
号数 主な内容 URL（YouTube杉並区公式チャンネル）

平成27年度11号
（平成27年8月23日号）

https://www.youtube.com/watch?v=K2LoWB
H1Bfc&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsG
djY5s30ES&index=31

平成27年度12号
（平成27年9月6日号）

https://www.youtube.com/watch?v=NQjQ9Y
Xp72k&index=29&list=PL0R5B6gozGKwdu4c
and1RVsGdjY5s30ES

平成27年度8号
（平成27年7月12日号）

https://www.youtube.com/watch?v=XV5Byw
0a9xY&index=37&list=PL0R5B6gozGKwdu4c
and1RVsGdjY5s30ES

平成27年度9号
（平成27年7月26日号）

https://www.youtube.com/watch?v=NjKr_ZX
UR6s&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGd
jY5s30ES&index=35

平成27年度10号
（平成27年8月9日号）

https://www.youtube.com/watch?v=abUTbK
L8V4c&index=33&list=PL0R5B6gozGKwdu4c
and1RVsGdjY5s30ES

平成27年度5号
（平成27年5月31日号）

https://www.youtube.com/watch?v=47eLz68
mrOI&index=43&list=PL0R5B6gozGKwdu4ca
nd1RVsGdjY5s30ES

平成27年度6号
（平成27年6月14日号）

https://www.youtube.com/watch?v=YGN750i
vj1I&index=41&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand
1RVsGdjY5s30ES

平成27年度7号
（平成27年6月28日号）

https://www.youtube.com/watch?v=rORkanq
pvvQ&index=39&list=PL0R5B6gozGKwdu4ca
nd1RVsGdjY5s30ES

すぎなみニュース一覧（平成27年度放映分）

•区立郷土博物館リニューアルオープン（0分55秒頃）
•区と陽明文庫が交流に関する覚書を締結（4分58秒頃）
•高円寺中生徒が選挙啓発のために横断幕を作りました（8分45
秒頃）
•ワンポイント手話「小学校、中学校、高校」（12分29秒頃）

・区内初施設一体型小中一貫教育校　区立杉並和泉学園開校（0分
38秒頃）
・スタントマンによる交通事故再現型自転車教室（5分30秒頃）
・すぎなみ史跡散歩　「成宗・田端両村界隈」（9分58秒頃）

•保健センター内に子どもセンターを設置（0分33秒頃）
•くらしのサポートステーション開設（4分37秒頃）
•ボーイスカウト一日体験入隊（8分09秒頃）
•ワンポイント手話「羊、猿」（12分43秒頃）

•広がる自治体間交流（0分30秒頃）
•4月23日　吾妻の朝市（2分50秒頃）
•4月26日　小千谷フェア（5分10秒頃）
•4月25日、26日　高円寺阿波おどり台湾公演（9分51秒頃）

平成27年度1号
（平成27年4月5日号）

https://www.youtube.com/watch?v=s80OthZ
6Do8&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdj
Y5s30ES&index=37

平成27年度2号
（平成27年4月19日号）

https://www.youtube.com/watch?v=DBkXAp
_a7IE&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdj
Y5s30ES&index=46

平成27年度3号
（平成27年5月3日号）

https://www.youtube.com/watch?v=SpKeSh
BYKio&index=47&list=PL0R5B6gozGKwdu4c
and1RVsGdjY5s30ES

平成27年度4号
（平成27年5月17日号）

https://www.youtube.com/watch?v=o2ZYEh
A2q3I&index=45&list=PL0R5B6gozGKwdu4ca
nd1RVsGdjY5s30ES

•区の保育に関する取り組み（0分39秒頃）
•歯みがきデビュー教室（4分25秒頃）
•新しい「すぎなみ景観ある区マップ」ができました（9分02秒
頃）
•ワンポイント手話「 （値段が）高い・安い」（12分41秒頃）

•平成27年度杉並区・第四消防方面合同水防訓練（0分45秒頃）
•都内初！防災行政無線をメールで配信（4分56秒頃）
•空き巣防犯対策講習会（7分25秒頃）

•待ったなし　超高齢社会への対応（0分34秒頃）
•いきいきクラブ「男性フラダンスグループ」紹介（9分47秒
頃）
•エンディング：第1回ホタルサミット（14分12秒頃）

•小学校自転車安全教室（0分41秒頃）
•専修大附属高等学校のコミュニティ・カフェ（4分33秒頃）
•手軽でおしゃれなベジタブルクッキング（7分30秒頃）
•ワンポイント手話「ご注文は？」（12分12秒頃）

•地方創生・交流自治体連携フォーラム（0分46秒頃）
•南伊豆町物産展と自慢の逸品を紹介（3分23秒頃）
•早大ラグビー部が地域とスクラム（10分44秒頃）

•在宅医療地域ケア会議（0分35秒頃）
•郷土博物館企画展「近代杉並の発展と浴風会」（5分32秒頃）
•郷土博物館分館企画展「戦争を語り継ぐ」（8分31秒頃）
•ワンポイント手話「卵、豆腐」（12分36秒頃）

•広報すぎなみをご紹介します（0分40秒頃）
•赤ちゃんを望むご夫婦の心理（3分58秒頃）
•高円寺の飲食店に英語メニューを設置（8分44秒頃）
•ワンポイント手話「料理、掃除」（12秒46秒頃）

•10月1日、国勢調査を実施（0分40秒頃）
•すぎなみ防災まちづくり2015（5分21秒頃）
•口と足で絵を描く芸術家の作品展示と実演（9分03秒頃）
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平成27年度23号
（平成28年2月14日号）

https://www.youtube.com/watch?v=aIKpMcp
1Ink&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdj
Y5s30ES&index=7

平成27年度24号
（平成28年2月28日号）

https://www.youtube.com/watch?v=au6fnkx
hqN0&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdj
Y5s30ES&index=5

平成27年度20号
（平成28年1月1日号）

https://www.youtube.com/watch?v=fKlsk7Ko
I4g&index=13&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand
1RVsGdjY5s30ES

平成27年度21号
（平成28年1月17日号）

https://www.youtube.com/watch?v=IxJPYVo
-
tzk&index=11&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand
1RVsGdjY5s30ES

平成27年度22号
（平成28年1月31日号）

https://www.youtube.com/watch?v=KWPhQ3
XGqfg&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsG
djY5s30ES&index=9

平成27年度18号
（平成27年11月29日号）

https://www.youtube.com/watch?v=oSCnxO
DDe0g&index=17&list=PL0R5B6gozGKwdu4c
and1RVsGdjY5s30ES

平成27年度17号
（平成27年11月15日号）

https://www.youtube.com/watch?v=qUGMM
LiL0M0&index=19&list=PL0R5B6gozGKwdu4
cand1RVsGdjY5s30ES

平成27年度19号
（平成27年12月13日号）

https://www.youtube.com/watch?v=SVSkHx
-
HqiE&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdj
Y5s30ES&index=15

平成27年度14号
（平成27年10月4日号）

https://www.youtube.com/watch?v=BGQ5W
N0PIBY&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVs
GdjY5s30ES&index=25

平成27年度15号
（平成27年10月18日号）

https://www.youtube.com/watch?v=HsZLBq
cOX08&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsG
djY5s30ES&index=23

平成27年度16号
（平成27年11月1日号）

https://www.youtube.com/watch?v=hDErlcY
J0WA&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGd
jY5s30ES&index=21

平成27年度13号
（平成27年9月20日号）

https://www.youtube.com/watch?v=mC7pz8
-
3jW0&index=27&list=PL0R5B6gozGKwdu4can
d1RVsGdjY5s30ES

•すぎなみスポーツアカデミー　スーパーキッズ講座（0分34秒
頃）
•平成27年度杉並区敬老会（7分00秒頃）
•ワンポイント手話「会議は何時から始まるの？」(12分06秒）

•杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）の紹介（0分35
秒頃）
•交流自治体から自慢の逸品をあなたに！「伊勢海老」（9分00
秒頃）
•ワンポイント手話「すぎなみニュースが始まるのは何時？」
（12分37秒）

•杉並清掃工場 建替工事の進捗報告（0分43秒頃）
•清掃事業基礎知識研修会 ごみ戦争の遺産（6分19秒頃）
•すぎなみフェスタ2015のお知らせ（11分23秒頃）

•杉並区民地域安全のつどい（0分45秒頃）
•永福図書館・開館50周年記念 広松由紀子氏講演会（4分47秒
頃）
•マイナンバー通知カードについてのお知らせ（9分39秒頃）
•ワンポイント手話：トーク「好き」（12分34秒頃）

•杉第2回地方創生・交流自治体連携フォーラムを開催（0分41
秒頃）
•「善福寺公園内水路の計画づくり」ワークショップ（4分16秒
頃）
•観光まちづくりシンポジウム（9分06秒頃）

•全盲のドラマーによる障害への理解を深める授業（0分36秒
頃）
•ブラインドサッカーFUNフェスタ IN 杉並（7分12秒頃）
•トーク：身近なところでも障害者施設で作られた品々が購入
できるのをご存知ですか？

平成27年の区政を振り返る
•テーマ1 切れ目のない子育て環境づくり（1分24秒頃）
•テーマ2 安全・安心を実感できるまちづくり（4分02秒頃）
•テーマ3 共に輝く地方創生に向けた自治体連携の推進（8分58
秒頃）
•エンディング　東京高円寺阿波おどり台湾公演（13分02秒
頃）

•田中区長から新年のあいさつ（0分14秒頃）
•区民の皆さんに聞いた新年の抱負（4分49秒頃）
•ワンポイント手話「ありがとう」（12分54秒頃）

•妊娠初期からしっかりサポート！ゆりかご事業の紹介（0分38
秒頃）
•第38回井草どんどやき（4分12秒頃）
•杉並区公式ホームページがリニューアル（9分29秒頃）
•ワンポイント手話「久しぶり！」（13分00秒頃）

•認知症サポーター養成講座（0分37秒頃）
•善福寺川の水鳥一斉調査（5分44秒頃）
•成田図書館の講座の様子（10分11秒頃）

•平成28年度当初予算（案）の概要（0分54秒頃）
•地下水活用システム「取水式」（8分16秒頃）
•第32回日本障がい者ダーツ選手権大会（10分23秒頃）
•ワンポイント手話 クイズ「電気を消してください」（13分1
秒頃）

•お済みですか？高齢者肺炎球菌予防接種（0分39秒頃）
•救急救命体験講座の紹介（3分54秒頃）
•講演会「地域で見守る高齢者とペット」（9分37秒頃）
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https://www.youtube.com/watch?v=BGQ5WN0PIBY&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=BGQ5WN0PIBY&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=HsZLBqcOX08&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=HsZLBqcOX08&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=HsZLBqcOX08&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=hDErlcYJ0WA&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=hDErlcYJ0WA&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=hDErlcYJ0WA&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mC7pz8-3jW0&index=27&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=mC7pz8-3jW0&index=27&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=mC7pz8-3jW0&index=27&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=mC7pz8-3jW0&index=27&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES


平成27年度26号
（平成28年3月27日号）

https://www.youtube.com/watch?v=tYwP_jkf
4ZA&index=1&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand
1RVsGdjY5s30ES

平成27年度25号
（平成28年3月13日号）

https://www.youtube.com/watch?v=qYMC6H
wV__g&index=3&list=PL0R5B6gozGKwdu4can
d1RVsGdjY5s30ES

•狭あい道路拡幅整備条例の改正骨子案の紹介（0分42秒頃）
•都立永福学園の模擬投票（5分38秒頃）
•すぎなみサイエンスフェスタ（11分09秒頃）

•「3.11を忘れない」（0分41秒頃）
•和田堀プレーパーク（6分44秒頃）
•転入・転出手続きの窓口のご案内（10分37秒頃）

https://www.youtube.com/watch?v=tYwP_jkf4ZA&index=1&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=tYwP_jkf4ZA&index=1&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=tYwP_jkf4ZA&index=1&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=qYMC6HwV__g&index=3&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=qYMC6HwV__g&index=3&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
https://www.youtube.com/watch?v=qYMC6HwV__g&index=3&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

