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豊島区 区民部 地域区民ひろば課 自主運営支援グループ
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所6階
TEL:03-3981-1507　 FAX:03-3981-1213

MAIL:A0012002@city.toshima.lg.jp
区民ひろばニュースに関するご意見・ご感想を
上記アドレスまでお寄せください。

発 行：

区民ひろばニュース

区民ひろばは年齢に関係なくどなたでも気軽に利用できる施設です。ご利用にあたっては、個人登録
または団体登録が必要になりますので、お近くの「区民ひろば」で手続きをお願いいたします。
また、「区民ひろば」では、世代間の交流事業をはじめ、高齢者や乳幼児とその保護者などを対象とし
た様々な事業を行っています。地域の皆様のご利用をお待ちしています。

開 館 時 間 午前9時～午後5時 休 館 日 祝日、年末年始

令和3年度4月より区民ひろば南大塚・駒込の
自主運営がスタートします！

令和3年度4月より区民ひろば南大塚・駒込の
自主運営がスタートします！

（凡例）　　　  ＝いきいきひろば 　　　  ＝子育てひろば　※第二には子育てひろばを開設しています。 

2021年3月発行

区民ひろばご利用にあたって

区民ひろば施設一覧

回遊音楽キャラバンを

開催しました♪

回遊音楽キャラバンを

開催しました♪

回遊音楽キャラバンを

開催しました♪
東京音楽大学のミニ音楽隊が区民ひろばを回遊し、
質の高い音楽にふれることで子どもたちの豊かな心
を育みます。

東京音楽大学のミニ音楽隊が区民ひろばを回遊し、
質の高い音楽にふれることで子どもたちの豊かな心
を育みます。
素敵なドレスに身を包んだピアニストたちが区民ひろばに
やってきました！
子どもたちは集中して演奏を聴いたり身体を動かしたりし
ながら元気いっぱいで楽しみました。
楽しい思い出となったのではないでしょうか。
来年度も引き続き開催する予定です。
ぜひ親子でお越しください！

NPO法人
ソメイヨシノの里ひろば駒込

NPO法人
南大塚おひさまひろば

・体調の優れない方のご利用はお控えください。
・入館時の検温・手洗い・消毒にご協力ください。
・マスクの着用をしてください。（小学生以上）

12月2日（水）ピアノ連弾コンサート（高南第二）

SDGs未来都市豊島区SDGs未来都市豊島区

豊島区は持続可能な開発目標（SDGs）を
支援しています。

※施設改修工事のため仮移転中。 



区民ひろばをSDGｓの拠点に！

◉ NPO法人ソメイヨシノの里ひろば駒込設立までの道のり ◉　

■ 豊島区オリジナルSDGｓ啓発資材の開発、
　 ワークショップや研修会の実施（令和3年度～）
■ SDGｓすごろく
　…世界中で起きている問題はなにか？そのために今できることは何か？
　　SDGｓ17の目標に関する問題に答えて、コマを進めよう！

　平成２０年７月６日に区民ひろば駒込運営協議会は発足しました。
　昔ながらの商店街が多く地域のつながりが強い駒込では、駒込文化祭、防災講座、お茶会＆みんなの
演芸大会等、多世代が交流し、楽しめる事業を実施してきました。
　広がりのあるコミュニティの活性化を高めるべく、地域課題を明確にして参加と協働のまちづくりの
一端を担うことが重要であると考え、特定非営利活動法人へとステップアップしようと決意しました。

　「ＮＰＯ法人ソメイヨシノの里ひろば駒込」とし
て自主運営をスタートします。
　平成19年4月に区民ひろば駒込が開設され、
翌年には運営協議会が発足し、「寄り添い支えあ
う」を大切にして、「みんなのひろばまつり」など
様々な事業を展開してきました。
　更に令和3年4月からは、多様な地域ニーズに
応え、歴史と文化の街駒込の継承発展を目指し、
自主運営を開始します。
　今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願い
申し上げます。

区民ひろばでの取り組みをご紹介区民ひろばでの取り組みをご紹介

～SDGsとは？～ 
SDGs（Sustainable Development Goals ： 持続可能な開発目標）は、
2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより
良い世界を目指すための17の国際目標。
地球上の "誰一人取り残さない"社会の実現を目指し、経済・社会・環境の
諸課題を統合的に解決しようとするもの。
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～SDGsとは？～ 
SDGs（Sustainable Development Goals ： 持続可能な開発目標）は、
2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより
良い世界を目指すための17の国際目標。
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東京マンドリン宮田楽団のご協力により、令和2年度より３年
かけてすべての区民ひろばでコンサートを開催する予定です。
　今年度は感染症や台風の影響により中止となった回もありま
したが、懐メロやアニメソング、映画音楽など、大人から子供まで
どなたでも楽しめる内容となり、大変好評をいただきました。
　来年度もお楽しみに！

SDGｓすごろく「Go goals」

理事長あいさつ理事長あいさつ

NPO法人
ソメイヨシノの里ひろば駒込

片桐 昌英 理事長

区民ひろば駒込・南大塚の自主運営がスタート！区民ひろば駒込・南大塚の自主運営がスタート！

「NPO法人ソメイヨシノの里ひろば駒込」という
名前は、豊島区の東端にあり、「ソメイヨシノ発祥
の地」として知られていることが由来です。

◉ NPO法人南大塚おひさまひろば設立までの道のり ◉　
　平成19年5月19日に区民ひろば南大塚運営協議会は発足しました。
　古くから地域住民の自主的な活動の意識が強く、東京大塚阿波踊り、南大塚ネットワーク、おおつか音
楽祭、ふれあい音楽会、Mr.ロニーハーシュジャズコンサート、詩吟教室、ダンスフェスティバル等、特に
若い世代が活躍しています。地域住民の自主的活動の活発化を更にすすめ、地域の情報の拠点として、
情報の受信・発信、世代間交流などの地域連携及び協働をより一層重視して発展させていきます。

　皆様と共に「我が街は南大塚」の実現を！
　私たちの願いは、南大塚地域に居住する方々
やこの地域に働いている方々が、今まで以上に楽
しく、希望を持ち、住み続けられる街にすることで
す。「我が街は南大塚」の実現を目標に活動した
いと考えています。
　その実現には「南大塚おひさまひろば」と利用
される方々との絆を深め、今まで築き上げた事業
の発展と新規事業の確立を実行する所存です。
　これまで以上の皆様方からのご支援とご協力
を賜りますよう、よろしくお願い致します。

NPO法人
南大塚おひさまひろば

竹野 康二 理事長
「NPO法人南大塚おひさまひろば」という名前
は、児童館時代のシンボルが太陽だったことが
由来です。

～SDGs未来都市とは？～ 
持続可能なまちづくりのため、地方自治体によるSDGｓの達成に向けた
取り組みを支援するもの。2020年度は33自治体が選定された。
その中でも、特に先導的な取り組みを行っている10自治体を「自治体
SDGｓモデル事業」として毎年選定する。
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持続可能なまちづくりのため、地方自治体によるSDGｓの達成に向けた
取り組みを支援するもの。2020年度は33自治体が選定された。
その中でも、特に先導的な取り組みを行っている10自治体を「自治体
SDGｓモデル事業」として毎年選定する。

豊島区が2020年度「SDGs未来都市」と
「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定されました！

豊島区が2020年度「SDGs未来都市」と
「自治体SDGsモデル事業」にダブル選定されました！

区民ひろばマンドリンコンサート区民ひろばマンドリンコンサート区民ひろばマンドリンコンサート

理事長あいさつ理事長あいさつ


