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午前10時～午後4時 としまみどりの防災公園
（IKE・SUNPARK）◇区制90周年を記念して、北
海道、岩手県、長野県、新潟県、鹿
児島県などから出店。通常のマーケ
ットも毎週土・日曜日に開催中。
█問当事務局☎6914‐1782

陽性が判明したとき
9月26日からの新型コロナウイルス全数届出の見直しにより、発生届の対象者（医
療機関から保健所に報告義務のある方）を全国一律で下記4類型に限定します。対
象者は保健所からの連絡に従って療養してください。
①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、かつ治療薬または酸
素投与が必要な方、④妊婦の方

発生届対象外の方は保健所からの連絡はありません

登録はこちら

うちさぽ東京

⑴発生届対象外で療養中の支援を希望する方は、東京都陽性者登録セ
ンターに登録してください。
�マイハーシスによる健康観察
�食料品やパルスオキシメーターの配送
�都の宿泊療養施設（ホテル）などでの療養
⑵上記登録方法、自宅療養中の体調不安や一般相談、食料品配送、パ
ルスオキシメーター貸与に関する問い合わせは自宅療養サポートセン
ター（うちさぽ東京）�0120‐670‐440（24時間）へ。

11月6日㈰ 午前10時～正午 自由学園明日館講堂
（西池袋2‐31‐3）◇ペーパークラフトの獅子頭を作り、
舞を体験し、実演を鑑賞◇10名
█申10月21日から電話で文化財グループ☎3981‐1190へ※
先着順。

●まちかどこども美術展＆まちかどアーティストデビュー展
11月8日㈫～13日㈰ 東京芸術劇場地下1階アトリエイースト
●画材をたのしむ展示＆ワークショップ
10月28日㈮～11月14日㈪ WACCA池袋（東池袋1‐8‐1）
●長岩典子展 11月21日㈪～26日㈯ 栗原画廊（西池袋3‐19‐5）
●立教大学サパンヌ美術クラブ学生＆OB・OG合同展
11月10日㈭～15日㈫ ギャラリー路草（南池袋2‐25‐5 藤久ビル）
●ほっこり人形絵本 in エチカ
11月1日㈫～29日㈫ Echika 池袋ギャラリー
※そのほか、期間中は様々な展示やワークショップあり。詳細は
当事務局ホームページ参照か問い合わせてください。
█問当実行委員会事務局☎4363‐1580（平日午前9時～午後6時）

豊島区商店街連合会と区は、11月1日㈫
～30日㈬に区内の対象店舗で PayPay で決
済して買い物すると、最大20%のポイント
を付与する事業を行います。これに伴い、
PayPay の登録や使用方法などの相談会を
開催します◇各25名程度◇スマホ持参
█申電話で開催日前日（平日のみ）までに商店
街振興グループ☎5992‐7017へ※先着順。

11月1日㈫～6日㈰ 午前10時30分～午後5時30分（最終入館午後
5時）◇常設展示および、小企画展「モリのもの」（遺品資料）※小企画
展は11月27日まで開催（11月8日以降は有料）█申当日直接当館へ。
█問当館☎3957‐3779

11月19日㈯ 午後2時～3時30分 雑司が谷旧宣教師館◇雑司ヶ谷
地域の歴史や文化を振り返り、区制100周年に向けての展望を語る。
講師…日本女子大学教授／薬袋 奈美子氏。
█申往復はがきで11月2日（必着）までに「〒171‐0032 雑司が谷1‐25
‐5 雑司が谷旧宣教師館」へ※1名1通。応募者多数の場合は抽選。
█問当館☎3985‐4081

�区内在住の生後6か月～4歳の方（無料）
※対象の方には、11月2日から接種券を発送し
ます。

※接種券同封の「ワクチン接種のお知らせ」で接
種に関する注意事項を確認してください。

ファイザー社製ワクチン（生後6か月～4歳用）
合計3回接種します。（2回目接種は1回目から3週間後、3
回目接種は2回目から8週間後）

区内の医療機関で接種します。申込方法などの詳細は区ホーム
ページで確認してください。

※上記相談会以外にも、区内ソフトバンクショッ
プでの相談（要予約）や、PayPay カスタマーサポ
ート窓口�0120‐990‐634で対応しています。

開催日 会場（いずれも午後2～3時）

10月

25日 火 駒込地域文化創造館
26日 水 としま産業振興プラザ（IKE・Biz）
27日 木 南大塚地域文化創造館
28日 金 千早地域文化創造館

11月
7日 月 雑司が谷地域文化創造館
8日 火 巣鴨地域文化創造館

令和４年

10／21
No.1993

生後6か月～4歳への
新型コロナワクチン接種を開始します

※10月13日時点の情報です。
新型コロナウイルス感染症について新型コロナウイルス感染症について

対象者

使用ワクチン

接種会場

東京文化財ウィーク2022「長崎獅子舞を
見て、ふれて、体験してみよう！」

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）

感染による発熱の相談は東京都発熱相談センターへ24時間対応

第17回池袋モンパルナス回遊美術館・秋期
11月30日まで

熊谷守一美術館
無料公開ウィーク

記念講演「未来に遺したい雑司ヶ谷の魅力」

ファーマーズマーケットに
交流都市が大集合

PayPay 使い方相談会
10月29日㈯・30日㈰、11月5日㈯・6日㈰

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。

区制90周年記念事業

【問い合わせ・集団接種予約はこちら】

【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



パブリックコメントパブリックコメント

福  祉福  祉

子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

環境・清掃環境・清掃

健  康健  康

講演・講習講演・講習

【結果の公表】

池袋地区駐車場地域ルール要綱

要綱の改正にあたり、パブリック
コメント（意見公募手続）制度に基づ
き、区民の皆さんからご意見をお聴
きしました。
●閲覧できます…要綱の全文といた
だいたご意見および区の考え方は11
月9日まで、都市計画課、行政情報
コーナー、区民事務所、図書館、区
民ひろば、区ホームページで閲覧で
きます。
█問交通まちづくりグループ☎4566‐2635
【ご意見募集】

豊島区マンション管理適正化
推進計画（案）

当案について、パブリックコメン
ト（意見公募手続）制度に基づき、区
民の皆さんのご意見をお聴きします。
●閲覧できます…当案の全文は11月
27日まで、住宅課、行政情報コーナ
ー、区民事務所、図書館、区民ひろ
ば、区ホームページで閲覧できます。
●ご意見をお寄せください…便せん
などに①ご意見②〒・住所③氏名ま
たは団体名（代表者名・担当者名）を
記入し、郵送かファクスかＥメール
で11月27日（必着）までに「住宅課マ
ンショングループ█FAX3980‐5136、█EM
A0050026@city.toshima.lg.jp」へ。
直接当グループ窓口へ持参も可※個
別に直接回答はしません。
█問当グループ☎3981‐1385

認知症高齢者グループホーム・
看護小規模多機能型居宅介護の
複合施設12月1日オープン

ゆ

◇施設名…優っくり村豊島南長崎
（南長崎5‐20‐16）◇運営事業者…

ほ う ゆ う か い

社会福祉法人奉優会◇実施事業…①
認知症対応型共同生活介護／少人数
で家庭的な雰囲気の中、共同生活を
送るサービス◇認知症の診断があり、

介護保険で要支援2以上の認定を受
けた方◇18名、②看護小規模多機能
型居宅介護／通い・訪問・泊まりの
一体的なサービス◇介護保険で要介
護1以上の認定を受けた方◇24名※
申込みなどの詳細は問い合わせてく
ださい。
█問当施設準備室☎3565‐6282

令和4年度豊島区介護予防活動
支援助成金交付事業の申請受付

介護予防を目的とする自主的なグ
ループの活動費を一部助成します。
申請相談や、申請書（区ホームペー
ジからダウンロード可）を窓口で受け
取る方は、電話で予約してください。
█問介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2434

寝具類洗濯乾燥事業

寝具類を月1回洗濯・乾燥します。
5・11・2月…丸洗い（薬品消毒・
乾燥）、8月…水洗い（洗濯・乾燥）、
上記以外の月…乾燥（熱風乾燥）◇対
象…①70歳以上で一人暮らしの方、
②70歳以上で同居者が65歳以上の高
齢者のみの世帯の方※ただし、対象
者が要介護4以上であれば65歳以上
でも可◇負担額…介護保険料所得段
階1～3は自己負担なし。4以上は
1回あたり乾燥100円、丸洗い200円、
水洗い400円◇申請場所…高齢者総
合相談センター
█問高齢者事業グループ☎4566‐2432

千代田区立神田一橋中学校
「通信教育課程」生徒募集

◇選考日…12月3日㈯◇対象…次の
いずれかに該当する方。①次のすべ
てに該当する方／ⓐ昭和21年3月31
日以前の尋常小学校卒業者および国
民学校初等科修了者、ⓑ高等学校に
入学する資格のない方、②次のすべ
てに該当する方／ⓐ戦後の混乱の影
響などにより中学校で十分に学べな
かった方、ⓑ都内在住、在勤の令和
5年4月1日現在、満65歳以上の方
█申出願書類（当校で配布）を11月18日

（消印有効）までに「〒101‐0003 千
代田区一ツ橋2‐6‐14」へ郵送か
持参。
█問当校☎3265‐5961

公的融資相談会

11月10日㈭ 午前10時～午後4時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
区内事業者のニーズに合わせた融資
の紹介◇中小企業の経営者など◇過
去2年分の決算書（法人）・確定申告
書（個人）持参█申ファクス（事業所名、
住所、代表者名、担当者名、電話番
号、ファクス番号、業種を記入）で
10月28日までに東京商工会議所豊島
支部█FAX3988‐1440へ。
█問当支部☎5951‐1100、商工グルー
プ☎4566‐2742

「税を考える週間」税の無料相談

11月11日㈮ 午前10時30分～午後
3時30分 メトロポリタンプラザビ
ル1階自由通路（西池袋1‐11‐1）
◇税務相談全般（新規開業、住宅を
取得した方、相続、そのほか相談も
受付可）
█申当日直接会場へ。
█問東京税理士会豊島支部☎3981‐
4585

「豊島の森」環境講座

11月27日㈰ 午前10時～午後1時
豊島の森（区役所本庁舎10階）ほか◇
自然観察と講義◇区内在住、在学の
小学3～6年生（小学3年生は要保
護者同伴）◇8組16名程度
█申電話かファクスか E メール（4面
記入例参照。参加者全員分の名前、
続柄、学年も記入）で11月16日まで
に「環境政策課事業グループ☎3981
‐2771、█FAX3980‐5134、█EMA0029180
@city.toshima.lg.jp」
へ。電子申請も可※応
募者多数の場合は抽選。
11月18日に結果を発送。

女性の健康教室「女性ホル
モンを味方につけよう！」

11月15日㈫ 午後2～4時 長崎
健康相談所◇健康運動指導士による
アロマストレッチ、保健師による女
性の健康の話、栄養士によるホルモ
ンバランスを整える食事の話◇区内
在住、在勤、在学で、医師による運
動制限のない女性（50歳未満の方、
初めて参加の方優先）◇10名█保5名。
生後2か月以上2歳未満児。先着順。
█申10月24日から電話かファクスで
「当相談所保健指導グループ☎3957
‐1191、█FAX3958‐2188」へ※先着順。

歯科教室「コロナ禍でお
口が衰えていませんか？
オーラルフレイルとは」

11月18日㈮ 午後1時30分～3時
30分 あうるすぽっと◇講師…豊島
区歯科医師会会長／高田 靖氏◇区
内在住、在勤、在学の方◇25名
█申10月24日から電話かファクスで
「健康推進課管理・事業グループ☎
3987‐4173、█FAX3987‐4178」へ※先
着順。

看護師会区民公開講座「愛する人
との別れ～グリーフケアとは～」

11月19日㈯ 午後2時～3時30分
としま区民センター◇100名█申ファ
クスで要訪問看護ステーション█FAX
6905‐9702へ※先着順。
█問がん対策・健康計画グループ☎
3987‐4243

講演会「なんで薬を
飲まなきゃいけないの」

11月20日㈰ 午前10時～正午 と
しま区民センター◇講師…豊島区薬
剤師会会長／佐野雅昭氏◇区内在住
で20歳以上の方◇50名
█申10月25日から電話かファクスで
「保健事業グループ☎3987‐4660、
█FAX3987‐4110」へ※先着順。

女性のしなやか健康教室
「私らしく過ごすために～PMS
と上手に付き合うための食事～」

11月30日㈬ 午後2～4時 池袋
保健所◇月経前症候群などの不調を
和らげるためのヒントを食事の面か
ら考える。体成分測定・講話・調理
実演・試食◇区内在住、在勤で59歳
以下の女性◇10名█保生後6ヵ月以上
4歳未満児。5名。要予約。
█申10月24日午前8時30分から電話か
ファクス（4面記入例参照。ファク
ス番号も記入）で「健康推進課栄養グ
ループ☎3987‐4361、█FAX3987‐4178」
へ※先着順。

動画配信「美容と健康に
効果的な入浴法」

令和5年2月28日まで◇100ポイ
ント対象事業。動画およびポイント
シールの受け取り方法は区ホームペ
ージ参照。
█問保健事業グループ☎3987‐4660

古代オリエント博物館と
としま文化の日連携企画

11月1日㈫～7日㈪ 午前10時～
午後4時30分（最終入館午後4時）◇
秋の特別展「ヒンドゥーの神々の物
語」を訪れて、庁舎まるごとミュー
ジアムに展示中の合言葉を伝えると
記念品をプレゼント◇先着200名
█問施策調整グループ☎3981‐1476

ちかこイベントクラブ
「遊びながら 体づくり！
ワクワクうごこう！キッズ！」

11月5日㈯ ①午後2～3時、②
午後3時30分～4時30分 雑司が谷
体育館◇ゲームや体操で動く体を楽
しく身につける。講師…YUKA W
aveMotion 代表／竹内由佳氏ほか
◇①3歳～未就学児②小学生※①②
とも要保護者同伴◇各25名◇室内履
き、汗ふきタオル持参█申10月23日か
ら申込みフォームで申
込み※先着順。
█問協働推進グループ☎
4566‐2314

さくらんぼ30th ミュージアム

11月6日㈰ 午後1時30分～3時
西池袋第二区民集会室◇30周年記念
展示、ムービー上映、体験コーナー、
ゲームコーナー（景品あり）、スタン
プラリー、福祉施設の自主製品販売
█申当日直接会場へ。
█問福祉ホームさくらんぼ☎5396‐
9581

イライラした時に役立つ！
～魔法の言葉を探す～

11月12日㈯ 午前10時～正午 男
女平等推進センター◇日常生活の様
々なシーンで役立つ考え方と伝え方
をワークショップ形式で学ぶ◇小学
5年生以上◇12名◇500円█保Ｅメー
ルで11月4日までに要予約。6か月

以上未就学児。定員あり
█申10月24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。

出前寄席「悪い輩に気を付けて！」

11月22日㈫ 午後1時30分～2時
10分 区民ひろば清和第一◇あなた
の財産を狙う消費者トラブルの手口
と対策を真打落語家から楽しく学ぶ
◇25名█申10月25日から電話で当ひろ
ば☎5974‐5464へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

定年からのライフデザイン
～家族、社会の関係を見直す～

11月26日㈯ 午後1時30分～3時
30分 男女平等推進センター、オン
ライン◇家族や社会との関係を見据
え、自分らしく生きることを探る◇
会場／23名、オンライン／40名◇
500円█保Ｅメールで11月18日までに
要予約。6ヶ月以上未就学児。定員
あり。先着順。
█申10月24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。オ
ンライン受講希望の方
は右記から申込み※先
着順。

暮らしのなかの陰陽五行
～「龍虎図」をめぐって～

11月26日㈯ 午後6時～7時30分
（午後5時30分受付開始） 目白庭園
◇日本の文化や生活に組み込まれて
きた陰陽五行説を身近な例をあげて
魅力を紹介。龍虎図も読み解く。講
師…伝統文化ジャーナリスト／氷川
まりこ氏◇中学生以上◇50名◇
2，100円█申当日直接会場へ※先着順。
█問当園管理事務所☎5996‐4810

としまソーシャルビジネス
支援ネットワークセミナー

11月4日㈮ 午後6時30分～8時
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）※
オンライン受講も可◇第1部…講演
「ソーシャルビジネスと顧客視点で
考える商店街」、第2部…日本公庫
の取組みの紹介。講師…Planning
Seeds 代表／西本則子氏◇50名█申
2次元コードから申込
み※先着順。
█問日本政策金融公庫池
袋支店☎3983‐2132

親族のための成年後見実践講座

11月10日㈭・11日㈮ 午後2～4
時 としま区民センター（動画配信
で受講も可）◇成年後見制度（法定後
見）の申立方法や後見人などの業務
について。講師…弁護士／杉岡麻子
氏◇区内在住、在勤、在学で親族の
法定後見申立を考えている方◇15名
█申電話かファクスかＥメールで「サ
ポートとしま☎3981‐2940、█FAX3981

‐2946、█EMsiensitu@a.toshima.ne.
jp」へ※先着順。

千早図書館講演会「池袋モンパ
ルナスのおはなしと複製画鑑賞」

11月13日㈰ 午後1時30分～3時
30分 千早図書館・千早地域文化創

し の

造館◇芸術家たちを偲び魅力を語る。
講師…としま案内人長崎町会長／豊
田善敬氏◇20名
█申電話かファクスで「千早図書館☎
3955‐8361、█FAX3955‐8785」へ。直
接窓口申込みも可※先着順。

第1回ビジサポ勉強会
消費税の基本的な仕組みと
インボイス制度（オンライン）

11月14日㈪ 午後3時～4時30分
◇事業を営んでいる方・起業を考え
ている方█申2次元コー
ドから申込み。
█問商工グループ☎4566
‐2742

豊島区シルバー人材センター

①入会説明会…11月17日㈭ 午前10
時から 長崎第三区民集会室、11月
18日㈮ 午前9時30分から、午後2
時から（女性向け） 帝京平成大学キ
ャンパス内集会室（東池袋2‐51‐
4）◇区内在住でおおむね60歳以上
の健康で働く意欲のある方◇年度会
費2，000円
②パソコン＆iPad＆スマホ教室…ⓐ
無料パソコン体験教室／11月10日㈭
午後0時45分～2時15分、ⓑパソコ
ン入門（全4回）／11月1～22日 火
曜日 午前10時～11時30分◇5，700
円、ⓒ初級ワード（全4回）／10月29
日～11月19日 土曜日 午前10時～
11時30分、ⓓ初級エクセル（全4回）
／10月28日～11月18日 金曜日 午
後3時～4時30分◇ⓒⓓ5，800円、
ⓔワード基礎（全4回）／11月2～23
日 水曜日 午後0時45分～2時15
分、ⓕエクセル基礎（全4回）／10月
31日～11月21日 月曜日 午前10時
～11時30分◇ⓔⓕ6，700円、ⓖパワ
ーポイント入門（全4回）／10月28日
～11月18日 金曜日 午後0時45分
～2時15分◇5，800円、ⓗZOOM
入門―パソコン向け（全2回）／ア11

月2・9日 水曜日 午後3時～4
時30分、イ11月16・23日 水曜日
午後3時～4時30分◇2，550円、ⓘ
スマホ写真整理（全2回）／11月15・
22日 火曜日 午後3時～4時30分
◇2，550円、ⓙ個別対応コース／ア
年賀状筆ぐるめ（Excel・word）、
イZoom 入門（スマホ）、ウその他
◇いずれも1，650円
█申①は電話で当センター☎3982‐
9533、②はⓐ～ⓙ（ⓗⓙはアイウを
選び Eメールで申込み）を選び往復
はがきかファクスか E メールで「〒
170‐0013 東池袋2‐55‐6 シ
ルバー人材センター、█FAX3982‐9532、
█EMtoshima.spc@gmail.com」へ。

大切な人の命を支える
「ゲートキーパー講座」

11月29日㈫ 午後2時～4時30分
としま区民センター◇身近な人の自
殺のサインに気付き、声をかけ相談
にのる方法を学ぶ。講師…東京自殺
防止センター／乙幡善枝氏◇区内在
住、在勤、在学の方◇30名
█申10月24日から電話かファクスで
「精神保健グループ☎3987‐4231、
█FAX3987‐4178」へ※先着順。

俳句入門講座
「俳句はじめの一歩」（全3回）

11月29日～12月13日 火曜日 午
前10時～正午 目白図書館◇基礎や
作法の講義、参加者全員での句会な
ど。講師…現代俳句協会副幹事長／
佐怒賀 正美氏◇15名█申10月24日か
らファクスで当館█FAX3950‐7910へ。
直接窓口申込みも可（午前10時～午
後5時）※先着順。
█問当館☎3950‐7121

コロナ禍のひきこもり
～その生きづらさを考える～

11月30日㈬ 午後2～4時 とし
ま区民センター◇ひきこもる状態を
どう考えて関わればよいのかを学ぶ。
講師…精神科医／東出 香氏◇区内
在住の方、支援関係者の方◇40名
█申10月24日から電話かファクスで
「精神保健グループ☎3987‐4231、
█FAX3987‐4178」へ※先着順。

住まいに関わる様々な施策を行っています。
詳細は問い合わせてください。

●住まいに関する相談
①住宅不動産相談…毎週水曜日 午後1～4時
区役所本庁舎内
専門知識を持つ「住宅相談員」が住宅・不動産に関
する相談を受けます※予約制。
②入居相談…福祉総務課窓口で住宅の入居に関す
る相談ができます（平日開庁時）。
●家賃助成
取り壊しなどにより転居が必要となった高齢者世
帯などや、区内の民間賃貸住宅へ引越した子育て
ファミリー世帯に家賃助成しています。
█問福祉総務課入居相談グループ☎3981‐2683
●セーフティネット住宅への補助
空き家のオーナーなどが、物件をセーフティネッ

ト住宅として登録すると、各種補助を受けられま
す（要件あり）◇内容…改修費／最大200万円（改修
費用の3分の2）、家賃低廉化／月額4万円など。
詳細は問い合わせてください。
●空き家の活用について
相談窓口を設けています。今後空き家になるかも
しれない物件をお持ちの方の相談も可。
█問住宅課施策推進グループ☎3981‐2655
●老朽化した危険な空き家について
近所の空き家が、著しく保安上危険、景観を損な
っている、衛生上有害となる、周辺の生活環境の
保全を図るため放置することが不適切である状態
の場合、空き家の持ち主に対して、法律・条例に
基づき通知し、問題改善を促します。
█問建築課建築防災グループ☎3981‐9503
●「豊島区マンション管理推進条例」および「東京
都におけるマンションの適正管理の促進に関する

条例」に基づく管理状況届出制度
区内の分譲マンションは、条例に基づく管理状況
届出書の届出が義務となっています。お済みでな
い管理組合は、届出をしてください。
█問住宅課マンショングループ☎3981‐1385
●住宅・分譲マンションの耐震化の助成
旧耐震基準の住宅や分譲マンションの耐震診断、
耐震改修に関わる費用の一部を助成します。
◇住宅…対象／木造住宅耐震診断に係る費用の一
部（15万円まで）、非木造は3分の2（20万円まで）、
木造住宅耐震改修費用に係る費用の3分の2（100
万円まで）、区内業者施工の場合6分の1上乗せ
（50万円まで）
█問建築課許可・耐震グループ☎3981‐0590
◇分譲マンション…対象／耐震診断・耐震改修設
計に係る費用の3分の2（100万円まで）
█問住宅課マンショングループ☎3981‐1385

11月4日㈮ 午後2時から 区役所本庁舎8階議員協議会室
█申傍聴希望の方は電話で前日までに都市計画グループ☎4566‐2632へ。

問は［問い合わせ先］、申は［申込み先］、HP は［ホームページ］、EM は［Ｅメール］、FAXは［ファクス］、�は［フリーダイヤル］、保は［保育あり］です。※費用の記載がない事業は無料です。

目白庭園

①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、②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、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5時30
分）◇Crescent によるピアノとギ

ターの生演奏と美しい庭園ライトア
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」

目白庭園
ホームページ

へ。直接窓口申込みも
可※先着順。
█問当園管理事務所☎
5996‐4810

10月11日号情報版2面「イベント」の記事の中で、「目白庭園」の申込み方
法に誤りがございました。正しくは、下記のとおりです。お詫びして訂正
いたします。

10月は住生活月間です お詫びと訂正

第199回豊島区都市計画審議会 ●新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期となる場合があります。詳細は各イベントの問い合わせ先に確認してください。開催状況は区ホームページで随時お知らせします。
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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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