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税・国保・年金税・国保・年金 福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

特別区民税・都民税の納付が確認
できない方へ催告書を発送します

平成30年度第1期分（平成30年7
月2日納期限）から令和4年度第1
期分（令和4年6月30日納期限）の納
付が確認できない方へ9月27日に催
告書を送付します。10月11日までに
納付してください。
◇日曜窓口開設日…10月9日㈰午前
9時～午後5時
█問整理第一・第二グループ☎4566‐
2362

高次脳機能障害者支援対策事業
家族交流会

10月8日㈯ 午後2～4時 心身
障害者福祉センター◇家族同士の交
流や情報交換◇区内在住、在勤で高
次脳機能障害のある方の家族◇10名
█申電話かファクスかＥメール（4面
記入例参照。本人参加の有無も記入）
で10月4日までに「当センター☎
3953‐2811、█FAX3953‐9441、█EMA00
15702@city.toshima.lg.jp」へ※先
着順。

敬老のお祝い状を送付しています

本年度75歳以上となる方に送付し
ています。同封の困りごとを相談で
きるはがきを投かんすると、お住ま
いの地域の高齢者総合相談センター
へ連絡できます。
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

パパの応援講座

11月5日㈯ 午前10時～正午 東
部子ども家庭支援センター◇ふれあ
い遊びと父親同士のトークタイム（父

子同席）。絵本をプレゼント。講師
…駿河台大学非常勤講師／小田俊一
氏◇1歳7か月未満児と父親※参加
は東・西子ども家庭支援センター合
わせて子ども1名につき1回◇10組
█申10月6日正午から電話で当センタ
ー☎5980‐5275へ。直接窓口申し込
みも可※先着順。

◆自治功労（8名）
○町会長（6名）
小澤 良子 東池袋中部町会会長
川田 隆男 千早三丁目町会会長
木内 晴一 池袋三丁目親交町会会長
桐ケ谷清一 庚申塚町会会長
田口 芳民 高松三丁目町会会長
武内 巧 東池袋四丁目南町会会長
○附属機関の委員（2名）
山内 雅代 民生委員推薦会委員
久野 伸夫 公害健康被害診療報酬審査会

委員

◆社会福祉事業功労（35名）
○社会福祉事業の経営者（2名）
田﨑万里子 特定非営利活動法人福祉検討

会理事長
影田 智子 社会福祉法人みつばち会理事長
○社会福祉関係団体の長（7名）
石川 和代 シスナブ健康文化クラブ会長
沖浦千惠子 南長崎三丁目北部福寿会会長
荻野 悦子 健康百寿会会長
北澤 義一 禄寿会会長
小泉 良介 上池三寿会会長
田村 洋子 とげぬき鵬栄会会長

吉村愼一郎 池袋本町二丁目寿会会長
○社会福祉施設に勤務する職員（8名）
粟津 絵美 特別養護老人ホームアトリエ

村職員
大関 智弘 特別養護老人ホーム風かおる

里職員
小澤 愛子 高齢者在宅サービスセンター

長崎第二豊寿園職員
米澤ふじ子 高齢者在宅サービスセンター

菊かおる園職員
城 多惠子 池袋ほんちょうの郷ホームヘ

ルパーステーション山吹の里
出張所職員

光武 博美 グループホーム染井荘職員
多賀 賴子 千早子どもの家保育園保育士
中村 浩美 みのり保育園保育士
○各種相談員等（6名）
石井 幸子 青少年育成委員会委員
遠藤 信夫 同
斉藤 幸重 同
佐藤 妙子 同
佐野 美子 同
島津 信一 同
○民生委員・児童委員（5名）
榊原ヱツキ 民生委員・児童委員
野本 陽子 同

深野 良子 民生委員・児童委員
福富 正代 同
米村 節子 同
○保護司（2名）
東 明男 保護司
児玉 恭子 同
○区の行う社会福祉事業に貢献しその功績
が顕著な者（5名）
小澤 毅 重度心身障害者「土曜余暇事

業」運営スタッフ
勝沼由美子 同
竹蓋ひとみ 手話通訳者
大泉 茂子 豊島区ファミリー・サポート

・センター援助会員
岸 絹子 同

◆保健衛生功労（6名）
○区立小中学校医等（5名）
大木隆太郎 池袋第三小学校学校医
大越 敦 豊成小学校学校医
高 大松 千川中学校学校歯科医
後藤 伊織 朋有小学校学校医
中島 陽州 駒込中学校学校歯科医
○関係各種団体の長（1名）
稲葉 孝博 豊島区環境衛生協会会長

◆教育功労（8名）
○区立小中学校ＰＴＡ会長（4名）
大津 裕二 西池袋中学校ＰＴＡ会長
金平 良幸 さくら小学校ＰＴＡ会長
木原 昌俊 池袋中学校ＰＴＡ会長
御代 恒 巣鴨北中学校ＰＴＡ会長
○関係各種団体の長（2名）
今成 良信 豊島区釣友連合会会長
山田千代一 豊島区美術家協会代表

○区の行う教育事業に貢献しその功績が顕
著な者（2名）

鎌田 京子 ひかり文庫朗読会音訳奉仕者
溝口 元 日曜教室ボランティアスタッフ

◆産業振興功労（3名）
○産業振興関係団体の長（3名）
鈴木 俊 アザレア通り商店会会長
中村 安次 巣一商店会会長
近江 正典 豊島区観光協会会長

◆公共事業功労（9名）
○公共事業関係団体の長（1名）
石川 宜司 東池袋南大塚仲町会納税貯蓄

組合組合長
○各種相談員等（2名）
関 由起子 法律相談員
渡邉 勝 行政相談委員
○消防団員（6名）
岩永 由美 豊島消防団団員
大沼 紀子 同
岡田 道子 同
鬼島 孝之 同
菅岩 良一 同
安達 徹 池袋消防団団員

◆公益功労（7名）
○徳行者（4名）
浅川 雪枝 地域美化ボランティア
永戸 亨次 同
檜室眞智子 同
矢尾 博昭 同
○寄附者（3名）
新井 隆司 寄附者
田渕 隆三 同
野々部利弘 同

10月9日㈰・10日㈷ 午前10時～午後
4時 池袋本町公園◇オープニング
セレモニー、区内各商店・交流都市
の飲食・物品販売、観光物産展、各
種団体による演舞█申当日直接会場へ。
█問豊島区商店街連合会☎3981‐5445

対象 接種券

2回目接種を終えた方 前回接種日から5か月経過した方には次回接種券を発送済みです。
接種券を紛失された方、前回接種後に豊島区へ転入された方は再発
行申請してください（区ワクチンコールセンターへ電話申請かウェ
ブ申請）。3回目接種を終えた方

4回目接種を終えた方 「5回目」接種券を順次発送します。

【症状相談など】
東京都発熱相談センター
（看護師・保健師が対応）

☎6258‐5780
5320‐4592

【医療機関案内】
医療機関案内専用ダイヤル
（一般オペレーターが対応）

☎6630‐3710
6636‐8900
6732‐8864

令和４年

9／21
No.1989

新型コロナウイルスオミクロン株
対応ワクチン接種について

発熱した際の相談は
東京都発熱相談センターへ

24時間対応

※9月12日時点の情報です。

※接種間隔や年齢、接種開始時期などの詳細は区ホームページ参照か区ワクチンコールセンターへ問い合わ
せてください。

�接種会場について
区内の医療機関、および集団接種会場（豊島区役所本庁舎1階、池袋保健所など）で実施します。
集団接種会場の予約なし接種は、10月から休止します（9月28・29日の「池袋保健所」接種は予約が必要です）。

【問い合わせ・集団接種予約はこちら】

豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター�0120‐567‐153
（午前9時～午後6時 土・日曜日、祝日も開設）

池袋本町商人まつり

令和4年豊島区功労者を表彰します
「豊島区表彰条例」に基づく令和4年豊島区功労者が、表彰審査会の審
査を経て決定しました。区功労者とは、長年にわたり豊島区の振興発展
・区民福祉の向上に貢献し、その功績が著しい方です。
表彰式は、11月1日豊島区立芸術文化劇場（東京建物 Brillia HALL）で

行います。 ＊敬称略。役職は在職時のもの。
█問総務課総務グループ☎3981‐4451

発行：豊島区 編集：広報課 〒171―8422 豊島区南池袋2―45―1 ☎3981―1111（代表） 毎月1・11・21日発行 ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/
●「広報としま」は、新聞折り込みのほか区民事務所などの区施設、区内の駅、公衆浴場、ファミリーマート（区内店舗）などで配布しています。ご希望の方には個別に配達いたします。

ＳＤＧｓ未来都市としま

豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

接種券申請
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