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福  祉福  祉 子育て・教育子育て・教育

くらし等くらし等

健  康

ワード・エクセルでクリスマスカ
ードや年賀状を作ろう（全3回）

11月30日～12月14日 水曜日 午
後1時15分～3時15分 心身障害者
福祉センター◇第1回／ワードアー
ト、写真やイラストの挿入などの練
習、第2回／クリスマスカードや年
賀状の作成、第3回／住所録の作成
◇区内在住、在勤の18～64歳の障害
者でゆっくりでも文字入力できる方
※視覚障害者対応パソコンの準備不
可。送迎バス希望の方は要相談◇4
名
█申電話かファクス（4面記入例参照。
バスの送迎の要・不要、障害名と配
慮が必要な事柄と、どちらのカード
作成希望かを記入）で11月4～22日
の間に「当センター☎3953‐2811、
█FAX3953‐9441」へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

多文化共生プロジェクト「ワール
ドワイドに子育てを楽しもう！」

11月20日㈰ 午後3時～4時30分
池袋第三区民集会室◇わらべ歌や、
手遊びなど、世界の赤ちゃんとのふ
れあい遊びを楽しむ◇10名
█申11月3日午前10時から電話かファ
クスで「池袋図書館☎3985‐7981、
█FAX3985‐7486」へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

知って安心！
赤ちゃんとの初めての生活

11月25日㈮ 午前10時～11時30分
西部子ども家庭支援センター◇赤ち
ゃんとの生活を始める方の心配や疑
問を、新生児科医師が解消。妊婦向
け講座初参加の方に絵本をプレゼン
ト◇区内在住で原則第1子を妊娠中
の方とその家族◇7名
█申電話で当センター☎5966‐3131へ。
直接窓口申込みも可※先着順。

養育家庭体験発表会

11月26日㈯ 午後1時30分～3時
区役所本庁舎5階会議室、オンライ
ン◇養育家庭の里親が家庭の様子を
語る◇会場20名、オンライン40名
█申電話かＥメールで11月17日までに
「東部子ども家庭支援センター☎
5980‐5275、█EMA0019800@city.tos
hima.lg.jp」へ。オンラインの方は
Ｅメールで申込み。後日ＵＲＬ、Ｉ
Ｄ、パスコード送付※先着順。

わくわくドキドキ・パパべビマ

11月26日㈯ 午後2時～3時30分
西部子ども家庭支援センター◇パパ
のベビーマッサージと、パパ同士で
育児の話。講師…横田千春氏◇区内
在住の生後3～6か月児と父親とそ
の家族◇10組
█申11月7日正午から電話で当センタ
ー☎5966‐3131へ。直接窓口申込み
も可※先着順。

税理士による成年後見・相続・
遺言・税金等無料相談会

11月19日㈯ 午後1～4時 東京
税理士会豊島支部（西池袋3‐30‐
3）◇9名（1名45分程度）
█申11月4日から電話で当支部☎3981
‐4585へ※先着順。当日申込みも可
（正午～午後1時）。

飲み込み講座
え ん げ

（摂食嚥下障害の予防）

11月15日㈫ 午後1時30分～2時
30分 東池袋フレイル対策センター
◇食事を楽しむために口の機能を知
る◇20名
█申11月4日から電話で当センター☎
5924‐6212へ※先着順。

フレイル対策機器を活用した講座

11月22日㈫ 区民ひろば仰高、12
月22日㈭ 区民ひろば椎名町 いず
れも午後1時30分～3時◇zaRitz
（ザリッツ）下肢の筋力測定◇15名◇
動きやすい服装で参加
█申電話で介護予防・認知症対策グルー
プ☎4566‐2434へ※先着順。

2月15日㈬ 午前10時30分～正午、午後2時～3時30分（同内容） ホ
テルメトロポリタン（西池袋1‐6‐1）◇各100名█申ファクスかはがき
で12月16日（消印有効）までに区民活動推進課地域振興グル
ープ█FAX3981‐1213へ。2次元コードで申込みも可※応募者
多数の場合は抽選。
█問当グループ☎3981‐0479

�受付時間…午後1時30分～2時30分、午後3時30分～4時30分、午後6時30分～8時
※池袋保健所は午後6時30分～8時のみ、旧朝日中学校は午後4時30分まで。

�持ち物…①接種券、②本人確認書類、③前回接種日のわかる書類（接種済証など）

◇会期…11月16日㈬～12月6日㈫
◇一般質問…11月22日㈫・24日㈭
◇常任委員会…総務・区民厚生委
員会／11月28日㈪、都市整備・子
ども文教委員会／11月29日㈫
█申傍聴希望の方は、当日区役所本
庁舎9階区議会事務局窓口へ。な
お、本定例会で審議する請願・陳
情の提出期限は11月11日㈮午後5
時です。点字の場合は問い合わせ
てください。
█問議事グループ☎3981‐1453

施設名 使用ワクチン 対象者 開設日（11月） 予約なし接種の実施
豊島区役所本庁舎1階
としまセンタースクエア
（南池袋2‐45‐1）

ファイザー ※1 3～5回目（12歳以上） 月・火・水・木・土・日曜日
※11月19日は休止。 ○（豊島区民のみ）

モデルナ ※1 3～5回目（18歳以上） 金曜日 ○

池袋保健所
（東池袋4‐42‐16）

ファイザー ※1 3～5回目（12歳以上） 2・9・10・11・16・17・18・30日 ○（豊島区民のみ）
ファイザー（従来型） 1・2回目（12歳以上） 24日 ○

ノババックス 1・2回目（12歳以上）
3回目（18歳以上） 4・25日 ○

小児用ファイザー 1～3回目（5～11歳） 5・26日 ×
旧朝日中学校
（西巣鴨4‐9‐1） ファイザー ※1 3～5回目（12歳以上） 水・木・金・土・日曜日 ○（豊島区民のみ）

※1 オミクロン株と従来株に対応した2価ワクチンでの接種です（ファイザーは「BA.4‐5」対応）。

令和４年

11／1
No.1995

オミクロン株対応ワクチン（※1）の接種間隔が、
前回接種日から「3か月」に短縮されました ※10月24日時点の情報です。

予約なし接種について

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

町会セミナー「地域の中で進めるデジタル活用」町会セミナー「地域の中で進めるデジタル活用」

区議会第4回定例会

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。

【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

【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）

区制90周年記念事業
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募  集募  集

傍聴できます

講演・講習講演・講習

インボディ測定会

11月27日㈰ ①午前10時から、②
午前11時から、③午後1時30分から、
④午後2時30分から、⑤午後3時30
分から 池袋保健所◇体内の筋肉量
や脂肪量を部位別に測定◇区内在住、
在勤、在学で20歳以上の方◇各回40名
█申11月4日から電話で保健事業グル
ープ☎3987‐4660へ※先着順。

大人のためのがん講座

12月2日㈮ 午後2～3時 としま
区民センター◇講師…東京大学大学
院医学系研究科特任教授／中川恵一
氏◇区内在住で20歳以上の方◇50名
█申11月4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。

シナプソロジー教室
（全3回）

12月2～16日 金曜日 午後2時
～3時30分 駒込地域文化創造館◇
「2つのことを同時に行う」「左右で
違う動きをする」などの動きで脳に
適度な刺激を与え、活性化を図る◇
区内在住で65歳以上の方◇20名
█申電話で11月4～18日の間に介護予
防・認知症対策グループ☎4566‐
2433へ※先着順。締め切り後、2週
間以内に案内を発送。

高齢者マシントレーニン
グ（全3回）

12月6～20日 火曜日 午後2時
15分～3時45分 池袋スポーツセン
ター◇筋力・筋持久力・柔軟性を高
めるマシンを体験し、運動の楽しさ

を知る。最終日はフレイルかんたん
チェックを実施◇区内在住で65歳以
上の方◇15名◇600円
█申電話で11月15日までに介護予防・
認知症対策グループ☎4566‐2434へ
※新規の方優先で抽選。締め切り後、
2週間以内に案内を発送。

椎名町・目白みんなの写真展

◇作品募集期限…12月28日㈬必着◇
展示期間…令和5年1月28日～2月
23日 目白図書館◇椎名町・目白周
辺の写真を募集。応募作品は、当館
で展示予定。詳細は区立図書館ホー
ムページ参照か問い合わせてくださ
い█申現物を当館へ持参
か郵送。右記フォーム
から申込みも可。
█問当館☎3950‐7121

第5期第2回子ども・子育て会議

11月7日㈪ 午後2時から 区役
所本庁舎8階レクチャールーム
█申電話で11月4日午後5時までに管
理・計画グループ☎4566‐2471へ。

縫わずに作れるエコバック

11月12日㈯ 午前10時30分～正午
上池袋図書館◇使わなくなったＴシ
ャツでバックを作る◇中学生以上◇
10名◇Ｔシャツ持参
█申11月3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。

東京芸術祭 2022「アトカル・マ
ジカル学園かぞくアートクラブ」

11月12日㈯・13日㈰・19日㈯・20日
㈰・23日㈷ ①午前10時～正午、②
午後2～4時 東京芸術劇場◇芸術
家が先生となり親子で授業を受ける
楽しいアートイベント◇2日以上参
加できる①小学1・2年生と保護者
②小学3～6年生と保護者◇各クラ
ス9組◇1家族・1コ
マ500円█申

①

②

当祭ホーム
ページから申込み※応
募者多数の場合は抽選。
█問当実行委員会事務局
☎050‐1746‐0996（平
日午前10時～午後6時）

出前寄席「悪い輩に気を付けて！」

11月18日㈮ 午前10時50分～11時
30分 区民ひろば駒込◇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11月4日から電話で当ひろば☎
3917‐9873へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明
豊島区若者学びあい事業

①Artoon Bash（コスプレ学園祭）
…11月20日㈰ 午前11時～午後6時
◇全館利用のコスプレイベント◇
250名（カメラマン含む）◇3，000円、
②校境なき文化祭…11月27日㈰ 午
前11時～午後5時◇ ①

②

学
生の力で創り上げる閉
校施設で行う学校の境
目なき文化祭（お化け
屋敷、縁日など）◇200
名◇1，500円█申11月3
日から2次元コードで

申込み※先着順。①の見学者は当日
直接会場へ。
█問当館☎3986‐7186

ちかこイベントクラブ
「豊島ふれあい探検隊」

11月23日㈷ 午後1～4時 西武
池袋線椎名町駅付近～目白の森～上
がり屋敷公園～西池袋第二区民集会
室。世代やハンディキャップを超え
て、散策やゲーム、どんぐりで人形
作り◇30名◇300円█申11月3日から
区ホームページで申込
み※先着順。
█問協働推進グループ☎
4566‐2314

「就職1day トライ」
みんなで就職面接会 in 池袋

11月28日㈪ 第1部…午前10時～
午後0時30分、第2部…午後1時～
3時30分 TKPガーデンシティPRE
MIUM 池袋バンケットホール4Ｂ
（南池袋1‐16‐15 ダイヤゲート
池袋）◇今すぐ使える就活のコツを
学ぶ就職支援セミナーと、家庭と仕
事の両立を応援する企業の担当者と
の面接会（2部入替制）。服装自由◇
育児、介護など、家庭と両立しなが
ら就職・転職を目指している女性◇
各20名█保11月18日正午までに要予約。
1歳以上未就学児。先着順█申11月7
日から申込みページで
申込み※先着順。
█問当事務局☎6272‐
8503

としま案内人長崎町ガイドツアー
「西池袋ブラリまち歩き」

12月3日㈯ 午後2時～4時30分
JR 山手線「目白駅」改札口付近集合、
立教大学正門付近解散◇西池袋周辺

の歴史的建造物と立教大学正門のク
リスマスイルミネーション◇15名◇
300円█申往復はがき（4面記入例参照。
参加者全員の氏名も記入）で11月22
日（必着）までに「〒171‐0044 千早
2‐35‐12 千早地域文化創造館」へ。
2次元コードから申込みも可※応募
者多数の場合は抽選。
█問としま案内人長崎町
豊田☎090‐8315‐3137

東日本大震災復興支援チャリティ
上映会「きこえなかったあの日」＆
今村彩子監督インタビュー

12月7日㈬ 午後6時30分開演
（午後5時30分開場） としま産業振
興プラザ（IKE・Biz）◇監督がみつめ
た耳のきこえない人たちと災害の記
録（字幕付き）◇200名◇一般1，000円、
高校生500円、中学生以下無料
█申電話かＥメールで「防災事業グルー
プ☎4566‐2572、防災ボランティア
灯りの会█EMakarinoka
itokyo@yahoo.co.jp」
へ。2次元コードから
申込みも可※先着順。

西池袋四丁目商店会 心も体も
ぽっかぽか！限定冬イベント

令和5年1月31日㈫まで◇商店会
内の店舗を2店舗以上利用すると、
抽選で106名に2月19日㈰に開催す
る貸切ヨガイベントの参加券または
1日限定で利用可能な銭湯サウナの
入浴券をプレゼント。
█問イベント事務局☎6450‐5845

食と家計の講習会

11月13日㈰ 午後2時～3時30分
駒込地域文化創造館◇テーマ「私は何
をどれだけ食べたらいいの？」「収入
と支出を把握しよう」◇20名◇300円
█申11月4日から電話かＥメールで
「東京第一友の会☎090‐1675‐4393、
█EMdaiichi.bunkyo@gmail.com」へ
※先着順。

区民活動支援講座
地域活動のためのSDGsセミナー

11月16日㈬ 午後6時30分～8時
30分 としま産業振興プラザ（IKE・
Biz）※オンライン受講も可◇講師…
立教大学名誉教授／阿部 治氏◇区

内で地域活動に取り組む団体や
SDGs に関心にある方◇30名█申区ホ
ームページから申込み
※先着順。
█問協働推進グループ☎
4566‐2314

出前講座「省エネ・節電！
～上手な電気の使い方～」

11月21日㈪ 午後1時30分～3時
区民ひろば西巣鴨第一◇電気の基礎
知識や家電製品の省エネなどを学ぶ
◇16名█申11月7日から電話で当ひろ
ば☎3918‐4197へ※先着順。
█問消費生活グループ☎4566‐2416

みらい館大明スマホ講座（全3回）

12月1～15日 木曜日 ①超初心
者対象…午前10時～午後0時30分、
②入門編…午後1時30分～4時◇①
基本操作、入力方法を初歩から集中
的に学ぶ、②基本設定、電話帳、写
真、地図、インターネットなど、基
本操作の学び直し。いずれも個別指
導時間あり。講師…パソコンインス
トラクター／塩野悦子氏◇②は文字
入力できる方◇各10名◇①5，000円、
②6，000円◇スマートフォン持参
█申11月3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。

絵本読み聞かせ講演会

12月2日㈮ 午前10時～11時30分
としま産業振興プラザ（IKE・Biz）◇
認知症や予防について理解を深め、
認知機能の維持や改善に効果のある
絵本の読み聞かせを学ぶ。講師…東
京都健康長寿医療センター研究所研
究部長／藤原佳典氏◇区内在住、在
勤、在学の方◇40名
█申11月4日から電話かファクスで
「介護予防・認知症対策グループ☎
4566‐2433、█FAX3980‐5040」へ※先
着順。

第3回空き家セミナー

12月3日㈯ 午前10時～正午 健
康プラザとしま◇講演会「人生100年
時代！信託銀行が考える空き家対策
～リバースモーゲージ遺言の活用に
ついて～」◇40名
█申11月4日から電話かファクスかＥ
メールで「住宅課施策推進グループ
☎3981‐2655、█FAX3980‐5136、█EMA
0022901@city.toshima.lg.jp」へ※
先着順。

国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられています。
国民年金は保険料を出し合ってお互いを支えあう制度です。年金額は加入期間や支払ってきた保険料に応じて決まる仕組みになっていて、
やがて訪れる老後の生活や、万が一の病気・けがなどで障害が残ったときなどにも強い味方となります。

区が令和3年度に実施したすべての事務事業のうち内部管理的業務など
を除いた602事業を対象に必要性、有効性、効率性、適正性の観点から行
政評価（事務事業評価）を実施しました。このうち、223事業については、
総合評価として「今後の事業の方向性」を明確にしました。また、豊島区基
本計画にある72施策についても、行政評価（施
策評価）を実施しました。事務事業評価と施策
評価結果の状況はそれぞれ右図のとおりです。
●評価結果の活用…評価結果を踏まえ、個別事
業の改善などを今後検討していきます。また、
評価結果を予算編成や未来戦略推進プラン（年
度ごとの実施計画など）に反映させ、今後とも
効率的で質の高い区政運営に努めます。
●閲覧できます…行政評価結果の全文は、行政

経営課、行政情報コーナー、図書館、区ホームページで閲覧できます。ご
意見・ご要望をお寄せください。
█問行政評価グループ☎3981‐4970

11月8日㈫ 午後6時から 区役所本庁舎5階会議室
█申傍聴希望の方は電話で前日午後5時までに管理・計画グループ☎4566‐2471へ。

保険料を未納のままにしていると、
下記のような場合があります。
�老齢基礎年金が低額になる、また
は受け取れなくなる

�もしものときの年金（障害、遺族
基礎年金）が受け取れなくなる

●保険料の納付が困難なときはご相談を
保険料の納付が経済的に困難な方のために、申請により

（前年所得に基づく審査あり）保険料が免除または猶予され
る制度があります※学生・退職時や新型コロナウイルス感
染症の影響による特例制度あり。
█問池袋年金事務所☎3988‐6011
国民年金グループ☎3981‐1954（年金加入・保険料免除
申請など）、☎3981‐1952（年金受給について）

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。

夫婦や恋人間で起きる暴力（DVやデートDV）には、殴る・蹴るなどの身体的暴力
だけでなく、精神的暴力（暴言を吐く、無視する、見下す態度をとる、生活費を渡さ
ない）、性的暴力（性行為の強要・避妊に協力しない）などがあり、多くの場合、暴力
の重複が見られます。また、子どもがDVを目撃することは子どもへの心理的虐待
へとつながっていきます。

DVは、暴力を選んだ人の責任です
加害者の多くは、被害者以外との人間関係（職場、友人関係など）では暴力を振るっ
ていません。加害者は、怒りを自制することができないわけではなく、時と場所と相
手を意識的に選んで暴力を振るっています。

こんな関係がつくれていますか
�意見が違ったとき、安心
して互いの意見を伝え合
い、相談できる。
�2人の時間だけでなく、
自分や相手のプライベー
トな時間も大切にできる。
�嫌なことについては、
「NO」といえる。相手が嫌がることはしない。
�2人の関係が、「上―下」、「主―従」の関係になっていない。
●あなたやまわりに思いあたることがあったら、ぜひ相談してください。

女性に関わる相談窓口
�DV相談専用電話☎6872‐5250、男女平等推進センター（電話・面談相談）☎3980‐7830
月～土曜日 午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）
�カウンセラーとの面談によるDV専門相談（予約制）☎5952‐9501
第1水曜日 午後6～9時
�子ども家庭・女性相談グループ（電話・面談相談）☎3981‐2119
平日 午前8時30分～午後5時

お酒を楽しむためにも、不適切な飲酒や健康への影響につい
て理解を深め、アルコール健康障害を予防し、事件や事故の防
止に努めましょう。
◇アルコール健康障害とは…アルコール依存症のほか、多量飲
酒、20歳未満の方や妊婦の飲酒など、不適切な飲酒の影響によ
る心身の健康障害のことです。また、関連する問題としてうつ、
自殺などがあります。�主な健康障害…急性アルコール中毒、
飲みすぎによる肝臓病、すい臓病、認知症、循環器疾患、メタ
ボリックシンドローム、がん、歯科疾患など。
◇豊島区の飲酒の現状〈令和2年実施「豊島区健康に関する意識
調査」より〉�飲酒の程度…「ほとんど飲んでない」が45．1％で最
も多く、男女ともにその割合は増加傾向にあります。飲む人で
は「ほとんど毎日飲んでいる」が20．8％で最も多く、男性で
30．9％、女性で13．5％と、男性が高くなっています。�1日の
飲酒量…1日の平均的な飲酒量が日本酒にして2合以上の人の
割合は、男性で計44．9％、女性で計25．4％となっており、20～
60歳代にかけては年代とともに高くなる傾向があります。
◇適正な飲酒を心がけましょう…厚生労働省では「節度ある適
度な飲酒量」は1日のアルコール摂取量を20ｇとしていますが、
女性や高齢者、飲酒後に顔面紅潮などの反応を起こす人は、こ
れより飲酒量を少なくすべきと推奨しています。男性はアルコ
ール40ｇ以上、女性はアルコール20ｇ以上を1日に摂取すると
生活習慣病のリスクが高まります。60ｇを超える場合は、様々
な健康問題や社会問題を引き起こし、アルコール依存症にもつ
ながります。
◇アルコール20ｇとは…日本酒1合、ビール500㎖、7％の酎
ハイ350㎖、25％の焼酎100㎖、ワイン200㎖、ウイスキーダブ
ル60㎖
◇アルコール依存症…習慣的に多量飲酒していると、意思や性
格に関係なくだれでもなる可能性があります。飲酒をコントロ
ールできなくなり、病気や周囲との関係悪化、失敗（欠勤、遅
刻やけがなど）を繰り返します。専門医の治療が必要です。
█問健康推進課保健指導グループ☎3987‐4174、█FAX3987‐4178、
長崎健康相談所保健指導グループ☎3957‐1191、█FAX3958‐2188

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
65歳から受け取る
老後のための年金。
※受給開始を早め
る繰上げ受給、受
給開始を遅くして
受け取る年金額を
増やす繰下げ受給
制度もあります。

国民年金加入中に
病気やけがなどで、
障害が残ったとき
に支給される年金。
※20歳前に発生し
た障害も支給対象
です。

国民年金に加入中
の方が亡くなった
ときに遺族に支給
される年金。

女性に対する暴力をなくそう 11月10～16日はアルコール
関連問題啓発週間です11月12～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

11月25日は国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」です

令和3年度豊島区の行政評価結果

事務事業評価結果の内訳（方向性）

縮小・終了
9事業4％

拡充
7事業3％

改善・見直し
9事業4％

現状維持
61事業27％

改善・継続
137事業62％

知っておきたい国民年金

日本年金機構
ホームページ●国民年金は一生のリスクに対応できる国の保険です。

保険料の納付はお忘れなく

24時間受付

�DV相談プラス�0120‐279‐889 �性暴力救援センター
・SARC東京
☎5607‐0799

Ｅメール、チャットはこちら

第31期豊島区青少年問題協議会
第4回定例協議会

●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。

施策評価結果の内訳（進捗状況）

大きく未達成
2施策3％

目標超過達成
6施策8％

未達成
9施策13％

達成
26施策36％

相当程度達成
29施策40％
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令和4年10月1日現在
※（　）は前月比

人口総数 うち外国人数 世帯数

人口人口と世帯世帯人口と世帯 28,202
(＋447)

181,160
(＋440)

288,563
(＋435)
144,678
143,885

男
女
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講演・講習講演・講習

職員採用

休  館休  館

官公署だより

書評・ＰＯＰ作成講座

12月3日㈯ 午後2～4時 あう
るすぽっと◇書評家の佐藤壮広氏が
書評の書き方やＰＯＰ作成をレクチ
ャー◇中学生以上◇20名
█申11月4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。

資格など詳細は区ホームページか各課窓
口で募集要項などを確認してください。

学童指導補助（会計年度任用職員）

小学生の遊びの指導や校庭・体育
館などでの児童の見守りなどの補助、

学童クラブ・放課後子ども教室の補
助、日常清掃など◇勤務地…区内子
どもスキップ█申申込書（放課後対策
課で配布。区ホームページからダウ
ンロードも可）を当課窓口に持参。
█問当課管理グループ☎4566‐2786

池袋スポーツセンター

11月14日㈪～18日㈮◇法定点検、
定期点検のため。
█問当センター☎5974‐7262

●豊島都税事務所
「11月は個人事業税第2期分の納期
です」
11月30日㈬までに納めてください。

納税には、スマートフォン決済アプ
リのほか、インターネット上の専用
サイトからクレジットカードでも納
付できます。また、口座振替、金融
機関・郵便局のぺイジー対応のイン
ターネットバンキング、モバイルバ
ンキング、ATMでも納付できます。
なお、新型コロナウイルス感染症の
影響などにより納税が困難な場合は
相談してください。
█問当事務所☎3981‐1211（代表）
●東京地方裁判所・検察審査会
「裁判員候補者予定者および検察審
査員候補者予定者を選定しました」
9月13日に豊島区選挙人名簿に登

録されている方の中から、東京地方
裁判所が定めた人数を裁判員候補者
予定者として、また、検察審査会事
務局が定めた人数を検察審査員候補
者予定者として、無作為に抽選で選
定しました。選定された方には、東

京地方裁判所・検察審査会から11月
頃に通知が届きます。裁判員制度・
検察審査会制度の質問や辞退の相談
は、問い合わせてください◇選定
（登録）者数…①裁判員候補者予定者
561名、②検察審査員候補者予定者
72名。
█問選挙グループ☎4566‐2821、裁判
員制度…東京地方裁判所裁判員係☎
3581‐2910、検察審査会制度…東京
第一検察審査会事務局☎3621‐3151

聴力の低下は、フレイルや認知症の一因となります。「聴脳力チェ
ックアプリ」を用いた聴力の簡易チェックを体験しませんか。
█申電話で①東池袋フレイル対策センター（東池袋4‐27‐10 サンソ
ウゴ池袋ビル3階へ移転）☎5924‐6212、②高田介護予防センター☎
3590‐8116へ。

9月13日、環境、健康、道路、公園など、庁内関係部署による豊島区
受動喫煙防止対策本部を設置しました。受動喫煙を防止し、区民の健康
を守るとともに、まちの美化を図るため、関係部署が連携し、より実効
性の高い対策を推進していきます。

ごみゼロウィークを実施します
11月8日㈫JR駒込駅、11月9日㈬JR巣鴨駅
11月10日㈭JR大塚駅（ゴミ拾い侍参加予定）、11月11日㈮JR目白駅
90周年事業および本部の対策事業として、区民・事業者・区が一体とな
って清掃活動、受動喫煙・ポイ捨て防止キャンペーンを実施します。
█問環境美化グループ☎3981‐2690

せ き た ん

COPD（慢性閉そく性肺疾患）は慢性的な咳や痰の症状とともに次第
に肺が柔らかくなり、息を吐こうとしても肺の出口側がつぶれてしまう
ことで吐けず、呼吸する力が弱くなってしまう疾患です。ゆっくり進行
するため、危険な状態になっても苦しさを感じない方もいます。また感
染症をはじめ、様々な疾患のリスクも増加させます。根本的な治療薬が
なく、怖い疾患ですが、原因の約90％が喫煙（新型たばこも含む）の煙に
よるものです。よって、予防や進行を抑えるには禁煙が第一となります。
禁煙を進めるとともに、咳や痰が続いている方や息切れが強い方は医

療機関に相談をしましょう。
椎名町クリニック院長 金子 滋

█問地域保健課管理グループ☎3987‐4203

日程 午前 午後 会場 予約先
11月4日㈮ 〇 東池袋フレイル対策センター ①
11月9日㈬ 〇 区民ひろば西巣鴨第一 ①
11月11日㈮ 〇 区民ひろば椎名町 ②
11月14日㈪ 〇 区民ひろば西池袋 ②
11月22日㈫ 〇 区民ひろば池袋本町 ①
11月30日㈬ 〇 高田介護予防センター ②
12月2日㈮ 〇 東池袋フレイル対策センター ①
12月8日㈭ 〇 区民ひろばさくら第一 ②
12月9日㈮ 〇 区民ひろば清和第一 ①
12月12日㈪ 〇 区民ひろば目白 ②
12月22日㈭ 〇 区民ひろば上池袋 ①
12月23日㈮ 〇 高田介護予防センター ②

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。

豊島区受動喫煙防止対策本部を
設置しました

ヒアリングフレイルチェック

11月16日は「世界COPDデー」です。11月16日は「世界COPDデー」です。

広告（内容は各広告主に問い合わせてください）広告 広告

わ が 家 の 健 康
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