
「子どもの育ち」を
みんなで支える。

すべての子どもの育ちと子育てを

地域全体で支え合う視点に立って、

区では妊娠から出産、子育て期に

わたって切れ目のないサービスを

展開しています。

今回は、これらのサービスを利用

しながら子育て中の区民の皆さん

に直接お話を伺いました。

｢子育てって大変だけど楽しい！｣

という声が聞こえてきませんか。

広 報  す ぎ な み

支えあい共につくる
安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並

平成30年（2 0 1 8年）
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6月24日㈰は杉並区長選挙および杉並区議会議員補欠選挙の投票日です。忘れずに投票しましょう！皆さんにお知らせ
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毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介していきます。

主な相談窓口の
ご案内

　杉並区の未来を担うすべての子どもたちが、健やかに成長できるよう、区では、地域全体で子どもを大切にする環境をつく
るとともに、妊娠・出産から子育て期まで、子どもの年齢や家庭の状況に応じた切れ目のない母子保健・子育て支援サービス
を展開し、子どもの育ちを支えています。
　今号では、区内でサービスを利用しながら子育てされている方々に、「杉並で子育てをしていて良かった」と思うことなど
についてお話を伺いました。

　５月１日号では、「妊娠・出産・子育てまでの母子保健・子育て支援サービ
ス」を紹介しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。今回、実際にサービ
スを利用されている方からお話を伺う中で、皆さんが初めてのことに試行錯
誤をしながらも、一緒に子育てをしている他のお父さんやお母さん、近隣に住
む方々に支えられながら、子育てをすることを楽しまれていると感じました。
　昨年度実施した区民意向調査では、「子育てを楽しいと感じる」「子育てが
地域の人に支えられていると感じる」と答えた方がいずれも7割を超えていま
す。このように感じる方をさらに増やしていくためには、行政のみではなく、
サービス提供事業者や、身近な相談役として活躍されている民生委員・児童
委員、地域の中で子どもたちを支え・見守って下さっている区民・団体の方々
などの連携・協力した支援が欠かせません。
　今後も、こうした皆さんと手を携えながら、子育て世帯のライフステージに
応じたきめ細やかな子育て支援を推進していきます。

　妊娠はうれしかっ
たのですが、最初は
なかなかママになる
実感が湧かず、初産
でしたから不安もあ
りました。でも、区
から母子健康手帳を
いただき「ゆりかご
面接」を受けたと
き、ママになる実感
が込み上げてきて感
動を覚えました。

　その時に紹介してもらった「パパママ学級」に夫婦で参
加し、同じ境遇の者同士仲良くなって、初めてママ友・パ
パ友をつくることもできました。今も連絡を取り合ってい
て、子どもが1歳になるまでにまたみんなで会おうって約
束しているんですよ。
　それから、保健センターで行われた、「離乳食講座」が
とてもためになりました。また、気持ちの面で助けられた
のが、「すこやか赤ちゃん訪問」です。双子の一人が先に
退院、一人は入院が続くこととなりパニックになりそうで
したが、保健センターの担当保健師さんがしっかり支えて
くださって、本当に救われた思いがしました。
　それと、私もそうだったのですが、自分の親の介護と子
育ての時期が重なる人もいるので、どちらもうまく両立で
きるような支援があれば助かるな、と感じました。

〈5カ月の双子のお子さんをお持ちの山﨑さん談〉

区外の人からの
「うらやましい～」

　保健センターや子育て支援課（区役所東棟3階）で母子健康手帳をお渡
しする際に妊婦さんと保健師、助産師等が面接し、さまざまなご相談に
応じるほか、出産、子育てに向けて、一人ひとりに合った「ゆりかごプ
ラン」を作成し、利用できるサービスなどの情報提供を行っています。

ゆりかご面接ゆりかご面接

子育て応援券子育て応援券

子ども・子育てプラザ子ども・子育てプラザ

保育ホッとナビ保育ホッとナビ

　この春、近所に「子ども・子育てプ
ラザ」ができたので、「あんよ」の練
習に通っていました。周りの子に比べ
て少し歩くのが遅かったのですが、
「少し離れた距離から呼んであげて」
と職員の方からアドバイスをもらっ
て、だんだん歩けるようになりまし
た。自宅と違って広いスペースで練習
できたのも良かったのかなと思いま
す。今では頻繁に通うようになり、職
員の方がいつも気軽に話し掛けてくれ

るので、何げない会話の中で自然と子育て相談をしているような感じです。
　こんな施設がいろんなところにできれば、私たちのように助かるママさ
ん、パパさんはたくさんいるでしょうね。

〈1歳のお子さんをお持ちの四方さん談〉

　親や地域の子育て力を高め、子育てを共に支える地域づくりを目指して実施している区
独自の事業です。応援券では地域の子育て支援団体やNPO法人、企業、医療機関など約
500事業者が提供する子育て支援サービスを受けられます。

　十分なスペースの中で子どもを伸び伸び遊ばせるだけでな
く、職員に子育て相談をしたり、ママ友・パパ友をつくって交
流を楽しむなど、妊娠期から乳幼児期の親子がいつでも立ち寄
れて、ほっと過ごすことができるつどいの場です。和泉や天沼
に続き、本年8月には「子ども・子育てプラザ成田西」を開設
し、今後も各地域に整備を進めていきます。

　区ホームページでは、保育施設利用のご案内や保育施設の空き状況などの入園に
関する情報、各種申請書の様式などを掲載しています。
　また、これまでの待機児童解消対策の取り組みなどもご覧いただけます。

　｢子育て応援券」の存在がとてもあり
がたく、区外の人からはうらやましが
られます。最初は子どもの一時預かり
に利用し、最近でもリトミックなど、
親子で楽しんで参加できるイベントに
応援券を使わせてもらっています。
　この応援券が私たちの子育てを支え
てくれているんですよね。

〈1歳と3歳のお子さんをお持ちの矢野
さん談〉

　下の子は、認可保育
園に意外なほどスムー
ズに入れて驚きまし
た。以前に比べて、保
育園に入れないという
話を身近で聞かなくな
りましたね。保育園の
情報は区のホームペー
ジが役に立ちました
し、区役所や保健セン
ターへ出向いて直接聞くこともできました。
　共働きで忙しいのですが、母も子育てには協力的で、子どもを
保育園にお迎えをしてくれた後に、子ども・子育てプラザに連れ
て行って面倒を見てくれています。恵まれた子育て環境の中で夫
もとても子育てを楽しんでいて、一人きりで子育てをしていると
いう感じは全くありません。

〈11カ月と3歳のお子さんをお持ちの上野さん談〉

　わが家の子どもは幼稚園通い
ですが、子ども・子育てプラザ
のプログラムや児童館のゆう
キッズをよく利用しています。
そのような場でママ友もたくさ
んできて「一人じゃない」と感
じることがよくあります。
　ご近所の年配の方々も「何か
あったら遠慮なく声を掛けて
ね」って言って下さって、そん
なふうに地域の皆さんが子ども

たちを見守ってくれていることがとても心強く思えます。

〈11カ月と4歳のお子さんをお持ちの久保田さん談〉

子育ては
一人じゃない 子育て支援課長・福原善之

よく遊びに
来ています！

CHECK! CHECK!

CHECK!

28年度実績

77.3%

33年度目標

90%

子育てを楽しいと
感じる人の割合

28年度実績

75.8%

33年度目標

95%

子育てが地域の人に
支えられていると感じる割合

妊娠～出産期の
子育て

杉並だけの

支援サービス
保育園・幼稚園

を

利用しながら
ママ友、パパ友
できました！

月～土曜日午前9時～午後7時(祝日・年末年始を除く)
ゆうライン(相談専用窓口)☎5929-1901

一人で悩まずに
ご相談ください

〈子ども・子育てプラザ天沼を
  利用中の藤井さん親子〉

※右2次元コードからもアクセスできます。

※｢第49回杉並区区民意向調査」より。

サービスの利用相談窓口

妊娠・出産・子育て、心と体の健康相談窓口

子育てに関する総合相談窓口



区からのお知らせ

 保険・年金
国民健康保険料額通知書を発送します
　30年度保険料額通知書を6月11日㈪に世帯主宛てに
発送します。4月～31年3月の12カ月分の保険料を、6
月期～31年3月期の計10回に納付書を分けてお支払い
いただきます。保険料の全部または一部納付書払いの
方には、一括分と各期分の納付書を同封します。
問国保年金課国保資格係

外国人の方も国民年金に加入が必要です
　日本に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人の
方は、国民年金に加入することになります。
　ただし、厚生年金に加入している方、厚生年金加入
者の被扶養配偶者の方は除きます。
　国民年金に加入して受給要件を満たせば、老齢基
礎年金や、万が一のときの障害基礎年金・遺族基礎年
金などが支給されます。
　なお、日本との間に社会保障協定を結んでいる国の
中には、年金制度の二重加入を防止する調整や、年
金加入期間の通算をする場合があります。
　また、保険料を6カ月以上10年未満納付した外国人
の方は、日本に住所を有しなくなった場合、住民票の
海外転出届を提出した後に請求手続きをすることによ
り脱退一時金が支給されます。
問加入手続きなどについては、区国保年金課国民年金
係。社会保障協定・脱退一時金については、杉並年金事
務所☎3312-1511

 生活・環境
6月3日㈰～9日㈯は「危険物安全週間」です
　身近な危険物にはガソリンや灯油のほか、手指消
毒用のアルコールや高濃度のアルコールを含むお酒、
アロマオイルなども含まれます。危険物の周りで火を
使用しない、直射日光の当たらない場所で保管する
など、取り扱いに注意しましょう。
◇東京消防庁危険物安全標語
　「知っておこう　くらしの中の　危険物」（羽村市在
勤・鈴木太佳雄さん）
問杉並消防署☎3393-0119、荻窪消防署☎3395-
0119

 子育て・教育
教科書展示会
　31年度から区立小中学校で使用する教科書の採択
にあたり、候補教科書の見本本を展示します。
時 場①6月5日㈫～28日㈭=済美教育センター(堀ノ内
2-5-26）②6月2日㈯～6日㈬・8日㈮・9日㈯=西荻図書
館（西荻北2-33-9）③6月9日㈯～15日㈮=中央図書館（荻
窪3-40-23）④6月13日㈬～15日㈮・17日㈰～20日㈬=
宮前図書館（宮前5-5-27）⑤6月17日㈰～19日㈫・22日
㈮・24日㈰～26日㈫=下井草図書館（下井草3-26-5）▶
実施時間 ①午前9時30分～午後5時②～⑤午前9時
30分～午後7時30分（日曜日、最終日は5時まで）　内
小学校教科書（道徳科用を除く）、中学校道徳科用教
科書の展示　問済美教育センター☎3311-0021　他
済美教育センターは、候補教科書教科以外の小中学校
教科書も展示

区立公園でデイキャンプができます
時7月18日㈬～8月31日㈮午前9時～午後4時（火気
使用は午前10時～午後2時。日曜日、祝日を除く）　
場塚山公園（下高井戸5-23-12）、井草森公園（井草
4-12-1）、柏の宮公園（浜田山2-5-1）の各指定場所　
対利用目的が青少年の健全育成活動である団体（大
人のみの団体、家族・友人のみの利用不可）　定各公
園1日1団体　申6月15日から問い合わせの上、利用日
の3日前までに直接、みどり公園課（区役所西棟5階）
問同課　他利用日までに消防署への届け出が必要

区民健康診査（健康診断）の受診券を郵送します
　10～3月生まれの対象者へ6月末に受診券を発送し
ます（4～9月生まれの対象者へは5月末に受診券を発
送しました）。
対国保特定健診 40～74歳で杉並区国民健康保険
に加入している方▶後期高齢者健診 後期高齢者医
療制度に加入している方▶成人等健診 30～39歳
で職場などの健診を受ける機会がなく、3年以内に
区民健康診査を受けたことのある方、生活保護受給
中の方　問杉並保健所健康推進課☎3391-1015

（新）永福体育館の利用申し込みを開始
　旧永福南小学校跡地に建設中の（新）永福体育館
が9月に開館します。このため、6月6日㈬から、貸し
切り使用の抽選の申し込みを公共施設予約システム
「さざんかねっと」で開始します。
　詳しくは「さざんかねっとスポーツ施設ガイドブッ

 健康・福祉

 施設情報

ク第10版」（スポーツ振興課〈区役所東棟6階〉、各ス
ポーツ施設で配布。区ホームページからもご覧になれ
ます）をご覧ください。
問スポーツ振興課、さざんかねっとの登録は各ス
ポーツ施設

セシオン杉並ホール使用休止
　セシオン杉並（梅里1-22-32）のホールは音響設備改
修工事のため、31年2月4日㈪～20日㈬（予定）は使用
できません。
問社会教育センター☎3317-6621

杉並区スポーツ推進委員
　スポーツ・運動を通した「区民の健康づくり」や「絆
のあるまちづくり」を目指して、地域でのスポーツ活動
やイベントの企画・運営などを行います。
内任期 9月1日～32年3月31日▶募集人数 若干名（選
考）▶報酬 月額8000円　対区内在住で満20歳以上の
方　申申込書（スポーツ振興課〈区役所東棟6階〉、区
体育施設などで配布。区ホームページからも取り出せ
ます）に作文を添えて、7月17日午後5時（必着）まで
に同課へ郵送・持参　問同課　他活動内容や作文の
テーマは募集要項参照

①東京都戦没者追悼式②全国戦没者追悼式の
参列者
時 8月15日㈬午前11時45分　場①文京シビックホー
ル（文京区春日1-16-21）②日本武道館（千代田区北
の丸公園2‐3）　対都内在住の戦没者遺族　申 問電
話で、6月15日までに東京都福祉保健局生活福祉部
計画課援護恩給担当☎5320-4076

 募集します

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

建築総合無料相談会★ 時 6月5日㈫・19日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面な
どがある場合は持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備課耐
震改修担当

行政相談（国の仕事等の苦情や要望）★ 時6月8日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階） 問区政相談課

住宅の耐震無料相談会★ 時 6月13日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などがあ
る場合は持参 問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談 時 6月14日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対区
内在住のマンション管理組合の役員・区分所有者等　定3組（申込順）

申杉並マンション管理士会HPhttp://suginami-mankan.org/から申し込
み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同会事務局 FAX
3393-3652へファクス　問同会事務局☎3393-3680、区住宅課

土曜法律相談 時6月16日㈯午後1時～4時（1人30分）　場相談室（区役所西棟２階）
定12名（申込順）

申電話で、6月11日～15日午前8時30分～午後5時に専門相談予約専
用☎5307-0617。または区政相談課窓口で予約　問同課

専門家による空家等総合相談窓口
時 6月21日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分（1組45分）　場相
談室（区役所西棟2階）　対区内の空き家等の所有者等（親族・代理人
を含む）　定各1組（申込順）

申申込書（区ホームページから取り出せます）を、6月19日（必着）まで
に住宅課空家対策係 FAX5307-0689へ郵送・ファクス　問同係

不妊専門相談
時6月21日㈭午後１時30分・２時10分・２時50分・３時30分　場杉
並保健所（荻窪5-20-1）　対区内在住・在勤・在学の方　定各1組（申
込順）

申問電話で、杉並保健所健康推進課健康推進係☎3391-1355

※★は当日、直接会場へ。

 6月の各種相談

　区は今年度も、区施設での省エネルギー・
節電の実践に取り組んでいきます。実施期間
は6月1日～9月30日です。

◇取り組み内容
　照明の一部消灯および減光、室温は28度
を目安に設定、職員の軽装勤務（5～10月）、
エレベーターの一部停止（７～９月）
問環境課、経理課、人事課

節電区役所の 　　　  に
ご理解ください

No.2230　平成30年（2018年）6月1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



 採用情報 ※応募書類は返却しません。
区立保育園等　夏季アルバイト
内保育補助業務▶勤務期間 7～9月のうち1カ月また
は2カ月間（勤務日程は応相談）▶勤務日時 月20日
以内。原則、月～金曜日午前8時30分～午後5時15分
（祝日を除く）▶勤務場所 区立保育園・区立小規模保
育事業所・区保育室・区立子供園のいずれか▶募集人
数 100名▶報酬（時給） 保育士資格登録者=1140
円、無資格者=1060円▶その他 交通費支給（上限あ
り）。勤務形態により社会保険加入　対高等学校卒業
（相当）以上の方　申履歴書に有資格者は保育士証の
写しも添えて、保育課管理係（区役所東棟3階）へ郵
送・持参　問同係　他履歴書記入要領 ①志望動機、
勤務可能期間、勤務職種「夏季アルバイト」、「広報す
ぎなみ」を見て応募した旨を記入②勤務希望園は記入
しない（住所地を考慮して紹介）③区役所関係のパー
ト・アルバイト経験者は、職歴に記入④「保育士（保
母）資格証明書」は保育士として扱えません▶採用ま
での流れ ⑴書類選考合格者には面接を実施⑵採用
決定後に所定の健康診断書を提出

清掃事務所夏季臨時収集職員（アルバイト）
内勤務内容 区内のごみ収集作業▶勤務期間 7月1日
～9月30日（勤務日程は応相談）▶勤務日時 月20日以
内。月～土曜日午前7時40分～午後4時25分▶勤務場
所 ①杉並清掃事務所（成田東5-15-20）②同事務所
下井草分室（下井草3-7-5）③同事務所方南支所（方
南1-3-4）▶募集人数 若干名▶報酬 日額１万円▶そ
の他 雇用保険加入。交通費支給（上限あり）　対18
歳以上の方（高校生を除く）　申電話で、希望する勤
務場所（①②=杉並清掃事務所☎3392-7281③=同事
務所方南支所☎3323-4571）　問杉並清掃事務所管理
係☎3392-7281　他申し込み後に面接を実施。履歴
書持参

 区以外の求人 
地域包括支援センターケア24下井草　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ほ
か▶勤務日時 月～金曜日午前9時～午後6時（週に１・
２回早遅番あり。月1回程度土曜日勤務あり）▶勤務

場所 ケア24下井草▶資格 社会福祉士、主任ケアマ
ネジャー、保健師、地域ケア等の経験のある看護師の
いずれか▶募集人数 2名▶報酬 当運営法人規定に
よる　申電話連絡の上、履歴書・職務経歴書・資格証
の写しを、ケア24下井草（〒167-0022下井草2-44-
4）へ郵送・持参　問同施設☎5303-5341　他書類選
考合格者には面接を実施

 その他
「外出手段にお困りの方へのおでかけガイド～
移動サービス・車編」の発行
　高齢や障害により外出が難しい方の日常生活や社
会参加をサポートするための冊子です。介護タク
シーやNPO団体などの選び方、利用方法、関連する
制度についての情報を掲載しています。
内配布場所 杉並区外出支援相談センターもび～る
（荻窪5-18-11）、地域包括支援センターケア24、障
害者施策課（区役所東棟1階）、介護保険課（東棟3階）　
問杉並区外出支援相談センターもび～る☎5347-
3154

̶̶問い合わせは、環境課生活環境担当へ。

【社会福祉基金】鈴木和博▶鈴木千代子▶匿名および氏名のみ公表分計=4万5000円
【みどりの基金】みどりの保全=成田西ふれあい農業公園来場者有志=4905円▶「炭焼き体験会」
来場者有志=3844円▶GGP杉堀=3000円▶「わい！わい！わだまつり」参加者有志=1万1623円
▶髙岡和敏=50万円▶鈴木和博▶鈴木千代子▶「玉川上水・放射5号線周辺地区まちづくりパ
ネル展」来場者有志／（仮称）荻外荘公園などの整備=竹内渓=1万円▶青木崇史=1万円▶大澤
幸子▶「荻外荘の建物内一部公開イベント」来場者有志▶匿名計=8万6900円
【NPO支援基金】むさしの児童文化協会豆大福=9000円▶NPO支援基金普及委員会＝2万
7895円▶鈴木千代子▶鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計=7万円
【次世代育成基金】CLUB銀燕＝20万円▶神明中学校PTA＝1万円▶東義一＝1万円▶方南銀座商店
街振興組合＝6万2240円▶立正佼成会杉並教会7万941円▶ハイランドセンターチャリティーバザー
実行委員会＝30万円▶鈴木和博（2件）▶鈴木千代子（2件）▶松ノ木中学校PTA▶交流自治体中学
生親善野球大会実行委員会/杉並区交流協会▶㈱忠武建基▶杉並区パドルテニス協会▶小谷勝博▶
野水紹子（2件）▶浅原元次郎▶匿名および氏名のみ公表分計＝130万5724円

ありがとうございました
3・4月のご寄付（敬称略・順不同）

　これから夏にかけて、さまざまな虫が発生します。特に相談の多い虫の
対処方法をご紹介します。

　デング熱・ジカウイルス感染症は蚊を媒介にして感染します。蚊に刺さ
れないよう予防対策をするとともに、次のようなことに留意しましょう。
●蚊の発生を防ぎましょう
　蚊の幼虫は水の中で暮らしています。水たまりができる植木鉢の受け皿
やバケツ、ジョウロなどの片付け・清掃をして、蚊の発生源をなくしましょ
う。
●蚊に刺されないために
　長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を少なくしましょう。虫よけ剤の活用
なども有効です。また、草むら・やぶは定期的に手入れをしましょう。

　ツバキやサザンカなどの葉の裏側に年２回（初夏と秋）、集団で発生し
ます。幼虫・成虫とも毒針毛を持ち、皮膚を刺されると痛がゆく感じます。
●駆除方法
　毛虫が発生している葉を枝ごと切り落とし、地中に埋めたり、草焼き
バーナーで焼き殺してください。チャドクガは毒針毛が飛散しやすいので、
十分注意してください。

　巣を発見した場合は、必要に応じて次のように対処してください。

●巣の特徴
　六角形の巣房が合わさってシャワーヘッドやハスの実
のような形をしています。下の方から見ると巣穴がたく
さん見えます（右写真）。
●駆除方法
　ハチは夕方暗くなると巣に戻り、活動が抑えられます。この時間帯に殺
虫剤を巣の斜め下から巣に向かって噴霧します。風向きに注意し、全体に
かかるように数秒間かけてください。巣に対して真下から行うと落下するハ
チに刺されることがありますので注意してください。
　翌日、巣にハチがいないことを確認してから、巣を取り除きます。

●巣の特徴
　初期の頃はトックリや一輪挿しを逆さにした形をして
います（右上写真）。大きくなるとボールのようなほぼ丸
い形になり、下の方に穴が１つだけあります。また、しま
模様が出てきます（右下写真）。
●駆除方法
　民有地にスズメバチが巣を作った場合は、所有者ま
たは管理者から環境課「有害鳥獣等相談110番」☎
5307-0665へご相談ください。

蚊

毛虫（チャドクガ）

ハチ

【アシナガバチ】

【スズメバチ】

ハチ虫対策あなたの周りの

東京都介護支援専門員実務研修受講試験
時試験日 10月14日㈰　内受験要項（申込書）配布
期間 6月29日まで▶配布場所 介護保険課事業者係
（区役所東棟３階）、地域包括支援センターケア24、
東京都庁（新宿区西新宿2-8-1）　申申込書を専用封
筒で、6月30日（消印有効）までに東京都福祉保健
財団へ簡易書留で郵送　問同財団☎3344-8512

在宅患者の使用済み注射針を回収しています
　杉並区薬剤師会では、自己注射をしている方が自宅で
使用した注射針を安全に廃棄できるよう、注射針を購入
し、保管容器を受け取った薬局で使用済み注射針を回収
しています。なお、自己血糖値測定器の針は構造上、安
全に廃棄可能ですので、可燃ごみとしてお出しください。
内回収方法 ①「使用済み注射針回収薬局」の表示
（右図）のある加盟薬局で注射針を購入す
る際に保管容器が交付されます②使用済
みの注射針を保管容器に入れてください
③保管容器がいっぱいになったら持参し
てください④加盟薬局以外で購入した場
合は、購入先にご相談ください　問杉並
区薬剤師会☎3393-3080

平成30年（2018年）6月1日　No.2230

※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。



※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。

　策定後の各計画の全文、いただいたご意見の概要と区の考え方は、下記閲覧場所のほか、区政資料室（区役所西棟2階）、区民事務所、図書館で6月30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。

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

杉並区一般廃棄物処理基本計画
●意見提出件数=5件（延べ6項目）

主なご意見の概要 区の考え方

通販業者の梱
こんぽう

包材、コンビニエンスストアや配食業者の
プラスチックごみ等の回収費用を販売元負担としてはい
かがでしょうか。

プラスチック製容器包装やペットボトル等のリサイクル費用につ
いては法律に基づき事業者負担となっておりますが、回収費用
は、自治体負担となっています。今後も拡大生産者責任の原則
を、さまざまな機会を捉えて国などに働きかけてまいります。

住民の高齢化・核家族化に加え、多国籍化も進んでい
きます。24時間捨てることが可能な回収箱があれば、
生活スタイルの多様化にも対応できるのではないでしょ
うか。地域の公園などにごみ回収箱を設置してくださ
い。

現在約3万7000カ所ある集積所を、周辺住民の方に管理をし
ていただいております。ご提案いただいた手法は、課題も多い
ことから現在の収集方法を継続する考えです。なお、高齢世
帯などにつきましては、引き続き「ふれあい収集」制度により、
戸別に収集することに努めてまいります。

いただいた主なご意見の概要と区の考え方

　区では、2計画を改定しました。改定に先立ち、「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」3月1日号などで計画
案を公表し、皆さんからご意見を伺いました。

●意見提出期間=3月1日～3月30日

杉並区環境基本計画
●意見提出件数=9件（延べ43項目）

いただいた主なご意見の概要と区の考え方
主なご意見の概要 区の考え方

「みどり」や「生き物」に重点を置いているが、生態系
の基盤である植物や、その基盤に支えられる多様な生き
物は何より「水」が必要です。
また、「循環型まちづくり」とあるが、自然界の循環を象
徴するものは水の循環です。

「基本目標Ⅲ⑵自然生態系保全の取組」で、「区内を流れる神田
川、善福寺川、妙正寺川の3河川は杉並区の特色ともなってお
り、水辺環境として貴重な存在であり、安全性や治水機能を
確保しながら河川沿いの緑化と合わせ、区民が水や水鳥など
の生き物と親しめる水辺として再生していきます。水環境・水
循環の保全の観点から雨水浸透施設や透水性舗装の整備によ
り、地下水・湧水の保全・涵

かんよう

養に努めます」としています。

「基本目標Ⅴ⑵NPO等の活動の推進」について、環境
活動にNPO等を活用することを歓迎します。環境活動
の推進に大事なことは、仲間と楽しく、達成感をもって
活動できることです。そのときに、区の支援はとても頼
りになるものです。

環境活動の推進には、豊富なノウハウを持つNPO等との協働
は不可欠であると考えています。
環境活動推進センターを環境団体の活動拠点、環境団体間の
交流の場として位置付け、区民や活動団体のさまざまな取り
組みを積極的に支援してまいります。

「食品ロスの低減」について、余剰食品の提供先として
「コミュニティ・ダイニング」（例えば子ども食堂）を考
えたい。それによって、コミュニティ・ダイニングを支
援する人の輪を広げたい。

フードドライブの常設窓口を設置し、回収量の増加を目指しま
す。また、区民への還元を図るために子ども食堂や区内福祉
施設へ提供していきます。

環境課（区役所西棟７階）
結果報告書等の閲覧

環境課
問い合わせ

ごみ減量対策課（西棟7
階）、杉並清掃事務所（成
田東5-15-20）、同事務所
方南支所（方南1-3-4）、
同事務所高円寺車庫（高円
寺南2-36-31）

結果報告書等の閲覧

ごみ減量対策課
問い合わせ

　しっかりかんで、しっかり食べるためには健康な
歯と歯肉が必要です。歯科健診を定期的に受診し
て、積極的にお口のケアを実践しましょう。また、
年齢とともに口周りの機能が落ちるオーラルフレイ
ルにも気を付けましょう。さきいか、たくあんくら
いの固さの食品を普通にかみ切れない、お茶や汁
物でむせることがある、このようなことに思い当た
るようならオーラルフレイルかもしれません。お口
の体操（パタカラ体操、早口言葉など）が効果的
です。

　年齢に伴って筋肉や心身の活力が低下した状態のことを「フレイル」と言い
ます。このフレイルの状態に自分でいち早く気付き、「健康長寿を目指す〈3つ
の心得〉」を心掛けることで健康な状態に戻すことができます。

̶̶ 問い合わせは、杉並保健所健康推進課歯科衛生担当☎3391-1355へ。

健康長寿を目指す〈3つの心得〉
　この3つをバランスよく実践することがとても大切です。
●しっかり噛

か

んで、しっかり食べる
●運動をする
●趣味・ボランティア・就労などの社会参加をする

～のばそうよ　健康寿命　歯みがきで

キレイな口もと応援教室
　健康と美しさを保つ工夫を専門家から学ぶ体験型の教室です。

時①6月27日㈬②7月4日㈬午前10時～正午（全2回要
出席）　場高円寺保健センター（高円寺南3-24-15）　内
師①来て・見て・やって　いろいろお口のチェック「歯
医者さんから聞けるお得な健

けんこう

口情報」（川勝歯科医院歯
科医師・田中紀子〈右写真〉）②笑顔が輝くメイク術＆
フェイスストレッチでイキイキと（かづきれいこリハビ
リメイクセラピスト・西奈まるか）　対区内在住・在勤・
在学で64歳までの女性　定20名（申込順）　申問電話で、高円寺保健セン
ター☎3311-0116　他皮膚疾患等治療中の方、化粧品アレルギー体質の方
はご遠慮ください。②は参加者自身でポイントメイクをします

6月4日～10日は

歯と口の健康週間です この3つをバランスよく実践することがとても大切です。

趣味・ボランティア・就労などの社会参加をする

広告
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　児童手当・児童育成手当・児童育成（障害）手当を受給している方へ、現況届
用紙を郵送しました。5月末時点で受給している方は、前年の所得や現在の家庭
状況等を必ず届け出る必要があります。この届け出に基づいて、引き続き手当の
受給要件に該当するかの審査を行います。
※ 届け出がないと6月分以降の手当を支給することができません。7月2日㈪まで
に提出してください。
　児童手当は、受給者または配偶者の29年の所得から、表2で該当する控除額
を差し引いた後の金額が、表1の限度額以上の場合、６月分以降の手当月額が
児童１人につき5000円（特例給付）になります。
　なお、配偶者が特例給付に該当または児童を税法上の扶養親族として申告し
ているなどのときは、受給者変更の手続きが必要となる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
　児童育成手当・児童育成（障害）手当の受給には受給者の所得制限があります。
受給者の29年の所得から、表２で該当する控除額を差し引いた後の金額が、表
１の限度額未満であることが要件です。受給要件の詳細は、各手当担当にお問
い合わせください。

̶̶問い合わせは、児童手当・児童育成手当については、子育て支援課子ども医療・手当係、児童育成（障害）手当については、障害者施策課障害者福祉係へ。

児童手当・児童育成手当・児童育成（障害）手当の現況届の提出をお忘れなく

※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。

7月2日㈪まで

 ̶̶問い合わせは、杉並保健所保健予防課☎3391-1025へ。新規エイズ・HIV感染者は横ばい、梅毒は増加！
　29年の都内の新規エイズ患者は97件、新規HIV（エイズの原因になるウイル
ス）感染者は367件で横ばい、梅毒の患者数は高い状態で推移しています。梅
毒に感染するとHIVの感染
リスクも高くなります。
　治療法の進歩により、HIV
に感染しても治療を早期に
開始することで、エイズの発
症を防げます。また、治療
を継続して体内のHIVの量
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。
　杉並保健所では匿名・無
料でＨＩＶ抗体・性感染症検
査や相談を行っています。感染が心配される場合にはHIV検査を受けましょう。
時内申右表のとおり　場杉並保健所（荻窪5-20-1）

すぎなみレッドリボンプロジェクトメンバー募集
　すぎなみレッドリボンプロジェクトでは、区とNPO法人が協働し、次世代を担
う若者がＨＩＶ等性感染症の正しい知識を持ち感染予防ができるよう、啓発活動
に取り組んでいます。
　活動の一つとして、中学生～大学生を対象に同世代の若者が学校等へ出向き、
ＨＩＶ等性感染症や性の健康についての講座を実施しています。28年度から、区
内の中学校・高校で延べ7校、950名以上の生徒が受講しています。
　活動に興味のある方、参加してみたい方はすぎなみレッドリボンプロジェクト
HPhttps://www.suginamiredribbon.org/をご覧ください。

HIVを正しく理解しましょう～6月は東京都HIV検査・相談月間です

◇所得とは
　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。
◇扶養人数
　29年12月31日現在の税法上の扶養人数です。扶養控除の対象にならない16
歳未満の扶養親族も含みますが、申告していることが必要です。
◇手当月額（児童１人につき）
●児童手当
▶３歳の誕生月まで＝一律１万5000円
▶３歳～小学校修了前＝１万円（第３子以降は１万5000円）
▶中学生=一律１万円
▶限度額以上（特例給付）＝一律5000円
※ 第３子以降とは、18歳到達日以後最初の３月31日までの間にある児童のう
ち、上から順に第１子・第２子…と数えます。
●児童育成手当 １万3500円
●児童育成（障害）手当 １万7000円

　各手当とも引き続き受給できる方には、10月、31年２月・６月中旬に、それぞれ
前月分までの手当を口座へ振り込みます。

〈表2　所得金額からの控除額（6月１日現在）〉
控除の種類 控除額

児童手当・児童育成手当・児童育成（障害）手当共通
 一律控除 8万円
 勤労学生・寡婦・寡夫控除 27万円
 特別寡婦控除 35万円
 障害者控除（1人につき） 27万円
 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控除 控除相当額

児童育成手当・児童育成（障害）手当のみ
 配偶者特別控除 控除相当額

〈表1　限度額（6月１日現在）〉

扶養人数（税法上） 児童手当 児童育成手当
児童育成（障害）手当

０人 622万円 360万4000円
１人 660万円 398万4000円
２人 698万円 436万4000円
３人 736万円 474万4000円

※扶養人数（税法上）が1人増すごとに限度額は38万円増加します。
扶養親族加算（1人につき）

老人 6万円 10万円
特定・16～19歳未満の控除対象 25万円

検査項目 HIV抗体・性感染症検査 HIV即日抗体検査

日程  毎月第１・３水曜日
（31年1月は16日のみ）  毎月第３土曜日

結果日  検査日の翌週の水曜日
 検査後、１時間30分程度
（陰性と明確に判断できない
  場合、1週間程度かかります）

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）

 血液検査（HIV抗体検査のみ）

申し込み
 当日、直接会場へ
（受付時間＝午前9時30分
 ～10時30分）

 要予約
 ① 実施月の1日から検査の前日
までに「すぎなみサンサン
サイト」（スマートフォン、
フィーチャーフォン専用）か
ら申し込み

 ② 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☎ 5259-
0330

留意事項  感染が心配される機会から
 60日以上経過していること

 感染が心配される機会から90
 日以上経過していること

その他  検査は匿名。検査結果は本人に直接お話しします。電話で
 の結果報告はできません。診断書の発行はありませんレッドリボンはエイズ・HIVへの理解と

支援の象徴です

広告 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

平成30年（2018年）6月1日　No.2230

年 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

HIV感染新規報告数 409 461 469 512 435 464 464

梅毒患者報告数 248 297 419 507 1044 1673 1788
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東京都のHIV感染新規報告数と梅毒患者報告数
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にご注意を！

雨が降ったら早めの情報収集を

防災行政無線・河川水位警報機
　区に大雨・洪水警報が発表された場合、防災行政無線の屋
外放送塔からお知らせします。また、河川があふれそうな場
合には、河川水位警報機からサイレンの吹鳴と音声でお知ら
せします。
問防災課、土木計画課

　大雨・洪水・雷注意報や警報が発表されたら、テレビや
ラジオの気象情報に注意しましょう。区の気象、河川水位
情報は区ホームページ（「安全安心情報」→「速報」）でご
覧になれます。
　東京都内の気象・降水量・河川水位・河川カメラなどの情
報は、東京都水防災総合情報システム「降雨・河川水位情
報」 HPhttp://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/でご覧
になれます。

防災行政無線電話応答サービス
　防災行政無線の内容を電話で確認できます。
▶「03」から始まる一般電話・IP電話から☎0120-170-100
▶市外からの電話、携帯電話から☎03-5378-8221
問防災課

災害・防災情報メール配信サービス
　災害時または災害発生の恐れがある場合に、区から緊急の
お知らせを配信します。また、防災行政無線の放送内容の確
認もできます。
●登録方法　防災課 entry-suginami@bousai-mail.jpへ空
メール。
問防災課

災害気象情報電話通報サービス
　Eメールの利用が困難な方や視覚に障害のある方を対象に、
災害気象情報や防災行政無線からの放送内容を電話でお知ら
せします。
●登録方法　電話で、防災課。
問防災課

電子地図サービス「すぎナビ」
　避難所の開設状況の確認や被害
情報の投稿による情報共有が可能
です（右2次元コードからダウン
ロードできます）。
問土木管理課

iOS版 Android版

日ごろからの備え
洪水ハザードマップの活用を
　大雨で洪水になった場合に予想される浸水の範囲とその程
度、避難所などの情報を掲載しています（土木計画課〈区役
所西棟4階〉、区民事務所で配布。区ホームページからもご覧
になれます）。
問土木計画課計画調整係

大雨が降ってきたら
●洗濯等での大量の排水を控え、川や下水道の負担軽減を心
　掛けましょう。
●「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、避難に時
間を要する人（高齢者・障害のある方・乳幼児連れの方な
ど）とその支援者は避難を開始しましょう。なお、避難所
への避難が困難な場合は、2階など屋内で安全を確保して
ください。その他の人は避難の準備をしましょう。

●「避難勧告」「避難指示（緊急）」が発令されたら、2階など屋
内で安全を確保し、必要に応じて避難所へ移動しましょう。

問防災課

土のうを貸し出します
　急な雨のときは土のうを配布することが難しいため、早め
の連絡をお願いします。
問杉並土木事務所☎3315-4178

土砂災害（特別）警戒区域の方はご注意ください
　大雨の際は、土砂災害警戒情報などの気象情報にご注意く
ださい。
●土砂災害警戒区域＝急傾斜地の崩壊などが発生した場合
　に、住民などの生命または身体に危害が生ずる恐れがあ
　る区域。
●土砂災害特別警戒区域＝急傾斜地の崩壊などが発生した場
　合に、建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に
　著しい危害が生ずる恐れがある区域。
　杉並区内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の所
在地などの詳細は区ホームページでご覧になれます。
問防災課

避難所の確認を
　土砂災害の際の避難所は、土砂災害警戒情報や土砂災害に
関する警報により開設します。
　大雨の避難所は、大雨警報の発令などにより、杉並会館（上
荻3-29-5）、荻窪地域区民センター（荻窪2-34-20）を優先的に
開設します。その他の避難所は降雨の状況により開設します。
　最寄りの避難所、避難所の開設情報は区ホームページ、「す
ぎナビ」などで確認してください。
問防災課

大雨
　近年、突発的で局地的な豪雨が増えています。雨季に向かうこの時期に浸水対
策を行い、もしものときに備えましょう。
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　区は、東京都が進める河川や下水道の整備と連携を図るとともに、雨水流出抑
制対策を進め、総合的な治水対策に取り組んでいます。

東京都の治水対策 区の治水対策

河川の整備
　建設局では、浸水対策の一環として、川を拡張する河川整備を進めて
います。また、川の洪水を一時的に貯留する調節池として、「神田川・環
状七号線地下調節池」をはじめ、善福寺川沿いに4つの調節池を整備し
ました。引き続き河川整備を進めるとともに、善福寺川の和田堀公園
内、神田川では下高井戸おおぞら公園内に新たに調節池を建設する予定
です。

下水道の整備
　下水道局では、大雨により下水道で処理しきれない雨水を一時貯留する「和
田弥生幹線」や「阿佐谷南地区浸水対策施設」を整備し、浸水被害の防止・
軽減に努めています。さらに、水害が多発する荻窪地区や桃園川幹線流域に
おいて、貯留管などの整備計画を進めています。
問土木計画課計画調整係

雨水流出抑制対策
　区では、降った雨が一気に河川や下水道へ流れ出さな
いよう、敷地内で雨水を貯留・浸透させる、雨水流出抑
制対策を進めています。公共施設への雨水貯留槽や浸透
ます等の設置とともに、民間の建物に対しても施設の設
置をお願いしています。新築・改築の際は「雨水流出抑
制対策実施計画書」の提出をお願いします。
問土木計画課計画調整係

地下室の浸水対策
　要綱で規定する「浸水の恐れのある地域」に地下室
を設置する場合、浸水対策の届け出が必要です。
問建築課建築企画係

水害多発地域対策の推進
　水害が多発する地域では地域の実態に応じて、道路
排水施設の増強や道路・公園の雨水浸透・貯留施設の整
備などを集中的に行い、被害の軽減を図ります。
問土木計画課計画調整係

下水道局でも「公共浸透ます」を設置しています
　宅地内で雨水排水のみを分けて下水道に接続可能な
状況であれば、下水道局が公道内に雨水浸透ますを設
置します。
問東京都下水道局西部第一下水道事務所お客さまサー
ビス課排水設備担当☎5343-6207

雨水流出抑制対策の助成制度
～雨水浸透施設設置助成をご利用ください 和田ポンプ施設見学会

●対象建物
　 敷地面積1000㎡未満で、個人所有の住宅等（新築・既設）
●対象者
　 建築主または建物所有者で個人
●助成施設
　 屋根の雨水を処理する「浸
透ます」「浸透トレンチ」
で、区指定の型式のもの

●助成額　 
　区が定める単価を乗じた
　額で40万円まで
問土木計画課計画調整係

道路

オーバーフロー

下水道

雨水浸透ます

雨水浸透トレンチ

　堀ノ内、和田地区などの浸水対策を目的とした和田
弥生幹線（右下写真）の施設の仕組みや効果が分かる
見学会を開催します。見学時間は約1時間です。
時６月9日㈯午前10時～午後３時　場和田ポンプ施設
（和田2-1和田公園隣）   問東京都下水道局西部第一下
水道事務所お客さまサービス課管路施設担当☎5343-
6211　他地下50ｍを
超える階段昇降あり。
歩きやすい服装で参
加。入場整理券を配布
（予定枚数に達し次第
終了）

みんなで備えて
　　　からまちを守ろう！浸水

荻窪駅
高円寺駅阿佐ケ谷駅

環
八
通
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神通橋
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中杉通り

JR中央線

阿佐谷南地区浸水対策施設
　　（下水道貯留管）

井の頭通り
方南通り

善福寺川

神田川

環七通り

和田堀第六号調節池ほか
和田堀公園調整池整備

下高井戸調整池整備

善福寺川調節池

荻窪二丁目付近
下水道枝線整備

尾崎橋

宮
下
橋

河川護岸整備完了区間
河川護岸整備工事中区間
地下調節池・下水道貯留管（完成）
下水道浸水対策整備工事（着手）
調節池（完成）
調節池（事業予定）
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一人一人の生き生き健康生活を地域のさまざまな食育推進活動が支えます

食育月間講演会 家庭でも「食育」を意識して
料理を作ってみませんか

食育月間関連イベント

筋肉を維持し美しいスタイルを保つ食事の秘
ひ

訣
け つ

　ジュニアアスリートやオリンピック選
手の栄養アドバイザーが、美しく、しなや
かな体づくりに必要な食生活のこつをお
話しします。講演前に、体組成（筋肉量、
体脂肪量など）を測定し、手軽な食事
チェックで体組成改善にチャレンジ。素
足になれる服装で参加してください。
時 内6月26日㈫▶午後0時30分～2時
=測定等▶2時～4時=講演会　場西荻地域区民センター（桃井
4-3-2）　師Office　LAC-U代表・石川三知（上写真）　対区内
在住・在勤の方　定360名程度（申込順）　申 問電話・ファクスで、
杉並保健所健康推進課☎3391-1355 FAX3391-1377　他筆記
用具持参。筋肉を維持する実践食事ノートを差し上げます

野菜のレシピ集を配布しています
　生活習慣病を予防し、健全な身
体づくりに欠かせない野菜は1日に
350gです。食育推進ボランティアや
JA東京中央女性部の皆さんのアイデ
アを基に、おいしい野菜料理のレシ
ピ集（右写真）ができました。
【配布場所】保健所・保健センター、杉並
グリーンセンター。食育推進実行委員会のフェイスブック（Facebook）
「すぎなみ食育広場」でも掲載予定
問杉並保健所健康推進課☎3391-1355

関連図書の展示
時６月8日㈮～７月4日㈬　場中央図書館（荻窪3-40-
23）　問中央図書館☎3391-5754　他詳細は、同館
ホームページ（右2次元コード）をご覧ください

「クックパッド」で学校・保育園の給食レシピを
ご覧になれます
　料理レシピの投稿・検索サイト「クックパッド」に
区立小中学校・保育園の給食レシピを掲載してい
ます。クックパッド「杉並区の給食」をご覧ください
（右2次元コードからアクセスできます）。
問学務課保健給食係☎5307-0762、保育課保育支援係

簡単に作れる夕食メニュー
　「早寝早起き朝ごはん」に役立つ、簡単に作れる夕食メニューを
毎月紹介しています。すぎなみ子育てサイト「区立保育園給食」か
らご覧になれます。
問保育課保育支援係

学校給食のレシピ本、発売中
　子どもたちの大好きな給食メニューからお
すすめの78レシピを集めた本「おうちで食べ
たい給食ごはん」（右写真）が好評発売中で
す。給食の味をご家庭で作ってみませんか。
【定価】1296円
問学務課保健給食係

旬を味わう野菜料理で、手軽にバランスアップ！
　毎日の食事で不足しがちな野菜をしっかり取るこつをお伝えします。
おいしい野菜料理の実演、試食もあります。
時 6月29日㈮午後1時30分～3時30分　場高円寺保健センター（高
円寺南3-24-15）　師名古屋経済大学准教授・宇田川孝子　対区内
在住・在勤・在学の方　定30名（申込順）　申 問電話で、高円寺保健セ
ンター☎3311-0116　他調理実習はありません

親子でクッキング！野菜をおいしく
食べよう
　簡単でおいしく食べられる野菜たっぷ
りの栄養満点食を実習します。食後は、
エプロンシアターでバランスよく食べる
食事の取り方について学びます。
時6月30日㈯午前10時～午後1時　場高井
戸保健センター（高井戸東3-20-3）　師管
理栄養士・奈良理香子　対区内在住で5歳～小学2年生のお子さんと
その保護者　定12組（申込順）　申 問電話で、高井戸保健センター
☎3334-4304　他エプロン・三角巾・飲み物・筆記用具持参

野菜となかよくなる！親子クッキング
　カラフルでおいしい野菜料理をメインに、昼食を作ります。
時7月1日㈰午前10時～午後1時　場荻窪保健センター（荻窪5-20-
1）　師管理栄養士・梅山朋子　対区内在住でおおむね4歳～小学2
年生のお子さんとその保護者　定12組（申込順）　申 問電話で、荻
窪保健センター☎3391-0015　他エプロン・三角巾・布巾持参

食育情報　区ホームページ「すぎなみ健康サイト」では、食育に関する情報を掲載しています（トップページ→くらしのガイド→健康・医療・衛生）。

※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。

夢を実現し 人生100年を生き生き過ごすために

　   おいしく 楽しく 食で育む 心・からだ
6月は
食育月間

▲学校給食人気レシピ　サーターアン
　ダギー

▲ 保育園給食人気レシピ　肉みそうど
ん

広告

　身
から だ

体は、自分が毎日食べたものでつくられていきます。食育活動で、子どもから高齢者までの健康的な食習慣をみんなで支
えて、一人一人の健康と夢を実現したいですね。
　区では、さまざまな経験を通じて、おいしく、楽しく健康的な食生活が実践できるよう「食育」を推進しています。

̶̶ 問い合わせは、杉並保健所健康推進課☎3391-1355へ。

井の頭線「高井戸駅」徒歩13分 
※中の橋バス停徒歩５分

低廉な費用でお住まい頂けます！！（24時間見守り） 6/1より入居開始！　※　お気軽にお電話ください　※ 03-5336-3380　担当松原
愛の家都市型軽費老人ホーム入居申込受付中！ 月額116,790円～（朝・昼・夕食付き）
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　次世代育成基金を活用し、交流自治体の北海道名寄市（風連地区）、群
馬県東吾妻町の子どもたちと楽しい交流会を行います。

名寄市・東吾妻町の子どもたちと交流しよう

▲昨年の様子
※ 親子説明会は、①7月8日㈰②7月1日㈰午前10時～正午に児童青少年センター（ゆう杉
　並）で実施

交流会名 日にち 場所 内容

①杉並区・名寄市
   子ども交流会

〈名寄編〉
7月28日㈯～31日㈫ 北海道名寄市 旭山動物園見学、町

内ウオークラリーほか

〈杉並編〉
8月5日㈰～8日㈬

児童青少年センター
および都内

阿佐谷七夕まつり見
学、都内見学ほか

②杉並区・東吾妻町
子ども交流会

〈東吾妻編〉
8月17日㈮・18日㈯ 群馬県東吾妻町

ぐんま天文台見学、
マスつかみ体験ほか

〈杉並編〉
8月19日㈰・20日㈪

児童青少年センター
および都内 杉並のまち巡りほか

　

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

北海道
名寄市

写真展
6月6日㈬・7日㈭午前9時～午後5
時　場区役所1階ロビー　内四季折々
の風景写真とひまわりの展示

文化・
交流課

アスパラ
まつり

6月6日㈬～8日㈮午前10時～午後
2時（8日は 1時まで）　場区役所中
杉通り側入り口前　内グリーンアスパ
ラや大福などの販売

福島県
南相馬市

野馬追
写真展

6月19日㈫～22日㈮午前9時～午
後5時　場区役所1階ロビー　内 29
年度相馬野馬追フォトコンテスト入賞
作品の展示

物産展
6 月21日㈭午前10時～午後2時　場
区役所中杉通り側入り口前　内漬物や
野菜などの販売

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

静岡県
南伊豆町 物産展

6月25日㈪午前10時～午後2時30
分（伊勢エビみそ汁の試食サービスは
午前11時から〈先着200名〉）　場区
役所中杉通り側入り口前ほか　内干物
など海産品の販売

文化・
交流課

群馬県
東吾妻町

吾妻の
朝市

6月29日㈮午前10時～午後1時　場
区役所中杉通り側入り口前　内高原野
菜や加工品の販売

新潟県
小千谷市

小千谷
ふるさと
市場

6月11日㈪午前10時～午後2時　場
区役所中杉通り側入り口前　内魚沼産
コシヒカリ米、昆布巻きや棒だらなどの
お総菜、餅、米菓などの販売

小千谷市産業
開発センター
☎  0258-83
-4800小千谷

フェア

6月24日㈰午前11時～午後1時30分
場小千谷学生寮（井草4-16-23）　内笹

ささ

団子、小千谷そばなどの販売　他車で
の来場不可

※売り切れ次第終了。買い物袋持参。混雑時は人数制限あり。

交流自治体からのお知らせ

※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。

　さまざまな立場からスポーツに関わる人・関わりたい人を育成支援するための5つの講座がスタートします。
̶̶問い合わせは、杉並区スポーツ振興財団☎5305-6161へ。

●A1（基礎)　
　地域のスポーツグループやサークルリーダー向けのスポーツ指導・運
営に関する基礎知識を学びます。
時場7月7日㈯午前9時30分～午後6時＝荻窪体育館（荻窪3-47-2）▶
14日㈯午前9時30分～午後7時30分・28日㈯午前9時30分～午後5時
10分＝産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）／計3回　内「指導者の役割」
「障害者のスポーツ」ほか　対区内在住・在勤・在学で18歳以上の方　
定40名（抽選）　費6400円　申往復ハガキ（12面記入例）に性別、指
導者は種目と指導対象も書いて、6月18日（必着）までに杉並区スポーツ
振興財団（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷ビル8階）。ま
たは同財団ホームページ HPhttp://sports-suginami.org/から申し込み
他認定試験合格者は区公認スポーツリーダー、日本スポーツ協会公認ス
ポーツリーダーとして認定。日本スポーツ協会の資格取得者は別途認定
手数料2500円が必要
●A2（専門・ジュニア)
　幼児～15歳までの子どもの発育発達の身体的・心理的特徴や、遊び
やゲームを取り入れた指導プログラムに関する知識・技術を学びます。

　区内のスポーツ情報、スポーツ活動を支えるための知識、地域スポー
ツに関する相談に応じられるコーディネート技術を学びます。

指導者養成講習会 コーディネーター養成講習会

すぎなみスポーツアカデミー

A コース B コース

開講！

　トップアスリートや専門家の指導により、子どもが自らスポーツを楽
しく安全に続けられる体づくりについて学びます（小学生と保護者対
象）。

　障害の有無に関わらず、誰でも一緒にスポーツを楽しめるよう、障害者
スポーツの支援方法を学びます。

※A2・B～Dコースは別途募集します。

スーパーキッズ講座

障害者サポーター講座

C コース

D コース

時場内右表のとおり　対区内在住の小学4～6年生で、全日程および親子説
明会に本人と保護者が必ず参加できる方　定各25名（抽選。各学年男女各
4～5名程度）　申往復ハガキに希望交流会名（どちらか１つ）・児童氏名（フ
リガナ）・学校名・学年・性別・保護者氏名（フリガナ）・電話番号・返信用の
宛先を書いて、６月16日（必着）までに児童青少年課事業係（〒167-0051
荻窪１-56-３児童青少年センター内）　問同係☎3393-4760（月曜日を除く）
他①②重複申し込み不可。終了後、感
想文の提出が必要。次世代育成基金
を活用した事業に参加経験がない方優
先。28・29年度に同交流会に参加した
方は申し込みできません。詳細は、区
ホームページ参照

広告
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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

時 6月4日㈪・5日㈫午前10時～午後
4時　場区役所1階ロビー　内入居相
談、エクレシア南伊豆の紹介パネル等
展示　問高齢者施策課施設整備推進
担当
燃料電池自動車
「H2なみすけ号」の体験乗車会
時 6月16
日㈯・30
日㈯午後
1時30分
～3時30
分　 場 日
通自動車学校（宮前5-15-1）　対区
内在住・在勤・在学で小学生以上の
方（小学生は保護者同伴）　定各12
名（申込順）　申 問電話で、開催日
の前日正午までに環境課環境活動推
進係　他車での来場不可（無料バス
利用可。日通自動車学校ホームペー
ジ参照）
環境展
　6月は環境月間です。環境に関する
相談や展示を行います。
時 6月11日㈪～15日㈮午前8時30分
～午後5時（相談コーナーは9時から）　
場区役所１階ロビー　内省エネ相談窓
口、ハクビシンとアライグマの剝製の
展示、ごみの分別と減量に関するパネ
ルなどの展示　問環境課、ごみ減量対
策課

特別養護老人ホーム　エクレシア南
伊豆　入居相談

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

区役所ロビー　あじさいコンサート
　区と友好提携を結ぶ日本フィル楽員
による室内楽編成のコンサートです。
時6月18日㈪午後0時10分～0時50分　
場区役所１階ロビー　内出演 日本
フィルハーモニー交響楽団弦楽四重
奏　定100名（先着順）　問文化・交
流課
こども人形劇　　　　
時6月30日㈯午前10時30分～11時20
分、午後1時30分～2時20分　場中央
図書館　内出演 人形劇団プーク▶演
目 「もりのへなそうる」ほか　対 3
歳以上のお子さんとその保護者　定
各80名（抽選）　申往復ハガキ（記入
例）に希望者全員の氏名（フリガナ）・
年齢も書いて、6月10日（必着）ま
でに中央図書館事業係（〒167-0051
荻窪3-40-23）　問同図書館☎3391-
5754
異業種交流会 in すぎなみ　　　　
時8月28日㈫午後2時～5時　場杉並公
会堂（上荻1-23-15）　内1部 グルー
プミーティング▶2部 自由交流会　定
50事業所（1事業所2名まで。申込順）　
申申込書（区ホームページから取り出
せます）を、7月20日（必着）までに
産業振興センター就労・経営支援係
（〒167-0043上荻1-2-1インテグラルタ
ワー2階 FAX3392-7052 chusho-k@
city.suginami.lg.jp）へ郵送・ファク
ス・Ｅメール　問同係☎5347-9077
他会社案内、製品・商品サンプル等を
展示するスペースを設置。参加事業所
の資料を事前に配布

 郷土博物館
◆親子で体験博物館「七夕馬を作ろ
う」
時7月1日㈰午前
10時～正午　師
本橋成一　対区
内在住・在学の
小学生（3年生
以下は保護者同伴）　定20名（抽選）　
申往復ハガキ・Eメール（記入例。子
ども2名まで連記可）に学校名・学年、
参加者全員の氏名（フリガナ）も書い
て、6月21日（必着）までに同館
◆7月の年中行事「七夕」
時7月1日㈰～8日㈰午前9時～午後5時
（2日を除く）　費100円（観覧料。中
学生以下無料）

いずれも 
場 問郷土博物館（〒168-0061大宮
1-20-8☎3317-0841 kyodo-m@
city.suginami.lg.jp）
 産業振興センター都市農業係
◆農業公園「麦刈り体験」
　麦を刈る、束作り、はざ架けに干
す、という工程を体験します。
時6月10日㈰午後1時30分～3時30分
（雨天中止）　対小学3年生以上の方
（小学生は保護者同伴）　定20組（先
着順）　他長袖・長ズボン・汚れても
いい靴・服装で参加
◆農業公園「夏の収穫体験」
時 6月30日㈯、7月7日㈯・14日㈯・
21日㈯・28日㈯午前10時～11時30分
（雨天中止）　定各日20組（抽選）　費
各日500円　申往復ハガキ（記入例）

に代表者以外の参加者名・年齢も書い
て、6月8日（必着）までに同係　他汚
れてもいい靴・服装で参加。6月中旬
に結果を通知。小学生以下は保護者同
伴

いずれも 
場成田西ふれあい農業公園（成田西
3-18-9）　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）

講演・講座 

時 6月15日㈮午前10時～11時30分　
場高齢者活動支援センター（高井戸東
3-7-5）　師ボーカルトレーニングコー
チ・金澤敏子　対区内在住で60歳以
上の方　定90名（申込順）　費100円　
申問電話で、高齢者活動支援センター
☎3331-7841　他飲み物持参

時6月15日㈮午後1時30分～4時　場
杉並保健所（荻窪5-20-1）　内「妊娠
についての基礎講座」、体験プログラ
ム「ひめトレ＆ピラティス」　師虹クリ
ニック看護師、スタジオサーティープ
ラス指導員　対区内在住・在勤・在学
の方（カップルでの参加可）　定15名
（申込順）　申 問電話で、杉並保健所
健康推進課健康推進係☎3391-1355　　
他動きやすい服装で参加
角川庭園　ホタルの教室
　暗くした部屋の中でホタルの光る様
子を観賞します。
時6月16日㈯午後5時30分～7時30分　
場角川庭園（荻窪3-14-22）　師岩渕
晴子、淀川正進　問角川庭園☎6795-
6855
講演会「林芙美子と太宰治」
時 6月17日㈰午後2
時～4時　場高円寺
図書館　 師新宿区
立新宿歴史博物館学
芸員･佐藤泉　対区
内在住･在勤･在学の
方　定 30名（申込
順）　申問電話または
直接、高円寺図書館（高円寺南2-36-25
☎3316-2421）　他車での来館不可▶資
料提供 新宿区立新宿歴史博物館

時 内 師 6月23日㈯午後2時～4時＝
「引きこもりの理解とより良い対応～
精神科医の視点から」（精神科医・向
山晴子）▶30日㈯午後2時～4時30分
＝相談窓口の紹介および当事者と家族
の思いを語り合う／計2回　場杉並保
健所（荻窪5-20-1）　対区内在住・在
勤・在学の方　定30名（申込順）　費
500円　申 問電話で、杉並保健所保
健予防課☎3391-1025　他筆記用具
持参▶企画・運営 ゆるやかな会杉並

うたごえサロン

妊娠を望む方のための基礎講座

精神保健福祉講座～引きこもりの理解
とより良い対応について学びませんか

　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。馬橋館は第1・3木曜日は休館です。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

方南館（方南1-51-7
☎ FAX3324-1171）

身
か ら だ

体のコリをゆるめ、ときほぐす
「ゆる体操」

6月13日から毎月第2水曜日、午後5時～6時30分　定各15名
（申込順）　費1回800円

荻窪館（南荻窪2-25-17
☎ FAX3335-1716） 若返るお顔のリフトアップ講座 6月20日㈬午前10時30分～正午　定8名（申込順）　費1000円

大宮前館（宮前5-19-8
☎ FAX3334-9640）

自分でできるリンパケア
姿勢改善で体機能アップ

6月19日から毎月第3火曜日、午前10時～11時45分　定各15名
（申込順）　費1回500円

下井草館（下井草3-13-9
☎ FAX3396-8882） 「悠ゆうぬり絵」脳を元気に

6月12日から毎月第2火曜日、午後1時30分～3時30分　師黒
川よしたね　定20名（申込順）　費1回500円　他24色色鉛
筆持参（購入も可）

高円寺南館（高円寺南4-44-11
☎ FAX5378-8179）

「わかる」パソコンサロン
（①基礎②初級③初中級）

毎月第1・3金曜日①午前10時～正午②午後1時30分～3時
30分③第2・4金曜日午前10時～正午　定各13名（申込順）　
費1回1200円　

上荻窪館（上荻3-16-6
☎ FAX3395-1667）

「ゆかた着付け講座」
この夏ゆかたで出掛けよう

6月24日㈰、7月1日㈰午前10時～正午（計2回）　定8名（申
込順）　費1400円

馬橋館（高円寺南3-29-5
☎ FAX3315-1249）

「English House For Kids」
幼児英会話

6月8日から毎週金曜日、午前10時～正午　師高木裕実子　
対2～4歳のお子さん　費1回1000円　他サポーターも募集

▲ 居間の 林芙美子

こども



※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
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◆上手に選んで上手に使う～おむつの
選び方と軽失禁の話
時6月27日㈬午後1時30分～3時　場
介護老人保健施設ウェルファー（堀ノ
内1-6-6）　師排泄

せつ

ケア研究所研究員・
林博美　対区内在住の方　定 15名
（申込順）　申問電話で、ケア24堀ノ内
☎5305-7328
◆認知症サポーター養成講座
時7月5日㈭午後2時～
3時　場グランドマス
ト浜田山（成田西3-16-
2）　師キャラバン・メ
イト　対区内在住・在
勤・在学の方　定30名（申込順）　申問
電話で、ケア24成田☎5307-3822　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
 環境活動推進センター
◆おもちゃのクリニック
　故障したおもちゃを、おもちゃドク
ターが修理します（1人1点まで）。
時6月17日㈰午後1時～4時（受け付け
は3時まで）　場同センター　対区内
在住・在勤・在学の方　定 10名（申
込順）　費部品代　申電話で、同セン
ター
◆牛乳パックで作る子どもイス
時6月29日㈮午前10時30分～午後3時30
分　場同センター　対区内在住・在勤・
在学の方　定12名（申込順）　費1個
1500円　申往復ハガキ（12面記入例）
で、6月13日（必着）までに同センター　
他昼食持参。長寿応援対象事業
◆あきる野市の「横沢入」でホタルの
観察会
時 6月30日㈯午後5時～
8時30分　場あきる野
市横沢地区▶集合・解
散 JR五日市線武蔵増
戸駅　師東京都環境学習リーダー・境
原達也　対区内在住・在学の小中学生
（小学生は保護者同伴）　定10名（抽選）　
費500円（保険料含む）　申往復ハガキ
（12面記入例）で、6月15日（必着）まで
に同センター　他歩きやすい服装・靴

時 6月23日㈯午
後2時～3時30分　
場 西荻図書館　
師絵本作家・い
とうひろし（右
写真）　対中学
生以上の方　定 40名（申込順）　申
問電話または直接、西荻図書館（西
荻北2-33-9☎3301-1670）

時6月26日㈫午後1時30分～3時30分　
場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
師食品会社社員　対区内在住・在勤・
在学の方　定 40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（定員4名〈申込順〉。電話で、
6月12日までに同センター）

　音楽に合わせて、親子で一緒に歌っ
たり、体を動かしたりして遊びます。
時6月30日㈯ 午前10時～正午 　場今
川保育園（今川3-3-18）　師吉田敦子、
長井静　対 0～3歳のお子さんとその
保護者 　定20組（申込順）　申 問電
話で、子育てサポートセンター今川☎
3394-3935　他車での来場不可

時 7月1日㈰午前11時～午後1時　場
杉並障害者福祉会館　師小俣敏枝　
対区内在住・在勤・在学で障害のある
方とその介助者　定16名（抽選）　費
600円　申往復ハガキ（12面記入例）
に障害の状況、在勤・在学の方は勤務
先または学校名、介助者も参加の場合
は介助者名、手話通訳を希望の方はそ
の旨も書いて、6月14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）　
問同事務局☎3332-6121 FAX 3335-
3581

　無料学習塾
を通して貧困
の連鎖を断ち
切ろうとしてい
る若者たちの
話を伺います。
時7月1日㈰午後2時～４時　場セシオ
ン杉並（梅里1-22-32）　師NPO法人
キッズドア事務局長・松見幸太郎　対
区内在住・在勤・在学の方　定100名
（先着順）　問杉並ユネスコ協会・朝倉
☎090-5394-4112、社会教育センター
☎3317-6621

　子どもが自分で考えて行動する力を
引き出し、親子の信頼関係を深めるコ
ミュニケーション技術を学びます。
時 7月2日㈪・9日㈪午前9時30分～
11時30分（全2回要出席）　場子ども
家庭支援センター（阿佐谷南1-14-8）　
師生涯学習開発財団認定コーチ・高
野まゆみ　対区内在住で小学1～4年
生のお子さんの保護者　定 15名（申
込順）　申 問電話で、子ども家庭支援
センター☎5929-1902（午前9時～午
後7時。日曜日、祝日を除く）　他筆記

子ども読書月間記念講演会「絵本の
育て方～絵本を読むこと・作ること」

消費者講座「楽しく食べて健康に」

子育て

料理教室「おつかれサマー！ゆで豚
温野菜と万能揚げなす」

ユネスコ「日本の子どもの貧困－若
者など多様な人が支える学習支援」

子どもの心を育てるコーチング（小
学校低・中学年）

用具持参

時7月2日㈪、31年1月22日㈫午後1時
30分～4時（全2回要出席）　場荻窪保
健センター（荻窪5-20-1）　内身体能
力・手足の筋肉量・握力・ふくらはぎ
周囲長・片足立ち上がり・パタカ測定、
講義「いつまでも元気でいるために、
だから今からフレイル予防」　対区内
在住・在勤・在学の方　定20名（申込
順）　申 問電話で、杉並保健所健康推
進課☎3391-1355　他筆記用具・タオ
ル・飲み物持参

時 7月28日㈯午後2時～4時　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　内講
義、ワークショップ　対区内在住・在
勤・在学で中学生以上の方　定50名
（申込順）　申 問電話・ファクス（12
面記入例）に参加動機も書いて、杉並
ボランティアセンター☎5347-3939 FAX
5347-2063
 下高井戸区民集会所
◆土曜日の音楽会　ヨーデルの夕べ
時6月9日㈯午後6時～7時30分　内出
演 ヨーデル放歌会
◆宝石石

せっけん

鹸の作り方教室
時 6月17日㈰午前10時～正午　師杉
原奈菜子　対区内在住で18歳以上
の方　定20名（申込順）　費1500円　
申電話で、同集会所

場 問下高井戸区民集会所（下高井戸
3-26-1☎5374-6192）

◆フレイル予防　食事編～量より質
時6月13日㈬午後1時30分～3時　場
方南会館（和泉4-42-5）　師管理栄養
士・福島礼子　対区内在住・在勤の方　
定20名（申込順）　申 問電話で、ケア
24方南☎5929-2751
◆見直そう！～住みやすい自宅環境の
ご提案
時6月14日㈭午後2時30分～4時　場
ケア24和田（和田3-52-4）　師セント
ケアリフォーム永福・赤堀祐子　対区
内在住・在勤の方　定15名（申込順）　
申 問電話で、ケア24和田☎5305-
6024
◆介護の基本　おむつの当て方と種類
を学ぶ
時6月15日㈮午後1時30分～3時　場介
護老人保健施設シーダ・ウオーク（桃
井3-4-9）　師ユニ・チャーム社員　対
区内在住の高齢者、介護をしている家
族　定15名（申込順）　申 問電話で、
ケア24善福寺☎5311-1024
◆あなたにもできる！ボディメカニク
スを使う、介助の基本
時6月16日㈯午後2時～3時30分　場
ケア24浜田山（浜田山1-36-3）　師
アースサポート・大熊志保　対区内
在住・在勤の方　定 15名（申込順）　
申 問電話で、ケア24浜田山☎5357-
4944
◆グループホームの生活について
時 6月17日㈰午後3時～4時　場上井
草グルップボエンデ（上井草4-3-22）　
師杉並区グループホーム連絡会　対区
内在住・在勤の方　定15名（申込順）　
申 問電話で、上井草グルップボエンデ
☎3301-3601　他講座前にリビングコ
ンサート開催（午後2時～3時）

杉並チャレンジ！
フレイルチェックイベント

災害ボランティアはじめの一歩

いずれも 

家族介護教室

で、懐中電灯・雨具・軽食・飲み物持参
いずれも 

問環境活動推進センター（〒168-
0072高井戸東3-7-4☎5336-7352）
 就労支援センター
◆パソコンを使って簡単！適性・適職
診断～変化の時代の自己分析
　今の社会を
正しく理解し、
自分と企業の
ニーズを擦り
合わせること
が大切です。
時 6月16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）
◆頑張り過ぎない自分づくり講座～働
き続けるために
時6月19日㈫午後1時～4時　師臨床心
理士・間宮基文　対求職中の方　定
20名（申込順）
◆もう一度働くために～女性のための
復職講座
時 6月22日㈮午後1時～4時　師プロ
フェッショナルコーチ・伊藤一枝　対
49歳以下で求職中の方　定20名（申
込順）
◆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6月26日㈫午後1時～4時　師人事コ
ンサルタント・髙橋健太郎　対44歳以
下で求職中の方　定20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

時6月28日㈭午前10時～11時30分　場
高井戸保健センター（高井戸東3-20-
3）　師わだファミリークリニック小児科
医・和田万里子　対区内在住で第1子
が1歳未満の保護者　定30名（申込順）　
申 問電話で、高井戸保健センター☎
3334-4304

小児救急講座

　農園主の指導を受けながら、作付けから収穫までの農作業を
体験できます。

内農園名称 今川体験農園（今川4-12、18）▶利用期間 8月上旬～
31年1月下旬（更新は農園主と相談）▶募集区画 若干数（1区画16.5
㎡。抽選）　対 20歳以上で定期的に畑に来られる方（家族での参加
も可）　費 2万5000円（区に住民票がない方は3万円）　申往復ハガ
キ（12面記入例。1世帯1枚）で、6月20日（必着）までに今川体験農園
（農園主）・星野智彦（〒167-0035今川4-5-2）　問産業振興センター
都市農業係☎5347-9136　他区の立ち会いのもと、農園主が抽選を
行い、結果を6月末までに全員に通知。種・苗・肥料・農具は農園主
が用意（特別な資材等を使う場合は別途料金）。個人情報は適正に
取り扱います。栽培する作物の選定などは農園主が行います。車での
来園不可。区は農業体験農園を直接管理していません

▲ 無料学習塾の様子

育児講習会「歌と絵本とリトミック」
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凡例
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申し込みは、各団体へ

情報ぽけっと

競技大会
区民体育祭　　 
◆軟式野球（中学生の部）
時7月1日～11月の日曜日、祝日、午前
9時～午後5時　場松ノ木運動場（松
ノ木1-3-22）ほか　対区内在住・在学
の方で編成されたチーム　定 40チー
ム（1チーム10～20名。申込順）　費
1チーム5000円　申 問電話で、6月9
日までに区中学生軟式野球協会・吉
野☎090-1842-9035（平日午前9
時～午後4時）　他代表者会議を6月
18日㈪午後5時から佼成学園中学校
（和田2-6-29）で実施
◆ダンススポーツ
時7月16日㈷午前10時　場荻窪体育館
（荻窪3-47-2）　内団体戦（スタンダー
ド・ラテン）、ダンスタイム、サークル

スポーツ タジアム西競技場（調布市西町376-
3）　内下表のとおり　対区内在住・
在勤・在学の方ほか　費一般 1種
目1500円▶高校生 1種目1000円▶
中学生 1種目600円▶小学生 1種目
500円▶リレー 1チーム2000円（一
般・小学生～高校生）。いずれもゆ
うちょ銀行「00130-2-730697杉並
区陸上競技協会」へ振り込み　 申
申込書（区体育館で配布。区陸上競
技協会 HP http://www.sugi-chiiki.
com/286からも取り出せます）を、6
月15日（必着）までに区陸上競技協
会事務局（〒166-0016成田西2-5-
15 suginamikurikujou1@yahoo.
co.jp）へ郵送・Eメール　問同協会
☎090-3203-2571（平日午前10時～
午後5時）

時7月8日㈰午前9時～午後9時　場高
円寺体育館（高円寺南2-36-31）　対
区内PTA関係者　定 45チーム（申込
順）　費1チーム4000円をゆうちょ銀
行「00160-8-694963杉並区卓球連盟」
へ振り込み　申申込書（区体育館で配
布）を、6月21日（必着）までに三浦弘
子（〒168-0065浜田山2-11-9）へ郵送　
問区卓球連盟・横尾☎3315-4862（午
前10時～午後6時）

PTA学校対抗卓球大会

杉並区民清流つり大会
時 7月8日㈰午前5時45分～午後5時　
場集合 JR荻窪駅西口南側出口すず
らん通り入り口付近▶会場 静岡県内
河川（貸し切りバスで移動）　対区内
在住・在勤・在学の方（中学生以下
は高校生以上の保護者同伴）　定 45
名（申込順）　費男性6000円。女性・
中学生以下3500円。未就学児200円
（当日。保険料含む）　申 問電話・ハ
ガキ・ファクス（12面記入例）に釣り
具貸し出しの有無も書いて、6月30日
（必着）までに区釣魚連合会事務所・
太田秀治（〒168-0081宮前5-24-8☎
FAX 3334-0349〈電話は午前9時～午
後5時〉）　他雨具・朝昼食持参。釣
り時は長靴着用奨励
バタフライ・ダブルスチームカップ
時 8月12日㈰午前9時～午後9時　場
上井草スポーツセンター（上井草
3-34-1）　対区内在住・在勤・在学の
方、東京都卓球連盟登録の方　定70
チーム（申込順）　費1チーム4000円
をゆうちょ銀行「00160-8-694963
杉並区卓球連盟」へ振り込み　申申
込書（区体育施設で配布）を、7月16
日～26日（必着）に三浦弘子（〒168-
0065浜田山2-11-9）へ郵送　問区卓
球連盟・横尾☎3315-4862

 催し
阿佐ケ谷69の日キャンペーン～わが家の
カギを見直すロックの日　6月9日㈯午後3
時～5時／JR阿佐ケ谷駅南口駅前広場／防
犯チラシの配布、防犯相談／問日本ロック
セキュリティ協同組合☎3265-0505
荻窪消防団操法大会　6月10日㈰午前9
時30分～午後0時30分／上井草スポーツ
センター／問荻窪消防署☎3395-0119
みんなで銭湯に行こう　区内銭湯でラベ
ンダー湯を実施します　6月10日㈰（開
催日が異なる銭湯あり）／460円。小学
生180円。幼児80円／問杉並浴場組合加
盟銭湯（午後1時以降）／小学生以下に
ジュースプレゼント（各銭湯24本限定）
世界のバリアフリー児童図書展in女子美　
6月15日㈮～27日㈬午前10時～午後5時
（日曜日を除く）／女子美ガレリアニケ
（和田1丁目）／問女子美ガレリアニケ☎
5340-4688
杉並写水会写真展　6月15日㈮～21日㈭

午前10時～午後5時（21日は4時まで）／
セシオン杉並／問写水会・鳥澤☎3313-
2754／17日㈰午後2時から指導講師によ
るワンポイントアドバイス教室開催
座の市　6月16日㈯午前11時～午後5時
（売り切れ次第終了）／座・高円寺／杉
並産野菜や区の交流自治体の物産品、地
方の逸品などの販売／問座・高円寺☎
3223-7500
青梅市文化財ハイキング「草花かおる
初夏の御岳山」　6月16日㈯午前10時15
分～午後2時30分（雨天・荒天中止）／
集合 ケーブル御岳山駅▶大塚山→富士
峰園地→馬場家御師住宅→神代ケヤキ→
綾広水道碑→霧の御坂→武蔵御嶽神社
→旧本殿→宝物殿前／区内在住・在勤・
在学の方／20名（申込順）／申 問電話
で、青梅市郷土博物館☎0428-23-6859
第30回小曲による杉並舞踊会　6月17
日㈰正午～午後3時30分／セシオン杉並
／日本舞踊▶演目 「藤娘」ほか／400
名（先着順）／問区舞踊連盟・藤間☎
3301-1974
朝採り野菜と草花の直売　6月18日㈪午
前10時～午後3時（売り切れ次第終了）／
区役所中杉通り側入り口前／問杉並グリー
ンセンター☎5349-8791／買い物袋持参

城西病院ホスピタリティコンサート　6
月21日㈭午後7時～9時／城西病院（上
荻2丁目）／出演 田村優輝子（マリンバ）
ほか▶曲目 ピアソラ「リベルタンゴ」ほ
か／70名（先着順）／問城西病院・平
木☎3390-4166
すぎなみ産業マルシェ　6月24日㈰午前
10時～午後4時／産業商工会館／杉並産
の野菜・パン・和洋菓子・食品、都立農
芸高校の野菜・加工品の販売、手作り雑
貨のワークショップ・販売ほか／問産業商
工会館運営協議会☎3393-1501
大人のための読み語り　6月24日㈰午後2
時～3時30分／中央図書館／出演 やよい
の会▶演目 遠藤周作作品ほか／40名（先
着順）／問やよいの会・三浦☎3313-8045
ほんわか合奏団のみんなおいでコンサー
ト　7月1日㈰午前11時～正午、午後2時
～3時／杉並公会堂／出演 なかむらりえ
（ソプラノ）ほか▶曲目 「ダッタン人の踊
り」ほか／乳幼児とその保護者／各回190
名（申込順）／各回2500円。2歳～小学
生500円（膝上無料。子育て応援券利用
可）／申 問電話で、6月30日までにほん
わか村事務局・高橋☎090-9809-8428
杉並ぞうれっしゃ合唱団ファミリーコン
サート　7月1日㈰午後2時～4時／セシオ

ン杉並／区内在住の方／500名（申込順）
／1000円。3歳～高校生500円／申問電
話・ファクス（12面記入例）で、6月30
日までに杉並ぞうれっしゃ合唱団・服部
☎ FAX5373-0906
 講演・講座
荻窪病院　みんなの健康講座「閉

へいそく

塞性
動脈硬化症について」　6月16日㈯午後3
時～4時／荻窪病院（今川3丁目）／荻窪
病院循環器内科医長・小金井博士／区内
在住・在勤・在学の方／80名（申込順）
／申 問電話または直接、荻窪病院地域
連携室☎3399-0257
家庭教育講座「子どもが『学校に行きた
くない』といったら」　6月23日㈯午前10
時～午後1時／阿佐谷地域区民センター
／特別講演「通信制高校ってどんなとこ
ろ？～明聖高等学校の事例を中心に」、
情報交換会／明聖高等学校中野キャンパ
ス長・花澤悟史／不登校のお子さんを持
つ保護者／30名（申込順）／申Eメール
に氏名（フリガナ）、電話番号、ファクス
番号、お子さんの学年・性別を書いて、
6月20日までにミモザの花～子どもの不
登校を考える会・小川 mashuw82@
gmail.com／問同会・小川☎3303-
1617／筆記用具持参

紹介ほか　対区内在住・在勤・在学の
方または区内サークル在籍の方　費団
体戦参加者300円　申 問電話・ファク
ス（12面記入例）で、6月20日（必着）
までに区ダンススポーツ連盟・杉田☎
FAX3300-0715　他ダンスシューズまた
はスニーカー持参
◆ミニテニス大会
時7月22日㈰午前9時～午後5時　場上
井草スポーツセンター（上井草3-34-
1）　内混合の部、女子の部でリーグ戦
（年齢区分あり）　対区内在住・在勤・在
学の方　定120名（申込順）　費500円
（保険料含む）　申往復ハガキ・ファクス
（12面記入例）に希望種目も書いて、6月
20日（必着）までに区ミニテニス協会・
板東信博（〒168-0064永福1-34-19 FAX
3324-4367）　問板東☎3324-4367
◆陸上競技
時 8月19日㈰午前10時　場味の素ス

時7月7日㈯午後6時　対区内在住・在勤・在学の方　費1000円（小中高生・
満65歳以上無料〈席種=ホーム自由席〉）　他チアリーディングチーム「ナ
ミーズ」の発表会、杉並区スポーツ振興財団ブース、物産展なども開催。当
日は、申し込み完了メールを印刷したもの、区内在住・在勤・在学が証明でき
るもの（免許証・保険証・学生証等）持参。詳細は東京ヴェルディHPhttp://
www.verdy.co.jp/参照

①ハイタッチ＆ピッチ見学ツアー
②選手と一緒に入場するエスコートキッズ募集！
時7月7日㈯①午後5時②5時15分　対①区内在住・在勤・在学の方②
区内在住の小学生　定①50名②11名（いずれも抽選）

ファジアーノ岡山戦にご招待！
東京ヴェルディ杉並区サンクスマッチ

いずれも
場味の素スタジアム（調布市西町376-3）　申申し込みフォーム HPhttps://
f.msgs.jp/webapp/form/20146_wudb_53/index.do/から7月2日までに
申し込み　問杉並区スポーツ振興財団☎5305-6161

クラス トラック フィールド

一般
男子

60m（60歳以上）、
100m（40歳未満、
40歳以上）、200m、
400m、800m、
1500m、5000m
（50歳未満・50歳
以上）、4×100mリ
レー 走り高跳び、

走り幅跳び、
砲丸投げ一般

女子

60m（50歳以上）、
100m、800m、
5000m、4×100m
リレー

高校
男子 100m、800m、

5000m、4×100m
リレー高校

女子

クラス トラック フィールド

中学
男子

100m（各学年別）、
200m、400m、
1500m（1年生・
共通）、4×100m
リレー

走り高跳び、
走り幅跳び、
砲丸投げ

中学
女子

100m（各学年別）、
200m、800m（1
年生・共通）、4×
100mリレー

小学
男子 4年生以上＝100m、

800m、4×100m
リレー

走り幅跳び、
ジャベリック
スロー小学

女子
小学
男女 1～3年生＝60ｍ

〈区民体育祭　陸上競技　種目〉
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平成30年（2018年）6月1日　No.2230

862スポーツ教室
スポーツチャレンジ　イン　久我山
時6月9日㈯午後1時～5時　場久我山・
都道5号線岩崎橋周辺　内スローター
ゲット、サッカーボールでのリフティ
ング競争、ボッチャ体験　対小学生
～高校生　問文化・交流課オリンピッ
ク・パラリンピック連携推進担当　他
久我山ホタル祭り会場内。景品あり
ジュニアライフル射撃講習会
　初級者から中級者を対象に講習会を
実施します。
時 内6月24日㈰午前9時～午後0時30
分＝エアライフル種目▶1時～5時＝
ビームライフル・ピストル種目　場中
央区立総合スポーツセンターAR射撃
場（中央区日本橋浜町2-59-1）　師区
ライフル射撃協会講師　対区内在住・
在学の中高生　定10名（申込順）　申
Eメール（12面記入例）で、ライフル
射撃協会・松本 matsumototsi@
jcom.zaq.ne.jp　問同協会・松本☎
080-3020-3421

時7月2日～9月3日の月曜日、午後3時
～5時（7月16日、8月13日を除く。計8
回）　場荻窪体育館　師国広哲弥ほか　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く。①は卓球を始めて
1年未満の方）　定各30名（抽選）　費
各6400円　申往復ハガキ（12面記入
例）で、6月11日（必着）までに荻窪
体育館（〒167-0051荻窪3-47-2）　問
同体育館☎3220-3381　他2歳～就学
前の託児あり（事前申込制。1回500
円。定員あり）
 スポーツハイツ
◆ノルディック・ウオークで善福寺川
緑地を楽しもう
時7月1日㈰午前10時（雨天中止）　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）　他ウエストバッグまたは

チャレンジ卓球教室①初心者②経験者

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
◆パパあつまれ、子育て応援運動講
座
時 内7月16日㈷①午前10時～11時＝
パパといっしょに泳ごう（親子水泳）
②11時15分～正午＝ベビースイミン
グ　師スポーツハイツベビークラス・
親子水泳担当インストラクター　対①
3歳～就学前②生後6カ月～2歳のお子
さんとその保護者　定各20組（申込
順）　費各1080円（保険料含む。子育
て応援券利用可）

場スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21）　　
申問電話で、同施設☎3316-9981
 松ノ木運動場
◆たっぷりストレッチとフォームメンテ
ナンス　ノルディックウオーキング教室
時6月14日㈭午前9時～11時　場松ノ
木運動場ほか　師NPO法人日本ノル
ディックウオーキング協会マスタート
レーナー・長谷川佳文　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（申込順）　費1000円（保
険料含む。別途ポールレンタル料300
円）　申電話または直接、6月13日までに
同運動場　他リハビリ等を目的とされる
方は度合いによって介助人が必要
◆星空ナイトテニス
時7月3日～8月7日の毎週火曜日、午後
7時～9時（計6回。予備日＝8月21日
㈫・28日㈫）　場松ノ木運動場　師疋
田直之　対区内在住・在勤・在学の15
歳以上でラリーを続けられる方（中学
生を除く）　定10名（抽選）　費7500
円　申往復ハガキ（12面記入例）で、
6月14日（必着）までに同運動場

いずれも 
問松ノ木運動場（〒166-0014松ノ木
1-3-22☎3311-7410）
 下高井戸運動場
◆水無月「卓球・車いす卓球タイム」
時 6月16日㈯午前10時～11時50分　
師横尾文代ほか　対区内在住の方　

子育て

いずれも 

井の頭公園第二公園・玉川上水での自
然環境観察会　6月27日㈬午前10時～
正午／井の頭公園・玉川上水ほか▶集
合 京王井の頭線井の頭公園駅改札出口
（三鷹市）／樹木医・石井誠治／区内在
住・在勤・在学の方／30名（申込順）
／300円／申ファクス（12面記入例）
で、NPO法人善福寺水と緑の会・中島
FAX3396-4505／問同会・小谷☎3392-
8066
異文化理解講座（ドバイ）　6月29日㈮
午後1時30分～3時30分／杉並区交流
協会（阿佐谷南1丁目）／すぎなみ観
光大使・針貝結花里／25名（申込順）
／200円／申 問電話・Eメール（12面
記入例）で、杉並区交流協会☎5378-
8833 info@suginami-kouryu.org
シニアのための健康エアロビクス・イン
ストラクター養成講座　6月30日㈯、7
月14日㈯・21日㈯午前10時～正午（全3
回要出席）／細田工務店（阿佐谷南3丁
目）／ラビアンローズ会員／区内在住で
55歳以上の方／15名（申込順）／3000
円／申ハガキ（12面記入例）に応募の
動機も書いて、6月20日（必着）までに
高嶋千恵子（〒167-0054松庵2-13-10）
／問ラビアンローズ・高嶋☎080-6533-

2141／動きやすい服装・靴で、飲み物
持参
東京女子大学比較文化研究所主催公開
講演会　7月5日㈭午前10時55分～午
後0時25分／東京女子大学（善福寺2丁
目）／フランスから見る現代の日本文学
「～その光と影～」／日仏会館・フラン
ス国立日本研究所所長　坂井セシル／
500名（先着順）／問東京女子大学比
較文化研究所☎5382-6413
東京衛生病院「ウエルネス操体法教
室」　7月13日㈮・27日㈮、8月10日
㈮・24日㈮、9月14日㈮・28日㈮午後
0時30分～2時／東京衛生病院（天沼
3丁目）／東京学芸大学名誉教授・池
田克紀／区内在住・在勤の方／各25
名（申込順）／各1000円／申 問電話
で、東京衛生病院健康教育科☎3392-
6151
河北健康教室　40代女性からの乳が
ん検診（触診模型体験）　7月14日㈯午
後2時～3時30分／河北総合病院（阿
佐谷北1丁目）／河北総合病院乳腺外
科医師・安田秀光／50名（申込順）／
申 問電話で、河北総合病院広報課☎
3339-5724（月～土曜日午前9時～午
後5時。祝日を除く）

シルバー人材センター
◆シルバー人材センターリサイクル自
転車の販売　6月18日㈪～20日㈬午前11
時～午後4時（販売初日は9時30分から
整理券配布）／リサイクル自転車作業所
（永福2丁目）／販売価格 6700円～（先
着順）／問同作業所☎3327-2287（土・
日曜日、祝日を除く）
◆シルバー人材センター英会話教室①
入門②初級③初級　7月1日㈰～31年3月
31日㈰の①木曜日、午後6時～7時15分
②7時30分～8時45分③日曜日、午前9
時～10時15分（いずれも月3回）／シル
バー人材センター（阿佐谷南1丁目）／
各10名（申込順）／月額4000円（別途
テキスト代）／申 問電話で、同センター
本部事務局☎3317-2217
 その他
相続、離婚、金銭問題等書類・手続無
料相談会　6月11日㈪午後1時～4時／
高円寺パルプラザ（高円寺南3丁目）
／区内在住・在勤・在学の方／問東京
都行政書士会杉並支部☎0120-567-
537
都立練馬特別支援学校　学校公開　6月
15日㈮午前9時50分～正午／都立練馬特
別支援学校（練馬区）／学校概要説明、

校内見学、質疑応答／入学希望者とその
保護者／申ファクス（12面記入例）に
学校名も書いて、6月8日までに同学校 FAX
5393-3550／問同学校・森田☎5393-
3524／上履き・ビニール袋持参
税金なんでも相談会　6月15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
税理士による相続税無料相談会　6月21
日㈭午後1時～4時30分／東京税理士会
杉並支部（阿佐谷南3丁目）／申 問電
話で、6月20日までに東京税理士会杉
並支部☎3391-1028／1人40分程度
関東総合通信局からのお知らせ　総務
省では、6月1日～10日を「電波利用環
境保護周知啓発強化期間」として、電
波を正しく利用していただくための周
知・啓発活動および不法無線局の取り
締まりを強化します
問関東総合通信局（不法無線局による
混信・妨害☎6238-1939、テレビ・ラ
ジオの受信障害☎6238-1945、地上デ
ジタルテレビ放送の受信相談☎6238-
1944）

定25名（申込順）　費600円。障害者、
中学生以下350円
◆土曜の夜のエクササイズ 
時毎月第2土曜日午後7時～8時、8時
～9時（8月を除く）　内6月=「正しく
美しい歩き方」▶7月=「肩・首凝り
予防のストレッチ」　師志村龍紀ほか　
対区内在住・在勤・在学の方（中学生
以下は保護者同伴）　定各日各回15名
（申込順）　費1回350円。連続受講600
円

いずれも 
場下高井戸運動場（下高井戸3-26-1）　
申問電話で、同運動場☎5374-6191
 高円寺体育館
◆ふれあいフットサル教室
時6月24日㈰・7月22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
◆いきいきスポーツ教室
時7月6日～9月28日の金曜日、午前9
時～11時（8月10日を除く。計12回）　　
師宮崎輝美、中野千賀子　対区内在
住・在勤・在学で15歳以上の方（中学
生を除く）　定60名（抽選）　費6600
円　申往復ハガキ（12面記入例）で、
6月11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
 その他

時6月24日㈰午前10時～午後1時　場
大宮前体育館（南荻窪2-1-1）　問すぎ
なみ体操まつり実行委員会事務局・渡
邉☎6338-2947　他団体発表あり。見
学可

第10回すぎなみ体操まつり

時7月1日㈰午前9時30分～午後4時　場上井草スポーツセンター
（上井草3-34-1）　内 師オリンピック種目体験「水球」（2016
年リオ大会出場・志水祐介）、パラリンピック種目体験「ボッ
チャ」（2008年北京大会出場・海沼理佐）、「アーチェリー」
（2008年北京大会出場・神谷千恵子、1976年モントリオール大
会出場・穂苅美奈子）　対区内在住・在学の小学4年生～中学生
定40名（抽選）　申申込書（区立学校で配布。区ホームページ
からも取り出せます）を、6月18日（必着）までにスポーツ振
興課（区役所東棟6階 FAX5307-0693）へ郵送・ファクス・持参
　問同課　他運動できる服装で、体育館履き・水着・水泳帽・
ゴーグル・タオル・弁当・飲み物持参。保護者も見学可

 次世代育成基金活用事業

　オリンピック選手と楽しくスポーツしたり、パラリンピックの種目を
体験するなど多様な体験を通じて、子どもたちのスポーツへの夢を育
むことを目的にした事業です。
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※「該当する障害の程度」は、「身体障害程度等級」とは異なります。

世帯と人口
 (住民基本台帳) 
5月1日現在( )は前月比

世
帯
数

日本人のみの世帯 合　計
外国人のみの世帯
日本人と外国人の世帯

人 

口(

人)

合　計
日本人
外国人

男 女 小　計 307,063(724増)
 11,633(507増)
 2,538(   8増)

567,953
（1,402増）

263,962(375増)
8,473(295増)

 551,015(870増)
 16,938(532増)

287,053(495増)
 8,465(237増)

321,234
（1,239増）

  上高井戸区民集会所自動交付機の利用中止

　上高井戸区民集会所は投票所になります。このため、6月24日㈰の投票
日は同集会所内に設置してある証明書自動交付機は終日利用できません。

  選挙（投票所）へ行くことが困難な方へ

●選挙当日に投票所へ行くことが困難な方で、車を利用する場合には、期
日前投票期間中に駐車場のある杉並区役所で投票してください。
●介護保険の訪問介護（外出介助）を利用している方は、投票にも利用で
きる場合があります。利用にあたっては、あらかじめケアプランに位置
付ける必要があるため、担当のケアマネジャーへご相談ください。

●外出に関する相談や情報提供、必要な支援サービスの案内を希望される
方は、杉並区外出支援相談センターもび～る☎5347-3154にご相談くだ
さい（各種サービスの利用は有償となります）。

  郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳や介護保険被保険者証をお持ちで、下表に該当し、ご自
身で文字を書くことができる方は、自宅等で投票の記載を行い、郵便等
を利用して投票をすることができます。あらかじめ「郵便等投票証明書｣
の交付申請が必要になりますので、早めにお問い合わせください。
　なお、下表に該当する方のうち、身体障害者手帳で「上肢」または
｢視覚」が「１級」の方は、代理記載制度により投票することができ
ます。

振り込め詐欺被害防止専用電話を開設します

̶̶問い合わせは、選挙管理委員会事務局へ。

該当する障害の部位

両下肢・体幹・移動機能

心臓・腎臓・呼吸器
ぼうこう・直腸・小腸

該当する障害の程度

1・2級

免疫・肝臓 1・2・3級

介護保険被保険者証 要介護状態区分等「要介護5」

1・3級身体障害者手帳

投票時間： 午前7時～午後8時6月24日 日投票日：

  期日前投票

日付: 6月18日㈪～23日㈯
時間: 午前8時30分～午後8時

  相談内容
● 振り込め詐欺被害に関する相談
● 振り込め詐欺対策に関する相談
● 不審な電話の内容に関する相談

  対 象
区内在住の方、相談の対象者が区内在住の親族等

  その他
警察でも振り込め詐欺に関する相談を行っています。

　29年中の区内の振り込め詐欺被害は、被害総額2億7600万円で前年に比べ1億1200万円の減となりましたが、件数は174件で前年に比べ2.1
倍となりました。手口も巧妙化し、被害は後を絶ちません。
　そこで、振り込め詐欺被害を1件でも減らすため、区民が気軽に24時間相談できる振り込め詐欺被害防止専用電話を開設します。

  ̶̶問い合わせは、危機管理対策課地域安全担当へ｡

6月25日㈪午前9時から

●振り込め詐欺等に関する警察関連の連絡先

相談内容 連絡先

「すでにお金を振り込んでしまった」、
「これからお金を渡すことになっている」
など緊急性が高い場合

※もしくは住所地を管轄する警察署(杉並
警察署☎3314-0110／高井戸警察署☎
3332-0110／荻窪警察署☎3397-0110)

振り込め詐欺や
その他生活の安全に関する相談

直ちに☎110

●！振り込め詐欺の被害に遭わないために 在宅中も留守番電話に設定し、相手に心当たりのない場合には、電話に出ないことが大切です。
電話に出てしまった時も、落ち着いて親族などに相談すると伝え、早めに電話を切りましょう。

 杉並区振り込め詐欺被害0ダイヤル 　 5307-0800

あ
の
、

相
談
が…

ゼロ

☎#9110 または 警視庁総合相談
センター☎3501-0110

杉並区長選挙 ・ 杉並区議会議員補欠選挙


