
区民ひろば
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官公署だより
●豊島税務署
「消費税インボイス説明会」
令和5年10月1日から消費税の適格
請求書等保存方式（インボイス制度）
が導入されます。
①消費税の基本的な仕組みとインボ
イス制度について…10月12日㈬ 午
前10時～11時45分、午後2時～3時
45分、②インボイス制度について…
10月21日㈮ 午後2時～3時15分
「消費税インボイス登録申請相談会」
③適格請求書発行事業者となるため
の登録申請手続について…10月3日
㈪・7日㈮ 午後3～4時、10月24
・31日 月曜日 午前9時30分～10
時30分◇スマートフォン、マイナン
バーカード（なくても申込み可）
いずれも豊島税務署地下会議室◇
各40名
█申電話で当税務署☎3984‐2171へ。
自動音声後「2」を選択し、①②は法

人課税第2部門、③は個人課税第1
部門へ※先着順。
●豊島都税事務所
「自動車税（種別割）の減免更新申立
書の提出をお忘れなく」
9月30日に「自動車税（種別割）減

免の更新手続きについて」を送付予
定です。自動車税の減免を継続する
ために必要な手続きですので、同封
の「減免更新申立書」に必要事項を記
入して10月31日までに提出してくだ
さい。
█問東京都自動車税コ―ルセンター☎
3525‐4066

◆仰高 「ニコニコまつり」…10月
2日㈰ ①午後1～2時、②午後
2時30分～3時30分◇マリンバコ
ンサートとゲーム。出演…大澤千
紘◇各回30名
█申9月22日（区外の方は9月26日）
から電話で当ひろば☎5907‐3471
へ。直接窓口申込みも可※先着順。
◆西巣鴨第一 「にしすがも友遊
まつり」…10月8日㈯ 午後1時
～3時30分 当ひろば・西巣鴨二
丁目公園（雨天時公園中止。一部
当ひろば第二ホールに移動）◇健
康体操、ゲーム、ボッチャ体験、
昔遊びなど█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3918‐4197
◆高南第二 「ひろばでハロウィ
ン」…10月20日㈭ 午前10時30分
～11時30分◇マジックショー。出
演…池内和彦◇乳幼児親子16組
█申10月6日（区外の方は10月13日）
から電話で当ひろば☎3987‐6600
へ。直接窓口申込みも可※先着順。
◆駒込 「みんなのひろばまつり」
…10月22日㈯ 午前10時30分～午
後0時30分◇世代を超えて交流█申
当日直接当ひろばへ。

█問当ひろば駒込☎3917‐9873
◆西巣鴨第二 「ふれあいハロウ
ィン」…10月28日㈮ ①午前10時
から、②午前10時30分から、③午
前11時から◇館内のフォトスポッ
トを巡り、近隣施設でお菓子をも
らう◇乳幼児親子◇各回7組
█申10月7日から電話で当ひろば☎
3915‐2379へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆朝日 「SDGsのゴールをまわる
あさひのハッピーハロウィン」…
10月29日㈯ 午前10時30分～11時
30分◇仮装パレード、SDGsクイ
ズラリー、楽しいショー◇乳幼児
と保護者20組
█申10月8日から電話で当ひろば
5974‐0566へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆豊成 「ハロウィンに集まろう
！」…10月29日㈯ ①午前10時30
分～11時10分、②午前11時20分～
正午◇ハロウィンの仮装や撮影を
楽しむ◇乳幼児親子◇各回20組
█申10月4日から電話で当ひろば☎
5961‐3494へ。直接窓口申込みも
可※先着順。

●Ｃさん（70代、女性）の場合
40代の息子が精神的な不調により仕事を辞め
て以降、自室だけで過ごすようになり約5年
が経ちました。「ひきこもり相談窓口」を知り、
定期的に相談に行くようになりました。どの

ように息子と接したら良いのかを一緒に考えてもらっています。まずは
息子が好きなこと、興味があることに関する会話ができれば、との助言
から、少しずつですが会話が増えてきたように思います。いつの日か、
以前のように一緒に食事をしたり、テレビを見て笑い合ったりしたいです。

あなたらしい生き方を応援します。
●豊島区ひきこもり相談窓口
☎4566‐2427（平日午前8時30分～午後4時30分）

●豊島区ひきこもり情報サイト

10月1日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇芥川龍之介「杜子春」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

◆ミュージック・ワークショップ
・フェスタ〈冬〉…11月30日㈬～12
月4日㈰ としま区民センターほ
か◇550円█申10月1日午前10時か
らとしまチケットセンター☎0570
‐056‐777へ。当財団ホームペー
ジから申込みも可。
◆豊島区吹奏楽団＆豊島区管弦楽
団ニューイヤーコンサート…吹奏
／令和5年1月7日㈯ 午後5時
開演、管弦／令和5年1月8日㈰
午後2時開演 豊島区立芸術文化
劇場（東京建物 Brillia HALL）◇吹
奏＆管弦セット券1，500円（前売の
み）ほか█申10月2日午前10時から
としまチケットセンター☎0570‐
056‐777へ。当財団ホームページ
から申込みも可。
◆民俗芸能inとしま2022…10月30
日㈰ 午後2～7時 池袋西口公
園◇都内で伝承されている民俗芸
能の上演と音楽ライブ。演目…長
崎獅子舞、冨士元囃子など█申当日
直接会場へ。
いずれも詳細はホ

ームページ参照。
█問事業企画グループ
☎3590‐7118（平日
午前10時～午後5時）
◆地域文化創造館
●としま文化の日 地域文化創造
館 合同文化発表会…11月3日㈷
南大塚ホール※詳細は当財団ホー
ムページ参照。
●ぷらり★としまＵ-30「東池袋で
ノスタルジックさんぽ」…11月26日
㈯ 午後1時30分～4時 南大塚
地域文化創造館集合◇16～39歳の
方◇15名█申当財団ホームページの
応募フォームから申込み※先着順。
█問ぷらり★としまＵ-30事務局友
田・滝口☎3974‐1335
●駒込 Gallery 駒込2022…10月
1日㈯～12月2日㈮ 午前9時～
午後9時█申当日直接会場へ。
●南大塚 ①サークル活動発表会
…10月15日㈯・16日㈰█申当日直接
会場へ、②第113回南大塚ホール落
語会…11月17日㈭ 午後6時30分開
演◇出演…春風亭一蔵・柳亭小燕
枝・入船亭扇橋◇前売2，000円、当

日2，200円◇150名█申当館窓口、と
しまチケットセンターで発売中。当
財団ホームページから申込みも可。
●雑司が谷 第43弾！雑司が谷ワ
ンコイン落語会…11月13日㈰ 午
後2時開演◇出演…三遊亭天どん
◇50名◇500円█申当館・雑司が谷
案内処でチケット発売中。
●千早 「千早アート・クラフト
展2022」…10月7日㈮～9日㈰
午前9時～午後9時（最終日のみ
午後3時まで）█申当日直接会場へ。
◆文化カレッジ受講生募集
●巣鴨 ①【208】書道入門講座―
基礎から美しい文字へ―…10月18
日～11月8日 火曜日 午前10時
～正午◇20名◇2，200円◇10月5
日必着、②【209】初めてのゴルフ
講座…10月19日～11月9日 水曜
日 ⓐ午前10時30分～11時30分、
ⓑ午前11時30分～午後0時30分◇
各回5名◇7，500円◇10月11日必着。
●南大塚 ③【510】クレイで造る
「クリスマス飾り」…11月11～25日
金曜日 午後2～4時◇7名◇
5，000円◇10月20日必着。
●千早 ④【408】始めましょ。気
軽に陶芸入門―手びねりでつくる
抹茶椀…11月4～25日 金曜日
午後2～4時◇10名◇4，500円◇
10月20日必着、⑤【410】都心の名
建築を訪ねる―旧公衆衛生院…11
月24日、12月1日 木曜日 午前
10時～正午◇15名◇1，200円◇10
月31日必着。
いずれも◇区内在住、在勤、在
学の18歳以上█申往復はがき（上部
記入例参照。講座名・番号も記入）
で当館へ。返信用はがき持参で、
直接窓口申込みも可。当財団ホー
ムページから申込みも可。詳細は
各館へ問合せ。
█問駒込☎3940‐2400（〒170‐0003
駒込2‐2‐2）、巣鴨☎3576‐
2637（〒170‐0002 巣鴨4‐15‐
11）、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）

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

測定日 仰高小学校 朋有小学校 要町保育園
8月9日 0．06 0．06 0．07
※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

保険料の納め忘れはありませんか？ 9月30日が納期限です
9月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は期

限内に納付をお願いします。
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『赤い鳥』を語り継ぐ、
おばあちゃんのおはなし会

はがきなどの記入例
※往復はがきを利
用する場合、返信
に〒住所、氏名を
記入してください。

①事業またはイベント名
②〒住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号
⑥その他必要事項

█申に住所がない場合は
「〒171‐8422 豊島
区役所各グループ」へ。
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