
区民ひろば

スポーツスポーツ

官公署だより

区民歩こう会

11月6日㈰ 午前9時50分 小田
急小田原線代々木上原駅改札口前広
場集合◇代々木上原駅～古賀政男音
楽博物館（300円）～駒場公園～駒場
野公園～三軒茶屋駅前～西澄寺～世
田谷公園～池尻稲荷神社～東急田園
都市線池尻大橋駅まで（約7㎞）◇
300円◇軽装、飲み物、雨具█申当日
集合場所で受付。
█問当会 吉越☎3986‐8620

豊島ダンスカーニバル2022

11月12日㈯ 午前10時～午後5時
雑司が谷体育館◇初心者向けダンス
講習会、ダンスタイム、ミキシング
タイムなど予定◇100名◇エントリ
ー費1種目3，000円、2種目目から
は2，000円（区内在住の方は1種目無

料）◇室内履き持参。女性はヒール
カバー装着。
█申電話で10月23～31日の間に安東ダ
ンススクール☎3357‐5021へ※先着
順。

●東京都住宅供給公社
「都営住宅入居者募集」
◇募集内容…①一般募集住宅（家族
向け・単身者向け）抽選方式、②居
室内で病死などがあった住宅※詳細
は募集案内参照◇募集案内・申込書
配布期間…11月1日㈫～10日㈭※オ
ンライン申込みは11月16日㈬まで◇
配布場所…区役所本庁舎1階総合案
内、福祉総務課、住宅課、東・西区
民事務所、東・西障害支援センター、
生活福祉課、西部生活福祉課、図書
館、当公社目白窓口センター（目白
2‐1‐1 目白ＮＴビル5階）
█問当公社募集センター（募集期間中）

☎0570‐010‐810、（募集期間以外）
☎3498‐8894（平日）、█HPhttps://w
ww.to-kousya.or.jp/
●ハローワーク池袋
「障害者就職面接会 in ねりま」
11月8日㈫ 午後1～4時 Coc
oneriホール（練馬区練馬1‐17‐1）
◇豊島・板橋・練馬区在住の障害者
◇企業との面接会◇紹介状、履歴書、
職務経歴書持参
█申電話でハローワーク池袋専門援助
第二部門☎3987‐8609（部門コード
41＃）へ。
●豊島税務署
「消費税インボイス説明会」
①消費税の基本的な仕組みとインボ
イス制度について…11月10・24日
木曜日 午後1時15分～3時、②イ
ンボイス制度について…11月28日㈪
・30日㈬ 午後1時30分～2時45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…11月10・
24日 木曜日 午後3時15分～4時
15分、11月28日㈪・30日㈬ 午後3
～4時◇個人事業者の方はスマート
フォン、マイナンバーカード（なく
ても申込み可）持参。
いずれも豊島税務署地下会議室◇
各40名
█申①②は電話で法人課税第2部門、
③は個人課税第1部門☎3984‐2171
へ※先着順。

◆要 ひろば芸術祭…11月9日㈬
午後1時～4時30分、11月10日㈭
・11日㈮ 午前10時～午後4時30
分、11月12日㈯ 午前10時～正午
◇サークル、事業の作品展示█申当
日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎3972‐6338
◆清和第二 区制90周年記念事業
「第14回清和ひろばまつり」…11月
11日㈮ 午後1～3時、11月12日
㈯ 午前10時～午後1時◇事前申
込みのものもあり。詳細は館内の
ポスター参照。
█問当ひろば☎5961‐5756
◆目白 0円マーケット…11月12
日㈯ 午前10時30分～午後1時30
分◇不要品を有効活用。持参期間
…11月1～10日（午前9時30分～
午後4時）█申当日直接当ひろばへ。
█問当ひろば☎5956‐5871
◆南池袋 みみずくフェスタ～広
げよう地域の輪～…11月12日㈯
午後0時30分～3時◇東京音楽大
学付属高等学校演奏会、子どもゲ
ームコーナー、つながるマーケット
（子ども用品）、マルシェ、イケバス
ツアー█申当日直接当ひろばへ※イ
ケバスツアーのみ定員42名。10月

21日から直接窓口申込み※先着順。
█問当ひろば☎3984‐5896
◆長崎 み～んなのひろばまつり
防災スペシャル…11月12日㈯ 午
後2～3時◇お楽しみコーナーと
お菓子の配布◇120名█申当日先着
順受付。
█問当ひろば☎3554‐4411
◆千早 収穫祭～人生90年の収穫
～…11月13日㈰ 午後1時30分～
3時◇90歳以上の方々と時代を振
り返る◇70名
█申10月26日から電話で当ひろば☎
3959‐2281へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
◆上池袋 区制90周年記念事業
「地域の皆さんと一緒に楽しむ
上池袋ひろばまつり」…11月20日
㈰ 午後1時30分～4時 当ひろ
ば・上池袋三丁目第3児童遊園◇
下町ケーナ同好会演奏、作って遊
ぼう◇300名█申当日先着順受付。
█問当ひろば☎3576‐6916
◆西巣鴨第一 レコードコンサー
ト…11月20日㈰ 午後2～4時◇
和洋の流行歌◇25名█申10月26日か
ら電話で当ひろば☎3918‐4197へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

◇第1・2回／各70名、第3回／300名◇20，000円█申11月
1～18日の間に都内各警察署の交通課窓口へ※先着順。詳
細は2次元コード参照。
█問当庁交通部駐車対策課放置駐車対策センター企画運用係
☎3581‐4321（代表）

11月5日㈯ 午後2時～2時30分 雑司が谷旧宣教師館◇鈴木三重吉「大いたち」、坪田譲治「時計退治」█申当日直接会場へ。
█問当館☎3985‐4081

◆民俗芸能inとしま2022関連企画
ドキュメンタリー映画「音、鳴り
やまぬ。」…上映会＆トーク10月
28日㈮ 午後6～8時、上映会の
み10月31日㈪ 午後1時～2時30
分 池袋シネマ・ロ
サ（西池袋1‐37‐
12）█申特設サイトか
ら申込み※先着順。
█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
●雑司が谷 ①パソコン講座「エ
クセル2019基本講座」…11月30日
～12月16日 水・金曜日 午前10
時～正午◇8名█申往復はがきで当
館へ。返信用はがき持参で、当館
窓口申込みも可。
●千早 Chihayaクリスマスコン
サート2022…12月10日㈯ 午後2
時開演◇出演…田丸智也、宅間善
之、椎谷 求◇30名◇700円█申10月
21日午前10時から電話か当館窓口
へ※先着順。
◆文化カレッジ受講生募集
●駒込 ①【109】はじめての水引
細工～季節の結びをつくる～…12
月4・11日 日曜日 午前10時30
分～正午◇10名◇3，500円◇11月
20日（必着）。
●巣鴨 ②【210】親子で作るクリ
スマス・ジオラマ―…12月3日㈯
ⓐ午前10時～正午、ⓑ午後2～4
時◇各10組20名◇3，500円◇11月
16日（必着）、③【211】すがも健康

講座 『胆石』のこと、知っていま
すか～…12月17日㈯ 午前10時～
11時30分◇40名※先着順。
●雑司が谷 ④【309】はじめての
和紙染め陶芸…令和5年1月15日、
2月19日 日曜日 午後1時30分
～4時30分◇12名◇6，000円（燃成
代別途）◇12月15日（必着）、⑤
【310】食の視点から考える SDGs
～食料・飼料としての昆虫～…令
和5年1月19・26日 木曜日 午
後2～4時◇20名◇1，200円◇令
和5年1月10日（必着）。
●千早 ⑥【411】美術講座 レオナ
ルド・ダ・ヴィンチ―芸術と生涯
―…12月2・9日 金曜日 午後
2～4時◇24名◇1，200円◇11月
20日（必着）。
いずれも、区内在住、在勤、在
学の18歳以上。ただし、【210】は小
学生と保護者のペアで、いずれか
が区内在住、在勤、在学。【211】
はどなたでも█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）、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）

特別号のみ全世帯へ戸別配布します。同日発行の「広報としま情報版」
は、通常通り新聞折り込みや希望者への戸別配布となります。
●配布期間…10月31日㈪～11月4日㈮
●配布物…広報としま特別号「としま plus」11月号※特別号は冊子版16
ページです。例月の特集版はタブロイド版8ぺージです。
●配布方法…区が委託した配布員（区発行の身分証明書を携帯）が郵便受
けに投かんします。
█問広報グループ☎4566‐2532

講習日 考査日 場所
第1回12月12日㈪・13日㈫12月24日㈯午前 放置駐車対策センター5階

（江東区有明3‐7‐26）第2回12月15日㈭・16日㈮12月24日㈯午後

第3回 1月16日㈪・17日㈫ 1月23日㈪ 東京ビッグサイト会議棟6階
（江東区有明3‐11‐1）

11月1日発行の広報としま特別号
「としまplus」を区内全世帯に配布します警視庁「駐車監視員資格者講習」

保険料や税金の納め忘れはありませんか？ 10月31日が納期限です
10月期分の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料および
第3期分の特別区民税・都民税（普通徴収）は期限内の納付をお願いします。

『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。

4 広報としま情報版 令和4年（2022年）10月21日号 No.1993 豊島区役所 ☎3981－1111（代表） 〒171-8422豊島区南池袋2－45－1
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