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イベントイベント

講演・講習講演・講習

バリアフリー映画上映会
「おらおらでひとりいぐも」

10月29日㈯ 午前10時30分～午後
1時 上池袋図書館◇音声ガイドや
バリアフリー字幕つき映画。車いす
用のスペースあり◇25名█申当日直接
会場へ。
█問当図書館☎3940‐1779、█FAX3940‐
1149

本のお医者さん

10月30日㈰ 午前10時～午後4時
みらい館大明◇破れた本の修理。ミ
ニ講座「本を長持ちさせる方法」…①
午前11時～11時40分、②午後2時～
2時40分◇各5名
█申当日直接会場へ※先着順。
█問池袋図書館☎3985‐7981、█FAX3985
‐7486

文化財の中で文化財を知るVol.2

11月3日㈷～12日㈯ 午前10時～
午後4時 自由学園明日館講堂（西
池袋2‐31‐3）◇区内の文化財建
造物を紹介するパネル・出土遺物の
展示、体験コーナー
█申当日直接会場へ。
█問文化財グループ☎3981‐1190

リサイクルフリーマーケット
出店者募集

11月13日㈰ 午前10時30分～午後
2時 池袋第二公園※駐車場なし、
雨天中止◇区内在住、在勤、在学の
個人またはグループ※営業目的は不
可◇募集数…20店舗（1店舗面積2
ｍ×2ｍ）◇1，000円█申ファクスかＥ
メールで「みんなのえんがわ池袋事
務局█FAX6709‐4731、█EMen@toshim
a-npo.org」へ※1名（1グループ）
1通のみ。先着順。
█問当事務局 幅上☎6912‐6245（午
後1～5時）

未来の自分は自分で作ろう

11月15日㈫ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇未来の自分に
自信を持てるように、生きがいやコ
ミュニケーションを考える（ワーク
ショップあり）◇25名█保6か月以上
未就学児。11月7日までに要予約※
先着順。
█申10月13日から電話かファクスかＥ
メールで「当センター☎5952‐9501、
█FAX5391‐1015、█EMA0029117@city.t
oshima.lg.jp」へ※先着順。

目白庭園

①ライトアッププレオープンカメラ
マンスペシャルデー…11月18日㈮
午後6～8時◇三脚を立てての写真
撮影が可能◇中学生以上◇50名◇
800円、②庭園の紅葉ライトアップ
…11月19日㈯～27日㈰ 午後5時30
分～9時（最終入園午後8時30分）◇
伝統文化・芸能の講演、癒しの音楽
イベント（申込み別途）◇300円、③
ピアノとギター癒しのひととき…11
月20日㈰ 午後6～7時（受付開始
午後5時30分）◇Crescentによるピ
アノとギターの生演奏と庭園ライト
アップ◇40名◇1，800円
いずれも中学生以下は保護者同伴

█申①は当日直接会場へ。②③は10月
13日から往復はがきかファクスかＥ
メール（4面記入例参照。ファクス
番号も記入）で「〒171‐0031 目白
3‐20‐18 目白庭園、█FAX5996‐4886、
█EM info@mejiro-garden.com」へ。
直接窓口申込みも可※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

出前講座「省エネ・節電！
～上手な電気の使い方～」

10月31日㈪ 午前10時30分～正午
区民ひろば千早◇電気の基礎知識や
家電製品の省エネなど◇30名█申10月

17日から電話で当ひろば☎3959‐
2281へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

認知症サポーター養成講座

11月3日㈷ 午前10時30分～正午
上池袋図書館◇認知症を正しく理解
し、支援する応援者を養成する◇10
名
█申10月14日から電話かファクスで
「当館☎3940‐1779、█FAX3940‐1149」
へ。直接窓口申込みも可※先着順。

高齢者のためのスマートフォン
入門講座

11月7日㈪ 高田介護予防センタ
ー、12月5日、1月23日 月曜日
東池袋フレイル対策センター いず
れも午後1時～2時30分◇基本操作
など◇60歳以上の都民◇10名
█申10月14日から各開催日の1週間前
までに電話で東京都スマートフォン
普及啓発事業事務局☎6845‐7883
（平日午前9時～午後5時※年末年
始を除く）へ※応募者多数の場合は
抽選。

中央図書館文学講座
～読んで観る！映像・舞台原作
の世界～（第3回）

11月12日㈯ 午前9時45分～11時
45分 あうるすぽっと◇課題本「銀
河鉄道の夜」。講師…後藤隆基氏◇
30名
█申10月14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。

みらい館大明

エクセル基礎2…11月12日㈯◇表
の印刷、グラフ作成、シートの操作、
エクセル応用（データベース機能）…
11月19日㈯◇ピボットテーブルの作
り方、データの並び替え・抽出。
いずれも午後1～5時◇講師…パ

ソコンインストラクター／石井 由
香里氏◇エクセル経験者◇各7名◇

各3，000円、ガーデニング講座（全5
回）…11月～令和5年3月 毎月第
4日曜日 午前10時～正午◇野菜栽
培、ハーブ・観葉植物の鉢植えやそ
の他技能を習得◇20名◇7，500円※
保護者同伴の小学生以下無料、おき
らくマジック講座（全5回）…11月～
令和5年3月 毎月第4日曜日 午
後2時～3時30分◇基本と2つのマ
ジック。講師…プロマジシャン／宮
崎 岳氏◇小学生以上◇10名◇6，500
円
█申10月14日から電話かＥメールで
「当館☎3986‐7186、█EMmiraikan_t
aimei@yahoo.co.jp」へ。直接窓口
申込みも可※先着順。

命を守る防災の知識を学ぼう！
～あなたの備えは大丈夫？～

11月17日㈭ 午後1時30分～3時
30分 としま産業振興プラザ（IKE・
Biz）◇災害の備えや知識、賢い防災
用品の選び方・買い方を学ぶ。講師
…NPO法人日本防災士会東京都支
部世田谷理事／菊池 顕太郎氏◇50名
█申電話かファクスかＥメールで10月
31日までに「消費生活グループ☎
4566‐2416、█FAX5992‐7024、█EMA00
14308@city.toshima.lg.jp」へ※応
募者多数の場合は抽選。

Ane ママグループ TOMATO
「Ｘｍａｓリース作り講座」

11月18日㈮ ①午前10時30分～正
午、②午後1時15分～2時45分 男
女平等推進センター◇木の実を使っ
たクリスマスリース作り。講師…JM
FA認定講師／MAKOTO氏◇子育
て中の母親◇各回7名◇1，500円（事
前振込み）█保6か月以上未就学児。
要予約。1名500円█申Ｅメール（4面
記入例参照。保育希望の方は子ども
の氏名と月齢も記入）で10月14日～
11月11日の間に Ane ママグループ
TOMATO█EManemama.tomato@
gmail.comへ※先着順。
█問生涯学習グループ☎4566‐2762

区では駅周辺の「放置禁止区域」に置かれた自転車などに警告札を貼付し、その後移動されなかったものを撤去しています。その際、チェーン錠などで
ガードレールなどに固定されている場合は切断します。切断したチェーン錠などは弁償しません。撤去した放置自転車は「放置禁止区域」ごとに保管所に
搬送します。所有者が判明した場合には、撤去と返還に関する「はがき」を送付します。 █問放置自転車対策グループ☎3981‐2169

撤去した放置自転車などの返還には撤去保管手数料が必要です
●自転車…5，000円 ●原動機付自転車…8，000円
自転車などが盗難にあったら、すぐに被害届の提出をしてください
盗まれた自転車などが撤去された場合、撤去日前日までに被害届が
提出されていないと、撤去保管手数料は所有者の負担となります。

◆保管所の返還時間…水曜日を除く平日／午前11時～午後8時30分、
日曜日・祝日／午前10時30分～午後4時30分

◆休業日………………毎週水・土曜日（祝日と重なる日は休業）、
12月29日～1月3日

10月20日㈭ 午前9時30分から 区役所本庁舎5階511会議室
█申傍聴希望の方は電話で前日午後5時までに子ども若者課管理・計画グループ☎4566‐2471へ。

放置自転車の駅別保管場所一覧
駅 名称 所在地 電話

Ｊ
Ｒ
ほ
か

駒込 西巣鴨保管所 西巣鴨4‐14 5974‐3056巣鴨
大塚 東池袋五丁目保管所 東池袋5‐44 3987‐7220

池袋 東口 池袋三丁目保管所 池袋3‐58 5951‐2661西口
目白 池袋駅西自転車駐車場内

保管所 西池袋3‐20‐13590‐3837高田馬場
板橋 西巣鴨保管所 西巣鴨4‐14 5974‐3056

西武線 椎名町 池袋駅西自転車駐車場内
保管所 西池袋3‐20‐13590‐3837東長崎

東武線 下板橋 西巣鴨保管所 西巣鴨4‐14 5974‐3056
都営
地下鉄

西巣鴨

落合南長崎 池袋駅西自転車駐車場内
保管所 西池袋3‐20‐13590‐3837

東
京
メ
ト
ロ

東池袋・
サンシャイン周辺 東池袋五丁目保管所 東池袋5‐44 3987‐7220

要町 池袋駅西自転車駐車場内
保管所 西池袋3‐20‐13590‐3837千川

新大塚 東池袋五丁目保管所 東池袋5‐44 3987‐7220雑司が谷

自転車の放置はやめましょう 自転車の 代わりに置こう 思いやり

第31期豊島区青少年問題協議会
第9回専門委員会

撤去した放置自転車に関する問い合わせ

自転車コールセンター☎5986‐2400
平 日…………午前9時30分～午後8時30分

（水曜日は午前8時30分～午後5時15分）
日曜日・祝日…午前10時30分～午後4時30分受付時間
※休業日…土曜日（祝日と重なる日は休業）、12月29日～1月3日

受付内容 ①放置自転車撤去の有無の照会 ②撤去自転車保管場所と返還方法の案内
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