




 子育て・教育
私立・国立小学校の新入生に防犯ブザーを貸与
します

　区内在住で、4月から私立・国立小学校などに入学
する1年生を対象に、防犯ブザーを無料で貸し出しま
す。お越しの際は、お子さんの年齢が確認できるもの
を持参してください。
時 場①危機管理対策課（区役所東棟5階）＝3月19日
㈪～30日㈮午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝
日を除く）②区民課区民係（東棟1階）＝3月31日㈯
午前9時～午後5時③各区民事務所＝3月19日㈪～30
日㈮午前8時30分～午後5時（日曜日、祝日を除く。
水曜日は午後7時まで。24日㈯は午前9時から）　問危
機管理対策課　他区立小学校に入学する方には、学
校から貸し出し

子医療証・親医療証を送付します

◇小学校に入学する子
　現在、乳医療証（乳幼児医療証）をお持ちの方で、
4月から小学校へ入学する新1年生の保護者宛てに、
子医療証（義務教育就学児医療証）を3月下旬に送付
します（申請不要）。
　4月以降、都内の医療機関（調剤薬局を含む）で受
診等をする場合は、今回送付する子医療証を必ず提
示してください。
◇中学校を卒業する子
　現在、子医療証をお持ちの方で3月に中学校を卒業
する方は、4月からは子医療証の資格が喪失します。
　なお、保護者が、親医療証（ひとり親医療証）をお
持ちの場合は、お子さんの氏名が記載された親医療証
を3月下旬に送付します（申請不要）。
※ 3月中に区外へ転出した場合は対象にならないため、
送付した子・親医療証は返却してください。
※ 中学校卒業後にほかの公費負担医療制度（障・身・
都）を希望する方は、別途手続きが必要です。各担
当窓口へご相談ください。
問 子・親医療証は子育て支援課、障・身医療証は障
害者施策課、都医療券は各保健センター

 採用情報　※応募書類は返却しません。
特別区職員Ⅰ類「一般方式」採用試験

　31年4月1日以降に特別区、特別区人事・厚生事務
組合、特別区競馬組合および東京二十三区清掃一部
事務組合が採用する職員の採用候補者を決定するた
めの採用試験を実施します。
時第1次試験日＝5月6日㈰▶試験区分など＝右上表
のとおり▶試験案内（申込書）配布場所＝人事課人
事係（区役所東棟5階）、区民事務所、地域区民セン
ター、図書館、就労支援センター、特別区人事委員
会事務局　申①インターネット＝4月1日㈰午前10時

～9日㈪午後5時（受信有効）に特別区人事委員会HP
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
から申し込み②郵送＝4月1日㈰～5日㈭（消印有効）
に特別区人事委員会事務局任用課（〒102-0072千
代田区飯田橋3-5-1）　問特別区人事委員会事務局任
用課採用係☎ 5210-9787　他①特別区職員Ⅰ類「土
木・建築新方式」およびⅢ類、経験者採用試験・選
考、障害者を対象とする採用選考についても主な受
験資格等が発表されています。詳細はお問い合わせ
ください②Ⅰ類の「土木造園（土木）」「建築」は、
「一般方式」（5月6日第１次試験実施）に加え、「土
木・建築新方式」を9月2日㈰に実施します。受験
資格は「一般方式」と同様です。試験方式等の詳
細は、特別区人事委員会ホームページをご覧くださ
い。なお、「一般方式」と「土木・建築新方式」は
併願できません

試験区分 採用
予定数

主な受験資格
（31年3月31日現在）

事務 1130名程度

日本国籍を有する昭和62年4月
2日～平成9年4月1日に生まれた
方（事務の試験区分は点字受験
可）

土木
造園

土木 67名程度
造園 17名程度

建築 58名程度
機械 30名程度
電気 29名程度

福祉 119名程度

国籍を問わず、平成元年4月2日
～9年４月１日に生まれ、社会福
祉士・児童指導員のいずれかの
資格を有する方または保育士と
なる資格を有し都道府県知事の
登録を受けている方

心理 44名程度

国籍を問わず、昭和54年4月2日
以降に生まれ、学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く）の
心理学科を卒業した方またはこ
れに相当する方

衛生
監視

⑴
衛生 46名程度 日本国籍を有する平成元年4月2

日～9年4月1日に生まれた方（⑴
は食品衛生監視員および環境衛
生監視員の両資格を有する方）

⑵
化学 7名程度

保健師 90名程度
国籍を問わず、昭和54年4月2日
～平成9年4月1日に生まれ、保
健師の免許を有する方

注1． 受験資格のうち年齢要件は、次のアまたはイの要件に該当
する方も含みます。

  ア． 平成9年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した方（31年3月までに卒業見込
みの方を含む）。

  イ． 上記アと同等の資格があると特別区人事委員会が認める方。
注2． 受験資格のうち資格・免許は、31年春までに行われる国家試

験等により資格・免許を取得見込みまたは登録見込みの方も
含みます。心理の試験区分については、31年3月までに大学
の心理学科を卒業見込みの方も含みます。その他の受験資格
等の詳細については、試験案内を参照してください。

 区以外の求人  
杉並障害者福祉会館受付職員

内受け付け業務（電話および来館者の応対、施設利
用の受け付け、簡単な事務など）▶勤務期間＝5月1日
～31年3月31日（更新可。ただし、65歳に達した年度
末で退職）▶勤務日時＝月12日程度。午前8時50分～
午後1時、午後0時50分～5時（交代制）▶勤務場所
＝杉並障害者福祉会館▶資格＝区内在住で障害のあ
る方▶募集人数＝若干名▶報酬＝時給960円（29年度
実績）　申履歴書に障害者手帳の写しを添えて、3月

31日（必着）までに杉並障害者福祉会館運営協議会
事務局（〒168-0072高井戸東4-10-5）へ郵送・持参　
問同事務局☎ 3332-6121FAX3335-3581（第3月曜日を
除く。電話は午前8時30分～午後5時）　他書類選考
合格者には面接を実施

 健康・福祉
「特定保健指導利用券」をお送りします

　杉並区国民健康保険加入の方で、特定健康診査の
結果、生活習慣病のリスクが高い方へ「特定保健指
導利用券」をお送りします。
　特定保健指導とは、特定健康診査の結果に基づき、
専門職（医師、保健師、管理栄養士など）から受け
られる生活習慣改善のためのアドバイスや支援のこ
とです。
対次の①～③の要件を全て満たす方①40歳以上で杉
並区国民健康保険に加入している②特定健康診査の
結果、生活習慣病のリスクが高いと判定を受けた③
高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれの内服治療
も受けていない　問国保年金課保健事業担当　他委
託事業者（カイテック）から電話で利用のお願いを
行います

4月1日から応急小口資金貸付窓口が変更になります

　これまで、杉並福祉事務所（荻窪・高円寺・高井
戸）、保健福祉部管理課地域福祉係で応急小口資金
貸し付けを行ってきましたが、4月1日から保健福祉部
管理課地域福祉係での貸し付けは終了し、杉並福祉
事務所のみで貸し付けを行います。
問保健福祉部管理課地域福祉係、杉並福祉事務所
（荻窪☎ 3398-9104▶高円寺☎ 5306-2611▶高井戸
☎ 3332-7221）　他杉並福祉事務所荻窪事務所は3月
26日に「ウェルファーム杉並」（天沼3-19-16）に
移転します

 募集します
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）に必要書類を添えて、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
下井草二丁目アパ－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
松ノ木二丁目第三アパート（松ノ木2-11-1） 1万6000円
成田東二丁目第二アパート（成田東2-29-5） 1万8000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2-21-1～3） 1万8000円
久我山四丁目第二アパート（久我山4-50-13～15） 1万7000円
久我山五丁目第二アパート（久我山5-19-1・2） 1万8000円

区からのお知らせ

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

不動産総合相談会★ 時4月6日㈮午前10時～午後4時　場区役所１階ロビー　他関係資料がある
場合は持参

問各団体の杉並支部事務局（土地家屋調査士会☎ 5875-3780、宅地建物
取引業協会☎ 3311-4937、司法書士会☎ 6765-0004）、区政相談課

シニアのための就業・起業・
地域活動個別相談

時4月7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

障害者のための就労相談・支援
時月～金曜日午前9時～午後5時（祝日を除く）　場ワークサポート杉並（高井
戸東4-10-26）　対区内在住で障害のある方とその家族　他支援には事前の利
用登録が必要。仕事のあっせんは行っていません

申 問電話・ファクス（12面記入例）で、ワークサポート杉並☎ 5346-
3250FAX5346-3253（土・日曜日、祝日を除く）

※★は当日、直接会場へ。

 4月の各種相談

No.2225　平成30年（2018年）3月15日 

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。

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

12日㈭
午前9時15分
～10時15分
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４
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－

25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
13日㈮
27日㈮

午
前
＝
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時
〜
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時
30
分
、
午
後
＝
1
時
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分
〜
2
時
30
分
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午後1時15分
午後1時55分
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歯
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た
生
後
10
カ
月
〜
1
歳
3
カ
月
の
お
子
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ん

13日㈮
午前9時～正午

23日㈪
午後1時30分

11日㈬・16日㈪
午後1時30分午

後 5日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

9日㈪
午前9時15分
～10時

　－ －
18日㈬ 

午前10時30分
～午後0時30分

午
前

9日㈪
16日㈪

－ 5日㈭
午前9時～正午

3日㈫
午後1時30分

17日㈫
午後1時30分
27日㈮

午前9時30分午
後 －

高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116

26日㈭
午前9時30分
～10時15分

6日㈮
13日㈮
20日㈮

23日㈪
午後1時30分
～4時

16日㈪
午後1時30分
～3時30分

午
前 17日㈫

－ 3日㈫
午前9時～正午

27日㈮
午後1時15分

6日㈮
午後2時
12日㈭

午後1時30分午
後 5日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

25日㈬
午前9時
～10時

　－ －

24日㈫
午前10時30分
～午後0時30分

（生後9カ月頃から）

午
前 25日㈬

－ － 9日㈪
午前9時30分

16日㈪
午後1時30分午

後 11日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

20日㈮
午前9時15分
～10時15分

　－ －
19日㈭

午後1時30分
～3時30分

午
前 12日㈭ 24日㈫

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

－ 19日㈭
午後1時45分

3日㈫
午後1時30分午

後 25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 14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。

4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。

 保険・年金
国民年金への切り替えをお忘れなく

　国民年金制度では、他の公的年金に加入しておら
ず、国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方に、
国民年金への加入が義務付けられています。
　加入種別は次の3種類に分かれていて、届け出は加
入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。
◇国民年金の加入種別 
▶第1号被保険者＝自営業・学生・アルバイトなど
で、次の第2号被保険者・第3号被保険者以外の方
▶第2号被保険者＝厚生年金に加入している方▶第
3号被保険者＝第2号被保険者に扶養されている配
偶者
　第2号被保険者が退職すると第1号被保険者となる
ため、届け出が必要です。また、その方に扶養されて
いる配偶者（第3号被保険者）がいる場合、その方も
第1号被保険者への切り替えが必要です。
　第1号被保険者への切り替えの手続きは、国保年
金課国民年金係（区役所中棟2階）または区民事務

所で行ってください。必要書類などの詳細はお問い
合わせください。なお、第2号被保険者・第3号被保
険者への加入手続きは勤務先を通して行うことにな
ります。
問国保年金課国民年金係

 その他
30年度杉並区食品衛生監視指導計画の策定

　食品衛生法の規定に基づき公表します。
◇概要
①カンピロバクター・ノロウイルス等の食中毒防止対
策②食品衛生の国際標準HACCPの義務化に向けた導
入支援③食品添加物・表示の適正指導④消費者・事業
者・行政間のリスクコミュニケーション推進
◇閲覧場所
　杉並保健所（荻窪5-20-1）、保健センター、区政資
料室（区役所西棟2階）、区民事務所、図書館、消費
者センター（荻窪5-15-13。3月26日から天沼3-19-16
ウェルファーム杉並内）。区ホームページからもご覧
になれます

◇閲覧期間
　3月28日㈬まで（杉並保健所・区ホームページでは
期間を過ぎてもご覧になれます）
問杉並保健所生活衛生課食品衛生担当☎ 3391-1991

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

　29年10～12月の住民基本台帳法に基づく住民基本
台帳の一部の写しの閲覧状況を区ホームページで公
表しています。
◇住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは　
　住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・
住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。
閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で前
述４項目の閲覧が可能となります。
◇閲覧が認められる理由　
　原則、以下の理由以外認められません。
●官公庁が職務として請求する場合
●公益性の高い調査研究に利用する場合
●公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
※閲覧の際は区職員が立ち会います。
問区民課住民記録係

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。

☎ 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

☎ 歯科保健医療センター （荻窪5-20-1杉並保健所内）

☎ 杉並区急病医療情報センター
（または☎5347-2252）

☎ 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

　2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

◆荻窪駅前
時3月20日㈫午後2時～3時30分　場荻窪駅北口およびその周辺
◆阿佐ケ谷駅前
時3月27日㈫午後2時～3時　場阿佐ケ谷駅南口およびその周辺

いずれも 
内震度6強の地震が発生し、駅周辺に大量の駅前滞留者が発生したことを想
定した訓練を実施　対区内在住・在勤・在学の方　問防災課

駅前滞留者対策訓練

平成30年（2018年）3月15日　No.2225



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。

特別養護老人ホーム
「新泉サナホーム」が
開設します（9月開設）

カラスによる被害を
減らしましょう

①巣の材料になる針金ハンガーは片付けましょう
　都会のカラスの巣の材料は、ほとんどが針金ハンガーで作られています。使った後に必ず片
付けましょう。
②巣を掛けやすい枝はなくしましょう
　自宅の敷地内に葉や枝が多い樹木などがある場合は、適宜剪

せんてい

定を行い、枝に巣を掛けにく
くしましょう。以前に巣を作られたことのある木は、早めに剪定をしましょう。
③カラスの餌場をなくしましょう
　都会のカラスにとって、栄養豊富な食べ物を簡単に得ることができるごみ集積所は、格好の
餌場です。カラスネットを利用するなど、ごみの出し方を工夫し、しっかりと管理しましょう。
④カラスの餌付けはやめましょう
　カラスが人の身近なところに巣を作り、人を襲う原因の一つに、カラスの餌付けが考えられま
す。カラスは人から餌をもらうことで人を恐れなくなり、より一層人と身近な環境で生活するこ
とになります。また、餌付けは生態系のバランスを崩す行為ですから、絶対にやめましょう。

襲われそうになったら
　カラスに襲われそうになったら、
巣の場所を確認し、そこを避けて
迂
う

回
かい

路を通るようにします。 迂回
ができない場合は帽子をかぶる
か、傘を差して通るようにします。
カラスは背後から頭を狙い、脚で
蹴ってきます。
　区では、民有地にカラスの巣があり、人に危害を加える恐
れがある場合に、卵やひなの捕獲（その際に巣の撤去）を
行っています。相談は、「有害鳥獣等相談110番」☎ 5307-
0665（月～金曜日午前8時30分～午後5時。祝日を除く）。
　なお、民有地以外（都立公園や電柱・鉄塔など）にあるカ
ラスの巣については、各施設管理者へ相談してください。
問環境課生活環境担当

カラス被害の対策　4つのポイント

　4～7月ごろはカラスの繁殖期にあたります。この時期の親鳥は非常に警戒
心が強く、カラスに威嚇や攻撃を受けたなどの相談が数多く寄せられます。
身近なところからカラス被害の対策をしましょう。

内所在地＝和泉1-44-19▶運営法人＝仁愛会▶概要＝ユニット型特別養護老人ホーム（全
室個室）　対原則、要介護3以上で、在宅で介護を受けることが困難な方　定特別養護老人
ホーム72名。ショートステイ8名　費月額7～17万円程度（介護度および入所者・世帯員の
所得により異なります）　申申込書（区内特別養護老人ホーム・ケア24・高齢者在宅支援
課〈区役所西棟2階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）を、区内特別養護老人
ホームへ持参　問高齢者在宅支援課施設入所係　他すでに区内および区外協力特別養護老
人ホームへ入所申し込みをしている方で、「新泉サナホーム」へ入所を希望する方も、改め
て変更の申し込みが必要
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「杉並区子ども読書活動推進計画」を改定しました
　教育委員会では、「杉並区区民等の意見提出手続に関する条例」に基づき、「広報すぎなみ」 29年10月1日号などで改定案を公表し、皆さん
からご意見を伺いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―――問い合わせは、中央図書館☎ 3391-5754へ。

　改定後の「杉並区子ども読書活動推進計画」（30～33年度）の全文、いただいたご意見の概要と教育委員会の考え方は、図書館、教育委員会事務局庶務
課（区役所東棟6階）、区政資料室（西棟2階）、区民事務所で4月14日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。また、区ホームページ（トップペー
ジ「区民等の意見提出手続き」〈パブリックコメント〉）でもご覧になれます。

ご意見の概要 教育委員会の考え方

乳幼児期に本に親しむことが大切なので、おむつ交換台や授乳室などの施設
整備や親子向けイベントを土日に行うなど、図書館に乳幼児親子が来やすい
工夫を増やしてほしい。

各図書館では、おむつ交換や授乳のスペースを確保しています。また、おは
なし会やわらべうた、赤ちゃんのおもちゃ工作会など、親子向けのイベントは
土日を中心に行うほか、平日には「あかちゃんタイム」を設け、乳幼児親子が
図書館を利用しやすい環境づくりに努めています。

学校図書館には、内容的に古いものや同じ資料が複数冊あるように思うので、
もっと充実させてほしい。

学校図書館の蔵書については、学校司書と司書教諭が連携を図りながら、引
き続き、除籍や買い替えなどを適切に進めます。また、学校司書への研修な
どで情報提供を行い、蔵書の充実を図っていきます。

公共図書館から小学1年生に図書館の利用案内と図書館バッグの配布がある
が、その後も継続的な利用指導があると、子どもたちにとって公共図書館が
身近になるのではないか。

各図書館では、学校の長期休業期間に実施する図書館ツアーや、学校訪問時
の図書館利用案内等を行い、各学校と連携して継続的な図書館利用の動機付
けに努めています。

区民等の意見提出手続（パブリックコメント）の結果をお知らせします

●意見提出期間＝29年10月1日～30日　●意見提出件数＝2件（延べ14項目）

いただいた主なご意見の概要と教育委員会の考え方



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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　区では、「杉並区区民等の意見提出手続に関する条例」に基づき、「広報すぎなみ」29年12月1日号などで「住宅宿泊事業に関する区のルール
（案）」を公表し、皆さんからご意見を伺いました。
　区の考え方に基づき、条例案を第１回区議会定例会に提出し、区のガイドラインも策定しました。

―――問い合わせは、杉並保健所生活衛生課☎3391-1991へ。

　いただいたご意見の概要と区の考え方は、杉並保健所生活衛生課（荻窪5-20-1）、産業振興センター（上荻1-2-1インテグラルタワー2階）、区政資
料室（区役所西棟２階）、区民事務所、図書館で4月13日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。また、区ホームページ（トップページ「区
民等の意見提出手続き〈パブリックコメント〉」）でもご覧になれます。

ご意見の概要 区の考え方
家主同居型の施設は、教育的価値 、国際交流による視野の広がり 、言語
学習 、壮年層の生きがい創出（予防介護）、地元商店街等への経済効果
等、区にとってプラスの価値を生み出すことが見込まれるので、ぜひとも
推進してほしい。

区民の理解を得ながら事業を進めるには、宿泊者や近隣からの苦情等への
速やかな対応に懸念がある家主不在型に対しては、一定の制限を行う必要
があると考えます。

住居専用地域では、家主の存在・不存在や曜日の指定に関わらず、住宅宿
泊事業を認めないでほしい。

住宅宿泊事業法は国内外からの観光客等の宿泊需要に対応すること等を目
的としており、区域を指定して事業の実施を全く認めないこと、また、家
主不在型の事業を禁止とする制限に関して、国は法の目的に反するとの見
解を示しております。
区としては、民泊事業の実施に当たっては、良好な住環境を保全していく
ことが第一であるとの認識のもと、区民の理解を得ながら事業が実施され
ていくことが重要と考えています。また、区の観光事業の推進という視点
から、国内外からの来訪者の宿泊需要にも対応することも必要です。
これらを考慮し、住居専用地域での家主不在型の住宅宿泊事業について実
施期間の制限を行うこととしたものです。

家主不在型の住宅については原則禁止として条例として定めてほしい。
また、家主居住と家主不在とで内容を厳しく区別してほしい。

期間に制限を設けると、長期の民泊利用がしにくくなることが予想される。
制限は必要ない。

区民等の意見提出手続（パブリックコメント）の結果をお知らせします

●意見提出期間＝29年12月1日～30年1月4日　●意見提出件数＝33件（延70項目）

いただいた主なご意見の概要と区の考え方

―――問い合わせは、杉並保健所生活衛生課☎3391-1991へ。

　住宅宿泊事業法が6月15日から施行されるに当たり、3月15日から
区内で事業を行う事業者からの届け出の受け付けが始まります。
　区は、住居専用地域が全体の8割を超える住宅都市としての特性
から、今後も良好な住環境の保全を第一と考え、住宅宿泊事業（民
泊）の実施について一部制限する条例を制定しました。
　また、区では民泊事業者向けのガイドラインを策定し、周辺住民
からの理解を得ながら事業の適正な運営の確保を図っていきます。

　住宅の空き部屋などを利用して、宿泊料をもらって人を宿泊させるサービスのことです。本来、宿泊料をもらっ
て宿泊させる場合は、旅館業法の許可が必要です。しかし、住宅宿泊事業法が施行されると、事業者が区に届け出
を行うことで一定のルールの下、年間180日を上限に住宅宿泊事業（民泊）を行うことができるようになります。

1. 条例による区独自の制限を行います

　住居専用地域（第一種、第二種の低層および中高層住居専用地域）での家主不在型民泊の場合には、休日前
の正午～休日後の正午の期間を除く、月曜日正午～金曜日正午までの期間（平日）の事業実施を制限します。
2. 事業者向けのガイドラインを定めました

今住んでいるマンションで、
住宅宿泊事業（民泊）のトラ
ブルが起きないか心配です。
何か対策はありますか？

分譲マンションなどの集合
住宅の管理規約の確認を！

　住宅宿泊事業法では、区が届け
出を受ける際にマンションの「管
理規約等において住宅宿泊事業を
禁止する定めがないこと」または
「管理組合に住宅宿泊事業を営むこ
とを禁止する意思がない旨」を確
認することとしています。
　トラブルを未然に防止するため、
住宅宿泊事業（民泊）の施設を認
めるか否かについては各マンショ
ンの管理組合でよく検討してくだ
さい。原則としてマンション管理
規約を改正し、事業の実施の可否
を明確にすることが望ましいと考
えられます。
　管理規約を改正する場合の詳細
は、 区ホームページを参照してくだ
さい。

住宅宿泊事業（民泊）に
関するルールを策定しました

住宅宿泊事業（民泊）Q&A住宅宿泊事業（民泊）とは

杉並区の対応ポイント

1. 事業者が行うこと
①届け出前の手続き
・事前に杉並保健所生活衛生課に相談すること
・ 周辺住民に対して、事業の計画、苦情・事故・トラ
ブルの発生時の申し出先等について、書面により事
前周知を行うこと
・ 届け出住宅の耐火構造などの安全確保に関する基
準の適合状況を確認すること
・ 分譲マンションの場合は、管理規約の内容等を確認
すること
・ 廃棄物の量、保管・排出方法等を、管轄の清掃事務
所に事前に相談すること
※ ごみは全て事業系ごみのため、有料で処理するこ
とになります。
②届け出後
・ 宿泊者の衛生・安全の確保のため、定期的な清掃等

といった衛生面の管理や、住宅の安全確保に関する
基準等を順守すること
・宿泊者名簿を確実に記載し、保存すること
・ 宿泊者に対応した言語で、騒音防止、区の喫煙ルー
ル、ごみの分別方法等を説明すること
・ 周辺住民等からの苦情や問い合わせ等に速やかに
対応し、記録を残すこと
・ 届け出後に交付される標識を見やすい場所に掲示す
ること
２. 区が行うこと
・ 事業者に対する助言・指導、法に基づく報告の聴
取、改善命令等の措置の実施
・ 警察機関、消防機関等との連携を図る

※ 事業（予定）者はガイドラインの詳細を区ホームペー
ジ等で必ず確認し、事前に相談してください。



「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。

 追加募集する置き場、募集数
　京王井の頭線西永福駅（B2ブロック、Cブロック〈右下図参照〉）、若干名。

 申し込み
　申請書（交通対策課自転車対策係〈区役所西棟5階〉で配布）に必要書
類（下表参照）を添えて、同係へ郵送・持参（午後5時まで）。
　申請できるのは、1人につき1台です。重複して利用申請があった場合は
承認を取り消します。また、承認上限に達し次第、受け付けを終了します。

 利用期間
　4月1日～31年3月31日。

 対象
　次の①～③全ての条件を満たす方。
①区内に住所または通勤・通学先などがある
②通勤・通学などのため、駅までの往復に自転車を利用し、駅から電車ま
たはバスを利用する
③自宅や通勤・通学先などが駅からおおむね400ｍを超えている
※自宅から駅までの通勤途中で保育園へ送迎している方は距離制限を緩和します。
※ 通勤・通学のほか、学習塾・カルチャースクール・幼稚園の送迎・通院・介護で
週3日以上自転車を利用する方も①～③の条件を満たせば登録を承認します。買
い物などでの登録はできません。

西永福駅

Cブロック

B2ブロック
交番

西永福駅　
登録受け付け対象
ブロック

追加受け付けするブロック
今回受け付けしないブロック

至
吉
祥
寺

至
渋
谷

区民健康診査・
各種がん検診　

30年度

No.2225　平成30年（2018年）3月15日 

30年度登録制自転車置き場の
利用申請を追加で受け付けます

―――問い合わせは、交通対策課自転車対策係へ。

対象 必要書類（写しでも可） 登録料

全員

通勤・通学先の所在地などが確認できるもの
（定期券、社員証、在勤証明書、学生証など）
※ 4月から新たに入学・就職予定の場合は、入学許可証、内定
通知書など。 4000円

窓口に書類を持参する方 上記に加え、住所の確認ができるもの
（保険証、免許証、住民基本台帳カードなど）

登録手数料の減額・免除を申請する方は、上記のほかに次の書類が必要になります。
4月1日現在、小中学生
または65歳以上の方

生年月日の確認ができるもの
（保険証、免許証、住民票など） 2000円

身体障害者手帳など
（右記(1)～(7)）をお持
ちの方および(1)～(5)
の免除対象者の介助者

(1)身体障害者手帳(2)精神障害者保健福祉手帳(3)愛の手帳(4)
特定医療費（指定難病）受給者証（国指定難病患者の方）(5)
被爆者健康手帳(6)生活保護受給者証明書(7)中国残留邦人等
への支援給付制度の受給者（本人確認証）

免除

申し込みに必要なもの

　春休みの期間中、子どもたちは図書館の会議室や多目的ホールを利用でき
ます。利用できる図書館は下表のとおりです。この他の図書館でも、児童コー
ナーで皆さんをお待ちしています。　　　 ―――問い合わせは、各図書館へ。

区民健康診査
(成人等健診・国保特定健診・後期高齢者健診)
　受診期間は、誕生月により異なります。指定医療
機関で受診してください

4～9月生まれの方　6月1日～10月31日
10～3月生まれの方　8月1日～31年1月31日
※誕生日健診ではありません。上記期間内に受診
　してください。

 がん検診
胃がん検診（エックス線検査）
　杉並保健所（荻窪5-20-1）で4月19日から受診で
きます。
胃がん検診（エックス線・内視鏡）・肺がん検診・
大腸がん検診・子宮頸

けい

がん検診・乳がん検診
　指定医療機関で、6月1日から受診できます。
※詳細は、4月の「広報すぎなみ」、区ホームページ
　でお知らせする予定です。
問杉並保健所健康推進課☎ 3391-1015

図書館 期間・利用時間・場所・対象
中央

☎3391-5754
時3月23日㈮～4月4日㈬午前9時～午後5時　場2階児童資料室　対
小学生とその保護者、中学生

高円寺
☎3316-2421

時3月23日㈮～4月5日㈭午前9時～午後8時（日曜日は5時まで）　場2
階ＹＡコーナー　対小学生とその保護者、中学生　他保護者同伴でな
い小学生は5時まで

成田
☎3317-0341

時3月23日㈮～4月4日㈬午前9時～午後7時45分（日曜日は4時30分ま
で）　場２階集会室　他保護者同伴でない小学生は5時まで

南荻窪
☎3335-7377

時3月23日㈮～4月5日㈭午前9時～午後5時　場2階多目的ホール　対
小学生とその保護者、中高生

下井草
☎3396-7999

時3月23日㈮～4月3日㈫午前9時～午後5時　場2階多目的ホール　対
小学生とその保護者、中高生

高井戸
☎3290-3456

時3月24日㈯～4月5日㈭午前9時～午後8時（日曜日は5時まで）　場2
階多目的ホール　他保護者同伴でない小学生は５時まで

方南
☎5355-7100

時3月23日㈮～4月5日㈭午後1時～5時　場多目的室

今川
☎3394-0431

時 3月23日㈮～4月6日㈮午前9時～午後5時（日曜日は4時30分ま
で）　場2階多目的室　対小学生とその保護者、中高生

※休館日、行事で使用する日を除く。
※高井戸図書館は、3月24日㈯～26日㈪・28日㈬、4月4日㈬・5日㈭午前9時～正午
は利用できません。

図書館で調べ学習を
しませんか

京王井の頭線
西永福駅



「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。

ひとり親家庭等
子育て支援
①児童育成手当
　18歳に達する日以後最初の3月31日までの、表1のいずれかの状態にある児童を養育し
ている方で、所得制限限度額未満であれば、児童1人につき月額1万3500円の手当が支給
されます。

②児童扶養手当
　18歳に達する日以後最初の3月31日（児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満）
までの、表1のいずれかの状態にある児童を養育している父または母、養育者で、所得制
限限度額未満であればその額に応じて、児童1人目は月額9980円～4万2290円、児童2人
目は5000円～9990円、児童3人目以降は1人につき3000円～5990円が支給されます（3
月現在。物価スライド等により改定される予定）。
※要件に該当した日から平成15年4月1日で5年以上経過していると、受給対象とならない場合
があります（父子家庭を除く）。

※申請者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給され
ます。
※所得制限限度額以上のため、手当が受けられない場合でも、翌年以降所得の減少などにより
該当する場合がありますので、ご相談ください。

③ひとり親家庭等医療費助成
　18歳に達する日以後最初の3月31日（児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満）
までの、表1のいずれかの状態にある児童とその児童を養育し、国民健康保険、社会保
険等に加入している方で、所得制限限度額未満であれば、助成が受けられます。ただし、
生活保護を受けているとき、医療費が他の公費等で賄われるとき等の場合は、助成は受
けられません。
▶助成の範囲＝健康保険証を使って医療機関で診療などを受けたときに、窓口で支払う
医療費の保険診療に係る自己負担分を助成します。ただし、申請者または扶養義務者等
のいずれかが住民税を課税されている場合は、一部負担金をお支払いいただきます。

④ひとり親家庭等ホームヘルプサービス
　ひとり親家庭等の父または母が、就労等何らかの事情で日常生活にお困りの場合、家
事などを手伝うホームヘルプサービスを利用できます。
◆対象家庭
　義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭等で、次のいずれかに該当する家庭
●ひとり親家庭となって2年以内
●小学3年生以下の児童がいる
●親が傷病または義務教育修了前の児童が一時的な傷病
●日常の家事や育児を行っている同居の祖父母などが一時的な傷病
◆内容
　食事の世話・住居の掃除・洗濯・育児など
◆利用回数・時間
　月12回以内。午前7時～午後10時の間で、1時間単位で2～4時間が基本
◆費用
　所得に応じた費用負担あり

⑤ひとり親家庭休養ホーム
　ひとり親家庭等の親と子（20歳未満）が休養やレクリエーションのために区の指定施
設を利用するとき、利用料金の一部を助成します。
◆宿泊施設
　年度内1人2泊まで、1人1泊6500円を限度に助成。ただし、入湯税・冷暖房料・特別料
理などは利用者負担
◆日帰り施設
　東京ディズニーランド・東京ディズニーシー・東京ドームシティ アトラクションズ・サ
ンリオピューロランド・としまえん・キッザニア東京。年度内1人1回1500円分の利用補助
券を交付。ただし、利用者の年齢により利用補助券の額が1100円となる施設あり。30年
度分は、3月26日から交付します

表1  児童の状態
●父母の離婚後、父または母と生計を異にしている
●父または母が死亡している
●父または母に重度の障害（おおむね身体障害者障害程度等級2級以上）がある
●父または母が生死不明
●父または母に引き続き1年以上遺棄されている
●父または母が配偶者からの暴力（DV）で裁判所から保護命令を受けている
●父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
●婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にしている

表3  所得からの控除額（3月15日現在）
種類 控除額

一律控除 8万円
寡婦・寡夫控除（※） 27万円
障害者控除 （1人につき） 27万円
勤労学生控除 27万円
特別寡婦控除（※） 35万円
特別障害者控除 （1人につき） 40万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成については、申請者が父または母の場合、寡婦・寡
夫控除および特別寡婦控除はありません。

扶養
人数

①児童育成手当 ②児童扶養手当 ③ひとり親家庭等医療費助成

申請者 申請者 扶養義務者
配偶者等 申請者 扶養義務者

配偶者等
0人 360万4000円 192万円 236万円 192万円 236万円
1人 398万4000円 230万円 274万円 230万円 274万円
2人 436万4000円 268万円 312万円 268万円 312万円
3人 474万4000円 306万円 350万円 306万円 350万円
㋐扶養人数が4人以上の場合は、1人増すごとに所得制限限度額は38万円増加します。
● 扶養人数は、所得審査対象年の12月31日現在の所得税法上の扶養人数で、扶養控
除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含みます。
● 扶養義務者とは、申請者と同居の直系血族および兄弟姉妹です。
　扶養人数に所得税法に規定する次の方がいる場合は、所得制限限度額に以下の金額
を加算します（限度額が上がります）。
㋑老人扶養親族（１人につき）
●申請者の場合＝10万円
● 扶養義務者・配偶者で扶養人数が2人以上の場合＝6万円（扶養親族が老人扶養親
族のみの場合、1人目は加算対象になりません）
㋒特定扶養親族および16～19歳未満の控除対象扶養親族（1人につき）
● 申請者の場合のみ①児童育成手当＝25万円②児童扶養手当③ひとり親家庭等医療費
助成＝15万円

表2  所得制限限度額（3月15日現在）

①～③共通事項　所得制限限度額未満であるかは、このように計算します
1Ａ所得制限限度額を計算します
　①～③とも表2の税法上の扶養人数から該当する所得制限限度額に、表2の㋐㋑㋒の該
当する金額を加算した金額が所得制限限度額となります。
2Ｂ所得額を計算します
　①は28年中の所得金額から、表3の該当控除額（当該所得金額に対し受けた控除）を
差し引いた後の金額が所得額となります。
　②③は28年中の所得金額と28年に児童の父または母から申請者と対象児童が受け取った
養育費の8割相当額を合算し、表3の該当控除額を差し引いた後の金額が所得額となります。
※ 所得金額とは、確定申告をした方は確定申告書の「所得金額」、給与所得のみの方は
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
※ 所得審査については、児童育成手当は5月分まで、児童扶養手当は7月分まで、ひとり
親家庭等医療費助成は12月末日までが「28年中の所得」、その後は「29年中の所得」
で行います。
3ＡよりＢが小さい場合、手当・助成の対象となります
　ただし、②③で扶養義務者や配偶者がいる場合は、その方の所得についても同様に計
算し、ＡよりＢが小さいことが必要です。

ひとり親家庭等の皆さん
仕事や家事などで悩んでいませんか？

　ひとり親家庭等に対し、子ども家庭支援センターや福祉事務所の母子・父
子自立支援員が日頃の悩み等の相談をお受けするとともに、ひとり親家庭の
サービスをご案内します。また福祉事務所では、家庭相談員が養育や家族関
係などの相談をお受けします。

⑴ひとり親家庭の子育ての相談
⑵ひとり親家庭の父または母の就労支援など
●ひとり親自立支援プログラム策定 ●就業支援専門員による支援
●自立支援教育訓練給付金 ●高等職業訓練促進給付金
●高等学校卒業程度認定試験合格支援
⑶ 18歳未満の子どもを養育している母子家庭で生活上の支援を必要とする方に対す
る母子生活支援施設への入居の相談
⑷ 20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の方が、経済的に自立して、安
定した生活が送れるように、父または母の技能習得資金、お子さんの高等学校・
専門学校・大学等に進学する際に利用できる修学資金等（12種類）の母子および
父子福祉資金貸付の相談
問⑴⑵は子ども家庭支援センター☎ 5929-1902、⑶⑷は福祉事務所（荻窪☎ 3398-
9104／高円寺☎ 5306-2611／高井戸☎ 3332-7221）

まずはご相談
ください

相談内容

平成30年（2018年）3月15日　No.2225

　区内にお住まいのひとり親家庭等の方の子育てを支援するため、次のような制度
があります。手当や医療費助成の制度は申請をしないと受けることができません。各
制度の対象要件に該当する方で、まだ申請していない方は、早めに手続きをしてくだ
さい。また、悩み事の相談やホームヘルプサービス、休養ホームもご利用ください。
―――問い合わせは、①～③は子育て支援課子ども医療・手当係☎ 5307-0785、
④⑤は子ども家庭支援センター☎ 5929-1902へ。

ご存じですか
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　みどり公園課では、活動内容・活動場所の異なる3種類のみどりのボラン
ティアを募集しています。ご自身にあったボランティア活動を見つけてみて
ください。

▶みどりのボランティア杉並（第14期）
　地域緑化に関するボランティア活動を始めようとする方のきっかけの場で
す。生活者の視点を大切にしながら、仲間と一緒に区内のみどりを守り、増
やし、育てる活動を行います。
◇参加できる方
　区内在住・在勤・在学の方または区外在住で区内に活動場所を希望す
る方。
◇活動内容
　区立公園や「いこいの森」における樹木・草花の維持管理、花壇の管理、
民有地の落ち葉掃き、みどりの新聞の編集などを行います。
◇区からの支援
　道具の貸し出し、ボランティア保険への加入費用の支援、他のボラン
ティアグループとの情報交換のお手伝いをします。
◇その他
　登録期間は4月～32年3月（原則2年間。1回まで更新可〈最長4年間〉）。
登録後は、地域ごとに他の登録者と共に活動します。活動内容の説明会や
ボランティアの顔合わせ会も予定しています。

▶すぎなみ公園育て組
　地域の方が、自分たちで選んだ公園の清掃や植栽の手入れなどの活動を
自主的・主体的に行い、区がこれを支援する制度です。地域の方が公園と
の関わりを持つことで、地域の連帯感を高め、公園利用のモラルを向上さ
せることや、地域に親しまれ愛される公園に育てていくことを目的にしてい
ます。
◇参加できる方
　継続して月1回以上活動できる、5人以上の、区民による団体または区内
で活動している団体・グループ。

̶̶問い合わせは、「みどりのボランティア杉並」は
みどり公園課みどりの計画係、「すぎなみ公園育て
組」「花咲かせ隊」は同課管理係へ。みどりのボランティア募集

◇活動内容
　活動を希望する区立公園で、清掃活動や既存の低木のせん定、除草や水
やりなどを行います（活動内容は選択できます）。事前に区と協定を結び、
活動場所や活動内容などを取り決めます。
◇区からの支援
　清掃用具・園芸用具・ベストや腕章などを支給・貸与します。また、ボ
ランティア保険に加入します。

▶花咲かせ隊
　区立公園等で花壇づくりなどの緑化活動を地域の方が行い、公園の利用
拡大や地域活動の活性化を図り、区がこれを支援する制度です。地域の環
境を良くすることで、緑化意識を高めることを目的にしています。
◇参加できる方
　継続して活動できる、5人以上の区内在住者からなる団体・グループ。
◇活動内容
　活動を希望する区立公園で、花壇のデザインを考えることから始め、花
の植え付けや除草・水やりなど日常の維持管理を行います。花壇の広さは、
原則1グループ4㎡程度です。
◇区からの支援
　花の苗（年3回）・肥料（年1回）・園芸用具・腕章などを支給・貸与しま
す。また、ボランティア保険に加入します。

申し込み方法
◇みどりのボランティア杉並を希望する方
　ハガキ・ファクスに住所、氏名（フリガナ）、連絡先、「みどりのボラン
ティア杉並」参加希望と書いて、3月30日（必着）までにみどり公園課みど
りの計画係FAX5307-0697。
◇すぎなみ公園育て組・花咲かせ隊を希望する方
　参加の申し込みは、みどり公園課管理係で随時受け
付け。

協定旅館　湯の里「杉菜」

新緑の小諸・軽井沢・群馬を巡る体験型
「大人の修学旅行」2泊3日のバスツアー

日程　5月23日㈬～25日㈮、5月30日㈬～6月1日㈮、6月6日㈬～8日
㈮・13日㈬～15日㈮・20日㈬～22日㈮、7月11日㈬～13日㈮
行程（予定）　1日目＝阿佐ケ谷駅南口→コニファーいわびつ（おきり
こみうどん手打ち体験）→八ッ場ダム見学→コニファーいわびつ▶2日
目＝懐古園→軽井沢千住博美術館→軽井沢ブルワリー▶3日目＝ヤマキ
醸造→塩船観音寺→阿佐ケ谷駅南口
料金（ 2泊3日〈7食〉お土産付き）　3万5800円（3歳～小学生3万円。
65歳以上・障害者3万3800円）
※ いずれも区民補助金適用後の料金。
区外の方はお問い合わせください
最少催行人数　15名（出発の7日前
までに催行決定）
申し込み・問い合わせ　電話で、コ
ニファーいわびつ（群馬県吾妻郡
東吾妻町大字原町4399☎ 0279-68-
5338）

直行バスのご案内
　阿佐ケ谷駅南口～湯の里「杉菜」間の直行バスを運行します（宿泊予約時
にお申し込みください）。
運行時間　
●阿佐ケ谷駅南口（午後1時）→湯の里「杉菜」（午後3時30分予定）　
●湯の里「杉菜」（午前9時30分）→阿佐ケ谷駅南口（正午予定）
※時刻は道路渋滞等で変更になることがあります。
運行日程　4月9日㈪・10日㈫・12日㈭・16日㈪・17日㈫・19日㈭・24日㈫・
26日㈭・27日㈮、5月7日㈪・8日㈫・10日㈭・21日㈪・22日㈫・24日㈭・28
日㈪・29日㈫・31日㈭、6月4日㈪・5日㈫・7日㈭・18日㈪・19日㈫・21日
㈭・25日㈪・26日㈫・28日㈭、7月2日㈪・3日㈫・5日㈭・17日㈫・18日㈬・
20日㈮・23日㈪・24日㈫・26日㈭、9月3日㈪・4日㈫・6日㈭・10日㈪・11
日㈫・13日㈭・18日㈫・20日㈭・21日㈮・25日㈫・27日㈭・28日㈮
料金　片道2400円（往復4200円）。子供＝片道1500円（往復2700円）
最少運行人数　10名（出発の3日前までに運行決定）
申し込み・問い合わせ　電話で、湯の里「杉菜」（神奈川県足柄下郡湯河原
町宮上279☎ 0465-62-4805）

真田一族の居城・岩櫃城址にたたずむ

コニファーいわびつ

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。

みどりのボランティア募集
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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/
鯵の三枚おろしと健康ランチ
　魚と食品の知識、その調理方法につ
いて学びます。
時4月14日㈯午前9時45分～正午　師
マリノフォーラム21開発部専門研究
員・金巻精一　定 16名（抽選）　費
500円　申往復ハガキ（12面記入例）
で、3月27日（必着）までに同セン
ター　他長寿応援対象事業
おもちゃの病院
時 4月14日㈯・28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

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/
意外に簡単、意外に楽しい「食わず嫌
いのエクセル入門」
　シートの操作から表の作成、計算を
分かりやすく説明します。
時 4月19日㈭・26日㈭午後2時～4時
（計2回）　師NPO法人シニアSOHO普
及サロン・三鷹　川橋文隆　定 25名
（抽選）　費 200円　他Excel2007以
降のソフトがインストールされている
Windowsのパソコン、マウス、ACア
ダプター持参

話し方、聞き方教室～センスがピカッ
と光るTPOに合った自己紹介
　信頼や好感の得られるマナーなど、
話し方の基本を学びます。
時4月20日㈮午後2時～4時　師元TBS
アナウンサー・笹倉ミチ子　定 30名
（抽選）

いずれも 
場西荻地域区民センター　申往復ハ
ガキ（12面記入例）で、3月27日（必
着）までに同センター　他長寿応援対
象事業

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/
テノール　吉田賢二郎のおしゃべりコ
ンサート
時4月14日㈯午後2時～3時30分　内
出演＝吉田賢二郎（テノール）、吉田
寛子（ピアノ）▶曲目＝「サンタルチ
ア」「グラナダ」「海　その愛」ほか　
申往復ハガキ（12面記入例）で、4月
1日（必着）までに同センター
もっと知りたい！台湾
　知っているようで、良く理解してい
ない現在の台湾事情を解説します。
時4月21日㈯午後1時30分～3時30分　
師台湾月刊誌「な～るほど・ザ・台
湾」元編集長・梶山憲一　定50名（抽
選）　申往復ハガキ（12面記入例）で、
4月8日（必着）までに同センター

いずれも 
場荻窪地域区民センター　費各200円

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/
季節の料理教室～台湾の粽

ちまき

と干しどう
ふのサラダを作る
時5月17日㈭午後1時30分～3時30分　
場同センター　 師フードアドバイ
ザー・武川圭子　定16名（抽選）　費
1200円　申往復ハガキ（12面記入例）
で、5月2日
（必着）まで
に同センター　
他 長寿応援
対象事業
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/
セシオン杉並まつり2018　出展・出演
者募集
時セシオン杉並まつり2018＝6月2日
㈯・3日㈰午前10時～午後3時　場同
センター　内募集内容＝①作品展示＝
⑴パネル＝8グループ⑵壁と机＝9グ
ループ⑶机＝6グループ⑷壁＝3グルー
プ②グループ演技（2日㈯午前10時30
分～午後2時30分）＝8グループ　対
高円寺地域を中心に活動しているグ
ループ　申募集要項（同センターで配
布。同センター協議会ホームページか
らも取り出せます）を確認の上、往復
ハガキ（12面記入例）に①はグルー
プ名・展示作品の内容および展示方法
（⑴～⑷のいずれか1つ。第1・第2希
望を明記）、 ②はグループ名・演目も
書いて、4月5日（必着）までに同セン
ター　他当選団体の代表者は説明会に
必ず出席（4月15日㈰①午前9時30分
②11時）
高円寺から和田へぶらり散歩
　知っているようで知らない私たちの街
を、ガイドと一緒に楽しく歩きましょう。
時 4月17日㈫午前9時30分～午後0時
30分　内高円寺駅をスタートし、高円
寺の寺町・和田帝釈天・立法寺・神田
川と善福寺川合流点などの散策　師
羽田譲　定20名（申込順）　費100円

（保険料）　申往復ハガキ（12面記入
例）で、4月5日（必着）までに同セン
ター　他長寿応援対象事業
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/
高井戸消防まつり
　楽しみながら、家庭や地域の防火対
策を体験学習しましょう。
時4月15日㈰午前10時～午後2時　場
同センター　内初期消火訓練、煙体
験、起震車、消防操法訓練披露ほか　
他車での来場不可▶共催＝高井戸町会

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/
和紙を使ってかぶとの押し絵
　すてきなかぶととこいのぼりの押し
絵を作りましょう。
時4月27日㈮、5月2日㈬午後1時30分
～3時30分（計2回）　場同センター　
師NPO法人すぎなみのたね・中原通
子　対区内在住・在勤・在学の方ほ
か　定24名（抽選）　費1200円　申
往復ハガキ（12面記入例）で、4月13
日（必着）までに同センター　他長寿
応援対象事業
方南まつり展示作品・出演者募集
時方南まつり＝5月20日㈰午前10時～
午後3時　場方南区民集会所（方南
1-27-8）　対方南区民集会所を利用し
ているグループ、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）に展示内容・パネル数・
出演内容（1グループ30分以内）・参加
人数・希望時間・必要備品も書いて、
3月31日（必着）までに同センター　
他後日、説明会の案内を送付

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〉）。
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

　3月21日は春分の日。暖かさと共にそろそろお花見
の季節がやってきますね。
　区の南部を東西に流れる神田川沿いの遊歩道は、お
花見散歩におすすめしたいスポットの１つ。区内をお
よそ7.9㎞流れる川沿いには、自転車歩行者専用道が
整備され、ソメイヨシノがおよそ300本植えられてい
ます。また、神田川に面した20近くの公園と緑地で
も、春の美しい花々を楽しめます。
　29年4月に開園した、神田橋近くの「下高井戸おお
ぞら公園」（下高井戸2-28-23）には、広々とした芝
生の原っぱやガラス張りで見晴らしのよい2階建ての管
理棟に休憩スペースがあります。ここには、開園時に
10本のジンダイアケボノの桜が植樹されました。ジン
ダイアケボノはソメイヨシノを親とした桜の交配種で、
花の色はピンクが濃く鮮やか。まだ幹は直径約7㎝、

高さ5ｍほどでひょろっとしていますが、将来が楽しみ
です。
　高井戸駅のすぐ南東側、佃橋から高井戸橋付近も人
気のお花見スポットです。橋の上からは桜のアーチが
約200ｍ、神田川の両岸を覆って咲き誇る様子が見ら
れます。高井戸橋の欄干に桜のモチーフが装飾されて
いるのもうなずけますね。風に舞う桜吹雪を肌で感じ
られ、タイミングが良ければ桜と菜の花の色鮮やかな
共演にも出会えます。休憩には駅の北東側にある「高
井戸地域区民センター」がおすすめ。カフェ、浴室、
畳やソファで休憩できる「くつろぎの部屋」もあり、
一息つけます。
　すぎなみ学倶楽部では、お花見ポイントや公園約40
カ所を紹介しています。今年はどこへお花見に出掛け
ますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　     （舘）

神田川遊歩道をお花見散歩

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120号

問産業振興センター観光係☎5347-9184

▶特集▶公園に行こう

▶特集▶お花見ポイント

すぎなみ学倶楽部ホームページ

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
パネル展
「和田堀池　かいぼりの記録」
時3月16日㈮～5月6日㈰午前9時～午
後5時　場郷土博物館（大宮1-20-8）　
内29年11月に和田堀池で実施された
かいぼり事業を当日の写真とともに紹
介　費100円（観覧料。中学生以下無
料）　問郷土博物館☎ 3317-0841　他
月曜日・第3木曜日（祝日の場合は翌
日）休館
荻外荘の北側敷地開放と
建物内一部公開
時3月24日㈯午前9時30分～午後3時　
場（仮称）荻外荘公園（荻窪2-43）　
対小学生以上の方　問まちづくり推進
課　他建物内一部公開あり（午前10時
～午後3時〈各回30分〉。午前9時45
分から整理券配布〈1人2枚まで〉。各
回15名〈先着順〉。靴を入れる袋持
参）。建物は耐震補強工事実施前のた
め、人数や立ち入りエリアを限定。バ
リアフリー非対応。車での来場不可
ボードゲームをやってみよう
時3月25日㈰午後1時～4時　場中央図
書館（荻窪3-40-23）　対小学4年生～
高校生　定20名（先着順）　問中央図
書館☎ 3391-5754　他協力＝中央大学
杉並高等学校思考ゲーム研究会

講演・講座 
障害者のためのパソコン相談
時4月8日・22日、5月13日、6月24日、
7月8日・22日、8月26日、9月9日・23
日／いずれも日曜日、午前10時～11
時・11時～正午　場杉並障害者福祉
会館（高井戸東4-10-5）　師 ITスクエ
ア杉並　対区内在住・在勤・在学で障
害のある方　定各日各回4名（申込順）　

申 問電話・ファクス（記入例）で、各
開催日の前日までに杉並障害者福祉会
館運営協議会事務局☎ 3332-6121FAX
3335-3581
ゆる体操
　優しい動きで筋トレも脳トレも効果
抜群、介護予防に取り組みましょう。
時4月11日㈬・25日㈬、5月9日㈬・23
日㈬、6月13日㈬・27日㈬午前10時～
11時20分（計6回）　場高齢者活動支
援センター　師日本ゆる協会公認ゆる
体操正指導員中級・川合圭子　対区内
在住の60歳以上で、自立して歩くこと
ができ、あおむけで寝られる方　定25
名（抽選）　費1500円　申往復ハガキ
（記入例）で、3月22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
動きやすい服装
で参加
パソコンインストラクター養成講座
時4月16日㈪・21日㈯・23日㈪・28日
㈯・30日㉁午前10時～正午（計5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・在勤のお
おむね55歳以上で、パソコンの基本操
作を理解している方　定13名（抽選）　
申ハガキ・ファクス（記入例）に志望
理由も書いて、4月2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
 環境活動推進センター
◆ネイチャーゲーム　原っぱ公園に春
が来た
時4月22日㈰午後1時30分～4時（雨天
中止）　場桃井原っぱ公園管理事務所
前（桃井3-8-1）　師すぎなみシェアリ

ングネイチャーの会　対区内在住・在
学で4歳以上の方（小学3年生以下は保
護者同伴）　定30名（申込順）　費100
円（保険料）　他バンダナ・敷き物・
飲み物持参
◆1年を通して川と遊ぼう「川ガキ復
活講座」
時 内参加希望者説明会＝4月22日㈰午
前10時～正午▶講座＝①5月13日㈰午
前9時～午後0時30分②6月10日㈰午前
9時～正午③7月8日㈰午前10時～午後
3時30分④8月25日㈯午前7時45分～
26日㈰午後2時（1泊2日）⑤10月8日
㈷午前9時～正午⑥11月11日㈰午前9
時～午後0時30分⑦12月9日㈰午前9時
～午後0時30分⑧31年1月13日㈰午前9
時～正午／計8回　場同センター、善
福寺川流域のフィールド、秋川流域ほ
か　師東京都環境学習リーダー・境原
達也、環境カウンセラー・浅岡八枝子
ほか　対区内在住・在学の小学3年生
～中学生（小学生は保護者同伴）　定
10名（抽選）　費1万円（④は別途宿泊
費・バーベキュー代）

いずれも 
申 問電話で、環境活動推進センター
（高井戸東3-7-4☎ 5336-7352）
家族介護教室
◆今日から使える介護～家族で取り組
む口

こう

腔
くう

ケア
時3月24日㈯午後1時30分～3時　場
和泉ふれあいの家（和泉4-40-31）　師
洋歯科クリニック院長・草川洋　対区
内在住の方、介護をしている方　定20
名（申込順）　申 問電話で、和泉ふれ
あいの家☎ 3321-4808
◆「ゆとり介護でいこう」ヨガで自分
を癒

いや

してみよう
時3月28日㈬午後1時30分～3時　場
ゆうゆう堀ノ内松ノ木館（松ノ木

2-38-6）　師友永ヨーガ学院指導者
コース修了　ヨーガ講師・板橋理江　
対区内在住の方　定 15名（申込順）　
申 問電話で、ケア24松ノ木☎ 3318-
8530
◆自宅で簡単にできる転倒予防体操
時3月29日㈭午前10時～11時　場高円
寺北ふれあいの家（高円寺北3-20-8）　
師高円寺北ふれあいの家職員　対区内
在住・在勤・在学の方　定20名（申込
順）　申 問電話で、高円寺北ふれあい
の家☎ 3330-4903
5月の足腰げんき教室　    　シニア
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（記入例）に希望会場
（1カ所）・番号も書いて、3月25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）

1 ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）

5月7日～28日の毎週
月曜日、午前9時30
分～11時30分

2
高井戸保健セン
ター（高井戸東
3-20-3）

5月8日㈫・17日㈭・
22日㈫・29日㈫、午
後1時30分～3時30分

3
マイルドハート高
円寺（高円寺北
1-28-1）

5月8日～29日の毎週
火曜日、午後1時30
分～3時30分

 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4月7日㈯午前10時～11時　対求職
中の方　定20名（申込順）　他当日参
加可
◆採用される応募書類の書き方～自己
PRや志望動機の考え方と表現の仕方
時 4月10日㈫午後1時～4時　師人事
コンサルタント・髙橋健太郎　対54
歳以下で求職中の方　定20名（申込
順）
◆変化の時代の自己分析～パソコンを
使って簡単！適性・適職診断
時 4月12日㈭午後1時～4時　師 2級
キャリア・コンサルティング技能士　
須田万里子　対 44歳以下で求職中の
方　定14名（申込順）
◆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①4月16日㈪②23日㈪午前10時～午
後3時　師PC専任
講師・小林理佳、
長沢春子　対 44
歳以下で求職中の
方　定各14名（申
込順）

いずれも 
場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
申 問電話で、就労支援センター若者就
労支援コーナー☎ 3398-1136

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。★は長寿応援対象事業。

ゆうゆう館の催し

ゆうゆう館名 内容 日時
阿佐谷館（阿佐谷北2-18-17
☎ FAX5364-9360）

美を諦めない　ピラティスで心身リ
フレッシュ★ 4月5日㈭午後2時～3時　定20名（申込順）　費500円

久我山館（久我山5-8-8
☎ FAX3332-2011）

和菓子職人直伝　手作り和菓子の
美
お

味
い

しい体験会
3月31日㈯午後1時30分～3時　定25名（申込順）　費1人または2
人1組500円（別途材料費1人600円。1組900円）

上荻窪館（上荻3-16-6
☎ FAX3395-1667）

桜まつり　落語とウクレレと歌声広
場で楽しもう★ 3月29日㈭午後1時30分～3時　定40名（申込順）　費300円

大宮前館（宮前5-19-8
☎ FAX3334-9640）

煎茶を味わってみましょう　煎茶道
講座★

3月23日から毎月第2・4金曜日、午後2時～4時　定 8名（申込
順）　費4000円（2カ月。別途和菓子代1回500円）

永福館（永福2-4-9
☎ FAX3321-6632） 民謡コンサート★ 3月31日㈯午後2時～3時30分　師真中社中　定30名（申込順）

和田館（和田1-41-10
☎ FAX3384-3751）

はっぴーEnglish～大人の英会話
教室★

4月7日から毎月第1・3土曜日、午後5時30分～6時15分　定 10名
（申込順）　費2000円（1カ月）

天沼館（天沼2-42-9
☎ FAX3391-8540） ゆうゆう天沼館　春まつり 4月8日㈰午前10時～午後2時



※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。
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 産業振興センター都市農業係
◆春の草花、植木、野菜等の即売会
　区内産の旬の野菜と春を告げる草
花・植木を農家が直売します。
時4月6日㈮午前10時～午後3時（売り
切れ次第終了）　場区役所中杉通り側
入り口前、青梅街道側広場
◆農業公園「子どものための農業体験
教室（2018春夏講座）」 こども
　土作りから野菜を栽培、調理して食
べるところまで体験します。
時 4月22日、5月6日・20日、6月3
日・17日、7月1日・15日・29日／い
ずれも日曜日、午前10時～正午。計8
回　場成田西ふれあい農業公園（成
田西3-18-9）　対区内在住の小学3～
6年生　定 20名（抽選）　費 5000円　
申往復ハガキ（12面記入例）に学校
名・新学年・保護者氏名（フリガナ）
も書いて、3月30日（必着）までに同
係　他4月22日（説明会）、7月15日
（昼食会）は保護者要出席。結果は4
月上旬に通知

いずれも 
問 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☎ 5347-9136）

スポーツ①
スポーツ教室
太極拳講習会
時 4月5日～26日の毎週木曜日、午前
9時～10時45分（計4回）　場高円寺

体育館（高円寺南2-36-31）　対区内
在住・在勤・在学の方　定 30名（申
込順）　申往復ハガキ・ファクス・E
メール（12面記入例）で、4月1日（必
着）までに区太極拳連盟・下川和久
（〒167-0051荻窪5-14-4-304FAX3391-
3515 yawaragiwushu@gmail.com）　
問下川☎ 3391-3515　他動きやすい服
装で、体育館履き持参
シニアのための健康エアロビクス
時4月9日～31年3月25日の第2・4月曜
日、午後1時30分～3時（8月を除く）　
場高齢者活動支援センター（高井戸東
3-7-5）　師ラビアンローズインストラ
クター　対区内在住で60歳以上の方　
定各日40名（先着順）　費1回300円　
問ラビアンローズ・高嶋☎ 080-6533-
2141　他動きやすい服装で、飲み物・
タオル持参
 下高井戸運動場
◆夜桜ヨガ
時 4月7日㈯午後7時15分～9時　場
同運動場　師中野千賀子、HIKARU　
定60名（申込順）　費600円。小中学
生350円　申電話で、同運動場　他
中学生以下保護者同伴。お子さんの
同伴可
◆元Jリーガー小針清允氏のサッカーク
リニックⅠ こども
時4月11日～6月6日の水曜日①午後3
時～4時②4時～5時30分③5時30分～
7時（5月2日を除く。各計8回。予備
日＝6月13日㈬・20日㈬）　場同運動

場　師元Jリーガー・小針清允　対区
内在住・在学の①小学1年生②2・3年
生③4～6年生　定①10名②③各20名
（申込順）　費①6000円②③各8000円　
申電話で、同運動場
◆楽らく健康タイム～のびのびスト
レッチ・春
時4月12日～6月28日の毎月第2・4木
曜日①午前10時5分～10時55分②11時
～11時50分　場下高井戸区民集会所
（下高井戸3-26-1）　師石丸あかね　対
区内在住・在勤・在学で15歳以上の方
（中学生を除く）　定各日各回35名（先

着順）　費各日各回350円。①②連続
受講600円
◆個人フットサルナイトⅠ
時 4月17日～9月18日の第1・3火曜
日、午後7時～9時（8月7日・21日を
除く。荒天中止）　場同運動場　師
S-JUEGO・井口真　対区内在住・在
勤・在学で15歳以上の方（中学生を
除く）　定各25名（先着順）　費各
600円

いずれも 
問下高井戸運動場（下高井戸3-26-1☎ 
5374-6191）

身近なまちのお風呂屋さんで
楽しく健康づくり

4～6月のまちの湯健康事業

浴場名（所在地） 電話番号 内容・日時

弁天湯
（高円寺南3-25-1） ☎3312-0449 てぬぐい体操★　4月4日㈬・18日㈬、5月2日㈬・16

日㈬、6月6日㈬・20日㈬午後2時

なみのゆ
（高円寺北3-29-2） ☎3337-1861 元気塾椅子に座って健康体操　4月15日㈰、5月13

日㈰・27日㈰、6月17日㈰午後1時30分

小杉湯
（高円寺北3-32-2） ☎3337-6198 てぬぐい体操★　4月4日㈬、5月2日㈬、6月6日㈬

午後2時30分

浴場名（所在地） 電話番号 内容・日時

玉の湯
（阿佐谷北1-13-7） ☎3338-7860 太極拳★　4月4日㈬・18日㈬、5月2日㈬・16日㈬、

6月6日㈬・20日㈬午後１時４５分

杉並湯
（梅里1-13-7） ☎3312-1221 健康エアロビクス　4月11日㈬、5月9日㈬、6月13日

㈬午後2時30分

ゆ家和ごころ吉の湯
（成田東1-14-7） ☎3315-1766

健康エアロビクス★　4月7日㈯、5月5日㈷、6月2日
㈯　てぬぐい体操★　4月15日㈰、5月20日㈰、6月
17日㈰／いずれも午後0時30分

さくら湯
（和田3-11-9） ☎3381-8461 健康エアロビクス★　4月17日㈫・28日㈯、5月15日

㈫・26日㈯、6月19日㈫・23日㈯午後2時15分

第二宝湯
（本天沼2-7-13） ☎3390-8623 気功太極拳　4月8日㈰・22日㈰、5月13日㈰・27日㈰、6月10日㈰・24日㈰午後2時

秀の湯
（桃井4-2-9） ☎3399-6112 てぬぐい体操　4月13日㈮、5月11日㈮、6月8日㈮

午後2時

文化湯
（西荻北4-3-10） ☎3390-1051 自

じ

彊
きょう

術　4月8日㈰、5月13日㈰、6月10日㈰午後2
時30分

湯の楽代田橋
（和泉1-1-4） ☎3321-4938 てぬぐい体操　4月10日㈫・24日㈫、5月8日㈫・

22日㈫、6月12日㈫・26日㈫午後1時30分

大黒湯
（和泉1-34-2） ☎3328-2137 てぬぐい体操　4月8日㈰・22日㈰、5月13日㈰・27

日㈰、6月10日㈰・24日㈰午後1時30分

大和湯
（和田1-71-18） ☎3381-3452 健康エアロビクス　4月8日㈰・22日㈰、5月13日

㈰・27日㈰、6月10日㈰・24日㈰午後1時45分

　区内在住で60歳以上の方を対象に、区が杉並浴場組合に
委託して行う健康事業です。参加した方は、当日100円で入
浴できます。
時場内下表のとおり　師杉並区シルバー人材センターほか　定会場により異なります
（先着順。★印は予約制）　問各公衆浴場（午後1時以降）　他てぬぐい体操は手拭
い持参。満員の場合は、安全上お断りすることもあります。長寿応援対象事業

　杉並浴場組合では、営業時間外の浴場をグループ活動の場所として
貸し出す事業を行っています。

時要相談　対区内在住で60歳以上の方が4名以上のグループ　費１人
100～600円程度　申問電話で、井草湯・井口☎ 090-7813-5690　他
活動後に入浴を実施している浴場もあり（別途入浴料）。浴場所在地は、
杉並浴場組合公式ホームページ「せんとう．jp」参照

風呂っと杉並事業

ゆうゆう西荻北館（西荻北2-27-18）
事業者＝NPO法人さらプロジェクト
　　　　　 地域の団体、皆さんと共に新しいことをたくさん発見できる
事業を行い、活動的な地域の拠点（活ぽれ館）を目指して運営していき
ます。

はじめましての春祭り　時4月30日㉁午後1時30分～4時　内落語と歌、
和太鼓演奏、協働事業の紹介　定60名（申込順）　申問4月1日から電
話で、ゆうゆう西荻北館☎ 3396-8871

ゆうゆう下井草館（下井草3-13-9）
事業者＝NPO法人ウイッシュ・プロジェクト
　　　　　 「自分らしく生き生きと暮らしていきたい」という相談者の思
いに応えるため、一人一人の声に耳を傾け、きめ細やかな心のサポート
を心掛け、「地域と歩む」をテーマにより開かれた館を目指して事業を
行っていきます。
初回イベント
春のオープニングコンサート　時4月22日㈰午後1時30分～3時30分　
内二胡コンサート、協働事業の紹介（声楽講師による発声練習、スト
レッチ）、ゲーム　定60名（申込順）　申問電話で、ゆうゆう下井草館
☎ 3396-8882

事業者から

事業者から

● ゆうゆう西荻北館＝3月30日㈮・31日㈯
● ゆうゆう下井草館＝3月29日㈭～31日㈯臨時休館のお知らせ

初回のイベント

初回のイベント

4月からゆうゆう西荻北館と
下井草館の協働事業者が変わります
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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
 永福体育館
◆楽らく健康タイム　大人の休日ヨガ
時4月7日～8月18日の第1・3土曜日、
午後7時10分～8時40分　師山本美也
子　定各日50名（先着順）　費各日
500円　他タオル・飲み物、お持ちの
方はヨガマット持参
◆楽らく健康タイム春　骨盤＆骨スト
レッチ
時内4月13日～7月27日の第2・4金曜日
①午後1時～2時＝骨盤＆骨ストレッチ
②2時～3時＝骨ストレッチ・骨盤ウオー
キング　師小島敬子　定各日各回50
名（先着順）　費各日各回300円。①②
連続受講500円　他動きやすい服装で、
室内用運動靴・タオル・飲み物持参

いずれも 
場 問永福体育館（永福3-51-17☎ 
3328-3146）　対区内在住で15歳以上
の方（中学生を除く）
 荻窪体育館
◆集まれ！小学生ソフトバレーボール
 こども
時4月1日㈰午前9時～11時　師ソフト
バレーボール連盟　対区内在住・在学
の小学生　定15名（先着順）　費100
円　他体育館履き持参
◆楽らく健康タイム　楽しくダンスエ
クササイズ～目指せカーヴィボディ
時 内4月4日～6月27日の水曜日①午前
11時～正午＝じわじわ身体を温めます
②正午～午後1時＝気持ちよく汗をかこ
う／第3水曜日を除く　師Yumi　対区
内在住・在勤・在学で15歳以上の初心
者（中学生を除く）　定各日各回70名
（先着順）　費各回350円。①②連続受
講600円
◆①②はじめてバレエⅠ③しなやかに
バレエⅠ
時4月12日～7月26日の木曜日①午前
9時～10時30分②10時30分～正午③
正午～午後1時30分（5月3日、6月21
日を除く。各計14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①②初心・入門者③はじめてバ
レエ経験者で初・中級者（いずれも中
学生を除く）　定各20名（抽選）　費各
1万4700円　申往復ハガキ（12面記入
例）で、3月23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マタニティヨガⅠ②産後エクササ
イズⅠ
時4月14日～7月14日の土曜日①午前
10時～11時30分②11時30分～午後1
時（4月28日、5月12日、6月2日・23
日を除く。各計10回）　師Yumi　対区
内在住・在勤で①妊娠4カ月～出産直
前の方②出産後1年以内の方　定①18
名②20名（いずれも抽選）　費各8000
円　申往復ハガキ（12面記入例）で、
3月26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）
◆Saturday Brunch TimeⅠ（自由参加
型）～体幹ボディコンディショニング
時4月14日㈯・28日㈯午前11時15分～
午後0時45分　師佐々木縁　対区内在
住・在勤・在学で15歳以上の方（中学
生を除く）　定各60名（先着順）　費
各550円
◆ピラティスナイトⅠ
時4月16日～7月9日の月曜日、午後7時～
8時・8時～9時（4月30日、5月28日、6
月25日を除く。各計10回）　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）で、3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）

いずれも 
場 問荻窪体育館（〒167-0051荻窪
3-47-2☎ 3220-3381）
 松ノ木運動場
◆たっぷりストレッチとノルディック
ウオーキング教室
時4月19日～6月21日の木曜日、午前9

時～11時（5月3日、6月7日を除く。計
8回。予備日＝6月28日㈭、7月5日㈭）　
師NPO法人日本ノルディックウオーキ
ング協会上級インストラクター・齋藤
由美子　対区内在住・在勤・在学で15
歳以上の方（中学生を除く）　定20名
（申込順）　費 6400円（保険料含む）　
申電話または直接、4月1日までに同運
動場　他リハビリ等を目的とする方は
度合いによって介助人が必要
◆テニス教室①ゆったり②基礎強化③
ゲームを楽しもう
時4月25日～6月27日の水曜日①午前9
時～10時②10時15分～11時25分③11
時40分～午後1時（5月30日、6月6日を
除く。各計8回。予備日＝7月4日㈬・11
日㈬）　師内山汐里　対区内在住・在
勤で①おおむね65歳以上の方②初級
レベルの方③中級レベルの方（②③い
ずれも15歳以上の方〈中学生を除く〉）　
定各10名（抽選）　費①8000円②③
各1万円　申往復ハガキ（12面記入例）
または直接、4月1日（必着）までに同
運動場　他①～③重複申し込み不可
◆①はじめてのベースボール春②す
てっぷあっぷベースボール・春 こども
時5月8日～7月3日の火曜日①午後3時
15分～4時15分②4時30分～6時（6
月5日を除く。各計8回。予備日＝7月
10日㈫・17日㈫・24日㈫）　師飯島雅
晴ほか　対区内在住の①4～6歳の未
就学児②30年度小学1～3年生　定各
20名（抽選）　費①6000円②6400円　
申往復ハガキ（12面記入例）で、4月
15日（必着）までに同運動場

いずれも 
場 問松ノ木運動場（〒166-0014松ノ
木1-3-22☎ 3311-7410）
 高円寺体育館
◆（楽らく）①リフレッシュエアロビ
クス②エアロビクス＆ストレッチ
時4月3日～6月19日の毎月第1・3火曜
日①午前11時～正午②正午～午後1時　
師宮崎輝美　対区内在住・在勤・在学
で15歳以上の方（中学生を除く）　定

各回70名（先着順）　費各回350円。
①②連続受講600円
◆エンジョイ卓球Ⅰ初級者コース
時4月16日・23日、5月7日・14日・21
日・28日、6月4日・11日／いずれも月
曜日、午後3時～5時。計8回　師国広
哲弥　対区内在住・在勤・在学で15歳
以上の方（中学生を除く）　定40名（抽
選）　費6400円　申往復ハガキ（12面
記入例）で、3月27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。定員あり。1回500円）
◆トータルスポーツ教室Ⅰ　鉄棒・と
び箱・マットコース こども
時4月22日・29日、5月13日・27日、6
月10日・24日／いずれも日曜日①午
前9時～10時②10時～11時（各計6回）　
師Ti Amo　対区内在住・在学の①小
学2・3年生②小学1年生　定各30名
（抽選）　費各3000円　申往復ハガキ
（12面記入例）に性別・学年も書いて、
3月29日（必着）までに同体育館　他
上履き・タオル・飲み物持参
◆ふれあいフットサル教室
時4月22日㈰、5月27日㈰午前11時～
午後1時　師区サッカー連盟　対区内
在住・在学・通所で知的障害のある方
（自己管理ができる方、簡単な指示の
もと集団行動ができる方）　定各30名
（申込順）　費各100円　申電話・ファ
クス（12面記入例）で、同体育館
◆シニアセルフケア体操Ⅰ
　転倒予防、体調改善を目的に行う体
操です。
時5月8日～6月26日の毎週火曜日、午
後1時15分～2時45分（計8回）　師
HIKARU　対区内在住・在勤のおおむ
ね50歳以上で、医師から運動を制限
されていない方　定20名（抽選）　費
6400円　申往復ハガキ（12面記入例）
で、4月4日（必着）までに同体育館

いずれも 
場 問高円寺体育館（〒166-0003高
円寺南2-36-31☎ 3312-0313 FAX3312-
0312）　他車・バイクでの来館不可

「公園から歩く会」
　あなたの「働きたい」を全力でサポートする３つのコーナーが杉並区就労
支援センターにはあります。「働くことに不安」「正社員を目指したい」「再
就職にチャレンジしたい」方は、ぜひお越しください。

―――問い合わせは、各コーナーへ。

●「働く」ための相談
   （就労準備相談）をしたい
●セミナーを受講したいなど

●仕事を探したい
●仕事を紹介してほしい

●働く土台をつくりたい
●働く自信を高めたい

若者就労支援
コーナー　　
☎3398-1136

ハローワーク
コーナー　　
☎3398-8619

ジョブトレーニング
コーナー　　　　　

☎6383-6500

杉並区就労支援センター
住所 荻窪5-15-13あんさんぶる荻窪4階（3月30日まで）
開館日時 月～金曜日午前9時～午後5時（祝日、12月29日～1月3日を除
く。若者就労支援コーナーのみ第1・3土曜日も開館）。
※ 詳細は、杉並区就労支援センターHPhttp://www.city.suginami.tokyo.
jp/shuroshien参照。

　認知症予防に効果があるウオーキング（有酸素運動）の習慣化を目指します。
早歩き・普通歩き班（5㎞程度）とのんびり班（3㎞程度）に分かれて歩きます。

時場下表のとおり／いずれも午前10時～正午（受付時間＝9時30分～10時）。
雨天、災害時、天候の急変や道路の残雪・凍結などの場合は中止　対区内
在住の65歳以上で、自立して所定時間内に3～6㎞程度歩ける方　問荻窪保
健センター☎ 3391-0015　他歩きやすい服装で、飲み物・帽子・手袋持参。
ポール、ステッキの使用はご遠慮ください

会場・集合場所 開催日

①善福寺公園（善福寺2・3丁目）▶ボート乗り場前 第1火曜日
（31年1月1日を除く）

②善福寺川緑地（成田西3丁目）▶杉二小前広場 第1金曜日
（5月4日を除く）

③高井戸の里（高井戸東3-7-6）▶杉並清掃工場敷地内北西広場 第2水曜日

④井草森公園（井草4-12-1）▶管理事務所前広場 第2木曜日

⑤蚕糸の森公園（和田3-55-30）▶管理事務所前広場 第2金曜日

⑥和田堀公園（大宮1・2丁目）▶大宮八幡宮大鳥居 第3火曜日

⑦読書の森公園（荻窪3-39-16）▶正門
第3金曜日

⑧妙正寺公園（清水3-21-21）▶遊具広場
⑨馬橋公園（高円寺北4-35-5）▶管理棟前広場 第4火曜日

⑩柏の宮公園（浜田山2丁目）▶遊具広場 第4水曜日

杉並区就労支援センター
ご 利用ください30年度

※⑦は早歩き・普通歩き班のみ、⑧はのんびり班のみ。

ハローワーク

4月2日に「ウェルファーム杉並」（天沼3-19-16）に移転します



※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。

平成30年（2018年）3月15日　No.2225

 催し
西荻商店街落語会　3月21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
ふれあいの音楽会　3月25日㈰午後2時
～5時／杉並公会堂／出演＝明治大学付
属中野中学・高等学校音楽部▶曲目＝ド
ボルザーク交響曲第9番「新世界より」
ほか／区内在住の方／700名（先着順）
問明治大学付属中野中学・高等学校音
楽部☎ 3362-8704
コア・アプラウス2018コンサート　4
月1日㈰午後2時～4時／杉並公会堂／
混声合唱団によるコンサート▶出演＝砂
川稔（指揮）ほか▶曲目＝モーツァルト
「戴冠ミサ」ほか／小学生以上の方／前
売り3000円／申 問電話で、オフィス・
アプローズ☎ 3612-1318／当日券あり
（3500円）
石けん作り体験　4月6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）
すぎなみ春らんまん祭　4月6日㈮～8日
㈰午前10時～午後7時（6日は正午から）
／善福寺川緑地公園杉二小前広場（成田
西3丁目）／出店、ダンス、演武、花見
将棋（8日のみ）ほか／問杉並区商店会
連合会☎ 3220-1221
アメリカン・ジャズ、ポピュラーの「ク
ラシックス」を聴く会　4月7日～31年3
月2日の第1土曜日、午後6時～7時30分
／MANHATTAN（阿佐谷北2丁目）／
1925～45年を中心とした音楽鑑賞／各
30名程度（先着順）／問アメリカン・
ジャズ、ポピュラーの「クラシックス」
を聴く会・伊勢谷☎ 3310-9120／詳細は
MANHATTANホームページ参照
春に室内楽を愉

たの

しむ　4月14日㈯午後2
時～4時／細田工務店（阿佐谷南3丁目）
／出演＝片野美穂子（バイオリン）ほか
▶曲目＝モーツァルト「フルート四重奏
曲」ほか／区内在住の方／80名（申込
順）／1000円／申問電話・ファクス（12
面記入例）で、4月13日までに美しい日
本の歌の会・池川☎ FAX3391-8253
つぶてソングの集い～音楽の架け橋　
杉並＆南相馬　4月15日㈰午後2時～4時
／杉並公会堂／出演＝新実徳英（指揮）
ほか▶曲目＝「つぶてソング」ほか／小
学生以上の方／800名（申込順）／1000
円／申Eメール（12面記入例）に希望
枚数も書いて、つぶてソングの集いプロ

ジェクト info@tsubutesong.jp／問同
プロジェクト・伊藤☎ 090-1663-9536
城西病院ホスピタリティコンサート　4
月20日㈮午後7時～9時／城西病院（上
荻2丁目）／出演＝川津直子（ピアノ）▶
演目＝音楽紙芝居「すてきなとりかえっ
こ」／70名（先着順）／問城西病院・
平木☎ 3390-4166
 講演・講座
個人事業主向け会計ソフト決算説明会
　4月5日㈭・6日㈮▶事業＝午前10時～
11時30分▶不動産＝午後2時～3時30分
／杉並青色申告会（阿佐谷南3丁目）／
「ツカエル青色申告」を使用した決算方
法の説明（ウィンドウズのみ対応）／杉
並青色申告会事務局職員／事業所得者、
不動産所得者／各日各回5名（申込順）
／各日各回1000円／申 問電話・Eメー
ル（12面記入例）で、4月4日までに杉
並青色申告会☎ 3393-2831 seminar@
aoiro.org／長寿応援対象事業
春爛

らん

漫
まん

の善福寺川ウオーキング　4月8
日㈰午前10時～正午（雨天中止）／集
合＝JR荻窪駅南口▶解散＝尾崎橋（成
田東3丁目）／山室京子／区内在住・在
勤・在学の方（小学生以下は保護者同
伴）／25名（申込順）／300円。小学
生以下無料／申ファクス（12面記入
例）で、NPO法人杉並環境カウンセ
ラー協議会 FAX3392-0606／問同協議会
☎ 3392-0606／双眼鏡・飲み物・筆記
用具持参

徳川初期政権の江戸城と町づくり　4月
14日㈯午後1時30分～3時30分／高井戸
地域区民センター／城郭愛好家・岡山
宣孝／区内在住で60歳以上の方／90名
（先着順）／300円／問杉の樹大学同窓
会・塩澤☎ 090-5499-5712
善福寺公園　植物と動物の繋

つな

がり自然観
察会　4月22日㈰午前9時30分～正午／
集合＝都立善福寺公園上池ボート乗り場
（善福寺3丁目）／日本自然保護協会自然
観察指導員・佃和夫／区内在住・在学・
在園の未就学児～小学生とその保護者
／40名（申込順）／200円。小学生以下
100円／申往復ハガキ（12面記入例。参
加者全員分）で、4月12日（必着）まで
に善福寺自然かんさつ会事務局・宇田川
文明（〒167-0042西荻北2-31-11）／問
宇田川☎ 3390-1039
河北健康教室　骨粗鬆

しょう

症と脊柱管狭
きょう

窄
さく

症のお話と体操　4月23日㈪午後3時～
4時30分／河北総合病院（阿佐谷北1丁
目）／河北総合病院整形外科医・白石
建ほか／80名（申込順）／申 問電話で、
河北総合病院広報課☎ 3339-5724（午
前9時～午後5時。日曜日を除く）
 その他
税金なんでも相談会　3月28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、東京税理士会荻
窪支部☎ 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

 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
　親子で楽しく、ボールを使った体操
やボール遊びを行う教室です。
時4月11日㈬・18日㈬・25日㈬午前10
時～10時50分＝2歳児▶11時～11時
50分＝3・4歳児　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）　費各回1組510円（子育て応
援券利用可）
◆キッズエンジョイサッカー交流会
 こども
時4月15日㈰午後1時20分～2時50分　
対区内在住・在勤（保護者）・在学の
30年度小学生と
その保護者（子
どもだけの参加
も可）　定 40名
（申込順）　費 1
人510円
◆親子サッカー教室70 子育て
時4月22日㈰午後1時20分～2時30分
＝年中長▶3時～4時10分＝小学1～3年
生　内ボールを蹴る練習や足で運ぶ練
習、試合体験　対区内在住・在勤（保
護者）・在学（在園）の30年度年中～
小学3年生とその保護者　定各30組60
名（申込順）　費各回1組720円
◆大人のサッカー教室①女性＆初心者
②試合たくさん
時4月30日㉁①午後1時20分～2時50分
②3時20分～4時50分　対区内在住・
在勤・在学の20歳以上で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

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）　師FC東京普及
部コーチ　申3月16日から電話または
直接、同センター
 杉十小温水プール
◆泳力アップ初級コース
　クロール・平泳ぎを学びます。
時4月1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3月25日から電話で、同
プール
◆個人向け泳法ワンポイントレッスン
　1人5分間、マンツーマンで教えま
す。
時4月1日㈰・15日㈰午前10時～10時
55分　対区内在住・在勤・在学の方
（小学3年生以下は水着着用の保護者同
伴）　定各10名（先着順）　費入場料
◆水中運動
時4月2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
◆初心者ビギナースイム
　顔付けから、けのび、バタ足、ク
ロールの初歩をレッスンします。
時4月5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3月30日から電話で、同
プール
◆水泳教室①幼児②小学生 こども
時4月17日～6月19日の火曜日①午後
4時30分～5時30分②5時30分～6時
30分（5月1日、6月5日を除く。各計8
回）　師日本スイミングクラブ協会イ
ンストラクターほか　対区内在住・在
学の30年度①5・6歳の未就学児②小
学1～3年生　定各15名（抽選）　費
各8000円　申往復ハガキ（12面記

入例）で、3月24日（必着）までに同
プール　他保護者の送迎が必要

いずれも 
場 問杉十小温水プール（〒166-0012
和田3-55-49☎ 3318-8763）　他駐車
場はありません

ファミリー運動　
家族一緒に身

か ら だ

体を動かそう 子育て
時4月7日㈯午前9時30分～10時20分　
場妙正寺体育館　師野口奈保　対 2
歳半～4歳のお子さんとその保護者
（子ども1名に対して保護者2名まで参
加可）　定15組（申込順）　費1組610
円　申 問電話または直接、妙正寺体
育館（清水3-20-12☎ 3399-4224）　
他運動できる服装で参加。はだしで
実施

情報ぽけっと
申し込みは、各団体へ

時3月28日㈬～7月16日㈷午前10時～午後6時
（入館は5時30分まで。7月16日は4時閉館。月
曜日〈祝日の場合翌平日〉休館）　場杉並アニ
メーションミュージアム（上荻3-29-5杉並会館
3階）　問同ミュージアム☎ 3396-1510
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杉並アニメーションミュージアム企画展

時4月4日㈬午後2時30分～4時30分　場浜田
山会館（浜田山1-36-3）　内指人形による交
通安全教育、いきいきクラブによる発表、の
だゆきさんによる音楽パフォーマンス　対区
内在住・在勤・在学の方　問高井戸警察署交
通課交通総務係☎3332-0110






