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くらし等くらし等

まちづくりまちづくり

健  康健  康

募  集募  集

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

職員採用

空き家・相続・不動産無料相談会

6月29日㈬ 午後1～5時 とし
ま区民センター◇弁護士や不動産鑑
定士、司法書士、税理士などによる
相続、不動産全般の個別相談◇区内
在住、区内に土地建物を所有の方◇
10組程度
█申6月23日から電話でＮＰＯ法人日
本地主家主協会☎3320‐6281へ※先
着順。

社会貢献型後見人（区民後見人）
養成講習 説明会

7月21日㈭・29日㈮ 午後2時～
3時30分 としま区民センター◇成
年後見制度の概要、社会貢献型後見
人（区民後見人）の役割、養成講習の
カリキュラムについての説明◇区内
在住でおおむね25～65歳の方◇各回
50名
█申電話かファクスかＥメールで各回
前日正午までに「サポートとしま☎
3981‐2940、█FAX3981‐2946、█EMsien
situ@a.toshima.ne.jp」へ※先着順。

市街地再開発事業の事業計画
変更の縦覧について

南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地
再開発事業について、市街地再開発
組合から事業計画の変更申請があり

ましたので、関係図書の縦覧を行い
ます◇縦覧期間…公告日から2週間
◇縦覧場所…都市計画課窓口
█問再開発グループ☎4566‐2637

第1回 息苦しさを和らげる
呼吸トレーニング

7月7日㈭ 午後2時～3時30分
池袋保健所◇呼吸法や呼吸筋ストレ
ッチ、日常生活の工夫を学ぶ。講師
…東京医科大学病院理学療法士／直
井俊祐氏、虎の門病院分院理学療法
士／後藤恭子氏◇気管支ぜん息やＣ
ＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）で療養中
の方◇30名
█申6月23日から電話かファクスで
「公害保健グループ☎3987‐4220、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。

としま健康チャレンジ！

①講演会「意外と知らない～お口を
使った健康法～」…7月25日㈪ 午
後2時～3時 池袋保健所◇講師…
東京都豊島区歯科医師会会長／高草
木 章氏◇30名
②運動実践プログラム「月曜から健
康ヨガ」…7月25日㈪ 午前10時～
11時30分 豊島体育館◇ヨガの基本
的な呼吸法を取り入れ体を整える◇
10名
③運動実践プログラム「かんたんヨ
ガ」…7月29日㈮ 午後3時30分～
4時30分 池袋スポーツセンター◇

簡単なヨガの基本動作を紹介◇40名
いずれも◇区内在住の20歳以上の

方
█申6月23日から電話かファクスで
「保健事業グループ☎3987‐4660、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。②と③
は重複申込み不可

豊島区の古い街並み写真

昭和30年代から60年代の池袋駅前
をはじめとする区内各駅前の様子、
鉄道車両、都電や路線バスが走って
いる様子、商店街の様子など、まち
の雰囲気がわかる景観写真。郷土資
料館区制90周年特別展などに使用。
◇募集期間…7月10日まで
◇応募方法…募集要項・応募用紙
（郷土資料館で配布。区ホームペー
ジからダウンロードも可）に記入の
うえ、写真の紙焼きかデジタルデー
タ（CD-R に収めたもの）を当館へ持
参※写真に人物が写り込んでいる場
合、その人物が特定できないものに
限る。
█問当館☎3980‐2351

令和4年度明るい選挙
ポスターコンクール作品募集

◇応募資格…区内在住、在学の小・
中学生、高校生◇テーマ…投票する
ことの大切さを呼びかける作品、選
挙に行きたくなるような作品◇サイ
ズ…四ツ切り（542㎜×382㎜）、八ツ
切り（382㎜×271㎜）の画用紙（縦横

自由）◇画材…自由（色鉛筆、クレヨ
ン、絵の具など。紙や布を利用した
貼り絵でも可）◇審査…9月中旬。
部門別に入選作品を選出し、都コン
クールに推薦◇その他…応募者全員
に参加賞、入賞者には賞状・記念品
などを贈呈。入選作品の版権は主催
者に属し、選挙の啓発活動に活用し
ます。入選した場合、学校名、学年、
氏名を公表します◇作品展示…12月
に区役所本庁舎で入賞作品を展示予
定█申作品の裏面右下に学校名、学年、
氏名（ふりがな）、住所、電話番号を
記入し、9月9日（必着）までに選挙
管理委員会事務局へ郵送か持参。
█問当事務局☎4566‐2821

第5期第2回豊島区環境審議会

6月30日㈭ 午前10時～正午 区
役所本庁舎6階環境清掃部会議室
█申電話で前日午後5時までに環境計
画グループ☎3981‐1597へ。

『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

7月2日㈯ 午後2時～2時30分
雑司が谷旧宣教師館◇小川未明「ガ

こ う ほ ね

ラス窓の河骨」、小野浩「お寝台のは
なし」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

大塚三業通り商店街
青空マルシェ

7月3日㈰ 午前10時～午後5時
大塚駅南口駅前広場「TRAMパル大
塚」◇ステージパフォーマンス、フ
リーマーケット、屋台█申当日直接会
場へ。
█問当商店街 山口☎3941‐2185

「ワールドワイドに子育てを楽
しもう」第2回～子育ていいと
こどり!?国際結婚ママ～

7月10日㈰ 午後3時～4時30分
池袋第三区民集会室◇日本に暮らす
国際結婚ママの子育てエピソードを
聞く◇10名
█申6月23日から電話かファクスで
「池袋図書館☎3985‐7981、█FAX3985
‐7486」へ。直接窓口申込みも可※
先着順。

出前寄席「悪い輩に気を付けて！」

①7月12日㈫ 午前10時30分～11時
10分 区民ひろば南池袋、②7月15
日㈮ 午後1時30分～2時10分 区
民ひろば池袋◇真打落語家が、消費
者トラブルの手口と対策を楽しく伝
える◇各25名█申電話で①は区民ひろ
ば南池袋☎3984‐5896、②は6月30
日から区民ひろば池袋☎3982‐9658
へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

中央図書館

①第1回子どもの読書に関する講習
会「こどもに手渡したい科学絵本と
工作」…7月15日㈮ 午前10時～正午
あうるすぽっと◇科学の本の面白さ
や科学工作、科学あそびの楽しさを
体験して活動に活かす◇区内在住、
在勤、在学の18歳以上で、区内の教
育・福祉施設などで子どもたちに読
み聞かせなどの活動をしている方、
または関心のある方◇20名
②中央図書館文学講座～読んで観る
！映像・舞台原作の世界～…7月16
日㈯ 午前9時45分～11時45分 あ
うるすぽっと◇課題本「八つ墓村／
横溝正史著」。講師…立教大学江戸
川乱歩記念大衆文化研究センター助
教／後藤隆基氏◇30名
█申6月23日から電話かファクスで

「サービス運用グループ☎3983‐
7861、█FAX3983‐9904」へ※先着順。

IKEBUSアトカルツアーで
としまの魅力再発見！！

原則毎週土・日曜日（年末年始を
除く）①東コース…午前10時～午後
1時、②西コース…午後2～5時
区役所本庁舎1階ロビー集合◇区内
観光スポットおよび文化施設を
IKEBUSで回遊・散策（ガイド付き）
◇最大14名◇①1，000円、②2，000円
█申（一社）としまアートカルチャーま
ちづくり協議会ホームページの入力
フォームから申込み※
先着順。
█問観光企画グループ☎
3981‐4623

鈴木信太郎記念館講演会
「1887年のマラルメ」

7月16日㈯ 午後2時～3時30分
南大塚地域文化創造館◇コーナー展
示「ステファヌ・マラルメ詩集」関連
事業としての、マラルメとその作品
についての講演。講師…慶應義塾大
学教授／大出 敦氏◇30名█申往復は
がきで6月30日（必着）までに「〒170
‐0013 東池袋5‐52‐3 鈴木信
太郎記念館」へ※応募者多数の場合
は抽選。はがき1枚につき1名。
█問当館☎5950‐1737

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…7月15日㈮ 午前9
時30分、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パソコン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ
無料パソコン体験教室／7月14日㈭
午後0時45分～2時15分、ⓑパソコ
ン入門（全4回）／7月4～25日 月
曜日 正午～午後2時15分◇5，600
円、ⓒ初級ワード（全4回）／7月5
～26日 火曜日 午後3時～4時30
分、ⓓ初級エクセル（全4回）／7月
6～27日 水曜日 午前10時～11時
30分、ⓒⓓ5，800円、ⓔワード基礎
（全4回）／7月2～23日 土曜日
午後0時45分～2時15分、ⓕエクセ

ル基礎（全4回）／7月6～27日 水
曜日 午後3時～4時30分◇ⓔⓕ
6，600円、ⓖパワーポイント入門（全
4回）／7月7～28日 木曜日 午
前10時～11時30分◇5，800円、ⓗZO
OM入門－パソコン向け（全2回）／
ア7月1・8日 金曜日 午前10時
～11時30分、イ7月7・14日 木曜
日 午後3時～4時30分◇2，550円、
ⓘZOOM入門－スマホ（iPhone・i
Pad）向け／ア7月21日㈭ 午後3
時～4時30分、イ7月28日㈭ 午後
3時～4時30分◇1，550円、ⓙスマ
ホ写真整理（全2回）／7月19・26日
火曜日 午前10時～11時30分◇
2，550円
③ゆかた着付け教室（全3回）…7月
1日㈮・5日㈫・8日㈮ 午後1時
30分～3時◇女性◇5名◇4，200円
◇ゆかた、半幅帯、必要な小物持参
█申①③は電話で当センター☎3982‐
9533へ※③は先着順。②はⓐ～ⓙ
（ⓗⓘはアかイを選び E メールで申
込み）を選び往復はがきかファクス
かＥメールで「〒170‐0013 東池袋
2‐55‐6 シルバー人材センター、
█FAX3982‐9532、█EM toshima.spc@g
mail.com」へ。

第1回空き家セミナー

7月30日㈯ 午前10時～正午 健
康プラザとしま7階◇①自宅の空き
家化予防～「住まいの終活ノート」を
利用して将来に備える～、②自宅を
空き家にしない予防策について、③
個別相談（要予約）◇40名
█申6月23日から電話かファクスかＥ
メールで「住宅課施策推進グループ
☎3981‐2655、█FAX3980‐5136、█EMA

0022901@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

東京ヴェルディ
障がい者スポーツ体験教室

7月24日㈰ 午後2時～3時30分
（20分前入場） 南長崎スポーツセン
ター競技場◇誰でも楽しめるスポー
ツの体験イベント（ボッチャ、5人
制サッカー、ハンドバイク）◇室内
履き持参◇30名█申6月23日からファ
クスかＥメールで「スポーツ推進グ
ループ█FAX3981‐1577、█EMA0014606
@city.toshima.lg.jp」へ※障害のあ
る方は連絡してください。区内在住、
在勤、在学の方優先で先着順。
█問当グループ☎4566‐2764

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。

学級運営補助員
（会計年度任用職員）

区内小学校の児童などに対する学
習面や行動面、身辺介護の支援など
◇任期…令和5年3月31日まで（任
用開始日は応募時期による）█申所定
の申込書（区ホームページからダウ
ンロード）を教育センターに持参か
簡易書留で郵送。
█問子どもサポートグループ☎3590‐
1251

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。

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。

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。
※詳細は区ホームページ参照。
█問公害対策グループ☎3981‐2405

実施主体 手当名 対象者（次の項目のいずれかに該当する方） 年齢 支給月額 受給者 担当

区

心身障害者
福祉手当

①身体障害者手帳1、2級の方、②愛の手帳1～3度の方
③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方

20歳以上
新規の方は65歳未満 15，500円

障害者（児）
本人

障害福祉課
給付グループ
☎3981‐1963

①身体障害者手帳3級の方、②愛の手帳4度の方 新規の方は20～65歳未満

8，500円①身体障害者手帳1～3級の方、②愛の手帳1～4度の方、
③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方
※児童育成手当（障害）との併給は不可。

20歳未満

難病患者
福祉手当

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則等に
基づき、特定疾病自己負担分に係る医療費の助成を受けて
いる方

新規の方は65歳未満 15，500円

都
重度心身
障害者手当
（注）

①重度の知的障害であって著しい精神症状を有する方、②
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方、③重
度の肢体不自由者で両上下肢機能が失われ、かつ座ってい
ることが困難な方。

新規の方は65歳未満 60，000円

国

特別障害者手当
（注）

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常
時特別の介護を必要とする方で、判定医により、手当の支
給に該当する障害と認められる方。

20歳以上 27，300円

障害児
福祉手当
（注）

①身体障害者手帳1級（2級の一部）程度の方、②愛の手帳
1度（2度の一部）程度の方、③常時介護を必要とする状態
にある疾病、精神障害の方で、判定医により、手当の支給
に該当する障害と認められる方。

20歳未満 14，850円

区 児童
育成手当

障害
手当

①身体障害者手帳1、2級程度の児童、②愛の手帳1～3
度程度の児童、③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童 20歳未満 15，500円

児童の
父もしくは母
または養育者

子育て支援課
児童給付グル
ープ
☎3981‐1417

育成
手当

父または母がいずれかの状態にある児童
①身体障害者手帳1、2級程度、②重度の精神障害

18歳に達する年度の3月
末まで 13，500円

国

特別
児童扶養手当

①身体障害者手帳1～3級程度の児童（下肢障害4級程度
の一部も該当）、②愛の手帳1～3度程度の児童
※長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生
活に著しい制限を受ける児童も該当する場合あり。

20歳未満
1級 52，400円

2級 34，900円

児童扶養手当 父または母が重度の障害（身体障害者手帳1、2級程度、
重度の精神障害など）を有している児童

18歳に達する年度の3月
末まで
※中程度以上の障害児は
20歳未満

10，160円～43，070円
＊受給者および配偶者・扶養義
務者の所得による。
※障害年金等、公的年金受給額
が児童扶養手当額より低額の場
合、その差額分を受給できます。

都 心身障害者
医療費助成

①身体障害者手帳1、2級（内部障害は3級まで）の方、
②愛の手帳1、2度の方、③精神障害者保健福祉手帳1級
の方

新規の方は65歳未満 医療費の一部助成 障害者本人
障害福祉課
給付グループ
☎3981‐1963

測定日 仰高小学校
（駒込5‐1‐19）

朋有小学校
（東池袋4‐40‐1）

要町保育園
（要町3‐17‐11）

5月10日 0．06 0．06 0．08
※測定結果は校庭等の地上1mのもの。それ以外の結果はホームページをご
覧ください。

※単位はマイクロシーベルト／時間。

空間（大気）放射線量測定【定点測定】結果

「少しお待ちください」

区役所本庁舎4階に
「豊島区手話通訳者派
遣センター」を設置し
ています。手話通訳が
必要な方は利用してく
ださい※当センターは
4月1日に区役所本庁
舎4階西側から南側へ
移転しました。
█問障害福祉課管理・政
策推進グループ☎3981
‐1766、█FAX3981‐4303

①右手の親指と人差し指を近
づけます（「少し」を表現し
ています）。

②手の平を下に向け、4指を
あごの下にあてます（「待つ」
を表現しています）。

③少し頭を下げ、顔の正面で
右手を少し前に出します。

（注）判定の結果非該当となる場合あり。

イベントなどの開催中止
・延期について

●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

心身障害者（児）の各種手当と医療費助成のご案内 障害の程度や年齢などの要件、所得の制限があります。詳細は各担当へ問
い合わせてください。

手 話 を 使 っ て み ま し ょ う
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