
豊島区

第35号

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号
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区民ひろば仰高

区民ひろば駒込

区民ひろば南大塚

区民ひろば清和第一

区民ひろば清和第二

区民ひろば西巣鴨第一

区民ひろば西巣鴨第二

区民ひろば豊成

区民ひろば朋有

区民ひろば朝日

区民ひろば上池袋

区民ひろば池袋本町

区民ひろば西池袋

駒込4-12-3

駒込2-2-4

南大塚2-36-1

巣鴨3-15-20

巣鴨3-13-12

西巣鴨2-35-3

西巣鴨2-14-11

上池袋1-28-7

東池袋2-38-10

巣鴨5-33-21

上池袋3-13-5

池袋本町3-9-4

西池袋2-37-4
としま産業振興プラザ
（IKE-Biz）２F

03-5907-3471

　　03-3917-9873
　　03-3915-1966
　　03-5976-4399
　　03-3946-7665

03-5974-5464

03-5961-5756

03-3918-4197

03-3915-2379

03-5961-3494

　　03-3971-0781
　　03-5396-1057

03-5974-0566

03-3576-6916

　　03-3986-0041
　　03-5956-2601

03-3980-0088
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区民ひろば池袋

区民ひろば南池袋

区民ひろば高南第一

区民ひろば高南第二

区民ひろば目白

区民ひろば長崎

区民ひろば要

区民ひろば椎名町

区民ひろば富士見台

区民ひろば千早

区民ひろば高松

区民ひろばさくら第一

区民ひろばさくら第二

池袋3-30-22

南池袋3-5-12

高田2-11-2

高田3-38-7

目白2-20-26

長崎2-27-18

要町1-7-8

南長崎4-12-7

南長崎1-6-1

要町3-7-10

高松2-25-9

南長崎6-20-15

長崎6-37-11

03-3982-9658

03-3984-5896

03-3988-8601

03-3987-6600

03-5956-5871

03-3554-4411

03-3972-6338

03-3950-3042

　　03-3950-6871
　　03-3953-6376
　　03-3959-2281
　　03-3959-5861
　　03-3973-0032
　　03-3973-7420

03-3950-8676

03-3958-8453

（仮施設）

（仮施設）

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

（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12月発行

区民ひろば施設一覧

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。

区民ひろばを SDGｓの拠点に ！区民ひろばを SDGｓの拠点に ！

みんなで SDGｓマイチャレンジ宣言！  9 月～1 月末まで開催中！
17 のゴールに紐づくチャレンジを募集しています。
いつもの暮らしに一工夫を加える身近なマイチャレンジを宣言し、
SDGｓゴールの達成に参加しています。

みんなで SDGｓマイチャレンジ宣言！  9 月～1 月末まで開催中！
17 のゴールに紐づくチャレンジを募集しています。
いつもの暮らしに一工夫を加える身近なマイチャレンジを宣言し、
SDGｓゴールの達成に参加しています。

令和 2 年度区民ひろば池袋本町は NPO 法人化をして 10 周年を迎えました。
昨年度は新型コロナウィルス感染防止のため、大きな事業ができませんでしたが、 
今年度10周年記念事業を展開しています！
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昨年度は新型コロナウィルス感染防止のため、大きな事業ができませんでしたが、 
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区民ひろば池袋本町が 　　周年を迎えました！区民ひろば池袋本町が 　　周年を迎えました！1010

令和 3 年度

「いけほんまつり」の様子です。

手作りIKEBUS（イケバス）も

登場しました！



東京野菜を育てよう東京野菜を育てよう

マンドリンコンサートを開催しました♪

区民ひろば
SDGsチャレンジ月間

スタンプラリー

区民ひろば
SDGsチャレンジ月間

スタンプラリー
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区民ひろば
SDGsチャレンジ月間

スタンプラリー
11 月 1 日～12 月 28 日まで各区民ひろばの
SDGｓ認定事業を巡るスタンプラリー を開催
しました！ 

区民ひろば南池袋の前庭で、参加者と一緒に
土を耕し野菜の種を蒔きました。
ポットに入れた野菜は、ご家庭でも成長を見守
っていただいています。 

区民ひろば
南池袋
区民ひろば
南池袋

区民ひろば
目白

区民ひろば
目白

 ０円マーケット ０円マーケット

地域のご家庭で使わなくなったものを集め、欲しい人
におすそわけ。おもちゃや子ども服などたくさんのもの
が集まりました。
当日は来場者が200名を超える大盛況となりました。 

区民ひろば
朋有

区民ひろば
朋有

新聞紙で作る
手提げバッグ
新聞紙で作る
手提げバッグ

9月15日の敬老の集いのプレゼントです。
バッグについている絵は東池袋第一
保育園年長児が描いたものです。
このバッグが好評で、この後、「自分で作って
みたい」という声が上がり「新聞紙で作る
手提げバッグ」という事業が開催されました。

としま文化の日記念事業を開催しました！としま文化の日記念事業を開催しました！
としま文化の日に合わせて、各区民ひろばで記念事業を開催しました。 
江戸川乱歩賞にちなんだ事業も沢山ありました！

シアターオルトによるよみしばい
「かいじん二十面相からの挑戦」
会場が一体となって謎を
解き明かしました。

江戸川乱歩の孫にあたる平井憲太郎氏による
講演会「江戸川乱歩の秘密にせまる
～乱歩おじいちゃんと私～」
3地区の区民ひろばで講演を行いました。

東京マンドリン宮田楽団による
マンドリンコンサートを開催しました。  
赤ちゃんから大人まで皆さんに
お楽しみいただける内容です。  
マンドリンの美しい音色を
ぜひご堪能ください。  

◉10 月 10 日（日）マンドリンコンサート（池袋本町）
◉11 月  6  日（土）マンドリンコンサート（さくら第二） 

11/ 611/ 6

11/ 1311/ 13

1０/ 1８1０/ 1８

区民ひろば南池袋「江戸川乱歩賞のあゆみ」
（株）講談社からの寄贈本など、
江戸川乱歩賞受賞作品について展示しました

令和3年度の予定
1月23日（日） 区民ひろば清和第二
2月20日（日） 区民ひろば高南第一
※開催日時等は変更になることがあります（事前申込制）
　詳細は各区民ひろばまでお問い合わせください


