日
㈪・30日㈫、8月28日㈮ 午後1
時30分～4時、9月17日㈭ 午前
10時30分～正午◇講師…山上 昇
氏、野本恭之氏◇全回参加できる
方◇15名◇500円
①②とも█申費用を添えて直接当
ひろば窓口へ※先着順。
█問当ひろば☎3950‐3042

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果
4月
測定日

仰高小学校
（駒込5丁目）

朋有小学校
（東池袋4丁目）

要町保育園
（要町3丁目）

2日 0．05 0．06 0．05

16日 0．06 0．07 0．06

30日 0．04 0．07 0．05
※測定結果は校庭などの地上1mのもの。
※単位はマイクロシーベルト／時間。

「京都市嵯峨鳥居本」
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