
区施設等の開館・サービスの再開について（5月28日時点）

男女平等推進センター、豊島の森、グリーンテラス 再開予定日 備考 問い合わせ先

男女平等推進センター研修室１・２ 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 男女平等推進センター
03-5952-9501

豊島の森（10Ｆ）、グリーンテラス（4,6,8F） 6月1日 財産運用課
03-4566-2731

区民施設 再開予定日 備考 問い合わせ先

区民集会室（全３１施設） 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 区民活動推進課
03-3981-0479

地域活動交流センター 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 区民活動推進課
03-4566-2314

ふるさと千川館 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 区民活動推進課
03-3981-0479

東部区民事務所集会室 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 東部区民事務所
03-3915-2334

西部区民事務所グラウンド・会議室 6月1日 グラウンドは1日から利用再開。会議室は特別定額給付金相談窓口で使
用のため８月末まで貸出し中止。

西部区民事務所
03-4566-4022

南池袋斎場 6月1日 ２式場利用に戻し、通常通り２２時まで開館とします。 南池袋斎場
03-5396-2873

地域区民ひろば 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 地域区民ひろば課
03-3981-1479

文化・体育施設等 再開予定日 備考 問い合わせ先

としま区民センター 6月15日
制限付きにて、受付・貸室を順次再開。
詳細は決定次第、としま区民センターHPに公開。
https://www.toshima-mirai.or.jp/center/a_kumin/

としま区民センター
03-6912-7900

としま産業振興プラザ（ＩＫＥ-Ｂｉｚ） 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。
としま産業振興プラザ
（ＩＫＥ-Ｂｉｚ）
03-3980-3131

あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター） 客席減・制限有り あうるすぽっと
03-5391-0751

東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場) 客席減・制限有り
公益財団法人としま未来
文化財団（劇場運営課）
03-5924-6611

池袋西口公園野外劇場
（GROBAL RING THEATRE) 制限有り

公益財団法人としま未来
文化財団（野外劇場運営）

03-6912-5211

熊谷守一美術館 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。
熊谷守一美術館HP http://kumagai-morikazu.jp/

熊谷守一美術館
03-3957-3779

豊島区立郷土資料館 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 豊島区立郷土資料館
03-3980-2351

雑司が谷旧宣教師館 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 雑司が谷旧宣教師館
03-3985-4081

鈴木信太郎記念館 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 鈴木信太郎記念館
03-5950-1737

トキワ荘通りお休み処 6月2日 来場者多数の場合は、利用制限あり、詳細はお問い合わせください。

文化観光課
03-5992-7018
トキワ荘通りお休み処
03-6674-2518

雑司が谷情報ステーション(雑司が谷案内処） 6月1日 VRの利用は当面の間、中止します。

文化観光課
03-3981-1316
雑司が谷地域
文化創造館

03-3590-1253

トキワ荘マンガミュージアム 6月下旬
開館予定

文化観光課
03-5992-7018

地域文化創造館（5施設） 6月8日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。

駒込地域文化創造館
03-3940-2400
巣鴨地域文化創造館
03-3576-2637

南大塚地域文化創造館
03-3946-4301

雑司が谷地域文化創造館
03-3590-1253
千早地域文化創造館
03-3974-1335

区施設等は、消毒液の設置や人数制限等の感染予防対策を行った上で順次開館いたします。詳細は以下をご確認ください。
なお、感染状況によっては、再度休館、サービス休止となる場合がございます。

7月1日

6月2日



南大塚ホール 7月1日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 南大塚地域文化創造館
03-3946-4301

みらい館大明 6月1日 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 みらい館大明
03-3986-7186

千早地域文化創造館多目的ホール（区直営） 未定 西部区民事務所の特別定額給付金窓口の混雑時の待合室として当分の
間使用します。

学習・スポーツ課
03-4566-2762

区立体育施設（9施設） 6月1日から段階
的

6月1～7日までは、団体・貸切予約利用のみ
6月8日から個人利用再開
＊ただし、個人公開（一部）、プール、トレーニングルーム、スタジオプログラ
ム、スポーツ教室等は準備が整い次第順次再開

利用制限あり、詳細はお問い合わせください。

豊島体育館
03-3973-1701
巣鴨体育館
03-3918-7101
総合体育場、

西巣鴨体育場、荒川野球場
03-3971-0094
雑司が谷体育館
03-3590-1252
池袋スポーツセンター
03-5974-7262

南長崎スポーツセンター
03-5988-9270
三芳グランド

049-259-9397

旧第十中学校（グラウンド・テニスコート） 6月1日 学習・スポーツ課
03-4566-2764

区立図書館（7館、雑司が谷図書貸出センター） ５月２８日
閉館時刻を午後5時とし、 開館時間を短縮します。
6月8日 予約・新規利用登録受付再開
6月27日（予定） 書架の利用再開
7月中旬（予定） 閲覧席の利用再開

豊島区立中央図書館
03-3983-7861

リサイクルセンター・区指定喫煙所 再開予定日 備考 問い合わせ先

豊島リサイクルセンター 6月6日 ごみ減量推進課
03-3981-1142

区指定喫煙所 未定 環境保全課
03-3981-2690

介護・福祉施設等 再開予定日 備考 問い合わせ先

高田介護予防センター 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。

東池袋フレイル対策センター 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。

ほほえみクラブ室、長崎シニア活動室 利用制限あり、詳細はお問い合わせください。 高齢者福祉課
03-4566-2429

心身障害者福祉センターの貸館
平日の夜間、土曜日の日中・夜間、日・祝の日中は再開とします。
*障害施設併設につき、平日の日中の貸館は中止を継続（音楽室・調理
室含む）

心身障害者福祉センター
03-3953-2811

鬼子母神plus、AIDS知ろう館 再開予定日 備考 問い合わせ先

鬼子母神plus 6月1日 地域保健課
03-3987-4203

AIDS知ろう館 6月1日 健康推進課
03-3987-4182

子ども関連施設 再開予定日 備考 問い合わせ先

中高生センタージャンプ（東池袋、長崎）
閉館時刻を午後6時（通常午後8時）とし、 開館時間を短縮します。利
用にあたっては、定員の設定など一部制限あり、詳細はお問い合わせくださ
い。

ジャンプ東池袋
03-3971-4931
ジャンプ長崎

03-3972-0035

池袋本町プレーパーク プレーリーダーによる見守りや感染防止のため手洗勧奨などを実施します。 子ども若者課
03-3981-2187

子ども家庭支援センター
午前２時間、午後２時間の開館、昼食利用はなし。混みあった場合は、
時間制限・人数制限を実施。
一時保育（５名に減員）と発達支援事業は保育園に準じた対応。

東部子ども家庭支援センター
03-5980-5275

西部子ども家庭支援センター
03-5966-3131

住宅・不動産相談 再開予定日 備考 問い合わせ先

住宅・不動産相談 6月10日 協力団体との調整が整わない場合には、17日以後再開予定とします。 住宅課
03-3981-2683

公園 再開予定日 備考 問い合わせ先

南池袋公園 6月1日 芝生広場は養生中のため、7月上旬頃まで利用不可 公園緑地課
03-3981-0534

豊島区立目白庭園 5月26日 赤鳥庵は7月1日～利用開始予定
赤鳥庵の7月分、8月分の予約は、6月4日に予約開始

公園緑地課
03-3981-4940

ふるさと千川ひろば、キャッチボール場
南長崎三丁目仮児童遊園 5月27日 公園緑地課

03-3981-0534

雑司ヶ谷公園（丘の上テラス、多目的広場） 6月1日 公園緑地課
03-3981-0534

南長崎スポーツ公園（多目的広場） 6月1日
団体利用：6/1～
一般開放：6/3～ 密集を避けるため、6月末までは小学生以下及びその
保護者のみを利用可能とします。

公園緑地課
03-3981-0534

6月8日

6月1日

高齢者福祉課
03-4566-2434



IKEBUS 再開予定日 備考 問い合わせ先

IKEBUS 6月中旬以降 土木管理課
03-4566-2691

山中湖秀山荘・猪苗代四季の里 再開予定日 備考 問い合わせ先

山中湖秀山荘 6月5日 山中湖秀山荘
0555-62-5481

猪苗代四季の里 7月1日 猪苗代四季の里
0242-63-1616


