




◇日本赤十字社での受け付け
【受付期間】11月30日㈭まで
【入金方法】「ゆうちょ銀行 口座記号番号
00140-3-603645 口座加入者名 日赤平成29
年台風21号災害義援金」へ振り込み
※受領証の発行は、通信欄に「受領証希望」
と記入。窓口での取り扱いの場合、振替
手数料はかかりません。

◇区役所にも義援金箱を設置します
【設置期間】11月30日㈭まで
【設置場所（祝日を除く）】月～金曜日＝保
健福祉部管理課地域福祉推進担当（区役所
西棟10階）、区民課区民係（東棟1階。第1・
3土曜日も受け付け）
問保健福祉部管理課地域福祉推進担当

「平成29年台風第21号災害義援金」
にご協力をお願いします

 保険・年金
国民年金第3号被保険者の届け出は配偶者勤務
先へ

　第2号被保険者（厚生年金に加入している方）に扶
養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号
被保険者として国民年金に加入することになります。
加入手続きは、第2号被保険者（配偶者）の勤務先で
行います。国民年金保険料は、第2号被保険者が加入
している年金制度が負担しますので、個人で納付する
ことはありません。また、付加保険料や国民年金基金
の申し込みはできません。
　第3号被保険者の加入の届け出以外に、下表の場合
に届け出が必要です。詳細は、各手続き先または杉並
年金事務所へお問い合わせください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

 採用情報　※応募書類は返却しません。
30年度区立児童館・学童クラブ非常勤職員

内職種＝①嘱託員（月16日）②パートタイマー▶募集
期間＝①12月15日まで②30年1月12日まで（応募資格、

申し込み方法、勤務条件などの詳細は、募集案内を
ご覧ください）▶募集案内配布場所＝児童青少年セン
ター（荻窪1-56-3）、各児童館（区ホームページからも
取り出せます）　問児童青少年課管理係☎ 3393-4760

 区以外の求人 
地域包括支援センターケア24方南　常勤職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成など
▶勤務日時＝月～金曜日午前8時30分～午後5時30分・
午前10時～午後7時（実働8時間）、土曜日午前9時～
午後1時（月1回程度）／交代制。祝日を除く▶勤務場
所＝ケア24方南▶資格＝保健師、在宅介護経験のある
看護師、主任介護支援専門員、社会福祉士のいずれ
かの資格を有する64歳以下の方▶募集人数＝2名▶報
酬＝当運営法人規定による　申電話で事前連絡の上、
履歴書・職務経歴書・資格証の写しを、ケア24方南
（〒168-0062方南2-6-28）へ郵送・持参　問ケア24方
南☎ 5929-2751　他書類選考後に面接を実施

 募集します
ゆうゆう馬橋館　団体利用申請の受け付け

　30年4～9月の間、定期的に同館の利用を希望する
団体の利用申請を受け付けます。
　抽選会は、12月22日㈮午前10時から行います。
対区内在住で60歳以上の方が8割以上で構成される5
名以上の団体、高齢者支援団体（さざんかーど登録
団体で、高齢者の社会参加の支援を目的とした活動を
実施し、活動を希望する高齢者の参加受け入れが随
時可能な団体）　申電話で同館☎ 3315-1249に事前連
絡の上、団体登録申請書（11月24日から同館〈高円
寺南3-29-5〉で配布）を同館へ持参▶申込受付期間
＝11月24日～12月8日　問同館、高齢者施策課施設
担当　他申請時に参加者の名簿を提出

29年度杉並区スポーツ栄誉章

　全国、関東、東京都の体育大会などで優秀な成績
を収め、区のスポーツ振興に寄与した方々に対し、
その栄誉をたたえるために表彰をしています。
　推薦締め切りは12月22日です。制度、推薦の詳細
は、お問い合わせください。
問スポーツ振興課事業係

区立和田サービス付き高齢者向け住宅入居者

内所在地＝和田3-52-4▶使用料＝月額9万1000円～9
万7000円▶共益費＝月額1万3000円▶基本サービス費
＝月額1万3000円▶入居時保証金＝18万2000円～19万
4000円　対次の要件を全て満たす方①申込日現在満
60歳以上の単身者②申込日現在区内に引き続き2年以
上住んでいる③前年の年間所得金額が584万4000円
以下である④ある程度自立した生活が営める⑤住宅に

困窮している⑥暴力団員または暴力団関係者ではない　
申申込書（住宅課〈区役所西棟5階〉で配布。区ホー
ムページからも取り出せます）を、30年3月30日午後5
時（必着）までに同課へ郵送・持参（申込順）　問同
課　他空き室状況等の詳細は、お問い合わせください

区営住宅駐車場の使用者

内使用期間＝原則１年間。更新可。更新料なし▶住
宅名（所在地）・月額使用料＝下表のとおり▶申し込
み資格＝①区内在住の方で、そのことが住民票など
で証明できる②使用する駐車場から約2㎞ 以内の範囲
に存する住宅・事務所・店舗等に居住し、または業
を営む者であるなど▶自動車の種別＝軽・小型・普
通（自動車の形状等によりお断りする場合あり）▶
保証金＝月額使用料１カ月分　申申込書（住宅課
〈区役所西棟5階〉で配布。区ホームページからも取
り出せます）に必要書類を添付して、同課へ郵送・
持参（申込順）　問同課　他車検証等の提出が必要。
空き区画など詳細はお問い合わせください

住宅名（所在地） 月額使用料
上井草二丁目アパート（上井草2-39-23） 1万6000円
下井草二丁目アパート（下井草2-17-8） 1万6000円
阿佐谷北三丁目第二アパート（阿佐谷北3-36-6） 2万円
松ノ木二丁目第二アパート（松ノ木2-3-7） 1万5000円
浜田山二丁目アパート（浜田山2-15-43） 2万3000円
富士見丘アパート（久我山2-21-1・2） 1万8000円
久我山五丁目第二アパート（久我山5-19-1・2） 1万8000円

 相談
シニアのための就業・起業・地域活動個別相談

時12月2日㈯午前9時～午後5時（1人45分程度）　場
ゆうゆう高円寺南館（高円寺南4-44-11）　対区内在
住・在勤でおおむね55歳以上の方　申 問電話で、ゆ
うゆう高円寺南館☎ 5378-8179

家事相談の一時休止

　12月5日㈫の家事相談は休止します。12日㈫以降は
通常どおり、毎週火曜日午後1時～4時（事前予約制）
に実施します。
問区政相談課

SUGINAMI  INFORMATION

区からのお知らせ

〈国民年金第3号被保険者に関する届け出〉

こんなとき 被保険者の
種別 手続き先

配偶者である第2号被保険
者が会社を退職したとき

第3号⇒第1号※

国保年金課国
民年金係（区
役 所 中 棟 2
階）、区民事
務所

配偶者である第2号被保険
者の扶養からはずれたとき
配偶者である第2号被保険
者と離婚したとき
配偶者である第2号被保険
者が65歳になったとき
本人（第3号被保険者）が
就職して厚生年金に加入し
たとき

第3号⇒第2号 本人の勤務先

配偶者である第２号被保険
者の勤務先が変わったとき 第3号⇒第3号

（種別の変更は
ないが届け出
は必要）

第2号被保険
者（配偶者）
の勤務先

本人の住所や氏名が変わっ
たとき
本人の年金手帳を紛失した
とき（再交付の申請）

※第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業、学
生、アルバイトの方などで、第2号・第3号被保険者以
外の方です。

―――問い合わせは、保健福祉部管理課へ。

審議会等のお知らせ

都市計画審議会
時12月13日㈬午前10時～正午　場区役所第３・４
委員会室（中棟5階）　内東京都市計画生産緑地
地区の変更［杉並区決定］、杉並区まちづくり基
本方針の一部改定についてなど　問都市計画課

　複合施設棟と特別養護老人ホーム棟からなる（仮称）天沼三丁
目複合施設（天沼3-19）の愛称を、「広報すぎなみ」などで募集
したところ、区民の皆さんをはじめ全国から76点のご応募をいた
だきました。多数のご応募、本当にありがとうございました。ご
応募いただいた愛称の中から選定を行い、「ウェルファーム杉並
（Wellfi rm Suginami）」に決定しました。

　ウェルファーム杉並の複合
施設棟は30年春に、特別養護
老人ホーム棟は33年度に開設
します。複合施設棟は福祉事
務所や消費者センターなどの
移転に加え、在宅医療・生活
支援センター、子ども・子育て
プラザ天沼、天沼区民集会所
が設置されます。
※天沼区民集会所の利用予約
等については、杉並区公共
施設予約システム「さざん
かねっと」参照。

　　　　　　　　WellのWはWelfare（幸福、福祉）やWell-being
（健康）、EはEverybody（誰もが）、LはLighthearted（気軽に）、最
後のLはLife（生活、暮らし）の頭文字です。Firmは、しっかりと植
え付けるといった意味のほか、医療チームという意味でも使われま
す。この2つの単語をつなげた造語で、誰もが気軽に利用できる区民
の福祉と暮らしのサポート拠点としての施設をイメージしたものです。

愛称の由来

（仮称）天沼三丁目複合施設の愛称が
ウェルファーム杉並に決まりました
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。 杉並区役所  ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

急病診療と医療情報案内

小児科　平日：午後7時30分～10時30分
内科・小児科・耳鼻咽喉科　土曜日：午後5時～10時
　　　　日曜日・祝日：午前9時～午後10時
外　科　日曜日・祝日：午前9時～午後5時

歯　科　日曜日・祝日：午前9時～午後5時（受け付けは4時まで）

土・日曜日、祝日：24時間／平日：午後8時～翌日午前9時

コンピューターによる自動応答サービス。 毎日24時間対応。

☎3391-1599  休日等夜間急病診療所 （荻窪5-20-1杉並保健所内）
 受け付けは終了30分前まで

☎3398-5666  歯科保健医療センター （荻窪5-20-1杉並保健所内）

☎#7
ナミーキュウキュウ

399　　  杉並区急病医療情報センター
（または☎5347-2252）

☎5272-0303  東京都医療機関案内サービス（ひまわり）

その他の医療機関案内、急病対応の説明

小児科・内科・耳鼻咽喉科・外科・歯科

まず、電話で確認！
保険証・医療証を
忘れずに

　10月に実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育園等
の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常はありませんでした。詳細
は、区ホームページでご覧になれます。
問空間放射線量率の測定については、環境課放射能対策担当。区立小中学
校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定については、学務課・保育課。放
射能濃度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課☎ 3391-1991

区内空間放射線量等測定結果

保健センター名 子育て相談・交流 母親学級
（予約制）

平日パパママ学級
（予約制） 離乳食講習会 乳幼児歯科相談

（予約制）
歯みがきデビュー教室
（予約制）

栄養・食生活相談
（予約制）

ものわすれ相談
（予約制）

心の健康相談
（予約制）

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015

14日㈭
午前9時15分
～10時15分

計
測
は
１
歳
の
誕
生
月
ま
で

　－
午
後
１
時
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〜
４
時
。
母
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康
手
帳
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。
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限
な
し
。

初
産
の
方
優
先
（
荻
窪
保
健
セ
ン
タ
ー
は
初
産
の
方
の
み
）

－

20日㈬
午後1時30分
～3時30分

★電話で申し込み
(35名｡申込順)

午
前

8日㈮
22日㈮

午
前
＝
９
時
〜
10
時
30
分
、
午
後
＝
１
時
15
分
〜
２
時
30
分

21日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

歯
が
生
え
た
生
後
８
カ
月
〜
１
歳
３
カ
月
の
お
子
さ
ん

8日㈮
午前9時～正午

25日㈪
午後1時30分

7日㈭・13日㈬
午後1時30分午

後 7日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

4日㈪
午前9時15分
～10時

6日㈬
13日㈬
20日㈬

－
20日㈬

午前10時30分
～午後0時30分

午
前

4日㈪
18日㈪

15日㈮
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

7日㈭
午前9時～正午

21日㈭
午後1時30分

5日㈫・26日㈫
午後1時30分午

後 1日㈮

高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116

21日㈭
午前9時30分
～10時15分

　－
18日㈪

午後1時30分
～4時

4日㈪
午後1時30分
～3時30分

午
前

5日㈫
19日㈫

－ 5日㈫
午前9時～正午

8日㈮
午後1時15分

14日㈭
午後1時30分
22日㈮
午後2時午

後 7日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

20日㈬
午前9時
～10時

7日㈭
14日㈭
21日㈭

－

26日㈫
午前10時30分
～午後0時30分
(生後9カ月頃
から)

午
前 20日㈬

－ － 4日㈪
午前9時30分

18日㈪
午後1時30分午

後 13日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

15日㈮
午前9時15分
～10時15分

　－ －
21日㈭

午後1時30分
～3時30分

午
前 14日㈭ 26日㈫

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

－ 21日㈭
午後1時45分

5日㈫
午後1時30分午

後 27日㈬

※1  杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子育て支援課母子保健係（区役所東棟3階）へ。
※2  ベビーカー等の盗難が発生しています。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。チェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。

歯の健康相談 9日㈯午後2時～4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会  (阿佐谷南3-34-3☎3393-0391)へ。

12月の各種健康相談（予約制）の記載があるものの申し込みは、各保健センターへ。

内入会期間＝30年4月1日～31年3月31日▶運営時間＝月～金曜日＝下校後～午
後6時（祝日・年末年始を除く。学校休業日は午前8時30分から。午後6時～6
時30分まで延長可）。土曜日＝午前8時30分～午後5時／時間延長と土曜日の
利用は要件あり。別途申請が必要▶利用料＝月額4000円（別途おやつ代月額
1800円）／減額・免除制度あり　対区内在住または在学の小学生（重度重複
障害のお子さんは高円寺北学童クラブが利用できます）　申入会を希望する学
童クラブに連絡の上、入会申請書（各学童クラブで配布）・必要書類を直接、
12月1日～30年1月20日（日曜日・祝日、12月28日～30年1月4日を除く。月～
金曜日午前10時～午後6時、土曜日午前9時～午後5時）に希望学童クラブへ提
出　問各学童クラブ、児童青少年課児童館運営係☎ 3393-4760　他各学童ク
ラブの連絡先は区ホームページでご覧になるか、お問い合わせください。初め
て入会を希望する方には面接を実施

内会場内の案内、スタンプラリーの説明など▶募集人数＝30名以上▶その他＝
ボランティア保険加入。弁当・謝礼（交通費程度）、ボランティア証明書発行
あり　対高校生以上の方　申電話・Eメール（12面記入例）で、12月15日ま
でにすぎなみ子ども・子育てメッセ実行委員会事務局（子育て支援課管理係
内） messe-t@city.suginami.lg.jp

　住民基本台帳カードでの電子証明書の新規発行・更新サービスは終了し
ています。電子証明書の有効期限が間近の場合はマイナンバーカードの申請
をご検討ください。
※申請されてからマイナンバーカードを交付するまで、1カ月半程度かかりま
す。券面に記載の有効期限は、住民基本台帳カード自体の有効期限です。
電子証明書の有効期限とは異なります。

問区民課個人番号カード交付担当

　学童クラブは区内に48カ所あり、保護者の就労などにより、昼間留守にな
る家庭のお子さんを対象にした下校後の生活の場です。
　入会の要件や申請方法などの詳細は、「学童クラブ入会案内」（各学童ク
ラブで配布）をご覧ください。

―――問い合わせは、子育て支援課管理係へ。

e－Taxを利用して確定申告を行う予定の方へ～
事前に電子証明書の有効期限をご確認ください

30年度学童クラブ入会児童募集 すぎなみ子ども・子育てメッセ
ボランティア募集

すぎなみ子ども・子育てメッセとは
　乳幼児親子や、子育てを応援している地域の団体、企
業などが集い、知り合い、つながり合うきっかけとなるイ
ベントです。親子で一緒に参加できるスタンプラリーや、
人形劇、さまざまなワークショップなどを行います。

すぎなみ子ども・子育てメッセ
時30年2月25日㈰午前10時～午後4時　場セシオン杉並（梅里1-22-32）
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　健康づくりに積極的に取り組む団体・事業所を表彰する「健
康づくり表彰」。今年度の受賞団体・事業所が決まりましたの
で、下記のとおりお知らせします（活動内容の詳細は、区ホー
ムページで掲載）。
―――問い合わせは、杉並保健所健康推進課☎ 3391-1355へ。

受賞団体・事業所が
決定しました

　世界エイズデーは、世界レベルでのエイズのまん延防止と、
患者・感染者に対する差別・偏見の解消を目的に、WHO（世界
保健機関）が昭和63年に制定したものです。毎年12月1日を中心
に、世界各国でエイズに関する啓発活動が行われています。

今年のキャンペーンテーマ
「アップデート！エイズのイメージを変えよう」
　治療法の進歩により、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染して
も治療を早期に開始し、継続することでエイズの発症を防げるよう
になりました。また、治療を継続して体内のHIV量が減少すれば、
他の人への感染リスクも大きく低下します。
　しかし、こうした変化が正確な情報として十分に伝わっていると
は言えません。情報をアップデート（更新）して正しい知識を持
ち、感染が心配される場合にはHIV検査を受けましょう。

　杉並保健所では、居住地にかかわらず匿名・無料でHIV抗体
検査を実施しています（右表のとおり）。また、都内保健所で
も同様の検査を受けることができます。

問杉並保健所保健予防課☎3391-1025

12月1日は
世界エイズデーです

検査項目 HIV・性感染症検査・結果日 HIV即日検査・結果日

日程
検
査
日

12月6日 結
果
日
（
検
査
日
の
翌
水
曜
日
）

12月13日

検
査
日

12月16日

結果は検査から
約１時間半後にお
知らせします（明
確に陰性と判断
できない場合は１
週間程度）

20日 27日
30年1月20日30年1月17日 30年1月24日

2月7日 2月14日 2月17日
21日 28日

3月17日3月7日 3月14日

内容
血液検査（HIV、梅毒抗体検査）、尿
検査（クラミジア病原体検査）
※クラミジア、梅毒単独での検査不可。

血液検査（HIV抗体検査）

受検時期 感染が心配される機会から60日以上
経過しているとき

感染が心配される機会から90日以上
経過しているとき

申し込み 当日直接、杉並保健所（受付時間=午
前9時30分～10時30分）

●すぎなみサンサンサイトHPhttp://
www.npo-jhc.com/suginami-
kensa/から実施月の１日から検査前
日までに申し込み
●電話で、実施月の１日から検査日ま
での毎週金曜日正午～午後6時に予
約専用電話☎5259-0330

場所 杉並保健所（荻窪5-20-1）

その他  ●匿名・無料で実施　　　　
●診断書の発行はありません

団体部門  優秀賞

●A
あ べ

BE会　20年にわたる活動歴の長さと充実した運動メニュー
●太極拳馬橋公園クラブ　雨の日も休まず、無理のない動きで太極拳
●寺子屋ぴぃぴぃけぃ　学校形式で相互に学び、脳・身体を鍛えて
認知症予防

●NPO法人わがまちいちばんの会　身体測定やパタカ体操で介護予防
（区委託事業部分を除く）

事業所部門  優秀賞

●株式会社スペック五次元　
　　管理栄養士の指導のもと、
ランチに野菜のおかずをプ
ラスするベジランチの実施、
社内にバイクラックを設置
して自転車通勤を推奨

最優秀賞

●小杉湯（高円寺北3-32-2）
取り組み事例

ランニングステーション機能　「走る小杉湯」

　荷物をロッカーに預けたらウエアに着替えて、ランニングに。汗をかいて帰っ
てきたら、お風呂に入ってリフレッシュといった、一連の流れを「走る小杉湯」と
名付けて提供。

脱衣所や浴場を活用　ヨガ・ピラティス

　営業前に脱衣所や浴場を活用し、シニ
アや妊娠・子育て中のママに向けたヨガ・
ピラティスを週3回開催。高い天井や広々
とした空間、適度な湿気といった銭湯な
らではの環境が最適と人気を呼んでいる。

小杉湯店主より

「地域の人の思いを形に！
日常に溶け込む健康づくり」

　小杉湯の場所を提供することで、
地域の人の「健康づくりに取り組み
たい」という思いを形にすることを大
事にしています。左記の取り組みも、
地域の方からの声がきっかけです。
   「健康のために運動を！」と意気込んでもなかなかハード
ルは高いですが、銭湯に行くことが習慣になっている方々
に、「銭湯に通っていたらおのずと健康になっていた」と
思ってもらえるような環境を今後も提供していきたいです。

〈12月～30年3月の検査日程〉

29年度健康づくり表彰

初回相談無料 ☎050-3555-7830     中野・杉並行政書士事務所  行政書士 桝田卓
 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター内 はじめての遺言・相続・墓じまい広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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医療費控除にかかる附属書類の見直し
　医療費控除または医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）の申告
の際に、医療費・医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、医療費
の明細書または医薬品購入費の明細書を添付することになりました（経過措置
として、30～32年度分の住民税の申告は、医療費・医薬品購入費の領収書の
添付または提示でも可）。
　また、この改正に伴い、各健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」
が、医療費控除の医療費の明細書として利用できる場合があります（医療費の
明細書として利用できるかどうかは、保険者等にご確認ください）。
　なお、法定納期限の翌日から5年間は、区が医療
費・医薬品購入費の領収書の提出または提示を求
めることがありますので、大切に保管してください
（「医療費のお知らせ」を添付する場合を除く）。
※明細書は、区ホームページから取り出せます。
問課税課

医療費控除の特例制度の創設（セルフメディケーション税制）
　現行の医療費控除と選択制で、年間1万2000円を超える一定の医薬品を購
入した場合の医療費控除（所得控除）の特例が創設されました。

30年度申告から、住民税の医療費控除が変わります

区民意向調査の結果がまとまりました

適用期間　29年1月1日～33年12月31日
対 象 者　健康の保持増進や疾病予防の取り組みとして、予防接種・定期

健康診断等の一定の取り組みを行う個人
対象金額　本人と、本人と生計を一にする親族が購入したスイッチOTC医

薬品の購入対価
控 除 額　（その年中に支払った額 ｰ 保険金等の額）ｰ 1万2000円（上限8

万8000円）
※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはでき
ません。また、一度申告すると当該年度の選択の変更はできません。制度の詳
細は、区ホームページをご覧ください。

概　　要
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【区が力を入れていると評価できる施策】 評価が高い▶

【
今
後
特
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
施
策
】

▲
要
望
が
高
い 高齢者の支援(13.3，27.9）

子育て支援、子ども・青少年の育成支援の充実(18.5，26.4）

災害に強いまちづくり(16.8，24.5）

安全・安心の地域社会づくり(24.4，20.6）

地域社会の活性化(1.3，5.2）

地域福祉の充実(1.8，10.6）
地域医療体制の充実(3.5，14.5）
障害者の支援(4.9，9.0）

学校教育等の充実(8.5，14.0）
利便性の高い快適な都市基盤の整備(10.4，13.6）

良好な住環境の整備(7.7，7.5）
いきいきと暮らせる健康づくり(10.6，9.0）

魅力的でにぎわいのある多心型まちづくり(15.2，9.1）

水とみどりのネットワークの形成(20.5，5.5）
ごみの減量と資源化の促進(27.9，4.9）

文化・芸術の振興(10.1，7.4）
地域の特性を活かし将来を見据えた産業の振興(3.5，7.9）

い

学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づくり(3.9，5.3）
持続可能な環境にやさしい住宅都市づくり(1.9，4.2）

（　）内の数字
（左：評価、右：要望）

歩道を安全に快適に歩けるようにして欲しい

火災発生時に燃え広がらないようにして欲しい（延焼遮断帯）

自転車を安全に利用できるようにして欲しい

災害時に安全に避難できる経路を整備して欲しい

消防車や救急車が通行できる道路にして欲しい

景観に配慮した道路を整備して欲しい（緑化、無電柱化）

交通事故を少なくして欲しい

踏切待ちを減らして欲しい

渋滞をなくして欲しい

9.513.819.3

20.0 10.1 6.0

11.7 13.3 8.8

8.6 9.6 6.4

8.5 8.5 6.1
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2.7 3.1 4.6

（42.6）
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（24.6）
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（19.9）

（15.9）

（10.6）

（10.4）
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(%)

勤務している会社や通学している学校が実施する訓練

地域の防災会・震災救援所運営連絡会や町会・自治会が実施する訓練

その他の訓練

一斉防災訓練（シェイクアウト訓練）

杉並区の総合震災訓練（昨年は11月23日に区立井草森公園周辺で実施）

参加していない

無回答

22.6

5.0

2.2

2.1

0.7
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70.4
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(%)

どちらかといえば
そう感じている

57.5%

どちらかといえば
支えられていないと感じている
15.9%

支えられて
いないと感じている
5.6%

支えられて
いると感じる

75.8%

支えられて
いないと感じる

21.5%
強く感じて

いる
18.3%

無回答 2.8%

ある程度伝わっている
34.5%

伝わらないことが多い
11.0%

まったく
伝わっていない
5.9%

無回答 0.3% 伝わっている

37.1%
わからない 30.8%

伝わらないことがある 14.9%

充分に伝わっている
2.6%

当分の間は
住み続けたい

28.1%

できれば転居したい
2.7%

転居するつもり
2.9%

無回答 0.7% 定住意向

85.6%
転出意向

5.6%
わからない 8.1%

住み続ける
つもり
57.5%

道路整備に期待するもの

防災訓練の参加状況
　このグラフでは、施策の評価が低く、施策の要望が高い領域（左上方）に
ある項目が比較的住民ニーズが高いもので、今後の行政課題となるものと考
えられます。

子育てが地域の人
に（もしくは社会
で）支えられてい
ると感じるか聞き
ました。

これからも引き続
き区にお住まいに
なるか聞きました。

必要とする区の情
報が伝わっている
か聞きました。

この１年の間に参加した防災訓練は何か聞きました。

　その他に期待するものとして「通学路の歩道整備をして欲しい」「都心や
隣接区など広域の移動をしやすくして欲しい」等がありました。

（調査対象＝18歳未満の子どもがいる方〈252人〉）

杉並区の施策の評価と要望

定住意向

区の情報の伝達度

地域の子育て支援

最も期待するもの

（　）累計

２番目に期待するもの
３番目に期待するもの

　区では、区民の皆さんの意識の変化やニーズを把握し、今後の区の施策
に反映していくために、毎年「区民意向調査」を行っています。この中から、
主な調査結果をお知らせします（端数処理の関係で合計が一致しない場合あ
り）。ご協力ありがとうございました。

―――問い合わせは、区政相談課へ。

調査方法 区内在住で満18歳以上の男女1400人を無作為に抽出し、5月下
旬から6月上旬に調査を行いました。回収率は76.4%でした。

結果報告書 区政資料室（区役所西棟2階）、図書館、地域区民センターで
ご覧になれます（区政資料室で販売〈800円〉）。

※「要約版」は区政相談課で無料配布（区ホームページでもご覧になれます）。



「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内の各駅・交番・駐在所・公衆浴場・郵便局・病院・サミットストア・コープみらい・東武ストア・ファミリーマート・サークルK・サンクス・ミニストップ・セブン-イレブン・ローソンなどにあります。「点字広報」「声の広報」のお申し込みは広報課へ。

　人権とは、誰もが生まれながらに等しく持っている、人として幸せな生活を営むための権利です。この欠かす
ことのできない権利が尊重される社会を実現するために、家庭、学校、職場、地域社会など、さまざまな場面
でその意義や重要性を考え、普段から人権への配慮が行えるような意識を育てていくことが大切です。

―――問い合わせは、総務課へ。

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう  相手の気持ち  未来へつなげよう  違いを認め合う心～12月4日～10日は

人権週間です

 DV（配偶者、パートナーなどからの暴力）は犯罪となる行為を
 含む重大な人権侵害です
　DVには身体的暴力のみならず、精神的・性的・経済的暴力なども含ま
れます。家庭内・当事者間だけの問題ではなく、社会全体で解決すべき問
題です。
　暴力行為は絶対にあってはなりません。一人で悩まず、相談してください。

すぎなみDV専用ダイアル☎5307-0622、各福祉事務所、警察署
問い 合 わ せ

 子どもの人権を守ろう
　大人による子どもの虐待、子どもの間でのいじめ、児童買春や児童ポルノ
など、子どもの人権が脅かされる状況が数多く発生しています。
　子どもの様子がいつもと違うと感じたり、虐待やいじめかもしれないと思
われるときはご相談ください。

●子ども家庭支援センター
　児童虐待の相談・連絡＝☎5929-1902
　そのほか子どもや保護者からの相談＝ゆうライン☎5929-1901
●特別支援教育課（済美教育センター内）
　来所教育相談☎3311-1921（予約制）、電話教育相談☎ 3317-1190
●済美教育センター、すぎなみいじめ電話レスキュー
　主に子どもからの相談専用窓口☎0120-949-466

　つらい思いをしていたら、がまんしないで相談してください。
子どもたちへ

問い 合 わ せ

 高齢者の尊厳ある暮らしを目指して
　高齢者虐待とは、単に身体的な暴力による虐待だけではなく、暴言、脅
し、嫌がらせ、無視、金銭などの搾取といった行為も含まれます。
　高齢者虐待には、長い介護負担や家族関係の問題などが理由で家族などか
ら受ける場合と、介護保険施設などで職員から受ける場合などがあります。
　高齢者やその家族などを地域であたたかく見守り、孤立を防ぎましょう。
　虐待を受けたと思われる高齢者に心当たりがある場合は、ご相談ください。

●家族などからの高齢者虐待の相談・通報窓口
　高齢者在宅支援課地域支援係☎5307-0648
●各地域包括支援センター（ケア24）
●介護保険施設などにおける高齢者虐待の相談・通報窓口
　介護保険課事業者係

問い 合 わ せ

 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
　11月25日～12月1日は「犯罪被害者週間」（9面参照）です。犯罪被害者
やその家族・遺族の多くは被害による精神的な苦痛、周囲のうわさや中傷な
ど、さまざまな問題に苦しめられています。区では、「総合支援窓口」を開
設し、犯罪被害者などの支援を行っています。

犯罪被害者総合支援窓口相談専用☎5307-0620問い 合 わ せ

 人権相談委員による人権相談
　人権問題でお困りのときはご相談ください。
時毎月第4金曜日、午後１時～４時(受け付けは３時まで）　申直接、相談室
（区役所西棟２階）

区政相談課問い 合 わ せ

 人権パネル展
　小中学生の人権作文や人権の花の絵などを展示します。
時12月5日㈫～8日㈮午前9時～午後5時（5日は午前10時から。8日は午
後3時まで）　場区役所１階ロビー

区政相談課問い 合 わ せ

 部落差別をなくそう　わが国固有の人権問題
　部落差別は、日本社会の歴史の中で形成された身分差別です。今なお、イ
ンターネット上での差別的な書き込みや公共施設への落書きなどの事例があ
り、基本的人権を侵害されているわが国固有の重大な人権問題です。

総務課問い 合 わ せ

 拉致問題の早期解決を
　12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　区では、拉致被害者全員の早期救出と拉致問題の１日も早い全面解決に向
けて、拉致被害者家族の支援を行っています。拉致は許されない犯罪行為
であり、重大な人権侵害です。拉致問題への関心を高め、認識を深めていく
ことが必要です。

北朝鮮拉致被害者家族支援パネル展
時12月5日㈫～15日㈮午前8時30分～午後5時（9日・10日を除く）　場区
役所２階区民ギャラリー

区民生活部管理課問い 合 わ せ

 外国人も共に地域の一員
　区には1万5000人を超える外国人の方が住んでいます。その中には、言葉
や文化・生活習慣の相違などによる誤解や行き違いで、偏見や差別、嫌がら
せを受けている人がいます。
　ますます国際化が進む中で、他国の文化を尊重し、その多様性を受け入
れ、共に地域で生活する一員であるという気持ちを持つことが大切です。

文化・交流課問い 合 わ せ

 性的少数者に対する差別をなくそう
　性同一性障害の方や異性愛以外の性的指向を持つ方などの性的少数者に
対する偏見や差別をなくし、理解を深めることが大切です。

性同一性障害　性同一性障害とは、からだの性とこころの性が一致しな
いため、社会生活に支障がある状態をいいます。
性的指向　性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのか
を示す概念を言い、大きく異性愛、同性愛、両性愛に分類されます。

男女平等推進センター一般相談☎ 5307-0619、総務課問い 合 わ せ
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 障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる
 共生社会の実現を目指して
　障害があることを理由に差別や虐待を受けたり、嫌な思いをするといった
ことが今でも起こっています。
　障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、
支援を必要とする方々への理解を深めることで、できる範囲での配慮や適切
な支援を行い、皆で支え合う社会を築いていきましょう。

障害者施策課管理係・地域ネットワーク推進係▶障害者
虐待専用＝☎5307-0783 FAX3312-8808

問い 合 わ せ



ふれあいフェスタ2017
時12月3日㈰午前10時～午後3時　場セシオン杉並（梅里1-22-32）　問障害者施策課　　
他車での来場はご遠慮ください。手話通訳・要約筆記があります

ホールイベント
●杉並区障害者自立生活者等表彰式（午前11時30分～正午）
　区内で努力して自立した生活を営んでいる障害者と、障害者を長年にわたり支援し続けて
きた協力者の方 の々功労をたたえて、区が表彰します。

●ふれあい音楽会～「よろこびの歌」（第九より）をみんなで歌おう～ （午後1時～3時）
　障害の有無や種別にかかわらず、各団体がパフォーマンスを披露し、みんなで一緒になっ
て「よろこびの歌」を歌うことで、交流を図り、互いの理解を深めることを目的としたイベン
トです。ハンドベル、バンド演奏、阿波おどり、手話コーラス、手話ダンス、合唱等をお楽し
みください。

時　間 内　容 会　場

午前10時～午後2時

模擬店
区内障害者団体・施設による、焼きそば、スープ、パン、お
菓子などの食べ物や、手芸品・カード類などの生産品の販売
物産展
交流自治体・新潟県小千谷市産の新鮮野菜やそば・米など
の販売

屋外

午前10時10分
～11時15分　

ダンスパフォーマンス、手話コーラス、エイサー▶出演＝
Cedar Youth、杉の会、ハイサイチャンプルー伏見組 中庭

午前10時～正午 バルーン・アート、似顔絵コーナー

展示室
午前10時～午後3時

展示・紹介コーナー（ 「パラスポーツをもっと知ろう」「成
年後見制度って知ってる？」「障害の有無にかかわらず使え
る共用品・共用サービス」） 

 障害者団体・施設　パネル展
　区内障害者団体や施設の活動を紹介するパネル
を展示します。
時11月27日㈪～12月1日㈮午前8時30分～午後5時
（12月1日は3時まで）　場区役所2階区民ギャラリー
問障害者施策課

 ふれあい美術展
　区内の特別支援学級・特別支援学校や障害者団
体、障害者施設の方が制作した作品や、「ふれあい
運動会」「ふれあいフェスタ」ポスター原画応募
作品を展示します。また、パラリンピック競技種
目等の紹介パネルおよび競技用具も展示します。
時12月1日㈮～3日㈰午前10時～午後4時（3日は3
時まで）　場セシオン杉並　問障害者施策課　他
車での来場はご遠慮ください

 障害者のつくる品物フェア
　区内障害者施設が一堂に集まり、手作りの商品
を販売します。
時12月1日㈮・4日㈪午前11時～午後3時　場区役
所１階ロビー　問障害者生活支援課　他主催＝す
ぎなみ仕事ねっと▶協力＝杉並区協働事業「すぎ
なみマインドプロジェクト」

「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内の各駅・交番・駐在所・公衆浴場・郵便局・病院・サミットストア・コープみらい・東武ストア・ファミリーマート・サークルK・サンクス・ミニストップ・セブン-イレブン・ローソンなどにあります。「点字広報」「声の広報」のお申し込みは広報課へ。

　障害者週間とは、広く障害者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障害者がさまざまな活
動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設けられた期間です。
　区では、この期間にさまざまな催しを開催します。障害のある方もない方も催しを一緒に楽しみなが
ら、互いに知り合い、つながり合うことで、共に生きる心豊かなまちをつくっていきましょう。

　17年12月に内閣府が「犯罪被害者週間」を定めました。区では、18年
4月から犯罪被害者総合支援窓口を開設して必要な支援を行うとともに、
啓発活動に取り組んでいます。
―――問い合わせは、区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係へ。

11月27日月～12月3日日は杉並区障害者週間です
共に生きる社会を目指して

犯罪被害に遭うと…
　被害を受けた後も、経済的問題や加害者の不誠実な言動といったさまざまな
困難（二次的な被害）に直面することがあります。

被害者が求める支援
　被害者、その家族・遺族の多くは、被害直後から気持ちを添わせ、温かく受
け入れてくれる話し相手や相談相手を必要としています。

被害者への接し方
　直面する困難を理解し、気持ちを大事にした接し方や言葉がけを心掛けま
しょう。

●例えば・・・
・話にしっかり耳を傾け、さえぎらずゆっくり聴く
・怒りや悲しみの感情を否定することなく受け止める

　何気ない行動や言葉でも、時に傷つくことがあります。

●例えば・・・
・興味本位で事件の話を聞き出そうとする
・被害当時の被害者の行動を責める

相手の気持ちを尊重しながら接することが大切です
　犯罪被害は、いつ誰の身に起こっても不思議ではありません。自分の家族や
友人の身に起こってしまったら自分のこととして考え、傷ついた被害者の痛み
を理解することが求められています。

区の犯罪被害者総合支援窓口をご利用ください
●犯罪被害者総合支援窓口（区役所西棟7階）
▶支援内容=一時利用住居の提供、資金の貸し付け、相談・情報提供、
手続きなどの補助・付き添い、日常生活への支援
●相談専用☎ 5307-0620  （月～金曜日午前8時30分～午後5時。祝日・
休日を除く）

その他の犯罪被害相談窓口
●警視庁「犯罪被害者ホットライン」
　☎ 3597-7830（午前8時30分～午後5時15分。土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）FAX3592-6840（24時間）
●区内警察署犯罪被害者支援担当
　 ・杉並警察署☎ 3314-0110　・荻窪警察署☎ 3397-0110
　 ・高井戸警察署☎ 3332-0110

11月25日～12月1日は
犯罪被害者週間です
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　さまざまな恩恵を与えてくれる樹木や、それを守っている樹木所有者の方に感謝
の気持ちを込めて、また、落ち葉をごみとしないで自然の物質循環に戻していこう
という「みどりのリサイクル」の考え方を広めるために開催します。
　この趣旨に賛同して、落ち葉掃きを団体でやっていただける方は、落ち葉感謝祭
実行委員会事務局までご連絡ください。月間中に活動した方の人数を集計し、団体
名を活動報告展で発表します。

　優良防火対象物認定制度（通称「優マーク」）は、防火安全性
の高い優良な防火対象物を消防機関が認定し、その結果を都民の
皆さんに提供するとともに防火安全性の確立を促す制度です。
　荻窪消防署では、9月12日に妙正寺体育館（清水3-20-12）に対
し、優マークを交付しました。区のスポーツ施設としては大宮前体
育館に次ぐ２番目の認定となります。
　安全・安心な町づくりには皆さんのご協力が必要です。あなたの
会社やビルでも、優マーク認定の申請をしてみませんか。 認定基準
などの詳細および申請要領は、東京消防庁ホームページをご覧く
ださい。
問荻窪消防署☎ 3395-0119、杉並消防署☎3393-0119

　区では、区立の小中学校等を震災救援所（震災時の避難・救援活動
の拠点）としており、震災時に備えて訓練を実施しています。
問防災課

妙正寺体育館を
優良防火対象物として認定

震災救援所訓練に
ご参加ください

11月15日～12月14日は落ち葉感謝月間

時11月25日㈯午前9時～午後3時　場 内右表のとおり　申一部事前申込制　問落
ち葉感謝祭実行委員会事務局（みどり公園課北公園緑地事務所）☎ 3396-5261　
他汚れてもいい服装で参加。軍手、ほうき、ちり取りは各自で持参。雨天の場合、
「落ち葉掃き」は中止し、「催し」は規模を縮小して実施

会場・時間／内容 集合場所

落ち葉掃き

阿佐谷会場（午前9時～1時間程度）
中杉通り歩道上の落ち葉掃きとリサ
イクル作業。落ち葉掃き後、阿佐谷
けやき公園で腐葉土づくりと寄せ植
えづくり体験（希望者のみ）

JR阿佐ケ谷駅
南口駅前広場

午前9時＝公園（蚕糸の森・大田黒・
杉並児童交通・井草森・天沼弁天
池）▶午前10時＝公園（柏の宮・塚
山・馬橋）／いずれも1時間程度。園
路・外周道路の落ち葉掃き

各会場の
管理事務所前

催し

井草森会場＝井草森公園（午前10
時～午後3時）／落ち葉プール、ド
ングリや松ぼっくり、落ち葉などを
使った工作、草木染め等

井草森公園

　木々の緑にも赤や黄色がまざり始め、秋の色合いが濃
くなってきました。今回は「芸術の秋」にちなんで、区
内で芸術に触れられる場所を紹介します。
　西荻窪駅周辺から自然豊かな善福寺公園周辺にかけ
て、野外アート展「トロールの森」が11月23日まで開催
されています。今年で16回目を迎えたこの芸術祭は、開
放感のある空間を生かしたダイナミックな作品の数々や、
直接触れることのできる展示などを誰でも楽しめるアー
トイベントです。
　阿佐谷北にある「入江一子シルクロード記念館」は、今
年101歳となった現役の女流画家である入江一子さん由来
の建物。アトリエも兼ねており、スケッチから制作中の作
品まで、常時100点以上を鑑賞できます。50歳を過ぎてか
ら30年にわたってシルクロードを旅して描いた人々や花々
は、テレビでも紹介され話題となりました。中でも今年、

上野の森美術館で行われた「入江一子100歳記念展ー百
彩自在ー」で展示された「四姑娘（スークーニャン）山
の青いケシ」は、大きさが3畳ほどもある200号の大作で、
眼前にシルクロードの一風景が広がるような迫力です。
　入江一子さんの記念館から東へ、阿佐ケ谷駅の北
200ｍほどにあるユニークな外観の「ラピュタ阿佐ケ
谷」。1950～60年の作品を中心に上映する日本映画専
門の映画館です。座席数48席のミニシアターでは、昭
和の銀幕スターの特集や、監督・撮影所などのテーマ
に沿った上映を行うなど、その独特なラインナップには
定評があります。隠れた名作を選んで上映するなど心
憎いこだわりに、常連ファンも多いそうです。
　すぎなみ学倶楽部ではこの他にも区内のアートス
ポットを紹介しています。芸術に身近に触れることがで
きるお出掛け先探しに、ぜひお役立てください。　（舘）

杉並で芸術に触れよう

す ぎ な み 学 倶 楽 部
毎月15日号は「すぎなみ学倶楽部」からちょっといい話をお届けします。

第116号

問産業振興センター観光係☎5347-9184

▶文化・雑学▶杉並
のアートスポット

すぎなみ学倶楽部
ホームページ

日程 時間 場所

12月2日㈯

午前10時～午後0時30分 桃井第五小学校
（下井草4-22-4）

午前10時～正午 四宮小学校
（上井草2-12-26）

午前11時30分～午後0時30分 井荻小学校
（善福寺1-10-19）

3日㈰ 午前10時～正午 杉並第六小学校
（阿佐谷南1-24-21）

9日㈯ 午前9時30分～正午 富士見丘小学校
（上高井戸2-16-13）

10日㈰ 午前10時～正午 浜田山小学校
（浜田山4-23-1）

落ち葉感謝祭2017
参加しよう一万人の落ち葉掃き

弁護士・税理士と話せる相続ガイド
～いまから、そしてこれから話合っていくべきことを考える～ ※ご相談内容によって専門家をご紹介しております。

※ご希望によってはお取扱いできない内容がございます。

広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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井草地域区民センター協議会
〒167-0022下井草5-7-22
☎3301-7723
HPhttp://www.igusahome.sakura.ne.jp/
おもちゃの病院
時11月25日㈯、12月9日㈯▶受け付け
＝午後1時30分～3時　師片岡末廣ほ
か　費実費　他1家族3個まで
お正月飾りを作ろう
　水引や造花などを使って、洋風でも
和風でも、自分好みのオリジナルな正
月飾りを作ります。
時 12月4日㈪午前10時～正午　師フ
ローリスト・佐藤真理子　定16名（抽
選）　費1600円　申往復ハガキ（12面
記入例）で、11月21日（必着）までに
同センター　他ペンチ・はさみ・ピン
セット持参。長寿応援対象事業
プラネタリウム鑑賞と天体望遠鏡作り
　ドーム型移動式プラネタリウムで星
空の鑑賞を楽しみ、天体望遠鏡を工作
します。
時 内 12月10日㈰①午前10時・11時
15分・午後1時・2時15分＝プラネタ
リウム②午前10時30分・11時45分・
午後1時30分・2時45分＝天体望遠鏡
工作　対未就学児～小学生（未就学
児は保護者同伴）　定各20名（先着
順）　費②各200円（1家族1個）　他
いずれも各回の整理券を午前9時15
分から配布
クリスマスコンサート
時12月17日㈰午後1時～3時　内早稲
田大学交響楽団による木管五重奏　定
50名（抽選）　費100円　申往復ハガ
キ（12面記入例）で、11月21日（必
着）までに同センター　他長寿応援対
象事業

いずれも 
場井草地域区民センター

西荻地域区民センター協議会
〒167-0034桃井4-3-2
☎3301-0815
HPhttp://nisiogi-center.sakura.ne.jp/wp/
あなたの住んでいる町の歴史を知って
みませんか
　上荻・西荻・井荻・上井草周辺の今
と昔について学びます。
時12月7日㈭午後2時～4時　師上井草
駅周辺地区まちづくり協議会副会長・
井口茂　定50名（抽選） 　申往復ハ
ガキ（12面記入例）で、11月29日（必
着）までに同センター　他長寿応援対
象事業
特別講座　抱腹絶倒！介護講談と介護
講座
　認知症を発症しても、明るく前向き
に生きるためのヒントを、講談と講演
の2本立てで学びます。
時12月12日㈫午前10時～正午　師認

知症介護研究研修東京センター研究
部長・永田久美子、講談師・田辺鶴瑛　
定50名（抽選）　申往復ハガキ（12面
記入例）で、11月29日（必着）までに
同センター　他長寿応援対象事業
ちょっと素

す

敵
てき

な午後　2017クリスマス
コンサート
　ボーカルとピアノ演奏、弦楽合奏、
ゴスペルで、子どもから大人まで楽し
めるコンサートです。
時12月17日㈰午後2時～4時30分　内
出演＝カプリース・キッズ・アンサン
ブル、あにまあと、リトルライツクワイ
ア　対小学生以下保護者同伴　定340
名（先着順）　他車椅子席あり（5席。
事前申込制）

いずれも 
場西荻地域区民センター

荻窪地域区民センター協議会
〒167-0051荻窪2-34-20
☎3398-9127
HPhttp://ogikubokyougikai.sakura.ne.jp/
秋を楽しむ木の実工作教室
　木の葉・木の実・木の枝・ツタなど
を使って、リース・ブローチ・写真立
て・ドア飾りなどを作ります。
時 11月26日㈰午後1時30分～3時30
分　師環境カウンセラー・山室京子ほ
か　対小学生以下保護者同伴　定20
名（先着順）　費200円
荻窪寄席
時12月10日㈰午後2時～4時　内字幕
付き落語、太神楽曲芸▶出演＝金原
亭馬玉、翁屋和助▶演目＝「親子酒」
「抜け雀

すずめ

」　定60名（抽選）　費200円　
申往復ハガキ（12面記入例）で、11月
26日（必着）までに同センター
アート展・作品の募集
時アート展＝30年2月24日㈯・25日㈰
午前10時～午後4時（25日は3時30分
まで）　内募集作品＝絵画、彫刻、工
芸品、写真（半切以下）、書道（半切
程度まで）　対区内在住・在勤・在学
の方　申申込書（同センター、本天沼
区民集会所〈本天沼2-12-10〉で配布）
を、12月24日（必着）までに同セン
ターFAX3398-9128へ郵送・ファクス・
持参　他同一種目での出品は原則1人1
点。作品の搬入は各自。応募者多数の
場合、同センター・本天沼区民集会所
利用者優先

いずれも 
場荻窪地域区民センター
阿佐谷地域区民センター協議会

〒166-0004阿佐谷南1-47-17
☎3314-7215
HPhttp://www.asagaya-kyogikai.org/
ちょっと変わったクリスマスコンサー
ト～琵琶と笛が織りなす清

せい

冽
れつ

の調べ
　琵琶と笛が織りなす、いにしえの凛

とした清冽な調べで、初冬の午後のひ
とときをお楽しみください。
時12月9日㈯午後2時～4時　内出演＝
塩高和之（琵琶）ほか　定 80名（抽
選）　申往復ハガキ（12面記入例）で、
11月24日（必着）までに同センター　
他長寿応援対象事業
折り紙入門
　旬を感じられる四季の折り紙を楽し
んでみませんか。
時 12月15日㈮・22日㈮午後1時30
分～3時30分（計2回）　師榛葉タヱ　
定 24名（抽選）　費 300円　申往復
ハガキ（12面記入例）で、11月30日
（必着）までに同センター　他長寿応
援対象事業
2018あさがや区民センターまつりの出
演者・出展者募集
時2018あさがや区民センターまつり＝
30年3月3日㈯・4日㈰　対主に同セン
ター・阿佐谷地域で活動している、文
化・芸術・スポーツ等の団体・グルー
プ・個人▶出演＝音楽、各種ダンスな
ど▶出展＝手芸、絵画、工芸など　申
往復ハガキ（12面記入例）に出演・出
展の希望と内容・団体名、代表者名、
希望日も書いて、11月30日（必着）ま
でに同センター　他申し込み多数の場
合抽選。説明会の日程は後日連絡

いずれも 
場阿佐谷地域区民センター
高円寺地域区民センター協議会

〒166-0011梅里1-22-32
☎3317-6614
HPhttp://www.koenji-kyogikai.org/
バルーンアート講座　クリスマス飾り
を作ろう
　バルーンアートでクリスマス飾りや
雪だるま、サンタさんなどを作ります。
時12月16日㈯午後2時～4時　場同セ
ンター　師チームBooBaa・朝枝晴美　
対区内在住・在学の方（未就学児は保
護者同伴）　定30名（抽選）　費200円　
申往復ハガキ（12面記入例）で、12
月7日（必着）までに同センター
高井戸地域区民センター協議会

〒168-0072高井戸東3-7-5
☎3331-7980
HPhttp://takaido-kyogikai.sakura.ne.jp/
暮らしに緑を！リースを作りましょう！
時11月28日㈫午後1時30分～3時30
分　師園芸農家・内藤万里　定 20
名（抽選）　費2500円（保険料含む）　
申往復ハガキ（12面記入例）で、11
月20日（必着）までに同センター　
他エプロン・作品持ち帰り用袋（約
40㎝×40㎝×10㎝）・花切りばさみ・
軍手持参
たかいどドレミファタイム
時30年1月19日㈮・26日㈮午前10時～
正午（計2回）　内日本の季節の歌、懐

かしい歌をピアノの伴奏で歌う　師安
部当麻子　定40名（抽選）　費100円　
申往復ハガキ（12面記入例）で、12
月4日（必着）までに同センター

いずれも 
場高井戸地域区民センター　他長寿応
援対象事業
永福和泉地域区民センター協議会
〒168-0063和泉3-8-18
☎5300-9412
HPhttps://www.sugi-chiiki.com/eifuku-izumi/
地域サロンフォーラム～いろいろあり
ます！地域の居場所
時11月29日㈬午後1時30分～4時30分　
場同センター　内講演、パネルディス
カッション、ブース展示（永福和泉地
域のきずなサロンほか）　対区内在住・
在勤・在学の方ほか　他共催＝杉並区
社会福祉協議会▶協力＝ケア24浜田
山・堀ノ内・永福・方南▶出展＝永福
和泉地域のきずなサロンほか
土曜日の音楽会「音の架け橋」
　クラシックからポップスまで気軽に
楽しめる曲をお届けします。
時12月9日㈯午後7時～8時20分　場
下高井戸区民集会所（下高井戸3-26-
1）　内出演＝山崎正子（ソプラノ）ほ
か▶曲目＝歌劇ワリーより「さような
ら、故郷の家よ」ほか　対区内在住・
在勤・在学の方　定80名（先着順）
クリスマスに贈る女声合唱とバイオリ
ンの響演
　Ｊポップ、シャンソン、バイオリン
によるクリスマスメドレーやリトルジャ
ズミサなどを演奏します。
時 12月16日㈯午後2時～4時　場浜
田山会館（浜田山1-36-3）　内出演＝
コール向陽　対区内在住・在勤・在学
の方　定150名（先着順）
飾り巻き寿司を作ってみませんか
　かわいいクマさんの顔と文銭模様の
お寿司2品を作ります。
時12月19日㈫午後1時30分～4時　場
同センター　師 JSIA認定飾り巻き寿
司マスターインストラクター・真貝
美和子　対区内在住・在勤・在学の
方　定20名（抽選）　費1000円　申
往復ハガキ（12面記入例）で、12月4
日（必着）までに同センター　他長寿
応援対象事業
こどもまつり発表団体・模擬店募集
時こどもまつり＝30年2月4日㈰午前10
時～午後3時　場同センター　対同セ
ンターを利用しているグループまたは
周辺地域に住んでいる方（業者出展不
可）　申往復ハガキ（12面記入例）に
参加内容、希望時間（発表は1グルー
プ30分程度）、参加人数、必要備品も
書いて、11月25日（必着）までに同セ
ンター　他詳細は、同センター協議会
ホームページ参照

詳細・問い合わせは、各地域区民センター協議会へ
（月～金曜日午前8時30分～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）。
は、地域の団体との協働事業です。

詳細・問い合わせは、各地域区民センター協議会へ

毎月15日号に掲載

地域の情報満載！
ホームページもご覧ください
　各地域区民センター協議会のホームページには、
「広報すぎなみ」に掲載した催し・講座の詳細や、そ
の他のイベントのお知らせだけではなく、協議会が発
行する会報や、地域の情報も掲載しています。ぜひご
覧ください。

広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

催し
こすもす生活園施設公開「みんな
でぶらっと施設公開行こうかい！」
時11月24日㈮・27日㈪～29日㈬午前
10時～11時30分、午後1時45分～3時
30分（午後2時30分以降は展示のみ）　
場こすもす生活園（堀ノ内1-27-9）　
内日常の活動紹介、来園者との交流、
作品展示、ピアノ演奏、ウクレレミ
ニコンサートなど　対区内在住・在
勤・在学の方　問こすもす生活園☎ 
3317-9312　他車での来園はご相談
ください
学校給食展示会
　学校給食全般についてのパネル展示
や給食の一口試食を行います。
時 内12月8日㈮①午前10時～午後4時
30分＝学校給食に関する展示・学校栄
養士会の研究展示②午後0時30分～1
時30分＝学校給食一口試食（なくなり
次第終了）③2時～3時30分＝料理教
室　場阿佐谷地域区民センター（阿
佐谷南1-47-17）　定③20名（申込順）　
申 問③は電話で、12月7日までに学務
課保健給食係
ビジネス書を2時間で4冊読破！
読書会　最新のビジネス書編
時12月16日㈯午後2時～4時　場阿佐
谷図書館　師図書館パートナーズ・北
村志麻、小田垣宏和　定16名（申込
順）　申 問電話または直接、阿佐谷図
書館（阿佐谷北3-36-14☎ 5373-1811）
発達障害児地域支援講座実践報告会
「その子らしく生きられる場」
　幼児期から学齢期につなぐ支援につ
いて、家族と支援者の声を踏まえ一緒
に考えます。
時12月10日㈰午後1時～4時　場東京

女子大学（善福寺2-6-1）　師河北総
合病院小児科部長・勝盛宏、東京女
子大学教授・田中健夫　定200名（先
着順）　問こども発達センター☎ 5317-
5661　他託児あり（事前申込制。電
話で、同センター）
ふれあい農業体験
　区内の農地を見学し、大根の収穫と
ビオラと葉ボタンの寄せ植えを体験し
ます。
時12月16日㈯午前10時～正午（荒天
中止）　場今川4丁目の農地▶集合＝道
灌公園（今川4-27-7）　対区内在住・
在勤・在学の方（小学生以下は保護者
同伴）　定50組（抽選）　費1組500円　
申往復ハガキ（記入例）に代表者以外
の参加者名も書いて、12月1日（必着）
までに産業振興センター都市農業係
（〒167-0043上荻1-2-1インテグラルタ
ワー2階）　問同係☎ 5347-9136　他
12月10日ご
ろに当落を
発送。汚れ
てもいい服
装で参加
クリスマスダンスパーティー
時12月17日㈰午後1時～3時30分　場
杉並障害者福祉会館（高井戸東4-10-
5）　対区内在住・在勤で障害のある方
とその家族・支援者　費500円　申 問
電話・ファクス（記入例）で、12月6
日までに杉並障害者福祉会館運営協議
会事務局☎ 3332-6121FAX3335-3581　
他手話通訳あり（事前申込制）
 中央図書館
◆バリアフリー映画会「愛を積むひと」
時12月2日㈯午後2時～4時10分　定
60名（申込順）　申電話・ファクス
（記入例）または直接、同図書館　他

字幕・音声解説付き。手話通訳あり
（事前申込制）
◆特別展示　音のマエストロ「菅野沖
彦の世界」
　ステレオサウン
ド誌を創刊号から
最新号まで展示
します（一部閲覧
も可）。
時12月9日㈯～30
年1月20日㈯午前
9時～午後8時（第1・3木曜日、12月31
日～30年1月4日を除く。日曜日・祝日、
12月29日・30日は5時まで）　内著書・
レコード・写真・蓄音機などの展示、
菅野録音のCDの試聴　他協力＝オー
ディオ評論家・菅野沖彦（上写真）、
ステレオサウンド社

いずれも 　
場 問中央図書館（荻窪3-40-23☎ 
3391-5754FAX3391-7803）
 西荻図書館
◆プレママ・プレパパと楽しむ手あそ
び＆わらべうた
時12月2日㈯午後3時30分～4時　対妊
娠中の方とその家族　定10組（申込順）
◆西荻図書館寄席
時12月9日㈯午後2時～4時　内出演＝
杉並江戸落語研究会　定30名（申込順）

いずれも 　
場 問西荻図書館（西荻北2-33-9☎ 
3301-1670）　申電話または直接、同
図書館
 成田図書館
◆大人のための折り紙工作会
時12月2日㈯・5日㈫午後2時～3時30
分　内風車のポチ袋、ルピナスの製作　
師日本折紙協会講師・谷地充子　申電
話で、同図書館　他両日同内容

◆ビジネス書を2時間で4冊読破！読書
会　ビジネス書の名著編
時12月3日㈰午後2時～4時　内ビジネ
ス書の名著をその場で読み解くワーク
ショップ　師図書館パートナーズ・北
村志麻、小田垣宏和　申電話または直
接、同図書館

いずれも 　
場 問成田図書館（成田東3-28-5☎ 
3317-0341）　定各16名（申込順）
 高円寺図書館
◆絵本原画展
時11月23日㈷～26日㈰午前9時～午後
5時　内絵本「かわをむきかけたサト
モちゃん」の原画　他23日午後1時30
分～4時はワークショップ開催のため、
展示は見られません
◆絵本作家ワークショップ
時11月23日㈷午後2時～4時　内絵本
の読み聞かせと貼り絵遊び　師絵本作
家・織茂恭子、えぐちよしこ　対3歳程
度以上の方　定16名（申込順）　申電
話または直接、同図書館

いずれも 　
場 問高円寺図書館（高円寺南2-36-25
☎ 3316-2421）
 高井戸図書館
◆家族が困らないために！知っておき
たい遺言と相続手続き
時 11月23日㈷午前10時～11時30分　
師相続・終活コンサルタント　明石久
美　定40名（申込順）　申11月18日か
ら電話で、同図書館
◆親子おりがみ教室「いぬとこま」
 子育て
時12月10日㈰午後2時～3時　師日本折
紙協会講師・藤本祐子　対未就学児～
小学生とその保護者　定18組（申込順）　
申11月20日から電話または直接、同図書館

いずれも 　
場問高井戸図書館（高井戸東1-28-1☎ 
3290-3456）
 郷土博物館
◆年中行事「荒

こう

神
じ ん

さまのお帰り」
　台所の神様である荒神さまをお迎え
します。
時11月23日㈷～30日㈭午前9時～午後
5時　対小学生以上の方
◆年中行事「ヨウカゾ」
　12月8日の魔よけの行事「ヨウカゾ」
について、古民家で紹介します。
時12月2日㈯～8日㈮午前9時～午後5時
◆収蔵資料展「家族で語ろう！昔のくら
しと今のくらし」
　大正・昭和時代の生活道具の変遷
と人々の暮らし・まちの移り変わりを、
懐かしい道具とともに紹介します。
時12月9日㈯～30年2月25日㈰午前9時
～午後5時

いずれも 　
場 問郷土博物館（大宮1-20-8☎ 3317-
0841）　費100円（観覧料。中学生以下
無料）　他月曜日・第3木曜日（祝日の場
合は翌日）、12月28日～30年1月4日休館

申込先の住所・ファクス番号・Ｅメールアドレスは、各
記事の申でご確認ください。住所が記載されていないも
のは、区役所○○○課（〒166-8570阿佐谷南1-15-1）
へお申し込みください。
※往復ハガキの場合は返信用の宛先も記入。託児のある行事は託
児希望の有無、お子さんの氏名と年齢も記入。

①行事名・教室名
 （希望日時・コース名）

②郵便番号・住所
③氏名（フリガナ）
④年齢
⑤電話番号
 （ファクス番号）

 1人1枚

ハガキ・ファクス・Ｅメール申し込み記入例

　　子供向け  　　　　 子育て世代向け  　　　　 高齢者向けこども シニア子育て

イベントひろば

　ゆうゆう館は高齢者向け施設で
すが、対に指定がなければどなた
でも参加できます。

※申し込み・問い合わせは、各ゆうゆう館へ。第3日曜日は休館です。いずれも、長寿応援対象事業。

ゆうゆう館の催し

ゆうゆう館名 内容 日時
大宮堀ノ内館（堀ノ内1-27-9
☎ FAX3317-9156）

楽しく踊れる
フラダンス教室 毎月第1・3水曜日、午後1時～3時　定5名（申込順）　費1回500円

西荻北館（西荻北2-27-18
☎ FAX3396-8871）

パソコンで年賀状作成　
あなただけの絵柄です

11月24日㈮・26日㈰午前9時30分～正午（計2回）　定7名（申込
順）　費2500円

下井草館（下井草3-13-9
☎ FAX3396-8882）

もっと楽しく簡単に
「ゆるヨーガ」

12月6日から毎月第1・3水曜日、午前10時～11時30分　定 15名
（申込順）　費1回800円　他ヨガマット持参（レンタル料100円）

永福館（永福2-4-9
☎ FAX3321-6632） 歌って動いて元気に脳トレ 11月24日㈮午前10時～11時30分　定20名（申込順）　費500円

高井戸西館（高井戸西1-17-5
☎ FAX3332-1076）

スマートフォンの基礎講座～
実機操作を中心に

12月3日㈰午前10時～正午・午後1時30分～3時30分　定各回20名
（申込順）　費各回500円

荻窪東館（荻窪4-23-12
☎ FAX3398-8738）

「スポーツ吹矢」でめざそう、
健康増進！

毎月第1火曜日、午後1時30分～3時　定 20名（申込順）　費 1回
600円（別途マウスピース代100円）

天沼館（天沼2-42-9
☎ FAX3391-8540） ソープカービング 11月29日㈬午前10時～正午　師森田荘　定20名（申込順）　費

500円（別途材料代1000円）
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※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。 杉並区役所  ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

講演・講座 
　

来年の干支（戌
い ぬ

）の壁飾り作り
時 12月4日㈪午後1時30分～3時30
分　場環境活動推進センター（高井
戸東3-7-4）　対区内在住・在勤・在
学の方　定 10名（申込順）　費 600
円　申 問電話で、環境活動推進セン
ター☎ 5336-7352　他長寿応援対象
事業
すぎなみ野菜のお買い物ツアー＆野
菜たっぷり昼ごはんの会
時12月5日㈫ 午前10時～午後2時　場
集合＝高井戸地域区民センター（高井
戸東3-7-5）　対区内在住・在勤・在
学で、4㎞程度歩ける方　定16名（抽
選）　費 500円（別途バス代）　申往
復ハガキ（12面記入例）で、11月21
日（必着）までに杉並保健所健康推進
課（〒167-0051荻
窪5-20-1）　問同課
☎ 3391-1355　他
昼食あり▶企画＝杉
並区食育推進ボラン
ティア
消費者講座「ステップアップ消費生
活（2）食生活に関する連続講座」
時 内 師12月7日㈭＝「手間いらずのお
もてなし食材と盛り付けのポイント」
（フードコーディネーター・森野恵子）
▶14日㈭＝「お正月及

およ

びクリスマス
シーズンの食品の選び方～加工食品・
輸入食材を中心に」（食品問題評論
家・垣田達哉）／いずれも午後1時30
分～3時30分（全2回要出席）　場あ
んさんぶる荻窪（荻窪5-15-13）　対
区内在住・在勤・在学の方　定30名
（申込順）　申 問電話で、消費者セン
ター☎ 3398-3141　他筆記用具持参。
1歳～未就学児の託児あり（事前申込
制。定員4名〈申込順〉。電話で、11
月24日までに同センター）
親子孫3世代料理教室
「サンタさんがやってくる」　
　調理から片付けまでを3世代で協力
して行います。
時 12月17日㈰午前9時30分～午後0
時30分　場高齢者活動支援センター　
内メニュー＝サンタさんのカレーライ
ス、やわらかチキン、クリスマスポテ
トサラダ、スノーボール　師NPO法
人すぎなみ栄養と食の会管理栄養士・
中村直美　対親子2・3世代（1組5名
まで。推奨対象年齢3歳以上）　定30
名（抽選）　費 1人500円（保険料含
む）　申往復ハガキ（12面記入例。参
加者全員分）に性別も書いて、11月
29日（必着）までに高齢者活動支援
センター（〒168-0072高井戸東3-7-
5）　問同センター☎ 3331-7841　他
エプロン・三角巾・布巾・子どもの上
履き・筆記用具持参。結果は11月30
日以降にハガキで通知
足腰げんき教室 シニア
　筋力やバランス能力の強化に効果的
な、ボールを使った体操などを紹介し
ます。
時 場下表のとおり　師健康運動指導
士　対区内在住の65歳以上で、日常
生活に介助の必要がない方　定各15
名（抽選）　申ハガキ（12面記入例）
に希望会場（1カ所）・番号（右上表参
照）も書いて、11月22日（必着）ま
でに荻窪保健センター（〒167-0051

荻窪5-20-1）　問同センター☎ 3391-
0015　他飲み物・タオル、お持ちの
方はボール持参
番
号 会場 日時（全4回要出席）

22 杉並保健所（荻窪5-20-1）

30年1月5日～26日の
毎週金曜日、午前9時
30分～11時30分

23
和泉ふれあいの
家（和泉4-40-
31）

30年1月10日～31日
の毎週水曜日、午前9
時30分～11時30分

24
マイルドハート
高円寺（高円
寺北1-28-1）

30年1月9日～30日の
毎週火曜日、午後1時
30分～3時30分

地域貢献をしてみませんか
時 内12月6日㈬＝地域貢献活動にはど
んなものがあるか▶13日㈬＝何ができ
るか、調べて相談しましょう／いずれ
も午前10時～正午（計2回）　場ゆう
ゆう高円寺南館　師NPO法人竹箒の
会ほか　対区内在住・在勤の55歳以
上で、就業中または求職中の方　定
20名（抽選）　申ハガキ・ファクス
（12面記入例）で、11月30日（必着）
までにゆうゆう高円寺南館（〒166-
0003高円寺南4-44-11FAX5378-8179）　
問同館☎ 5378-8179
①休日パパママ学級
②休日母親学級
時①30年1月14日㈰・21日㈰・27日
㈯（午前＝9時30分～午後0時30分、
午後＝1時30分～4時30分。21日・27
日は午前のみ）②1月21日㈰午後1時
30分～4時30分　場杉並保健所（荻
窪5-20-1）　内 定①もく浴実習、パ
パの妊婦体験、お産に向けた話など
（各回24組）②妊娠中の過ごし方、お
産の話、育児について、地域の子育
て情報について（44名）　師助産師
ほか　対区内在住の初産の方で、①
開催日現在妊娠24週以上37週未満
のカップル②平日の母親学級への参
加が困難な方（カップルでの参加不
可）　申杉並区休日パパママ学級・休
日母親学級HPhttp://bbff.or.jp/sugi-
papamama/から11月21日～12月15
日に申し込み　問ベビー＆バースフ
レンドリー財団杉並区休日パパママ学
級・休日母親学級担
当☎ 6804-9570　他
母子手帳・筆記用具
持参。12月25日ごろ
に結果を通知。応募
者多数の場合は出産
予定日などで調整。
車での来場不可
家族介護教室
◆薬の正しい使い方講座
時11月24日㈮午後2時～3時30分　場
永福ふれあいの家（永福2-14-20）　師
杉並区薬剤師会・高橋裕久子、高橋美
子　対区内在住・在勤の方　定20名
（申込順）　申問電話で、永福ふれあい
の家☎ 3327-5811
◆排泄

せつ

ケア～オムツの選び方・使用方法
時11月24日㈮午後2時～3時30分　場
松ノ木ふれあいの家（松ノ木2-14-3）　
師白十字ヘルスケア営業部・柴野壮史　
対区内在住・在勤の方　定20名（申
込順）　申 問電話で、松ノ木ふれあい
の家☎ 3318-2660
◆免疫力をあげて感染症を予防しよう
時11月25日㈯午後1時30分～2時30
分　場ふれあいの家しもいぐさ正吉
苑（下井草4-22-4）　師管理栄養士・
宮川真紀子　対区内在住・在勤の方　

定 10名（申込順）　申 問電話で、ふ
れあいの家しもいぐさ正吉苑☎ 3390-
8074
◆災害時高齢者支援～災害への備え、
発生時の対応
時11月27日㈪午後1時30分～3時　場
すぎなみ正吉苑（清水2-15-24）　師荻
窪消防署消防指令・前田貞樹　対区内
在住の方　定15名（申込順）　申 問電
話で、ケア24清水☎ 5303-5823
◆専門家から学ぼう　ボディメカニク
スを活用した基本動作
時11月28日㈫午後1時30分～3時　場
ゆうゆう下井草館（下井草3-13-9）　
師福祉用具選定士・五味長武　対区
内在住・在勤の方　定20名（申込順）　
申 問電話で、ケア24下井草☎ 5303-
5341
◆転倒予防と歩行障害
時 11月28日㈫午後2時～3時　場ふ
れあいの家しみず正吉苑（清水3-22-
4）　師作業療法士・鈴木志乃　対区
内在住の方　定20名（申込順）　申 問
電話で、ふれあいの家しみず正吉苑☎ 
3394-0455
◆知っておきたい！自分らしい施設選
びのポイント
時11月28日㈫午後2時～3時30分　場
あんさんぶる荻窪（荻窪5-15-13）　師
ベネッセの介護相談室・染谷直　対区
内在住・在勤の方　定25名（申込順）　
申 問電話で、ケア24南荻窪☎ 5336-
3724
◆最後まで大切にしよう、自分らしい
医療の受けかた
時11月28日㈫午後3時～4時30分　場
越川病院（上井草4-4-5）　師同病院
緩和ケア専門医・越川貴史　対区内
在住・在勤の方　定 20名（申込順）　
申 問電話で、ケア24上井草☎ 3396-
0024
◆くらしの中で必要な医療の話（寄り
添い診療～看

み

取
と

りまで）
時 11月29日㈬午後2時～4時　場ゆ
うゆう高井戸西館（高井戸西1-17-5）　
師あんクリニック訪問診療院長・河隝
芳正　対区内在住・在勤の方　定20
名（申込順）　申 問電話で、ケア24高
井戸☎ 3334-2495
◆認知症サポーター養成講座
時 11月30日㈭午前10時～11時30分　
場杉並保健所（荻窪5-20-1）　師キャ
ラバン・メイト　対区内在住・在勤
の方　定 30名（申込順）　申 問電話
で、ケア24荻窪☎ 
3391-0888　他
終了後に認知症サ
ポーターの証し「オ
レンジリング」を差
し上げます
◆健康は食事から～食べることの大切
さについて　飲み込みと栄養
時11月30日㈭午後2時～3時30分　場
ゆうゆう下高井戸館（下高井戸4-19-
6）　師トータルライフケアサテライト
新中野言語聴覚士・田村尚史　対区
内在住・在勤の方　定20名（申込順）　
申 問電話で、ケア24浜田山☎ 5357-
4944
◆ダンスで脳と体をリフレッシュ
時12月7日㈭午後2時～3時30分　場
ゆうゆう永福館（永福2-4-9）　師プレ
ミア・ケアインストラクター　鈴木幸
造　対区内在住で家族を介護してい

る方ほか　定20名（申込順）　申問電
話で、ケア24永福☎ 5355-5124　他
動きやすい服装で参加
 就労支援センター
◆あなたの働きたいを全力でサポート
～就労支援センターの上手な活用法
時12月2日㈯午前10時～11時　対求職
中の方　定14名（申込順）　他当日参
加も可
◆求職者のためのパソコンセミナー①
ワード基礎②エクセル基礎
時①12月4日㈪②11日㈪午前10時～
午後3時　師PC専任講師・大貫芳枝、
長沢春子　対①54歳以下で求職中の
方②44歳以下で求職中の方　定各14
名（申込順）
◆福祉事業者による業界入門セミナー
時12月6日㈬午後1時～3時　師東京都
福祉人材対策推進プロジェクト事業事
務局・戸村勇揮ほか　対求職中の方　
定20名（申込順）
◆職場での不安・焦り・混乱を上手に
伝えるスキルを身に付ける
時 12月8日㈮・22日㈮午後1時～4時
（計2回）　師精神保健福祉士・片柳光
昭　対44歳以下で求職中の方　定10
名（申込順）
◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時12月13日㈬午前10時～正午　対求
職中の方　定14名（申込順）
◆今を生き抜くための時代に振りまわ
されない働き方
時12月15日㈮午後1時～4時　師プロ
フェッショナルコーチ・伊藤那美　対
44歳以下で求職中の方　定14名（申
込順）

いずれも 　
場あんさんぶる荻窪（荻窪5-15-13）　
申 問電話で、同センター若者就労支援
コーナー☎ 3398-1136

スポーツ①
競技大会   
都民体育大会予選会
バスケットボール
時 30年1月8日～3月25日の毎週日曜
日・祝日、午前9時～午後9時　場区
内体育館　対区内在住・在勤・在学の
方で編成されたチーム（学連登録チー
ムと高校生以下、他の市区町村での予
選会に登録しているチーム・個人は除
く）　費1チーム3000円（代表者会議
で集めます）　申ハガキ（12面記入例）
にチーム名、男女の別も書いて、12月
5日（必着）までに区バスケットボール
連盟・鐘尾勉（〒167-0032天沼2-37-
3）　問鐘尾☎ 3398-7044　他代表者
会議を12月16日㈯午後7時から荻窪体
育館（荻窪3-47-2）で実施。ユニホー
ムはJBA規則に準じる
区民体育祭　パドルテニス
時 30年1月28日㈰午前9時～午後7
時　場上井草スポーツセンター（上井
草3-34-1）　内種目＝男女混合団体戦　
対区内在住・在勤・在学の方（障害の
ある方は要同伴者）　定70名（申込順）　
申往復ハガキ（12面記入例）で、12
月10日（必着）までに区パドルテニス
協会・柳沢実（〒167-0033清水3-26-
6）　問柳沢☎ 3390-7181（午前10時
～午後6時）　他ラケットのない方には
貸し出し
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

スポーツ②
スポーツ教室
楽らく健康タイム
大人の休日ヨガ　ウインター
時12月2日～30年3月3日の第1・3土曜
日、午後1時10分～2時40分　場永福
体育館（永福3-51-17）　師梅田可織　
対区内在住で15歳以上の方（中学生を
除く）　定各回50名（先着順）　費各
回500円　問永福体育館☎ 3328-3146　
他タオル・飲み物、お持ちの方はヨガ
マット持参
ノルディック・ウオークをはじめよう
時 12月3日㈰午前10時（雨天中止）　
場スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21）　
師全日本ノルディック・ウオーク連盟
公認指導員　大方孝　対3㎞程度歩け
る方　定 20名（申込順）　費1080円
（保険料含む。別途ポールレンタル料
540円）　申 問電話で、スポーツハイ
ツ☎ 3316-9981　他ウエストバッグま
たはリュックサック・飲み物・タオル・
帽子持参。長寿応援対象事業
 大宮前体育館
◆アンチエイジングステップ
時11月25日～12月16日の毎週土曜日、
正午～午後0時45分　師野中茂光　対
15歳以上の方（中学生を除く）　定各
日20名（先着順）　費各日400円
◆サッカースクールSKY こども
　元サッカー日本代表をはじめ、ライ
センス保持者が直接指導します。
時 対11月20日～12月25日の毎週月曜
日▶小学1・2年生＝午後3時50分～4時
50分▶3・4年生＝4時50分～5時50分
▶5・6年生＝5時50分～6時50分（各
計6回）　師SKY　定各25名（申込順）　
費各1万2000円　申直接、同体育館
◆プールプログラム①アクアウオーキ
ング＆ジョギング②脂肪バイバイ
時①11月22日～12月27日の水曜日、
午前11時～11時30分、11月28日～12
月26日の火曜日、午前10時～10時30
分②11月28日～12月26日の火曜日、
午前11時～11時30分／いずれも12月

19日を除く　対15歳以上の方（中学
生を除く）　定各日各回10名（先着順）　
費各日各回500円
◆ストレッチポール30
　筒状のウレタンを使用して背骨や骨
盤をリセットし、体の凝りやゆがみを
改善します。
時11月28日～12月26日の火曜日、午
前9時20分～9時50分（12月19日を除
く）　師高橋英子　対 15歳以上の方
（中学生を除く）　定各日20名（先着
順）　費各日400円
◆Oyz（オイズ）
　体を活性化させ、より元気に生活が
送れるようになることを目的とした運
動入門者向けスクールです。
時12月6日～27日の毎週水曜日、午前
10時15分～11時15分（計4回）　師荻
野純子　対60歳以上で医師から運動
制限を受けていない方　定8名（申込
順）　費5616円　申直接、同体育館

いずれも 　
場 問大宮前体育館（南荻窪2-1-1☎ 
3334-4618）
 杉十小温水プール
◆個人向け泳法ワンポイントレッスン
時12月3日㈰・17日㈰午前10時～10時
55分　対区内在住・在勤・在学の方
（小学3年生までは水着着用の保護者同
伴）　定各日10名（先着順）　費入場料
◆泳力アップ初級コース
時12月3日㈰午前11時～11時55分　対
区内在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）　定10名（申込順）　
費入場料　申 11月26日から電話で、
同プール
◆水中運動
時 12月4日㈪午前10時～10時55分　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）　定30名（先着順）　
費入場料
◆木曜アクアサイズ
時12月7日㈭・14日㈭午前10時～10時
55分　対区内在住・在勤・在学で15
歳以上の方（中学生を除く）　定各日
30名（先着順）　費各日500円

◆初心者ビギナースイム
時12月7日㈭午前11時～11時55分　対区
内在住・在勤・在学で15歳以上の方（中
学生を除く）　定8名（申込順）　費入場
料　申12月1日から電話で、同プール

いずれも 　
場 問杉十小温水プール（和田3-55-49
☎ 3318-8763）　他車での来場不可
 上井草スポーツセンター
◆プレキッズ＆マミーサッカー教室

子育て
時12月6日㈬・13日㈬・20日㈬▶2歳児
＝午前10時～10時50分▶3・4歳児＝11
時～11時50分　師FC東京普及部コー
チ　対区内在住・在勤（保護者）・在園
で2～4歳のお子さんとその保護者　定
各日各回20組40名（申込順）　費各日
各回1組510円（子育て応援券利用可）
◆フライングディスク教室
時12月10日㈰午後1時10分～2時40分　
内フライングディスクの握り方、投げ
方、簡単なゲーム　対小学生以上の方　
定30名（申込順）　費200円　他運動
できる服装で、室内履き持参
◆大人のサッカー教室①女性＆初心者
②試合たくさん
時12月10日㈰①午後1時20分～2時50
分②3時20分～4時50分　師FC東京
普及部コーチ　対区内在住・在勤・在
学で20歳以上の①女性、サッカー未
経験・初心者の男性②サッカー、フッ
トサル元経験者　定各20名（申込順）　
費各510円　他①②連続受講不可
◆健康運動セミナー
時12月26日㈫午前10時～午後1時　対
おおむね40歳以上の方　定25名（申込
順）　費920円　他運動できる服装で、
室内シューズ・タオル・飲み物持参

いずれも 　
場 問上井草スポーツセンター（上井草
3-34-1☎ 3390-5707）　申電話または
直接、同センター
 荻窪体育館
◆シニアチャレンジスポーツ教室　初
めての太極拳
時 11月26日㈰午前9時～10時30分　

 催し
ＪＡ東京中央農業館感謝まつり2017　
12月3日㈰午前9時30分～午後3時30分
／JA東京中央本店(世田谷区)／野菜・
花
か き

卉販売コーナーほか／問ＪＡ東京中
央営農経済部組織振興課☎3308-6672
／買い物袋を持参
ピカピカ祭り　11月26日㈰～30年1月31
日㈬（開催時間はイベントにより異なる）
／久我山駅周辺／スタンプラリー、抽選
会、ミニコンサート、物産販売ほか／問
久我山連合商店会事務局☎ 3333-6867
西荻商店街落語会　11月29日㈬午後7時
30分～9時30分／そば処田中屋（西荻北
4丁目）／出演＝濱乃志隆ほか／40名（申
込順）／1000円／申 問電話で、女子大
通り商和会・清水☎ 080-3412-2439
コムウェル「クラシックのつどい」　11
月27日㈪午後6時～7時30分／コムウェ
ルホール高円寺（高円寺南2丁目）／出
演＝ソプラノ歌手・廣田美穂▶演目＝

プッチーニ歌劇「ジャンニ・スキッキ」
より「私のお父さん」ほか／100名（申
込順）／1500円／申 問電話で、ウェル
ビーの会事務局☎ 0120-24-2265（日曜
日、祝日を除く。午前10時～午後5時）
石けん作り体験　12月1日㈮午前10時30
分～正午／環境活動推進センター／区内
在住・在勤・在学の方／10名（申込順）
／申 問電話で、NPO法人すぎなみ環境
ネットワーク☎ 5941-8701（午前9時～
午後5時）
杉落研「創立9周年謝恩落語会」　12月
3日㈰午後0時30分～3時30分／高円寺
北区民集会所／出演＝事例亭武蕉ほか
▶演目＝「だくだく」ほか／40名（先着
順）／問杉並江戸落語研究会・長谷川
☎090-8582-6959
多世代交流型ミュージカル「クミンの見
た夢」　12月9日㈯午後6時～7時30分▶
10日㈰午後2時30分～4時／セシオン杉
並／制作＝芸術プロデューサー・髙田正
人ほか／全席自由3000円。3歳～小学生
2000円／申 問電話で、杉並区民オペラ
事務局☎ 3380-1042／区民各日10組20
名を招待（抽選）＝往復ハガキ（12面記
入例）で、11月30日（必着）までに同事
務局（〒166-0012和田1-11-15）

クリスマスコンサート～オーケストラと
合唱で楽しく集いましょう　12月9日㈯午
後1時30分～3時30分／高井戸地域区民
センター／出演＝アンサンブル杉フィル▶
曲目＝モーツァルト「デヴェルティメント」
ほか▶合唱＝ジングルベルほか／区内在
住の方／90名（先着順）／200円／問杉
の樹大学同窓会・塩澤☎ 090-5499-5712
善福寺上池樹木と帰化植物観察会　12
月16日㈯午前9時30分～正午／善福寺公
園上池周辺（善福寺3丁目）／区内在住・
在勤・在学で小学生以上の方／15名（申
込順）／100円（小学生以下無料）／
申 問電話・ファクス（12面記入例）で、
NPO法人杉並環境カウンセラー協議会
☎ FAX3392-0606（午前10時30分～午後
4時）／長寿応援対象事業
ひとり親家庭のクリスマス会　12月17日㈰
午後1時30分～3時30分／高井戸地域区民
センター／ゲーム・プレゼントほか／区内
在住でひとり親家庭のお子さん（小学生以
下）と保護者／40名（抽選）／申往復ハ
ガキ（12面記入例）に親子の氏名（フリガ
ナ）、子供の年齢・性別も書いて、11月28日
（必着）までに杉並区母子福祉会・田中光
世（〒168-0072高井戸東1-15-4-407）／問
同会・田中☎ 5932-7820（午後8時～9時）

愛杉会作品展・特別展　12月15日㈮～19
日㈫午前10時～午後6時（15日は正午から。
19日は4時まで）／セシオン杉並／会員の書・
写真・絵画等の展示、特別展（区内の子供
たちの絵画等）／問八木☎ 3307-1048
日本の絵本　100年のあゆみ　30年1
月31日㈬までの午前10時～午後5時（入
館は4時30分まで）／ちひろ美術館・東
京（練馬区）／800円（高校生以下無料）
／問同館☎ 3995-0612
 講演・講座
歴史講演会　杉並の華族たち～近衞公
爵家の場合　12月2日㈯午後1時30分～
3時30分／阿佐谷地域区民センター／著
述家・浅見雅男／500円／問杉並郷土史
会・新村☎ 3397-0908
「子どもプレーパーク事業」次世代プ
レーリーダー養成講座　①11月23日㈷
午後1時30分～3時30分・3時45分～5時
45分②26日㈰午後1時～3時③12月2日㈯
午後7時～9時（計4回）／①③あんさん
ぶる荻窪②柏の宮公園／プレーワーク研
究会・天野秀昭ほか／20名（申込順）／
2000円／申ファクス（12面記入例）に
あれば現在行っている活動内容も書いて、
NPO法人杉並冒険あそびの会・丹羽 FAX
3316-8285／問丹羽☎ 090-3961-1754

情報ぽけっと
申し込みは、各団体へ

師区太極拳連盟　対区内在住・在勤で
50歳以上の初心者　定30名（先着順）　
費550円
◆気軽にフィットネスⅢ　背骨コン
ディショニング
時12月3日㈰・10日㈰・17日㈰・24
日㈰午後1時～2時30分　師小林伸江　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
初心者（中学生を除く）　定各日20名
（申込順）　費各日550円　申各開催日
の7日前から電話で、同体育館
◆脳トレリズム体操Ⅲ
時12月11日～30年2月26日の月曜日、
午前11時～午後0時30分（30年1月1
日、2月12日を除く。計10回）　師斉藤
なみゑ　対区内在住・在勤で50歳以
上の方　定20名（抽選）　費8000円　
申往復ハガキ（12面記入例）で、11月
24日（必着）までに同体育館
◆ピラティスナイトⅢ　
時12月11日～30年2月26日の月曜日、
午後7時～8時・8時～9時 (各計10回。
1月1日、2月12日を除く)　師小澤純
子　対区内在住・在勤・在学で15歳以
上の初心者（中学生を除く）　定各20
名（抽選）　費各5500円　申往復ハガ
キ（12面記入例）に託児希望の有無も
書いて、11月24日（必着）までに同体
育館　他2歳～就学前の託児あり(事前
申込制。1回500円。定員あり) 
◆①はじめてバレエⅢ②しなやかにバ
レエⅢ
時12月14日～30年3月15日の木曜日①
午前9時30分～11時②11時～午後0時30
分（12月28日、30年1月4日を除く。各計
12回）　師川村智由美　対区内在住・在
勤・在学の15歳以上の女性で①初心・
入門者②はじめてバレエ経験者で初中級
者（中学生を除く）　定各20名（抽選）　
費各1万2600円　申往復ハガキ（12面
記入例）で、11月25日（必着）までに同
体育館　他2歳～就学前の託児あり（事
前申込制。1回500円。定員あり)

いずれも 　
場 問荻窪体育館（〒167-0051荻窪
3-47-2☎ 3220-3381）
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2017杉並憲法の夕べ　11月21日㈫午後
6時30分～9時／セシオン杉並／第1部＝
講演「『自衛隊』明記で憲法9条は壊れ
ないのか」（一橋大学名誉教授・渡辺
治）▶第2部＝トークライブ（おしどりマ
コ・ケン）／区内在住・在勤・在学の方
／550名（申込順）／前売り900円。大
学生・高校生・障害のある方450円。中
学生以下無料／申ファクス（12面記入
例）で、2017杉並憲法の夕べ実行委員
会 FAX3396-3997／問同委員会・塩谷☎ 
3396-3997／当日券（1000円）あり
分譲マンション管理セミナー　11月28日
㈫午後1時30分～4時30分／荻窪タウン
セブン（上荻1丁目）／①セミナー「マ
ンション建替え事例2件について」②交
流会／マンション管理士・大木祐悟／区
内在住のマンション管理組合役員、区分
所有者等／①40名（申込順）／申①ファ
クス（12面記入例）で、11月26日までに
荻窪マンション管理士会事務局FAX5397-
0686／問同事務局☎ 5397-0686
家族信託と成年後見制度～後見制度では
達成できない支援の仕組みを紹介　11月
30日㈭午後1時30分～3時30分／あんさ
んぶる荻窪／弁護士・遠藤英嗣／区内在
住の方／40名（申込順）／申問電話で、

11月29日までに杉並区成年後見センター
☎ 5397-1551
中央大学　学術講演会　12月2日㈯午後
3時～4時50分／セシオン杉並／超高齢
化社会・人口減少社会における人々の生
き方の変容／中央大学文学部教授・天田
城介／小学生以上の方／80名（先着順）
／問中央大学学員会東京杉並区支部・
峯岸☎ 3311-2492
若年性認知症の理解と支援の輪づくり講
演会2017　12月3日㈰午後2時～5時／
中野区医師会館（中野区）／第1部＝基
調講演「どんどんの活動10年から見えて
きたこと」（若年認知症グループどんど
ん代表・中川和子）▶第2部＝シンポジ
ウム「若年性認知症を支える地域の力～
地域連携の可能性を考える」（クリニッ
ク医庵たまプラーザ院長・髙橋正彦ほ
か）／若年性認知症の本人とその家族、
医療介護の専門職ほか／100名（申込
順）／500円／申ファクス（12面記入例）
で、NPO法人若年認知症交流会小さな
旅人たちの会FAX020-4663-8869／問同
会☎ 3338-6932
◆杉並青色申告会
個人事業主向け会計ソフト決算説明会　
11月29日㈬・30日㈭▶事業所得の方＝

午前10時～11時30分▶不動産所得の方
＝午後2時～3時30分／同会（阿佐谷南
3丁目）／「ツカエル青色申告」を使用
した決算方法（減価償却、家事按分、翌
年への繰り越し等）／同会職員／各日各
回5名（申込順）／各日各回1000円／申
電話・Eメール（12面記入例）で、11月
28日までに同会 seminar@aoiro.org
／ウィンドウズのみ対応。長寿応援対象
事業
確定申告が初めての事業主さん必見！決
算方法説明会　11月22日㈬▶事業＝午
前10時～11時30分▶不動産＝午後2時～
3時30分／同会（阿佐谷南3丁目）／決
算仕訳、減価償却、確定申告書の見方・
書き方／同会事務局職員、杉並税務署／
区内在住の方、区内に事業所を有する方
／各25名（申込順）／申電話で、11月
21日までに同会／長寿応援対象事業

いずれも 
問杉並青色申告会☎ 3393-2831
 その他
税金なんでも相談会　11月29日㈬午後1
時～4時／東京税理士会荻窪支部（荻窪
5丁目）／申 問電話で、同支部☎ 3391-
0411（平日午前9時30分～午後5時〈正
午～午後1時を除く〉）／1人45分程度

自宅の周りで二酸化窒素を測定してみ
ませんか　11月30日㈭、12月1日㈮／区
内在住の方／300名（申込順）／申封
書（12面記入例）に切手332円分（2カ
所452円。3カ所572円）を添えて、11月
25日（必着）までに杉並大気汚染測定連
絡会・塩澤幸子（〒167-0051荻窪1-13-
13）／問同会・塩澤☎ 3392-7786／送付
された器具の取り付けのみ。分析は同会
が実施。測定終了後、すぐに器具を返送
（送料は自己負担。3カ所まで120円）
ささえあいサービス　協力会員募集　
日常生活を行うのが困難な高齢者や障害
のある方への家事の援助・外出時の付き
添いなど▶謝礼＝1時間800円（家事）、
1000円（介護）／18歳以上の方／申 問
電話で、杉並区社会福祉協議会ささえあ
い係☎ 5347-3131／会員登録後、研修を
受講（11月30日に実施）
自衛官等募集①自衛官候補生②陸上自
衛隊高等工科学校生徒　受け付け＝①
通年②一般＝30年1月9日まで。推薦＝
12月1日まで▶受験資格＝①18歳以上
27歳未満の方②17歳未満で中学校卒業
（見込み含む）の男子／問自衛隊東京地
方協力本部高円寺募集案内所☎ 3318-
0818

　普段なかなか見ることのできない、指揮者とオーケストラの音楽づくり
を間近で体験できるイベントです。

日本フィル公開リハーサル

　開催期間中は開園時間を延長し、
特別にライトアップされた紅葉をお
楽しみいただけます。イチョウやモ
ミジが織り成す幻想的な紅葉風景を
ぜひご堪能ください。
　期間中は茶室にて各種催しを開催
します。併せてお楽しみください。

時11月24日㈮～12月3日㈰▶開園時間＝平日＝午前9時～午後8時（入園は7
時45分まで）、土・日曜日＝午前9時～午後9時（入園は8時30分まで）▶ラ
イトアップ時間＝平日＝日没～午後8時、土・日曜日＝日没～午後9時　場大
田黒公園（荻窪3-33-12）　問大田黒公園管理事務所 ☎ 3398-5814　他撮
影時の三脚使用不可（一脚は可）。車での来場不可

抹茶と和菓子を楽しむ
時11月24日㈮～26日㈰、12月1日㈮～3日㈰午後2時～7時30分　費1席500円
紅葉コンサート

時11月26日㈰午後3時～3時30分・6時30分～7時（予備日12月3日㈰）　内箏の演奏

写真コンテスト
　新年に配布するポストカード（5枚セット）に使用する写真を募集します。採用
された優秀作品の方にはポストカードと記念品を差し上げます。
募集要領
内募集作品＝29年に撮影した大田黒公園内の写真（応募は1人3点まで）　申2L
版にプリントした写真（裏に住所・氏名・年齢・撮影日・電話番号を記入）を、
12月15日（必着）までに大田黒公園管理事務所（〒167-0051荻窪3-33-12）へ
郵送・持参　問同事務所　他著作権、肖像権は大田黒公園指定管理者・箱根植
木に帰属。人物写真は必ず撮影・投稿許可を取ってください。応募写真は返却
しません。入賞写真を園内に掲示する際、氏名・区市町村名を公開します。詳細
は、大田黒公園ホームページをご覧ください

 大田黒公園 
「紅葉ライトアップ」

▲井上道義　
ⓒMieko Urisaka

　おとぎの世界のようなチェコを一日体感してみませんか？
時11月25日㈯午後1時～5時 場産業商工会館（阿佐谷
南3-2-19） 内観光パネル展示、写真展示、雑貨・物
産品販売、民族舞踊披露、民族衣装試着ほか（入退場
自由） 問杉並区交流協会☎ 5378-8833 他車での来
場不可▶後援＝チェコ大使館▶協力＝チェコ政府観光局

海外文化セミナー チェコ共和国

時12月7日㈭午後1時　場杉並公会堂（上荻1-23-
15）　内出演＝井上道義（指揮）、日本フィルハー
モニー交響楽団（管弦楽）▶曲目＝ベルリオーズ
「幻想交響曲」（予定） 　対小学生以上の方　定
600名（先着順） 　問文化・交流課　他開演後は
入場できません

時30年1月29日㈪～11月の月2回（平日の昼間。1回2時間程度。全18回要
出席） 場杉並公会堂（上荻1-23-15）ほか 師日本フィル楽員 対区内在
住・在勤で60歳以上の方 定バイオリン・チェロ・フルート・クラリネット
各10名（抽選） 費各6万円 申往復ハガキ（12面記入例）に希望楽器・
楽器歴、在勤の方は勤務先も書いて、12月15日（消印有効）までに日本
フィル「楽器教室」係（〒166-0011梅里1-6-1） 問日本フィルハーモニー
交響楽団・高橋☎ 5378-6311 他楽器は各自用意（レンタルもあり〈有
料〉）。開校式・レッスン日程は、当選通知とともに連絡

　グループレッスンで学んでみませんか。1年間の教室修了後には発表
会を開催します。

日本フィル楽員講師による
「60歳からの楽器教室」

　税務署では、事業所得や不動産所得がある個人を対象
に、所得税の青色申告決算書、収支内訳書の書き方、消
費税の決算・申告方法等について、説明会を開催します。
問杉並税務署☎ 3313-1131、荻窪税務署☎3392-1111

決算
説明会
開催日 時間・対象 会場 問い合わせ

12月6日㈬
午前10時～正午＝不動産所得
のある方、午後2時～4時＝事
業所得のある方

荻窪税務署（天沼3-19-14） 荻窪
税務署

12月7日㈭ 午前10時～正午＝事業所得の
ある方、午後2時～4時＝不動
産所得のある方

杉並税務署（成田東4-15-8）
杉並
税務署8日㈮ セシオン杉並（梅里1-22-32）

11日㈪ 浜田山会館（浜田山1-36-3）
※各会場とも、車での来場はご遠慮ください。




