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手洗いの徹底、症状がある場合は自宅で待機するなど、基本
的な感染症対策をお願いします。距離が確保できない会話や
通勤ラッシュ時などではマスクの着用を心がけましょう。な
お、体調や心身の状況などによっては、マスクの着用が難し
い方や控える方がいます。ご理解のほどお願いします。

S D G s 未来都市としま

特集・つながりが、未来を変える。
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防災・減災
できることからはじめよう！

DXってなんだろう？
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区制90周年を迎える今年、様 な々場所で区民や地元企業の皆さんが一体となって地域の未来のために取り組んでいます。
今回はその取組みの中から、クリーンアップ大塚を紹介します。
■問環境保全課環境美化グループ☎3981-2690

7月22日、スタート地点の大塚駅北口駅前広場
は夏の暑さに負けない活気に満ちあふれていまし
た。子どもからおとなまで、総勢100名がおそろ
いの赤い手袋とトングを持って集合。

クリーンアップ大塚は、まちの人が大塚駅周辺をきれいにする清掃活動です。山口不動産㈱が中心となり、
大塚の住民、学生、店舗や地元企業にお勤めの方など、様 な々方が参加しています。

つ
な
が
り
が
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活動に対する想い
何をしたら喜ばれるか？を常に考えながらクオリティの高い取組みをす
ることを心掛けています。クリーンアップ大塚の活動も、お祭りなどの
イベントも「また来たい」と思ってもらわなければ意味がない。そこで、
やる気がアップするような赤くかわいい手袋を準備し、今回は清掃後
にレモンサワーとジュースを皆さんに一杯プレゼントしました。これか
らもこうした活動を持続可能とするために参加者側、主催者側双方
にとってハッピーな仕組みを作っていければと思っています。
大塚のまちづくりとSDGs
「まちのイメージなんて絶対変わらない」と思っていまし
た。でも、あきらめずに行動し続けた結果、星野リゾー
トを誘致し、大塚駅北口駅前広場「ironowa hiro 
ba（いろのわひろば）」のネーミングライツを取得す
ることができました。日常の中で疑問に思ったこ
とを放置せず、どうすればよくなるか真剣に考え
て行動していけば、社会は変えられると思いま
す。僕は「大塚ってすごいね」と言われるその
日まで、まだまだ大塚をより良い方向に変え
ていきたいです。

区制90周年事業では、区民や企業の皆さんからなる実行委員会が活動しています。当ホームページでは豊島区に関わる「人」に焦点を当て、
日常にあふれるSDGsを紹介。今年は区制90周年事業と連動し情報を発信しています。ともに90周年を盛り上げていきましょう。
■問SDGs未来都市推進課SDGs未来都市推進グループ☎4566-2520

❷「READ MORE」
をクリック

❶興味を持った部会を選ぶ

部会の概要・意気込み・開催日時などを知ることができます。
部会とは… 90周年実行委員会に設置された地域主体のまちづくり活動。部会を通し
て、団体間の連携・交流をより深めていくことで、日頃の活動を90周年記念事業と
してさらに発展させます。

清掃活動「クリーンアップ大塚　#CleanUpOtsuka」に密着してみました！

モラルのな
い心を成敗！

ゴミ拾い乙女も
参加

6チームに分かれて、
リーダーの指示のも
とそれぞれのコース
を清掃しました。
チームメンバーと「ご
みを拾う」という共通
目的から、会話も弾
み、つながりも深まっ
ていきました。

ゴール地
都電荒川線沿いの
モニュメント広場で

パチリ。

こんなにごみが
取れました！

日々の活動の様子や参加方法などの詳細はこちら▶

＃CleanUpOtsuka
インスタグラム

＼主催者にお話を聞きました！／
山口不動産㈱　代表取締役CEO　　武藤浩司さん

む とうこう じ

おも

クリーンアップ大塚に参加したきっかけ
以前山口不動産さんにお誘いいただき、クラ
スでごみゼロデーに参加しました。その時、
武藤社長の「ごみ拾いを通した大塚の『場』づ
くり」のお話に共感し、大塚がもっときれいで
安全安心なまちになったらと思い、今回参加
しました。
活動を通して感じた変化
参加者は年齢も性別もばらばら。普段出会
わないような人とお話しする機会もあってとても
貴重な経験になりました。活動後は自分たち
もごみ袋を持ち歩くようになったり、食料廃棄
をどうしたら減らせるか家族と話し合うように
なったりと、意識や行動も変わってきています。
大塚の魅力
大塚はアットホームなまちですね。商店街の
方などが、いつも気さくに話しかけてくれるの
でつい私たちも笑顔になります。そして今回の
ように、イベントがあれば沢山の個性を持った

人が集まって、一緒に何かできる。そんな温
かさ・懐の深さが大塚のいいところだと思いま
す。これからも、地域と積極的にかかわること
で自分たちの顔を知ってくれる人が増えて、
10年後に訪れたときに「久しぶりだね」と言っ
てもらえたらうれしいです。

＼参加者の声／
十文字中学・高等学校の高校生の皆さん

。普段出会
もあってとても
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、食料廃棄
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区内で行われている、未来につながるアクションを取材し紹介。様々な人
の活動に対する想いを集めました。

カフェ「EAT GOOD PLACE」代表
松浦亜季さん

としまアートカルチャーまちづくり協議会理事
（IKEBUS添乗員） 城所信英さん

10月9日㈰～23日㈰　都電大塚駅前停留場～向原停留場の沿線および、
TRAMパル大塚を中心とした商店街
バラの即売会やフリーマーケット、ライブコンサートなどを行います。
90周年に向けた部会の
意気込み
「鉄道と都電が交差する拠点に
人々が集うまち」を目指し、都電
の走る風景に美しいバラを加え
て、バラのまち大塚、素敵なま
ち大塚をアピールしています。
今後も、住んでみたいまち、住
み続けたいまちとなるよう活動を
進めていきます。

▶大塚バラ祭り

近日開催の部会イベントをご紹介

▶みらい館大明まつり
10月29日㈯・30日㈰
みらい館大明
90周年に向けた部会の意気込み
子どもからシルバー世代までが、
楽しく交流する参加型イベントで
す。新感覚スポーツ体験・アート
の体験・発表などにより、区民が
楽しみながら区制90周年をお祝
いする事業にしたいです。

豊島区では「オールとしま」でSDGsを推進していくために、9月の国連SDGs
週間に合わせてとしまSDGsウィークを展開しています。

▶「豊島区こども未来国連会議」
次世代を担う子どもたちがSDGsの視点で、区制90周年から100周年に向
けての豊島区の未来図を描く取組みです。「住み続けたくなる未来の豊島
区」をテーマに、9月2日まで子ども
たちからアイデアを募集。9月23日
開催の「豊島区こども未来国連会
議」では、自分の考えたアイデアを
持ち寄り、グループに分かれてワー
クショップを行い、発表します。

としまSDGｓウィーク開催！

「ANNIVERSARY（みんなでつくる90周年）」ページで
90周年実行委員会の各部会の取組みをチェックしよう！

「ACTION（みんなのアクション）」ページでは
地域に携わる「人」を紹介

ポイ捨てが
一切ない
まちにしたい

看板犬Naluちゃんと看板犬Naluちゃんと

みんなが
過ごしやすい
きれいなまちに
したい

はら   だ  すず   ね

いち   だ   なつ   み ふじ  の   めぐ  るいん  のう    り     お

た   なか

写真左から、
市田夏瑞さん、隂能莉音さん、藤野愛琉さん、
田中さくらさん、原田涼音さん

このホームページでは、地域のため、これからのまちづくりのための様々な
SDGsの取組みを紹介しています。
取材中、皆さんの熱い思い、いきいきと語る姿に引き込ま
れ、活動への期待を膨らませています。90
周年事業の各部会には多彩なイベントや
活動が盛りだくさん。日々、区内の情報
にアンテナを張り巡らせ、より多くの区
民の皆さんに情報を届けていきたい
です。今後の予定はもちろん、事
後レポートなどもアップしていきます
ので、ぜひ定期的にチェックしても
らえるとうれしいです。

SDGs未来都市推進課　寺光 利枝子さん・岩田 純さん

豊島区SDGｓ特設ホームページ
「としまSDGsアクション！」で90周年×SDGsを発信しています

今後も、区制90周年記念事業を通じて、100周年に向けた「としま新時代の未来図」の姿を、本サイトを通じて発信していきます。

▲としまSDGsアクショントップへGO！

❷

※スクリーン画像はイメージです。

＼ホームページ作成担当者からのコメント／

❶

今年3月開催「こども未来国連会議」の様子

てらみつ     り え   こ いわ た じゅん

❷-2 あなたが考える「住み続けたくなる未来の豊島区」にあったらいいなと思う
こと、もの、場所のイメージを描いてください！
色鉛筆などを使い、自由に表現しましょう。

子どもたちから
沢山のアイデアが
届いています！

平和なまち

居心地が
よいまち

歩きたく
なるまち
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ってなんだろう？
「DX※」とは、デジタル化を進めることによって利用者が簡単・便利を実
感できることです。区では、今年6月に策定した「DX推進計画」に基づ
いて、デジタル技術を積極的に活用した“人にやさしいデジタル化社会”
の実現を推し進めています。 ※DX＝デジタル・トランスフォーメーション

(Digital Transformation)の略。
「Transformation」は「X-formation」と表記さ
れるため、その頭文字を取ったもの。

感染も心配だし
暑くて手続きに
行くのは大変よ

そんな時に
役立つのがDXです。
便利な取組みを
紹介します！

いつでも
手続きができる

現金用意の手間なし

外出不要

ＤＸ推進計画の５つの方針

介護保険料は9月末から、後期高齢者医療保険料は10月から電子マネー決済で納付ができます。
いつでもどこでも納付することができて、窓口に行かないから感染予防にもなります。
■問介護保険課収納グループ☎3981-4715
　高齢者医療年金課後期高齢者医療グループ☎3981-1937

新しく利用できるスマホの決済手段
●電子マネー各種(PayPay、LINE Pay、auPAY、ｄ払い、Ｊ-Coin Pay)
●モバイルバンキング、クレジットカード※介護保険料ではすでに導入済み。

まずはスマートフォンで「PayPay」をダウンロードしてください。

※住民税、国民健康保険料にも対応しています。

マイナンバーカードを持つとマイナンバーを証明する書類にな
るだけでなく、各種行政手続きのオンライン申請をすること
ができます。まずはカードを作ることから始めましょう。マイ
ナンバーカードを作り、キャッシュレス決済とひもづけると、
現金代わりになるマイナポイントゲットで一石二鳥！　※マイ
ナポイントの取得には別途手続きが必要（下記Step2参照）。
■問豊島区マイナンバーコールセンター☎3981-1122

作ると
いいこと

●各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。
●専用サイト（マイナポータル）では、子育て関連の手続きなどの電子申請や
　自分の情報を確認できます。
●自宅から所得税の申請が簡単に。
●コンビニで住民票の写し・印鑑登録証明書・税証明書が取得できます。
●民間企業のオンラインサービスにも使えます。

平日午前9時～午後4時30分
区役所本庁舎３階（令和5年3
月31日まで）、東・西区民事
務所（令和4年9月30日まで)
詳細は2次元
コード参照。

◇講師…㈱ユニティプランニング作業療法士/今井悠人氏◇区内在住、在勤で65歳以上の方
◇各回12名◇スマートフォン持参
■申電話で介護予防・認知症対策グループ☎4566-2434へ※新規優先で先着順。

マイナポイントとは、買い物やサービスで現金の代わりに使えるポイントの
ことです。申込み時に選択した決済サービスのポイントが最大で20,000円
分もらえます。すでにお持ちの方や9月末までにマイナンバーカードを申請
した方が対象です(ポイント申込み期限：令和5年2月28日)。

郵送請求と比べて申請書の印刷や封筒の作
成などの手間がありません。手数料などをク
レジットカード決済するため、1枚あたり200
円の定額小為替の発行手数料もかかりませ
ん。証明書は郵送で自宅に届きます。手続
きにはスマートフォンが必要です。詳細は区
ホームページを参照。

基本的なスマホの知識をはじめ、2次元
コードの読み取り方や動画を検索して見
る方法などを学ぶことができます。動画
を見る方法を学べば、としまる体操（介
護予防体操）を体験することもできます。
区内の大学生とスマホが得意なシニア層
が、ボランティアでお手伝いします。

(1ポイント＝1円)

キャッシュレス決済サービス
とひもづけると

最大5,000ポイント
※チャージまたは買い物をした金額の
　25％のポイントを付与。

マイナンバーカードの
健康保険証利用の
登録をすると

7,500ポイント

マイナンバーカードと
公金受取口座を
ひもづけると

7,500ポイント
マイナポイント予約・申込

支援窓口

■問❶～❻…総合窓口課証明グループ☎3981-4766、❼…税務課庶務グループ☎4566-2352、❽…総合窓口課住民記録グループ☎3981-4782

取得可能な
証明書

可能な手続き

必要なもの

❶住民票の写し　❷印鑑登録証明書　
❸戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)　❹戸籍の附票の写し　
❺身分証明書　❻独身証明書　❼課税(非課税)・納税証明書

●スマートフォン(マイナンバーカードが読み取れるもの)　
●クレジットカード(転出届は不要)　●Eメールアドレス　
●マイナンバーカード（税証明書はマイナンバーカード以外での本人確認も可能）　
●署名用電子証明書暗証番号　

❽転出届（マイナンバーカードによる特例転出届）

■問DXに関する問い合わせ…情報管理課管理グループ☎4566-2541、デジタル化推進グループ☎4566-2546

日時
11月28日㈪　午後1時～2時30分
令和５年2月3日㈮　午後1時～２時30分
令和5年3月20日㈪　午前10時45分～午後0時15分

場所
東池袋フレイル対策センター
高田介護予防センター
高田介護予防センター

受付開始
10月14日㈮
12月15日㈭
令和5年2月14日㈫

スマホでかんたん保険料納付

区民サービスのデジタル化
情報通信技術を上手に利用する力の向上
民間企業との連携・データの活用による新しいまちづくり
セキュリティ対策の徹底
デジタルを活用した業務改革

❶
❷
❸
❹
❺

豊島区ＤＸ推進計画

PayPayホーム画面の
［スキャン］を選択

納付書のバーコードを
読み取る

支払い金額を確認し
［支払う］を選択

支払い完了

ご利用方法一例
〈PayPayの場合〉

マイナンバーカードを活用しよう

スマホ教室に行ってみませんか？

各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。各種証明書がオンラインで申請できます。→下記NEW参照。

＼手軽に手に入れるチャンス／  マイナンバーカード取得促進キャンペーンStep
1

マイナンバーカードを作った後は…  マイナポイントをもらおう！Step
2

証明書の取得や転出の手続きがオンラインで申請できますNEW

写真撮影(無料) 申請書記入のサポート

IKEBUS1日乗車券引換券と
トキワ荘グッズをプレゼント
※なくなり次第終了。

平日午前9時～午後5時　区役所本庁舎2階
マイナポイントを取得するための手続きをお手伝いします(令和5年2月28日まで)。
■問総合窓口課マイナンバーカードグループ☎4566-2843

1 2 3 4

総合窓口課

税務課

写真はイメージです。



窓やベランダからの子どもの転落に注意！
転落事故は、窓を開けた
りベランダに出たりする
機会の増える初夏と秋に
多く発生します。特に、
３～４歳の転落事故が最
も多いです。事故防止の
ため、子どもの見守りと
転落事故が起こらない環
境づくりを行いましょう。

●子どもだけを家に残して外出しないようにしましょう。
●窓を開けた部屋やベランダでは子どもだけで遊ばせないようにしましょう。
●子どもが窓枠や出窓に座って遊んだり、窓や網戸に寄りかかったりしないよう
にしましょう。

●窓やベランダの手すり付近には、プランターなど足場になるようなものを置か
ないようにしましょう。特に、エアコンの室外機の置き場所は工夫しましょう。

●窓、網戸、ベランダの手すりなどを定期的に点検しましょう。
●窓や網戸には、子どもの手の届かない位置に補助錠を付けましょう。
換気をする際も同様です。

■問消費生活センター（相談専用）☎3984－5515

事故を防ぐポイント

養子縁組を目的とせずに、18歳までの子どもが自立した
り、生まれ育った家庭に戻ったりするまでの一定期間、
養育する里親です。

親の病気や死亡、虐待などの理由で、親
元で暮らすことができない子どもたちが
います。こうした子どもたちを家庭に迎
え入れ、さまざまなサポートを受けなが
ら養育するのが里親制度です。
区では令和５年２月に児童相談所を開設
します。子どもたちに家庭という居場所
を届けるために、里親を増やす取組みに
より力をいれていきます。

養子縁組を行うことにより、養親として子どもを養育す
る里親です。

このほかにも里親制度には様々なものがあります。困ったときのサポートと
して児童相談所・里親支援機関による支援や、相談サポート、養育の休息制
度などもあります。詳細は区ホームページ参照。

トイレ袋を備蓄しよう
発災後、一番苦労するトイレ問題。排水が下水管の本管まで整っていなけれ
ば、便器から逆流してしまうため、発災後に排水が確認できるまでは基本的
にトイレや水を流す行為はNG。
こんな時に備蓄しておくと便利なものが、トイレ袋。使用する際は便器にビ
ニール袋をかけ、吸水シート、消臭パウダーをふりかけ、使用後は口をしばっ
て保管しておきます。固形化することにより長期保管が可能となり、最終的
には焼却処分できます。

感震ブレーカーを活用しよう
大規模な地震などに伴う停電。感電ブレーカーは、強い揺れにより自動的
に全ブレーカーを遮断します。そのため、電気が復旧する際に、使用中だっ
た電気ストーブやオーブントース
ターのヒーター部に可燃物が接触
することにより発生する火災を防
ぎます。
設置した場合は、夜間の照明確保
のために懐中電灯などの照明器具
を忘れずに準備してください。区
では火災危険度の高い地域に区か
らの助成も実施しています。

訓練に参加しよう
区内各所の救援センターで町会向
けの訓練を実施しています。災害
時に開設される救援センターは区
職員だけでなく、利用する方全員
で運営します。この訓練に参加す
ることで普段は目にすることのな
い災害用資器材や設備の利用を体
験することができます。

●令和4年度救援センター開設・運営訓練一覧

■申訓練日の1か月前～1週間前の間に電話で防災事業グループ☎4566-2572へ。

区制90周年記念  
DOKI☆DOKI防災フェス2022
10月10日㈷　午前10時～午後4時　
としまみどりの防災公園（IKE・SUNPARK）
◇災害活動車両を
展示。災害時に役
立つワークショッ
プ、クイズ展示など
多数。
■申当日直接会場へ。

防災士資格取得助成を行っています
今年度から、防災士の資格取得を目指す方を対象に、資格取得の
一部費用を助成する制度を開始しました。詳細は区ホームページ
参照か問い合わせてください。あなたも防災士の資格を取得して
みませんか？
■問防災事業グループ☎4566-2572

ガスの復帰も自分で
マイコンメーターはガス漏れや震度5程度以上の地震を感知したときや、ガ
スの消し忘れ、多量のガスが流れたときに、ガスの供給を自動的に遮断します。     
簡単な復帰操作により、自分でガスの供給を再開することができます。
※マイコンメーター…ガスを安心して使うための安心機能が付いているガスメーター

家具転倒防止をしよう
背の高い家具を固定したり、転倒
防止マットを敷くなど、転倒を防
ぎ、自宅を一番安全な場所にしま
しょう。また、感震ブレーカーと
ともに区のあっせんでも取り扱っ
ています。

❷復帰ボタンの
キャップを外す

❹ガスを使わないで約3分待つ
ランプの点滅が消えていたら、ガスが使え
ます。変わらないときはもう一度❶から。
※それでも復帰しない場合は東京ガスネッ
トワーク☎0570-023388（ナビダイヤル）
へ問い合わせてください。

●子どもショートステイ事業の「協力家庭」
保護者の入院や、育児疲れなどの理由で、保護者が
一時的に養育できない時に、年間12泊まで、子ど
もを預かる事業です。

●ファミリー・サポート・センター事業の「援助会員」
子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）と、子育
ての手助けがしたい方（援助会員）との、相互援助
活動です。
子どもの一時的な預かりのほか、保育園や幼稚園の
送迎、その前後の預かりなどを行います。

９月20～26日は動物愛護週間です

地域猫活動地域猫活動
防災・減災できることからはじめよう！

飼い主のいない猫と
地域で共生するために

繁殖した猫の糞尿など、地域で暮らす猫のトラブルを地域
の生活環境の問題として、地域の方々で話し合い、地域に
合った方法で改善していく活動です。区内で47の地域協
議会が取り組んでいます。
■問生活衛生課生活衛生グループ☎3987-4175

地震、津波、台風、洪水などの自然災害―。
私たちはどのような「備え」をすればよいのか、今からできることを
はじめてみましょう。
■問防災危機管理課管理グループ☎ 3981-2100

●飼い主のいない猫の不妊去勢手術費を助成します
捕獲前に申請が必要です。手術後の申請では助成は受けられま
せん。詳細は問い合わせてください。

●地域猫活動講習会
9月29日㈭、10月27日㈭、11月17日㈭、12月26日㈪
午前10時～10時30分　池袋保健所1階講堂
地域猫活動を知ってもらうための講習会を毎月開催しています。
■申電話で前日までに当グループへ。

●10月から地域での動物の相談支援体制整備事業
を開始します

飼い主の死亡などで飼養が難しい犬猫、飼い主のいない犬猫の
譲渡を支援します。登録団体などの申請により、譲渡を前提とし
た一時預かり、保護、治療、入院、不妊去勢等手術にかかる経
費を助成します（上限あり）。

■申電話で9月16日までに当グループへ。詳細は区ホームページ
参照か問い合わせてください。

養育家庭体験発表会(区制90周年記念事業オレンジフェスタ)

■問里親申請・登録に関すること…東京都児童相談センター☎5937-2316
里親の普及啓発に関すること…東部子ども家庭支援センター☎5980-5275、子育て支援課児童福祉グループ☎4566-2488
子どもショートステイ事業に関すること…子ども家庭支援センター管理グループ☎6858-7822
ファミリー・サポート・センター事業に関すること…ファミリー・サポート・センター事務局☎3981-2146

養育里親

11月26日㈯予定
詳細は11月以降に区ホームページなどでお知らせします。

説明会を開催します
9月26日㈪　午前10時から　池袋保健所1階講堂

興味はあるけど
いきなり里親はちょっと…という方へ

▲車両展示＆防災体験

玄関脇や共通廊下のメーターボックス内

屋外・玄関付近の外壁外に複数並列設置
（部屋番号のシールが貼ってあります）

◀ワークショップ

ガスメーターの復帰方法

ガスメーターの
主な設置場所例
（家庭用ガスメーターの場合）

❶すべての
ガス機器を止める

※屋外のガス機器も忘れずに。

❸復帰ボタンをしっかり奥まで押し込み、
ゆっくり手を放す

赤いランプが点灯した後、また点滅が始まり
ます。※ランプがつかないこともあります。

ペットを飼っている方へ

養子縁組里親

10月  2日
　　 30日
11月  6日
　　13日
　　27日
12月  4日
　　11日

…南池袋小学校
…富士見台小学校
…池袋第一小学校
…千川中学校
…駒込小学校
…椎名町小学校
…巣鴨小学校

1月22日
　　29日
2月   5日
　　19日
　　26日
3月   5日

…西池袋中学校
…駒込中学校
…池袋本町小学校・池袋中学校
…巣鴨北中学校
…みらい館大明
…長崎小学校　

いずれも日曜日午前9～11時◇各10名程度

・事故などを防ぐため、室内で飼いましょう。
・犬や猫には迷子札やマイクロチップをつけましょう。
・犬は、登録と年１回の狂犬病の予防接種が義務づけられています。
・犬の散歩の時は、糞を持ち帰るなどマナーを守りましょう。

地域の美化に貢献②トイレの設置と清掃

子猫が増えない③不妊去勢手術の実施
※エサ場は近隣の迷惑とならないよう配慮をお願いします。

３つの
ルールと
効果

ルール 効果

ゴミを漁ることが少なくなる①時間を決めたエサやりと片付け
あさ

ふんにょう

消費者庁

、

つまみを戻す

回して
外す

メーターガス栓は開けたまま

キャップを
元に戻す

各家庭で1週間分の
備蓄があると安心♪
※1人1日５回分が
最低限の目安。
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能楽界を代表する一流の演者による能楽公演。劇場空間でしか味わえない能楽の楽しさを
追究。区制90周年および「としま能の会」開催35回目を記念し、観世喜正・野村万蔵ほか
による能楽の大作「道成寺」、人間国宝／野村萬ほかによる狂言「樋の酒」を上演。90周年記
念を祝うに相応しい"極めつけ”の演目を豪華出演によりお届けします。
◇出演…観世喜正・野村万蔵・野村萬ほか、演目…能「道成寺」・狂言「樋の酒」
◇SS席8,000円（特典付き）、S席6,000円、A席4,000円、B席2,000円（全席指定）
※B席以外は区民割引、U22割引あり。未就学児入場不可。
■申9月19日午前10時から電話でとしまチケットセンター☎0570-056-777（午前
10時～午後5時）へ。オンライン、窓口（販売初日を除く）で申込みも可。
■問としま未来文化財団事業企画グループ☎3590-7118（平日午前10時～午後5時）

◇チケット販売…①区民先行抽選（としまチケットセンターオンラインのみ）
／９月3～7日、②一般／9月17日午前10時から
◇出演（予定）…桂文枝(12日)、桂文珍(10日)、ザ・ぼんち(12日)、博多華丸・
大吉(11日)ほか◇前売5,500円、当日券6,000円※前売は区民割引（とし
まチケットセンターのみ）あり。
■申としまチケットセンター（①はオンラインのみ、②は電話、窓口で申込みも
可）かFANYチケットウェブサイトから申込み。詳細は2次元コード参照か
問い合わせてください。
■問チケットについて…①②としまチケットセンター☎0570-056-
777（午前10時～午後5時）、②FANYチケット問い合わせダイヤ
ル☎0570-550-100（午前10時～午後7時）、そのほか…文化
デザイン課施策調整グループ☎3981-1476

よしもと110年の歴史に裏付けられた看板寄席"グランド花月"公演。
吉本興業のお笑いがつまった公演をお届けします。

2020年にグラミー賞ノミネートを果たし、世界が注目するジャズ作編曲家／
挾間美帆。首席指揮者を務めるヨーロッパ屈指の名門ビッグバンド、デンマー
クラジオ・ビッグバンド（以下、DRBB）を率いて日本ツアーを開催。関東エリ
アで唯一の東京・池袋公演では、創立50年以上の歴史をもつDRBBの伝統
と革新を凝縮したプログラムをお贈りします。

◇出演…指揮／挾間美帆、演奏／デンマークラジオ・ビッグバンド
◇SS席8,000円（挾間美帆『イマジナリー・ヴィジョンズ』CD付き）、S席5,500円、
A席4,500円、B席3,500円※区民割引、U22割引あり。
◇チケット発売…区民先着先行／ 9月7日午前10時～9日午後11時59分、 
一般／ 9月10日午前10時から
■申電話でとしまチケットセンター☎0570-056-777（午前10時～午後5時）へ。
オンライン、窓口（販売初日を除く）で申込みも可。詳細は特設
ウェブサイト参照か問い合わせてください。
■問としま未来文化財団事業企画グループ☎3590-7118（平日
午前10時～午後5時）

11月10日㈭～12日㈯
豊島区立芸術文化劇場（東京建物Brillia HALL）

11月13日㈰　午後4時開演
豊島区立芸術文化劇場（東京建物 Brillia HALL）

11月14日㈪　午後6時開演
豊島区立芸術文化劇場（東京建物Brillia HALL）

能「道成寺」野村萬野村万蔵観世喜正

区制施行90周年  ×

ふさわ
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