
豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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外出時は症状がなくても屋内や会話時にはマスクを着用し、人との間隔は可能な
限り2メートル以上空け、できるだけ正面での会話を避けるようにしましょう。
家に帰ったらまず手や顔を洗い、手洗いは30秒程度かけ、丁寧に洗いましょう。
熱や咳などの症状がある方は、無理せず自宅で待機しましょう。

感染対策にご協力をお願いします
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100周年に向けて「区民ひとりひとりが笑顔で暮らせるまち」であることを、「90」にあしらった表情で表し
ています。区の木「ソメイヨシノ」の花びらをモチーフに、SDGsカラー17色で表現しています。区ホーム
ページおよび区施設で投票を行い、区民の皆さんから、合計4,098票の投票をいただきました。
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今年10月に迎える90周年は、100周年への新たなスタートです。
「過去に学び、今日に生き、未来へ希望をつなぐ」のは“人”。そして、その“人”の思いがまちを変えていきます。
今回は、長きにわたり地域に根ざした活動を続けるおふたりに、
地域への想い、区制100周年に向けての意気込みを伺いました。　　　■問総務課総務グループ☎3981-4451　　　

豊島区の魅力は“人”
ここ10年で豊島区は大きく飛躍しました。区役所新庁舎や4つの公園ができて、
若い人が増え、メディアが取り上げるようになりました。池袋のイメージのみな
らず、大塚など周辺の価値も高まってきていて、これからはますます注目される
まちになると思います。何よりの魅力は住む人が多いことです。私の地元、椎
名町の商人まつりや豆まき会には毎年多くの人が来場し、驚くほどの売上を記
録します。そこに住み集う人が多いということは、それだけ何かのイベントを行
うチャンスがあり、まちを盛り上げるポテンシャルになります。90周年をきっか
けに、もっと多くの方に自分たちがやっている事業・イベントを知ってもらい、
参加していただけるような仕掛けづくりをしていきたいです。

90周年事業で、豊島区にしかできないことを
豊島区は、誰もが訪れやすく、誰をも受け入れる雰囲気のまちであると思います。
グローバルリングでの野外コンサート、イケ・サンパークのファーマーズマーケッ
トなど、こんなに区民が身近で本格的な体験ができるまちがあるでしょうか。そ
うした体験の中で、作り手も受け手もインスピレーションを受け合い、新たな発
想が生まれる。区外には、そうした豊島区ならではの魅力を感じて、興味を持っ
てくださる企業が多いです。私たち実行委員会は、そうした企業が今までの事
業に一緒に携わったり、応援してくれるよう、何ができるのかを考えていきます。

90周年から100周年へ、時代に合わせて変化する豊島区へ
豊島区はこれまで時代に合った形で様々な取組みを実行し、変化してきました。
永く続けるためには、同じことをするのではなく、日々時代に合わせて変化して
いかなければなりません。次なる100周年に向けて、行政、区民の方、企業と
一緒に、豊島区らしいまちづくりを考え、実行していきます。

豊島区制施行90周年実行委員会実行委員長

　　　　　　　　　　　　　 渡邊裕之さん
わた なべ ひろ　ゆき

地域活動への想い

最初はボランティアの気持ちからでしたが、町会や民生委員・児童委員などを
通して地域のことを知ることができました。あいさつやちょっとした会話がきっ
かけで、地域とのつながりが生まれていくのだと実感しています。区民ひろばさ
くら第一は、以前は高齢者施設としてのイメージが強かったのですが、令和2年
7月にリニューアルオープンし、2階に親子連れで楽しく遊べる赤ちゃんルームを
新たに設置しました。また、エレベーターを設けたり段差をなくしたりするなど、
バリアフリーにも配慮しています。ひろばでは幼児から高齢者まで多くの方が鑑
賞できるコンサートなど、世代間交流ができる楽しいイベントも行っています。
ぜひ気軽に寄ってほっと一息ついていただけたらと思っています。

今までの取組みの中でうれしかったできごと

令和3年度にさくら小学校がISS（インターナショナルセーフスクール）認証を受け
たことが、うれしかったことです。コロナ禍で思うような活動ができない中、子
どもたちが密を避けるなど工夫して一生懸命に活動をした結果だと思っていま
す。私たちも区民ひろばの事業がコロナの影響で縮小したり、思うようにいかな
いこともありますが、コロナ禍という時代の中でも、このような成果を出せるの
だと、非常に励みになりました。

100周年にむけて、理想の「地域像」

まちを活性化して「ともに生きる豊かな地域社会」になることを望んでいます。人
とのつながり、とくに声かけは本当に大事だと思います。様々な人の意見を受け
入れ、方向づけができる社会、そんな社会を目指し、90周年事業にも取り組ん
でいきたいと思っています。

豊島区制施行90周年実行委員会副実行委員長

　　　　　　　　　　　　　 本山美子さん
もと やま よし 　こ

Profile
NPO法人ひろばさくら理事長。長年、区民ひろばを通して豊かで広がりのあ
る地域コミュニティづくりに寄与するとともに、千早四丁目町会長、さくら小
学校ISS地域対策委員会委員長なども務め、地域の安全を見守り続けている。
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3月28日
第1回豊島区制施行90周年実行委員会を
開催しました

Profile
渡邊建設㈱代表取締役社長。椎名町に本社を置き、創業95年、3代にわたって
区の様々な公共工事などを手掛ける。また、東京商工会議所豊島支部の会長
として地域の商店街振興やボランティア活動を行うなど、幅広く活躍している。

▲

渡邊建設がトキワ荘
マンガミュージアム
を施工

地域団体・企業の代表などで構成する実行委員会が中心となり、90周年事業を展開し
ていきます。実行委員会は、渡邊実行委員長のほか、副実行委員長には、合場直人さん、
近江正典さん、大石寛子さん、片桐昌英さん、菊池章二さん、小林幸栄さん、齊木勝好さん、
白井宏一さん、白熊 千鶴子さん、杉本カネ子さん、髙橋孝志さん、服部浩久さん、南山幸弘
さん、本山美子さん、山本道子さんのもと、総勢450名が実行委員会に参加していただ
くことになりました。
実行委員の皆さんは、事業・イベントごとに設けられた部会を中心に活動していただき
ます。
実行委員会には属しませんが、特別アドバイザー、アドバイザーの方には、実行委員会
の活動に対して、助言をいただきます。

区制施行90周年記念事業の全体像

区主催で実施する「過去に学び、今日に生き、未来へ希望をつなぐ」という90周
年を象徴する事業をシンボル事業として、約26の事業を展開します。

区民団体などが90周年を記念して新たに実施する事業や、従来の規模を拡大し
て実施する事業に対して、一定額を助成します。詳細は、広報としま6月1日号（情
報版）、区ホームページでお知らせします。

既存の事業などで90周年を広くPRする事業に対して、90周年記念ロゴデータ
の提供、のぼり旗などの貸し出しなどを行います。詳細は区ホーム
ページか総務課窓口で募集要項を確認してください。フレンドシップ事業

（冠事業）

パートナーシップ事業
（補助事業）

シンボル事業
（区主催事業）

あきんど

▲

第13回椎名町
豆まき会の様子
（令和2年2月撮影）

▲第1回実行委員会（3月28日）の様子
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●能楽師　野村 萬さん（豊島区名誉区民）
●元文化庁長官　近藤誠一さん
　　　　　　　　（豊島区芸術顧問）
●建築家　隈 研吾さん（豊島区都市政策顧問）
●指揮者　小林研一郎さん（豊島区芸術顧問）

▲▲区民ひろばさくら第一の赤ちゃんルーム
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家庭のことで悩みがあるけれど誰に相談したらいいかわからない…
そんなことはありませんか？皆さんの住む地域には

信頼できる相談相手がいます。今回はそんな相談相手である
民生委員・児童委員について紹介します。

■問福祉総務課民生・児童委員グループ☎3981－1722

主任児童委員とは、子どもや子育てに関する支援を
専門に担当する民生委員・児童委員です。

民生委員・児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、誰もが地域で安心して暮らせるように、相談や支
援を行っています。民生委員は児童委員を兼ね、地域における児童福祉活動の推進者でもあります。
現在、豊島区には258名(うち15名は主任児童委員)の民生委員・児童委員が活動しています。

子育てのことや、高齢者サー
ビスのこと、介護のこと、生
活の不安、そのほかさまざま
なことを相談できます。

皆さんと行政とを結ぶパイプ
役として、必要な行政サービ
スの情報提供や、サービス提
供機関の紹介を行います。

まずは、民生・児童委員グルー
プに連絡してください。お住まい
の地域の民生委員・児童委員を
紹介します。相談内容によっては、
関係機関に直接つなぎます。

区の福祉サービスについて
区民の立場から意見を述
べたり、子どもたちを地域
で見守るすまいる運動など
を行っています。

▶やりがいを感じるとき
小さかったお子さんが成人式のときに
晴れ姿を見せに来てくれることがあり
ました。子どもの成長を感じることが
できるときはやりがいを感じますね。
ほかにも、「つらいときに声をかけても
らったのがとても支えになりました」と
言ってもらえたときはその一言がすご
く力になりました。

▶相談するのを迷っている方へ
活動を始めてから、見えないところで
困っている方がたくさんいることに気
づかされました。もし皆さんのまわり
で子育てに不安を感じている方がいた
ら私を紹介してください。少しでも力
になれたらと思います。

▶活動内容
主任児童委員は地域の児童に関する支援
を担当しています。関係機関や地区担当
の民生委員・児童委員と連携しながら、
子育てに不安を感じている方や気になる
ご家族や子どもを支援しています。

▶活動をはじめたきっかけ
もともと子どもが大好きで、子どもに関わ
る仕事がしたい、自分も子育てで助けら
れた恩返しがしたい！そう思っていたとき
にちょうど推薦されたことがきっかけです。

▶活動する中で心がけていること
常に守秘義務を意識して活動しています。
乳幼児期から学校へ、その成長過程での
不安や悩みは様々です。正しい専門機関
へおつなぎできるよう心がけています。

どんなことを相談できるの？ 何をしてくれるの？　

自分の地域の民生委員・児童委員
にはどう連絡したらいいの？

相談以外には
どんな活動をしているの？

秘密が漏れること
はないの？　

地域の親子とつながりを作る子育てサロンの開催や、
通所者支援など、学校や子ども家庭支援センター、児童相談所と連携しながら、
地域の子どもたちが元気に暮らしていけるよう活動しています。

長崎第一地区　主任児童委員　諸田朝代さん
もろ  だ あさ  よ

▶活動内容
主に子育てサロンで民生委員・児童委
員同士で企画を考えて、季節に合った
イベントなどを開催しています。また、
見守り活動として、75歳以上の一人暮
らしの方の自宅へ訪問して、身近な相
談にのったり、場合によっては包括支
援センターへ引き継ぐなど一人ひとりに
合った必要な支援をしています。

▶活動する中で心がけていること
コロナ禍なので感染が広がらないよう
必ず消毒をしています。また、親同士
話しやすい環境をつくるため、こちらか
らお声掛けしたり、楽しんでもらえるよ
うに心がけています。

▶やりがいを感じるとき
子育ての相談のときや子育てサロンで、
親子さんの笑顔が見られたときはやり
がいを感じますね。

▶こんな民生委員・児童委員になりたい
気負わず、自然体でなんでも気軽に話し
かけてもらえるような民生委員・児童委
員になりたいです。

▶子育て中の方へ
もし知り合いにお困りの方がいたら、誘っ
て来ていただけたらうれしいです。子育
てサロンに参加すると親同士のつながり
も増えて、同じ悩みを抱えた方とも話が
できます。毎回参加者へちょっとしたプ
レゼントもしていますので、どうぞ気軽
に遊びに来てください。

池袋東地区 民生委員・児童委員　関根資子さん
せき  ね やす  こ

「としま子育てサロン」は豊島区民生委員児童委員協議会が主催運営するサ
ロンです。妊産婦と0～ 3歳児の親子を対象に、それぞれの地域で実施し
ています。学習会や乳幼児向けのミニイベントなどを通して、妊婦や子育
て中の親子が交流・情報交換しながら、仲間づくりや互いに育ち合うこと
ができる場になっています。誰でも利用できるので気軽にきてくださいね♪

＼利用者の声／
区民ひろばに遊びに来たときに初めて子育てサロンを知りま
した。引っ越してきて、この地域になじみがなかったのに、
いつ来ても温かく受け入れてくれて、自分も子どもも居場所
があると感じます。民生委員・児童委員さんが声をかけてく
れたり、親同士の話のきっ
かけをつくってくれるので、
色々な方と情報交換もでき
て助かっています。

＼利用者の声／
母親が民生委員・児童委員をやっていることがきっ

かけで子育てサロンに参加していま
す。参加すると、同世代の親同士で
話すきっかけになり、子育ての悩み
を共有できて助かっています。いつ
も折り紙や巾着など手作りのお土産
をいただき、子育て中はなかなか手
作りのものを作る余裕がないのでと
ても温かい気持ちになりますね。

区民ひろば南大塚、朋有、
上池袋、豊成、池袋本町、
西池袋、高南第二、南池
袋、椎名町、長崎、富士
見台、高松、要

地域で子育て！  としま子育てサロンとしま子育てサロン

5月の子育てサロンぱおぱおでは参加者に手作りかぶと帽をプレゼント！

取材日の参加者

プレゼント

どんな活動を
しているの？

地域の親子とつながりを作る子育てサロンの開催や、

民生児童委員
イメージキャラクター「ミンジー」

守秘義務があるため、
相談内容や個人の秘密
がほかに漏れることは
ありません。

あなた
の子育

て

応援し
ていま

す

※日時などの詳細は問い合わせてください。開催場所

区民ひろば清和第二、南大塚、駒込
巣鴨地区 子育てサロンさくらんぼ

区民ひろば豊成
池袋東地区 子育てサロンつくしんぼ

区民ひろば西池袋、池袋本町
池袋西地区 子育てサロンぴよぴよ

区民ひろば高南第二、南池袋
高田地区 子育てサロンたんぽぽ

区民ひろば富士見台
長崎第一地区 子育てサロンぱおぱお

区民ひろば要、高松、千早
長崎第二地区 子育てサロンかるがも



令和４年度「としま子ども会議」の参加者募集

かつて若い芸術家たちが集い、切磋琢磨しながら創作に励ん
でいた「池袋モンパルナス」の精神を受け継いだアートイベン
ト。「街のどこもが美術館」をコンセプトに、約60会場で様々
なイベントを展開します。

美術界で活躍するアーティストを数多く輩出し、地域や企業とのコ
ラボやアートプロジェクトへの起用の窓口としても注目の公募展。
来場者の投票によってオーディエンス賞も決定。

5月20日㈮～25日㈬
午前11時～午後7時（25日は午後4時まで）
東京芸術劇場5階ギャラリー 1＆2

［イベントなどの開催について］ 新型コロナウイルス感染症の状況により、開催中止・延期または内容変更となる場合があります。詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してください。

池袋ジャズフェスティバル2022

「児童の権利に関する条約」や「豊島区子どもの権利に関する条例」第20条
第4項に基づき、子どもの意見表明や社会参加の確保を図ることを目的と
して実施しています。
様々な学年の仲間と話し合いながら豊島区のことをもっと知り、自分の意
見や想いを発表できます。ぜひご参加ください。

●会議…6～11月（毎月第３または第４日曜日を予定）
●意見発表会…12月（日曜日を予定）
※原則全ての回に参加。

区が「こんなふうになってほしい！」、「こういうことをしてみたい！」をみんな
で考えながら、チームに分かれて意見交換や区の関係部署への調査などを
行います。話し合った成果は、意見発表会で区長などへ発表します。

◇会場…区役所本庁舎内会議室（発表会は区議会議場を予定）◇区内在住、
在学のおおむね10歳（小学4年生）～18歳の子ども・若者◇20名程度
■申Eメール（①〒・住所、②学校名・学年、③氏名〈ふりがな〉、④生年月日、
⑤電話番号・緊急連絡先、⑥志望動機を記入）で5月27日
までに子ども若者課■EMA0017309＠city.toshima.lg.jpへ
※応募者多数の場合は抽選。６月6日までに結果を通知。
■問当課地域支援第2グループ☎3981-2187

男女平等推進センター（エポック10）の登録団体や運営委員の皆
さんにより、一人ひとりがその人らしく暮らしていくことができる
社会を実現するきっかけとなるよう、様々な学びが盛りだくさん
の「エポック10フェスタ2022」を開催します。
■問当センター☎5952-9501

子育て・健康・性差別に関する講座をはじめ、ダンスワークショップなど、
3日間にわたり様々なイベントを開催します。申込み方法などの詳細は区
ホームページを参照してください。

エポック10
フェスタ2022
みんな  力を発揮する

エポック10
フェスタ2022
みんな  力を発揮する

6月11日㈯　午後5～7時
虐待やDV、引きこもりなどのカウンセリング経験から感じ
た現代の家族問題についての講演。
◇講師…原宿カウンセリングセンター顧問／信田さよ子氏

6月10日㈮～12日㈰　としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

西口エリアをステージに、屋外で生演奏が
楽しめる２日間。ジャズを中心にファンク・
ポップスなど様々な演奏が繰り広げられま
す。総勢150組1,000名を超える出演者が、
池袋を音楽で盛り上げます。
■問文化観光課観光交流グループ
☎3981-1316

5月21日㈯・22日㈰　午前10時30分～午後7時　
※両日とも開催時間は会場により異なる。

会場

メインイベント

これからの家族を考える
～カウンセリングの経験をとおして～

●GLOBAL RING THEATRE(池袋西口公園野外劇場)A・B会場
●池袋西口駅前広場
●東武百貨店8階屋上スカイデッキ広場

●メトロポリタンプラザビル１階自由通路
●東京芸術劇場前広場
●ミュージックスタジオ・フォルテ芸劇店前

昨年度開催の様子

「としま子ども会議」
とは 開催について

資料
づくり

意見交換

11月8日㈫～13日㈰
午前11時～午後6時30分（13 日は午後5時まで)
東京芸術劇場 地下1階アトリエイースト

「江戸川乱歩」を題材に、アート鑑賞
と探索を掛け合わせ、AR技術を活
用した体験型イベント。ふたつの会
場に点在する作品を、ガイドブック
を見ながら探し出し、アート鑑賞し
ながら推理ゲームを楽しむ。ガイド
ブックは各会場で配布。

5月14 日㈯～25日㈬
午前11時～午後7時
東京芸術劇場、WACCA池袋

毛糸ボンテン人形で、ピンバッジ作り♪
5月14日㈯・15日㈰・21日㈯・22日㈰
午前11時から、午後1時30分から、午後4時から（1時間程度）
人形工房 チップス・ギャラリー（雑司が谷3-16-11　ワコー目白ハイ
ツB1）

◇小さな毛糸玉を組み合わせて人形
を作り、ストラップ・ピンバッジ・ブロー
チを製作◇小学生以上(小学生未満
は保護者同伴)◇各回4名◇800円
■申当日直接会場へ。ホームページ
■HPchipsdoll.comから事前申込みも
可※先着順。
■問人形工房 チップス・ギャラリー
☎3988-0224

新発明！立体魔方陣製造器
5月14日㈯・15日㈰　午前10時～午後4時30分
「池袋の森」ログハウス（池袋1-7-10）
◇8キューブパズルを使い、数字の魔方陣の作り方を学ぶ体験型ワークショッ
プ◇各日10名◇1,000円（8キューブパズル付き）
■申当日直接会場へ※先着順。
■問岸本☎090-6198-8167

みんなの小さな絵で作る大きな街の壁画
5月22日㈰　※雨天時は6月26日㈰　午前10時30分～午後３時
雑司が谷公園（芝生広場・丘の上テラス）
◇様々な形の段ボールに絵を描き、集まった絵で丘の上テラスに大きな街の
壁画を作る◇未就学児は保護者同伴
■申当日直接会場へ。
■問雑司が谷ひろばくらぶ☎5985-4561、■EMplaypark@zoshigaya.club

昨年の様子

昨年の様子

公募し た区内小 ・中学生による感性豊かな作品を一堂に展示 。

■問池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会
☎4363-1580

過去の開催時の様子

せっ さ   たく  ま
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としま“まちキレイ”プロジェクトとしま“まちキレイ”プロジェクト
はじめましたはじめました

4月から、より多くの皆さんが気軽に楽しく環境美化活動に参加できる
よう、としま“まちキレイ”プロジェクトを立ち上げました。プロジェクト
では、普段の清掃活動が楽しくなるような取組みや、地域・企業の皆さ
んとともに“まちキレイ”の輪を広げていくことを目指します。
■問環境保全課環境美化グループ☎3981-2690

としま“まちキレイ”推進大使に
ゴミ拾い侍さんが就任！

＼プロジェクトのPRロゴを紹介します／
〈ロゴへ込めた想い〉
かわいいフクロウがいるところは、地球。
まちも、自然も、元気に輝いている様子を
表しています。
そして、カラフルな色合いは、海や山など
の自然や四季を表すとともに、SDGsに通
じる、多様性もイメージしています。
「いろいろな立場の人たちが、まちを大切
に想い、行動することで、まちが輝いてい
く。みんなで、キレイなまちをつくってい
こう」という想いを込めました。

区の環境美化活動の
周知や普及啓発、区
制90周年を一緒に
盛り上げていただき
ます。ポイ捨てされ
たごみやモラルのな
い心を成敗！

【ゴミ拾い侍】
火ばさみを刀に見立て、ごみ拾い活動をしているごみ拾いパフォーマンス集団。週
２回、池袋を中心に活動し、その様子をTikTok（フォロワー数60万人以上）や
Facebookに投稿している。3Rを推進する環境省のRe-Styleサポーターにも就任。

もっとキレイで、もっと快適に過ごせるように。
できることからはじめよう。
あなたの好きなまちのために。

みんなで、まちをキレイにしていく。

5月30日はごみゼロデーです
～としまが一番きれいになる日～

地域や企業・団体の皆さんとともに、区内各地で清掃活動を行う「ごみゼ
ロデー」を実施します。みんなでまちをキレイにして、90周年をお祝いしま
しょう！

としまクリーンサポーターになりませんか？
～みんなのまちを。みんなできれいに。～

自主的な環境美化活動をしていただける企業・団体の皆さんに、
クリーンサポーターとして登録していただく制度です。活動状況
などの詳細は区ホームページ参照。

清掃用具などを貸し出しています
区内の道路・公園など、清掃活動を行う団体・グループに貸し出しています。
●貸出用具…ほうき、ちりとり、火ばさみ、ごみ袋、落書き消去剤、

ガムはがしへら

SNSを活用してごみ拾いの輪を広げます
～好きなときに。好きな場所で。
“まちキレイ”でつながる輪～

ごみ拾いを楽しむためのSNS「ピリカ」を活用し、誰でも気軽に楽しく清掃活
動に参加できる取組みを始めました。

SNS「ピリカ」とは？
ごみ拾いでつながるごみ拾いSNS
●ごみを拾ったら、写真に撮ってピリカに投稿！
●世界中にごみ拾いの活動を発信！
●投稿に対し、“いいね”の代わりに“ありがとう”やコメン
トを送りあえる！

■世界111か国以上で利用され拾われたごみの数はおよそ２億個！
■第1回環境スタートアップ大賞において環境大臣賞を受賞！
昨年度、「ピリカ」を使った実証実験では、
約7か月でなんと13万5,000個のごみが
拾われ、参加者同士で交わされた「ありが
とう」の数も３万を超えました！「ピリカ」
を使って、気軽に、楽しく、ごみ拾いを始
めてみませんか？

みんなの“ごみ拾い”を見える化！ 
スマートフォンやパソコンから、「ピリカ」に投稿されたごみ拾
い活動を見ることができます。また、区内のごみ拾い参加人
数、拾われたごみの数、ごみ拾いのイベントなどの情報を見
ることができます。

親しみやすいロゴに
リニューアル！

①ごみを拾う ②写真に撮る ③投稿する ④“ありがとう”
を送りあえる

⑤ごみ拾いの
　輪が広がる
⑤ごみ拾いの
　輪が広がる

SNS「ピリカ」

ダウンロード 使い方
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