




 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
いた配偶者（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います。
問国保年金課国民年金係

 子育て・教育
新しい乳・子医療証を送付します

　現在、中学3年生までの年齢に該当している方に交
付している乳・子医療証（びわ色）の有効期限は9月
30日です。
　9月末に、10月1日から使用できる医療証（若草色）
をお送りします（郵送先は、医療証に記載の住所で
す。居住状況の確認のため、それ以外の住所に送付
することはできません）。
　新しい医療証の有効期限は31年9月30日です。ただ
し、31年3月に中学校を卒業する方の子医療証と、4
月に小学校に入学する方の乳医療証の有効期限は31
年3月31日です。小学校に入学する方の子医療証（有
効期間が31年4月1日～9月30日）は、31年3月末まで
に送付する予定です。
　乳・子医療証をお持ちでない方はお問い合わせくだ
さい。なお、生活保護（医療扶助）を受給している方
や児童福祉施設等に入所している方などは、対象にな
らない場合があります。
問子育て支援課子ども医療・手当係

区立学校で使用する教科書が採択されました

　8月8日㈬に開催された教育委員会で、31・32年度に区
立中学校で使用する道徳の教科書、31年度に区立小学
校で使用する教科書（道徳を除く）が採択されました。
　なお、小学校の教科書については、29年度に新た
に文部科学省の検定を受けた教科書がないため、25
年度の検定合格図書の中から採択が行われました。
　採択された教科書（見本）は、教科書センター（堀ノ
内2-5-26済美教育センター内）のほか、区政資料室（区
役所西棟2階。土・日曜日、祝日を除く）で閲覧できます。
◇区立中学校使用教科書（道徳）
▶東京書籍「新しい道徳」
◇区立小学校使用教科書
▶国語＝光村図書出版「国語」▶書写＝光村図書出版
「書写」▶社会＝東京書籍「新編　新しい社会」▶地図
＝帝国書院「楽しく学ぶ　小学生の地図帳」▶算数＝教
育出版「小学算数」▶理科＝大日本図書「新版　たのし
い理科」▶生活＝大日本図書「新版　たのしいせいかつ」

▶音楽＝教育芸術社「小学生の音楽」▶図画工作＝日本
文教出版「図画工作」▶家庭＝開隆堂出版「わたしたち
の家庭科」▶保健＝学研教育みらい「新・みんなの保健」
問済美教育センター管理係☎ 3311-0021

 生活・環境
都市計画案の縦覧と意見書の提出

   「都市計画法」の規定に基づき、関係区の住民およ
び利害関係人は縦覧期間中に意見書を提出することが
できます。
内東京都市計画道路の変更（補助線街路第61号線〈東
京都決定〉）▶縦覧期間＝9月19日㈬～10月3日㈬（土・
日曜日、祝日を除く）▶縦覧場所＝東京都都市整備局都
市づくり政策部都市計画課、区都市整備部管理課（区
役所西棟5階）。区ホームページからもご覧になれます
▶意見書の提出＝意見書（書式自由。区ホームページ
からも取り出せます）に、都市計画案の名称・日付・住
所・氏名を書いて、10月3日（必着）までに東京都都市
整備局都市づくり政策部都市計画課（〒163-8001新宿
区西新宿2-8-1第二本庁舎）へ郵送・持参　問東京都
都市整備局都市計画課☎ 5388-3225、区都市整備部管
理課　他区では都への意見書とは別に意見を募集。提
出された意見は、区長意見などの作成の参考資料とし
て使用し、東京都には提出されません。意見書（書式自
由。区ホームページからも取り出せます）を、10月3日
（必着）までに区都市整備部管理課へ郵送・持参

旧料金の事業系有料ごみ処理券をお持ちの方へ

　事業系有料ごみ処理券は、「平成29年10月改定」
と記載された新料金の券のみ使用できます。
　お手元に残った旧料金の事業系有料ごみ処理券は、
新料金との差額を支払った上で新料金の券と交換する
か、払い戻しをすることができます。対象の券種・必
要な書類については、事前にお問い合わせください。
　なお、20年3月～25年9月に交付した券の交換・払
い戻しができる期間は10月31日までとなっていますの
で、それまでにお問い合わせください。
問ごみ減量対策課管理係、杉並清掃事務所☎ 3392-
7281、同事務所方南支所☎ 3323-4571

 健康・福祉
高齢者インフルエンザ予防接種

　65歳以上の方等へ、9月末に「予防接種予診票」を
送付します。
内対象者＝区内在住で、12月31日現在次の①②のいず
れかに該当する方①満65歳以上の方②満60～64歳で、
心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障害がある身体障害
者手帳1級相当の方（②に該当し接種を希望する方は、
10月1日以降に福祉事務所・保健センター・杉並保健
所保健予防課のいずれかへ身体障害者手帳または医師
の証明を持参し、予診票をお受け取りください）▶自
己負担額＝2500円（生活保護、中国残留邦人等生活
支援給付を受給中の方は、費用が免除されます。詳細
は、お問い合わせください）▶接種期間＝10月1日㈪～
31年1月31日㈭（期間内1回）▶接種場所＝東京23区、
三鷹市・武蔵野市の契約医療機関（上記以外の場所で
接種を希望する方は、接種を希望する医療機関がある
市町村へお問い合わせください）　問杉並保健所保健
予防課☎ 3391-1025、各保健センター（荻窪☎ 3391-
0015、高井戸☎ 3334-4304、高円寺☎ 3311-0116、上
井草☎ 3394-1212、和泉☎ 3313-9331）

 採用情報　※応募書類は返却しません。
済美教育センター理科指導員（嘱託員）

内小中学校教育課程の理科実験観察授業、自動車での
実験機材運搬▶勤務期間＝11月1日～31年3月31日（5回
まで更新可。ただし、65歳に達した年度末で退職）▶
勤務日時＝月16日。原則、月～金曜日の午前8時30分～
午後5時15分（土曜日への振り替えあり）▶勤務場所＝
済美教育センター▶資格＝次の要件を全て満たす方①
学校教育法に定める大学または大学院で、天文学・物

理学・地球科学・生物学・化学のいずれかを専攻②大
学卒業以上で、教育職員免許法に定める小学校または
中学校の教員免許（理科）を有する③小中学生への理
科・科学の指導経験がある④普通自動車第一種免許を
有する▶募集人数＝1名▶報酬＝月額18万4900円～▶そ
の他＝有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給（上
限あり）　申履歴書（区ホームページから取り出せます）
に志望動機（様式自由。800字以内）、教員免許状の写
しを添えて、封筒に「理科指導員応募」と書いて、9月
28日午後5時（必着）までに済美教育センター管理係
（〒166-0013堀ノ内2-5-26）へ郵送・持参　問同係☎ 
3311-0021　他書類選考合格者には面接を実施

ゆりかご面接員（助産師・保健師）

内妊婦および産後の母子の保健指導（面接・電話・
訪問）等▶勤務期間＝11月1日～31年3月31日（更新
可）▶勤務日時＝月16日。原則、月～金曜日午前8時
30分～午後5時15分▶勤務場所＝高円寺保健センター
（高円寺南3-24-15）▶資格＝助産師または保健師▶募
集人数＝1名▶報酬＝時給1670円▶その他＝有給休暇
あり。社会保険加入。交通費支給（上限あり）　申履
歴書を、9月28日午後5時（必着）までに子育て支援
課母子保健係（区役所東棟3階）へ郵送・持参　問同
係　他書類選考合格者には面接を実施

 施設情報
勤労福祉会館・西荻地域区民センターの休館

　大規模改修工事のため、31年6月1日㈯～32年10月
末（予定）の間休館します。
　休館期間中は、近隣の地域区民センター、区民集
会所、区民会館などの施設をご利用ください。
問西荻地域区民センター☎ 3301-0811

 募集します
地域運営学校の学校運営協議会委員

内31年1月から学校運営協議会に出席（月1回程度）
ほか▶募集校・人数＝杉並第三小学校（高円寺南
1-15-13）＝4名、沓掛小学校（清水3-1-9）＝1名▶
資格＝募集校の通学区域または隣接する通学区域に
在住・在勤・在学で、31年1月1日現在18歳以上の方
▶報酬＝4000円（協議会出席1回につき）　申申込書
（学校支援課〈区役所東棟6階〉、各募集校で配布。区
ホームページからも取り出せます）に作文「学校運営
協議会委員を志望する理由」（800字程度）を添え
て、10月15日午後5時（必着）までに同課へ郵送・持
参　問同課　他書類選考合格者には面接を実施（10
月下旬～11月下旬）。応募書類は返却しません

ゆうゆう館協働事業実施団体

　31年4月からゆうゆう館（荻窪・上高井戸・梅里堀
ノ内・井草・大宮堀ノ内）で協働事業を実施する団体
を募集します。募集要項は9月20日から区ホームペー
ジでご覧になれます。
対4月1日現在、都内で活動しているNPO法人および
公共・公益的な事業を実施していて、次の①②いず
れかの要件を満たす団体①区内に事務所を置いてい
る②区内で活動をしている　申申請書（10月9日か
ら高齢者施策課施設担当〈区役所東棟1階〉で配布）
を、10月22日～30日に同担当へ持参（要予約）
◆募集説明会
時10月5日㈮午後2時～3時30分　場区役所第4会議
室（中棟6階）　申電話で、高齢者施策課施設担当

いずれも 
問高齢者施設課施設担当

 相談
シニアのための就業・起業・地域活動個別相談

時10月6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

区からのお知らせ
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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。

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

11日㈭
午前9時15分
～10時15分

計
測
は
1
歳
の
誕
生
月
ま
で

3日㈬
10日㈬
17日㈬ 午

後
1
時
30
分
〜
４
時
。
母
子
健
康
手
帳
持
参
。
週
数
制
限
な
し
。

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

22日㈪
午後1時30分
～4時

24日㈬
午後1時30分～
3時30分

★9月18日から電話で申
し込み。(35名｡申込順)

午
前
12日㈮
26日㈮

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

18日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分 上

の
前
歯
が
生
え
た
生
後
10
カ
月
〜
1
歳
3
カ
月
の
お
子
さ
ん

12日㈮
午前9時
～正午 同

日
午
前
９
時
〜
９
時
45
分
に

栄
養
・
健
康
ミ
ニ
講
座
開
催
（
予
約
不
要
）

22日㈪
午後1時30分

10日㈬・15日㈪
午後1時30分午

後 4日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

1日㈪
午前9時15分
～10時

3日㈬
10日㈬
24日㈬

－
17日㈬

午前10時30分
～午後0時30分

午
前

1日㈪
15日㈪

19日㈮
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

4日㈭
午前9時
～正午

2日㈫
午後1時30分

18日㈭・30日㈫
午後1時30分
26日㈮

午前9時30分午
後 5日㈮

高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116

25日㈭
午前9時30分
～10時15分

5日㈮
12日㈮
19日㈮

15日㈪
午後1時30分
～4時

1日㈪・22日㈪
午後1時30分
～3時30分

(22日は生後9カ月頃
から)

午
前

2日㈫
16日㈫

18日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

2日㈫
午前9時
～正午

26日㈮
午後1時15分

11日㈭
午後1時30分
19日㈮
午後2時午

後 4日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

24日㈬
午前9時
～10時

－ －
23日㈫

午前10時30分
～午後0時30分

午
前 24日㈬

－ － 1日㈪
午前9時30分

15日㈪
午後1時30分午

後 10日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

19日㈮
午前9時15分
～10時15分

－ －
18日㈭

午後1時30分
～3時30分

午
前 11日㈭ 23日㈫

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

－ 18日㈭
午後1時45分

2日㈫
午後1時30分午

後 24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。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

歯の健康相談 13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。

10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。

 その他
住民基本台帳の閲覧状況の公表

　4～6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

　8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衛生検査係☎ 3334-6400

　被害に遭われた住宅等に対して、被害認定調査を行い、り災証明書を発行し
ます。また、被害の程度によっては、区からの支援等が受けられる場合があり
ます。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問り災証明書については地域課地域係、支援等については保健福祉部管理課
地域福祉係

区内空間放射線量等測定結果

大雨で被害に遭われた方へ

サイズ　大＝幅180㎝×高さ66㎝×奥行き60㎝
▶小＝幅120㎝×高さ66㎝×奥行き60㎝
配布予定数　600台
申込期限　10月31日（必着）
応募要件
・ 5世帯以上で使用するごみ集積所を管理している方
・ 交換を希望する場合は、5年以上使用し、かつ破
損したものが対象
申し込み　往復はがきに設置するごみ集積所の住

所・略図、代表者・申込者（代表者と異なる場合）
の住所、氏名、電話番号、希望するサイズ（大・小
いずれか）を書いて、杉並清掃事務所（〒166-0015
成田東5-15-20）
問い合わせ　杉並清掃事務所☎ 3392-7281、同事
務所方南支所☎ 3323-4571
その他　ごみ集積所の状況により通行の妨げにな
るなど影響がある場合は配布できません。抽選結果
の通知は11月下旬、配布は31年2月以降を予定

　ごみのカラス被害対策のため、ごみ集積所で使用する折り畳み式
防鳥用ボックスを、抽選で配布しています。

時9月25日㈫午後3時～5時　場産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）　内傾聴・質
問　申ファクスで、9月25日までに頌栄保育園　問同園・東郷☎FAX3399-8585

新任・潜在保育士研修会

折り畳み式防鳥用ボックスの
申し込み募集
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9月24日～30日は結核予防週間「その咳、本当に風邪ですか？」

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「リバービレッジ杉並」が
開設します

　31年3月に特別養護老人ホーム（小規模多機能型施設併設）「リバービ
レッジ杉並」が開設します。

―――問い合わせは、高齢者在宅支援課施設入所係へ。

内所在地＝清水3-3▶運営法人＝真光会▶概要＝全室個室で10～12名を1つの
生活単位とする、ユニット型特別養護老人ホーム　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　定入所60名。ショートステイ10名　費
月額7万～22万円程度（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、9月18日か
ら区内特別養護老人ホームへ持参　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、「リバービレッジ杉並」へ入所を希
望する方も改めて変更の申し込みが必要

―――問い合わせは、杉並保健所保健予防課感染症係☎3391-1025へ。

結核は「現代の病気」
　結核は過去の病気だと思われがちですが、今でも
日本で毎年1万7500人近くが発症し、約1900人が死
亡している国内最大級の感染症です。
　都内では年間約2500人が新たに発症しています。
杉並区の29年の新規患者数は93人でした。

結核ってどんな病気？
　結核は結核菌を肺に吸い込むことで起こる感染症
です。ただし結核に感染しても必ず発症するわけで
はなく、免疫力で結核菌の増殖を抑えきれなくなる
と発症します。
　感染した人が発症するのは10人に1人か2人といわ
れています。感染してから2年以内に発症することが

多いですが、中には10年以上たって発症する場合も
あります。

予防接種や健診が大切
　乳幼児は結核を発症すると重症化しやすいため、
1歳までにBCG接種を受けましょう。
　また高齢者は、咳やたんの症状がなくても食欲低
下や体重減少、誤

ご

嚥
えん

性肺炎などで結核が発見される
例が多く出ています。年1回の健診で胸部エックス線
検査を受けることが大切です。

こんなときはすぐに受診してください
　初期症状は咳・たん・発熱と風邪に似ており、発
見が遅れることがあります。このような症状が2週間

以上続くときは、まず呼吸器科のある医療機関を受
診しましょう。結核は早めに発見してきちんと治療
すれば治る病気です。早期発見は結核の重症化を防
ぐだけでなく、大切な家族や周囲の人々への感染を
防ぐためにも重要です。

規則正しい生活、適度な運動、
バランスのとれた食事
　結核の発症には、体力（抵抗力・免疫力）が大き
く関与しています。過労や睡眠不
足、不規則な生活習慣、無理な
ダイエット、ストレス、糖尿病等
による免疫低下などは、発症の引
き金になるので注意しましょう。

　区は今後も、人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、ご理
解とご協力をお願いします。

―――問い合わせは、杉並保健所生活衛生課管理係☎3391-1991へ。

　私たち人間と同じように命あるものである動物の愛護と適正な飼育について
関心と理解を深める機会になります。
　この機会に、私たちの身近にいる動物、特に犬や猫について、もう一度考え
てみましょう。

飼い主の皆さんへ
●一度飼い始めたら最後まで責任を持ってください
●動物の遺棄（犬や猫を捨てるなど）は違法行為で、罰則規定もあります
● 基本的なしつけをし、動物のための防災用品（5日分以上の餌と水など）を
用意してください

犬の飼い主の皆さんへ
●犬は柵、おり、その他囲いの中、または固定した物に綱や鎖でつないでおく
●散歩のときは、リードにつなぐ
● 散歩前にできるだけトイレを済ませる。散歩に出掛けるときはちり紙、袋、
水（尿を洗い流すためのもの）などを必ず持っていく
● 無駄ぼえをするような場合は、室内へ入れる、散歩に連れて行く、カーテン
などで外からの刺激を遮断するなどストレスを和らげるよう努める
● 生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射をして、鑑札・注射済票を犬の首
輪などに着ける

猫の飼い主の皆さんへ
●交通事故防止や感染症予防のため、室内で飼育する
● やむを得ず飼い猫を屋外で飼育する場合は、繁殖制限をするため不妊・去
勢手術をする

飼い主のいない猫のお世話をする皆さんへ
●新しい飼い主を探すよう努める
●不妊・去勢手術をする
●餌はできるだけ決めた時間に与える。また、必ず土地の管理者の許可を得る
●食べ残しは片付けて、周囲を清潔に保ち、置き餌はしない
●ふん・尿の始末をきちんと行う。トイレの設置も行う

9月20日～26日は動物愛護週間です

　保育施設の利用相談および申し込みで混雑が予想される10・11月は「予約
制での利用」となります（申込順）。

  予約制利用となる期間
　10月1日㈪～11月22日㈭（土・日曜日、祝日を除く）

  利用予約の受け付け
　9月19日㈬～11月22日㈭午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
に電話または各窓口で予約してください。
※電話がつながりにくい場合があります。ご了承ください。
※予約の状況によっては、利用希望日時の予約ができない場合もあります。
※ 利用希望日が11月26日㈪以降の場合は、通常通り希望日の1カ月前から事前
予約できます。

子どもセンターの利用が予約制になります

施設名 所在地 電話番号

荻窪 荻窪5-20-1杉並保健所4階 ☎ 5347-2081

高井戸 高井戸東3-20-3高井戸保健センター2階 ☎5941-3839

高円寺 高円寺南3-24-15高円寺保健センター2階 ☎3312-2811

上井草 上井草3-8-19上井草保健センター1階 ☎3399-1131

和泉 和泉4-50-6和泉保健センター1階 ☎3312-3671

利用予約先・問い合わせ〈子どもセンター〉

No.2237　平成30年（2018年）9月15日 

杉並どうぶつ相談員制度
　区では20年度から杉並どうぶつ相談員（杉並区動物適正飼養普及員）
の制度を設けています。
　この相談員は、動物の飼い方や、飼う上でのマナーの向上に関する普及
啓発活動を行う区民ボランティアで、区と協働し、地域の身近な相談員と
して活動しています。



※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。

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

　9月は、がん征圧月間です。区では、年齢に応じた各種がん検診
を実施しています。この機会に、ぜひ受診しましょう！　　　　　　
―――問い合わせは、杉並保健所健康推進課健診係☎ 3391-1015へ。

受 け よ う が ん 検 診！

★は隔年受診。その他は毎年受診（前立腺がんを除く）

受診できる年齢 性別 費用
胃がん（バリウム） 40歳以上 男女 500円
胃がん（内視鏡）★ 50歳以上 男女 1000円
肺がん 40歳以上 男女 500円
子宮頸

けい

がん★ 20歳以上 女性 500円
乳がん★ 40歳以上 女性 500円
大腸がん 40歳以上 男女 200円
前立腺がん 50・55・60・65・70歳 男性 500円

週末に乳がん検診を！
　平日の受診が難しい方などに
向けて、杉並保健所で、週末
乳がん検診を実施します。

日時  10月20日㈯・21日㈰午前
9時～午後3時30分
場所  杉並保健所（荻窪5-20-1）

内問診・乳房エックス線検査（マンモグラフィー）　対区内に住
民登録があり、29年4月1日～申込日現在に乳がん検診を受診して
いない40歳以上（昭和54年3月31日以前生まれ）の女性で、次の
①～④に当てはまらない方①乳腺の疾病治療中・手術後・経過観
察中②妊娠中・授乳中・断乳直後（6カ月以内）③豊胸術・水頭
症シャント術をしている④心臓ペースメーカーを入れている　定
各日50名（申込順）　費500円（クーポンをお持ちの方は無料）　
申9月18日から電話で、杉並保健所健康推進課健診係☎3391-
1015　他撮影技師は女性

  がんは早期発見・早期治療が大切！
　がんの種類によって差はありますが、多くのがんは早期に発見し、適切な治療を受
ければ治ります。また、発見が早いほど身体的・経済的負担も少なくて済みます。定
期的に検診を受診して早期発見・早期治療を目指しましょう。

  がん検診を受ける年齢はなぜ決まっているの？
　がんは年齢や性別でかかる割合（罹

り

患
かん

率）が大きく異なります。例えば、乳がんは
40歳代から、胃がんは50歳代から罹患率が高くなります。このため、がんに罹患する可
能性の高い年代から検診を行っています。対象年齢になったらがん検診を受けましょう。

  区で受けられるがん検診は？

無料マッサージの体験
時10月10日㈬午前10時～午後3時　場
同会館　対区内在住・在勤・在学の方　
定30名（抽選）　申往復はがき（12面
記入例）で、9月27日（必着）までに同
会館（〒167-0052南荻窪3-28-10）　問
同会館☎ FAX3333-3444（午前9時～午
後5時。土・日曜日、祝日、第3月曜日を
除く）

連続講座「私も活躍できますか？～法律から現実へ」

パパとママの素敵なパートナーシップ⑵「家事分担の話し合い方」

男女平等推進センター
 杉並視覚障害者会館
 「杉並アイプラザ」

時10月21日㈰午前10時～正午　場ウェルファーム杉
並（天沼3-19-16）　師親業シニアインストラクター・内
田智代　対子育て中の親、プレパパ・プレママ　定40
名（申込順）　申ファクス・Eメール（12面記入例）で、

ゴードン・メソッド「親業」＠すぎなみFAX3394-3076
katou.noriko@nifty.com　問同団体☎ 3394-3076　
他生後7カ月～就学前の託児あり（事前申込制〈10月10
日まで〉。定員あり）

時 場①10月20日㈯＝中央図書館（荻窪3-40-23）②27
日㈯＝ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）／いずれも
午後1時30分～4時（計2回）　内①「女性差別撤廃条
約」からつながる法律いろいろ②より良い日本のあり方
をめざして～男女平等への道のり　師①津田塾大学教
授・武田万里子②佛教大学教授・若尾典子　対区内在

住・在勤・在学の方　定50名（申込順）　申 問電話・
ファクス（12面記入例）で、10月10日までに男女平等
推進センター☎ 3393-4410FAX3393-4716（午前9時～午
後5時。月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）　他生後7
カ月～就学前の託児あり（事前申込制）▶企画・運営＝
杉並女性団体連絡会
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元気シニアの保育・介護サポート
スタッフ就業体験セミナー
　おおむね55歳以上の方が福祉施設での就業を目指すための講座です。特別な
資格がなくても大丈夫。新たな挑戦をしてみませんか。

時 場 内下表のとおり 対区内在住のおおむね55歳以上で、福
祉施設での就業を希望する方 定40名（抽選） 申はがき・
ファクス・Eメール（12面記入例）に希望コース（保育・介護）
も書いて、9月25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 takebouki_suginami@
tempo.ocn.ne.jp）。講演（下記オープニングイベント）のみ
希望の場合は、その旨を記入 問同館☎ 5378-8179

出典＝東京都福祉保健局（承認番号30福保保健第497号）

▲

いま、地域の現場に元気なシニアの力が必要です

※講座終了後、保育施設・介護施設での就業につながります。詳細は、ゆうゆう高円寺南館へ。

4つのステップとスケジュール
ステップ 日程 内容

1
はじめに

10月4日㈭

午後1時30分～
2時30分

オープニングイベント　
 講演「『働くこと』から考えるシニア世代の生活設計」 
場ゆうゆう高円寺南館　師経済ジャーナリスト・荻原博子（右写真）　定60名（抽選）

2時30分～
4時30分

参加者の体験談　●オリエンテーションと体力測定（握力測定・片足立ち測定）　場ゆうゆう高円寺南館

2
現場を知る

10月13日㈯～24日㈬
●講座（計2回）　場ゆうゆう高円寺南館　　
● 実地研修（計2回、各回2時間）　場保育サポートスタッフコース＝区内保育園▶介護サポートスタッフコー
ス＝区内特別養護老人ホーム

3
体験しましょう

11月1日㈭～30日㈮
就業体験（謝礼あり〈1時間1000円〉）　週2回、1回3時間程度、全8回　場保育サポートスタッフコース＝区
内保育園▶介護サポートスタッフコース＝区内特別養護老人ホーム

4
フォローアップ

10月27日㈯、11月17日㈯、
12月1日㈯

受講生交流会　場ゆうゆう高円寺南館

12月1日㈯・8日㈯・15日㈯ 保育施設・介護施設で働くための講座・個人情報保護研修　場ゆうゆう高円寺南館
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時 内右表のとおり（時間・内容な
ど詳細は、区ホームページ参照。ま
たはお問い合わせください）　場
セシオン杉並　費一部有料　問社
会教育センター（〒166-0011梅
里1-22-32セシオン杉並内☎ 3317-
6621）

舞台発表
洋舞フェスティバル 10月6日㈯
歌謡大会 10月7日㈰
民謡舞踊大会 10月13日㈯
吟剣詩舞道大会 10月14日㈰
コーラス大会 10月20日㈯
親子で楽しくフェスティバル 10月21日㈰
日本舞踊大会（区民招待枠は左記参照）10月27日㈯　費3000円
三曲演奏会 10月28日㈰

競技会・講演会
歴史文化講演会 10月13日㈯　費300円
将棋大会 10月14日㈰　費1000円ほか
マジック大会 10月20日㈯
俳句大会 10月21日㈰
短歌大会 10月27日㈯
囲碁大会 左記参照
点茶会 10月21日㈰　費1000円

作品展示
華道展 9月28日㈮～10月3日㈬
書道展 10月5日㈮～9日㈫
絵手紙展 10月5日㈮～9日㈫
区民写真展 10月13日㈯～17日㈬
アマ美連盟美術展 10月19日㈮～23日㈫
美術作品展 10月26日㈮～30日㈫　30日＝ギャラリートーク

区民文化の日「あなたが主役の文化の祭典」
作品展示 11月1日㈭～3日㈷

舞台発表
11月3日㈷　オープニング＝三曲協会　フィナー
レ＝天沼中学校・和田中学校吹奏楽部

身近なまちのお風呂屋さんで
楽しく健康づくり

10～12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★　10月3日㈬・17日㈬、11月7日㈬・

21日㈬、12月5日㈬・19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　10月21日㈰、11月4

日㈰・18日㈰、12月2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★　10月3日㈬、11月7日㈬、12月5日

㈬午後2時30分

玉の湯
（阿佐谷北1-13-7） ☎3338-7860 太極拳★　10月3日㈬・10日㈬、11月7日㈬・21日

㈬、12月5日㈬・19日㈬午後1時45分

浴場名（所在地） 電話番号 内容・日時
杉並湯

（梅里1-13-7） ☎3312-1221 健康エアロビクス　10月10日㈬、11月14日㈬、12
月12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★  10月6日㈯、11月3日㈷、12月1
日㈯▶てぬぐい体操★　10月21日㈰、11月18日㈰、
12月16日㈰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★　10月16日㈫・27日㈯、11月20

日㈫・24日㈯、12月18日㈫・22日㈯午後2時15分

第二宝湯
（本天沼2-7-13） ☎3390-8623 気功太極拳　10月14日㈰・28日㈰、11月11日㈰・25日㈰、12月9日㈰・23日㈷午後2時

井草湯
（下井草5-3-15） ☎6913-7226 健康エアロビクス　10月3日㈬、11月7日㈬、12月5

日㈬午後1時15分

秀の湯
（桃井4-2-9） ☎3399-6112 てぬぐい体操　10月12日㈮、11月9日㈮、12月14日

㈮午後2時

文化湯
（西荻北4-3-10） ☎3390-1051 自

じ

彊
きょう

術　10月14日㈰、11月11日㈰、12月9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　10月9日㈫・23日㈫、11月13日㈫・

27日㈫、12月11日㈫午後1時30分

大黒湯
（和泉1-34-2） ☎3328-2137 てぬぐい体操　10月14日㈰・28日㈰、11月11日㈰・

25日㈰、12月9日㈰・23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　10月14日㈰・28日㈰、11月11日

㈰・25日㈰、12月9日㈰・23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、安全上お断りする場合あり。長寿応援対象事業

時10月28日㈰午前9時30分～午後4時45分　内個人戦、4～7名による団
体戦／いずれも段級位差1につき1子のハンディキャップ戦、置き石最大
6子、持ち時間各35分。団体戦の成績は団体メンバーの個人成績の合計　
対区内在住・在勤・在学・区内団体所属の方　費1人1000円　申はがき・
Eメールに氏名（団体の場合は代表者名）・段級位・連絡先を書いて、10
月5日（必着）までに囲碁連合会・椎井康雄（〒167-0051荻窪3-47-21-
206 yshii@sepia.ocn.ne.jp）　問椎井☎090-9543-6720　他賞品あり。
10月中旬にグループ分けを通知。5段以上の成績優秀者は23区対抗囲碁
大会に招待

囲碁大会 参加者募集

時10月27日㈯正午～午後5時　申往復はがき（12
面記入例）で、9月30日（消印有効）までに社会教
育センター　問舞踊連盟・若柳☎ 090-8442-9980

日本舞踊大会に100組200名を招待（抽選）

すぎなみスポーツアカデミー指導者養成講習会
A2コース（専門・ジュニア）
時10月13日㈯午前9時15分～午後5時40分、27日㈯午前9時30分～午後4時30分、11
月10日㈯午前9時30分～午後5時、24日㈯午前9時30分～午後5時、12月1日㈯午前9
時30分～午後5時30分（計5回）　内「ジュニア期のスポーツの考え方」ほか、認定試
験　場荻窪体育館（荻窪3-47-2）　対区内在住・在勤・在学で20歳以上の方　定
20名（抽選）　費9800円　申往復はがき（12面記入例）に指導している方はス
ポーツの種目と対象者も書いて、10月1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HPhttp://
sports-suginami.org/から申し込み　問同財団☎ 5305-6161　他認定試験に合格
すると杉並区公認ジュニアスポーツ指導者および日本スポーツ協会公認ジュニアス
ポーツ指導員として認定（ただし、日本スポーツ協会のジュニアスポーツ指導員の認
定にはスポーツリーダーの資格保有が条件）。日本スポーツ協会の資格取得者は別
途講座終了手続きとして6480円、認定手数料1万3000円（計1万9480円）が必要

　幼児～15歳の子どもたち対象の正しい知識に基づいた身
か ら だ

体づくり、動きづくりを通した運動支
援について学ぶための講習会です。

No.2237　平成30年（2018年）9月15日 



時10月7日㈰午前10時～正午　場杉並
清掃工場　師NPO法人地球環境市民会
議理事・鈴木靖文（右写真）　対区内在
住・在勤・在学の方　定100名（申込
順）　申電話で、環境活動推進センター

「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内各駅、交番・駐在所、公衆浴場、郵便局、病院、スーパー・コンビニエンスストア（一部の店舗を除く）などにあります。高齢や体が不自由などの事情で、入手が困難な方への郵送、また「点字広報」「声の広報」のお申し込みは広報課へ。

　災害から命を守り、財産を守り、生活を守る。そのためにで
きることを、今考えてみませんか。

　いつ起こるか分からない巨大地震から私たちの命を守
るため、建築物の耐震化に向けた具体的な対策を進めま
しょう。

時 場 内 定右表のとおり　申一部必要　問耐震キャンペー
ン事務局☎ 6261-6604FAX6303-0886（午前9時～午後6時）　
他申し込み方法などの詳細は、東京都耐震ポータルサイト
HPhttp://www.taishin.metro.tokyo.jp/参照

すぎなみエコ路地フェスタ2018
ストップ地球温暖化 いま私たちにできること

「今日かららくちんエコライフ」

時10月6日㈯・7日㈰午前10時～午後4時　場環境活動推進
センター（高井戸東3-7-4）ほか　内ワークショップ、スタ
ンプラリーほか

防災まちづくりフェア

耐震キャンペーン

杉並清掃工場環境フェア2018
東京二十三区清掃一部事務組合

●VR体験・ARアプリ紹介
・ 熊本地震の被災地にいるかのような体験ができます
・ 29年度に公表した地震被害シミュレーションの結果
を、ARアプリで確認できます（10月公開予定）

● 耐震無料相談会・建築総合無料相談会（杉並建築設
計事務所協会・東京都建築士事務所協会杉並支部）
　ブロック塀の相談も承ります（写真等を持参）

●ガスの安全対策を紹介（東京ガス）
　止まったガスメーターの復帰方法を体験できます

●防災用品のあっせん品展示
　保存食や簡易トイレなどの避難・防災用
品や、感震ブレーカーを展示します

● 地震時の備え（杉並消防署）※27日のみ。
　家具類の転倒・落下防止対策や、その
ための器具などを紹介します

● 地震保険の紹介（日本損害保険協会）
※28日のみ。
　地震保険（政府と損害保険会社が共同
運営）の必要性などを紹介します

● 地震被害シミュレーション結果報告の展示、熊本地
震パネル展示

●減災についてのパネル展示
　耐震化・不燃化・狭あい道路拡幅整備など、地震に
よる被害を最小限にするための取り組みや助成制度を
紹介します

使用済み小型家電（15品目）を回収します
内回収品目＝携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲー
ム機、電子辞書、ポータブルカーナビ、電卓、ACアダプター等コード類、電話機、ファクシミリ、ラ
ジオ受信機、ヘアドライヤー、電気かみそり、炊飯器▶注意事項＝最大辺が30㎝を超えるものは回収
することができません。粗大ごみ受付センターへお申し込みください
問ごみ減量対策課事業計画係　他水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計も回収

フードドライブを行います
　家庭で使いきれない食品（未利用食品）がありましたら、お持ちください。集まった食品は、区内の
子ども食堂、杉並区社会福祉協議会、NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに提供します。
内食品の条件＝①未開封で包装・外装が破損していない（米を除く）②瓶詰・冷凍・冷蔵でない③賞
味期限まで2カ月以上あり、明記されている（米、塩等を除く）④商品説明が外国語のみでない▶食
品例＝国産米（精米から2年以内）、インスタント・レトルト食品、缶詰、乾物・乾麺、粉物、調味料、
菓子、飲料（アルコール類を除く）、乳児用食品（粉ミルクほか）　問ごみ減量対策課事業計画係　他
受け取り時に、種類や条件などを確認。食品の状態によってはお持ち帰りいただく場合があります

建築物耐震化助成
　昭和56年5月以前に建築された建物を対象に、耐
震診断や耐震改修等の耐震化助成を行っています。
また、木造住宅は、昭和56年6月～平成12年5月に建
築された建物の耐震化助成や、耐震シェルター等設
置助成制度があります。
　詳細は、各案内パンフレット（市街地整備課〈区
役所西棟3階〉、図書館、区民事務所で配布）をご覧
いただくか、お問い合わせください。
問市街地整備課耐震改修担当
不燃化に関する助成
　木造住宅密集地域を対象に、老朽建築物の除却費
や戸建て建て替え費の一部助成を行っています。ま
た、震災救援所周辺等においては、耐火性能の高
い建築物を建築する方に建築資金の一部を助成しま
す。詳細は、お問い合わせください。
問市街地整備課不燃化推進係
不燃化促進住宅をご利用ください
　自己居住用住宅を耐火建築物などに建て替える場
合、工事期間中の一時移転先として不燃化促進住宅
を利用できます。詳細は、お問い合わせください。
問市街地整備課不燃化推進係

●起震車体験（雨天中止）
　※正午～午後1時30分は休止。

内容 日時・場所・定員

防災体験・耐震改修
バスツアー（現地見学）

時場9月21日㈮＝東京大学地震研究所（文京区）、荻窪コーエイマンション（杉並区）▶10月
27日㈯＝立川防災館（立川市）▶11月9日㈮＝清水建設技術研究所（江東区）▶12月7日㈮＝
東京大学地震研究所（文京区）　定各30名（申込順）

建物の耐震改修工法
等の展示会

時①9月28日㈮～30日㈰午前10時～午後6時（30日は4時30分まで）②11月3日㈷～５日㈪午
前10時～午後5時　場①新宿駅西口広場イベントコーナー②有楽町駅前広場

震災写真・都の取り組
み等のパネル展示

時10月10日㈬～12日㈮午前10時30分～午後5時30分（予定）　場都政ギャラリー（新宿
区西新宿2-8-1）　内展示内容＝東日本大震災や熊本地震、大阪府北部での地震などの震
災写真、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進に関する取り組み、ブロック塀の安全点検
方法など

耐震フォーラム「首都
直下地震への備え」 時10月12日㈮午後1時～4時30分　場都民ホール（新宿区西新宿2-8-1）　定250名（申込順）

耐震化個別相談会 時10月12日㈮午後2時30分～5時　場都政ギャラリー（新宿区西新宿2-8-1）　定30組（申込順）

―――問い合わせは、環境活動推進センター☎5336-7352へ。

東 京 都 主 催

耐震化・不燃化の取り組み

区役所1階ロビー

2階区民ギャラリー 青梅街道側入り口前

　景品として、名前や連絡先を書いた
紙を入れられる笛を差し上げます

スタンプラリー同時開催その他

日 時　 10月6日㈯午前10時～午後4時 場 所　 杉並清掃工場（高井戸東3-7-6）

9月27日㈭・28日㈮午前10時～午後4時日時

内エコクイズ、工場見学会、小学生環
境作品展示、ごみぱっくん号収集体
験、燃料電池自動車・働く車の展示、
アンネのバラのボランティア紹介など

―――問い合わせは、市街地整備課耐震改修担当へ。

―――問い合わせは、杉並清掃工場☎3334-5301、区ごみ減量対策課事業計画係へ。 同時開催

講演会
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　区の交流自治体である静岡県南伊豆町で、現地体験型ツアー
を開催します。南伊豆町の暮らしに触れ、旬のイセエビを楽しむ
ツアーです。この機会に南伊豆町の自然や暮らしを体験してみて
はいかがでしょうか。

　区の交流自治体である静岡県南伊豆町の「お試し移住」
の新たな施設として、築100年以上の古民家を改修した
「上賀茂・田舎暮らし体験住宅」がオープンしました。
  「お試し移住」事業や体験住宅、現地体験型ツアー（10
月13日㈯開催）についての説明会を開催します。

時10月13日㈯午後1時～14日㈰午後2時30分　場集合・解散＝南伊豆町役場（静岡
県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1）　内稲刈り、民宿への宿泊（イセエビ料理付き）、
ジオトレッキング、南伊豆町の食材を使った昼食　対区内在住の方　定10名（抽
選）　費1万2000円（子ども料金の設定あり。別途交通費）　申電話で、10月3日ま
でに南伊豆町企画課地方創生室☎ 0558-62-1121。または南伊豆町HPhttp://www.
town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018073000054/から申し込み　他公共交通
機関利用の場合は、伊豆急下田駅～町役場の送迎あり

時9月29日㈯午後2時～4時　場区役所第5・6会議室（西棟6階）　内①田舎暮ら
し体験住宅について②体験型ツアーについて　対区内在住の方　定30名（申込
順）　申電話で、南伊豆町企画課地方創生室☎0558-62-1121。または南伊豆町
HPhttp://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018060500017/から申し
込み　他①②どちらかのみの参加も可

自治体 イベント名 概要

新潟県
小千谷市

小千谷トリム・
ウオーキング
大会

時10月8日㈷　場小千谷市総合体育館　内コース＝16㎞ 、8㎞ 、3.5㎞ 　費500円。小中学
生300円（当日申し込みは700円。小・中学生400円。未就学児はいずれも無料）　申申
込書（小千谷市生涯学習課まで問い合わせ。区ホームページからも取り出せます）に参
加料（定額小為替または現金書留）を添えて、9月30日（消印有効）までに小千谷トリ
ム・ウオーキング大会事務局（〒947-0035新潟県小千谷市大字桜町4915小千谷市総合
体育館内）へ郵送・持参（持参の場合は10月5日午後5時まで）　問小千谷市生涯学習課
☎ 0258-83-0077　他小学3年生以下は、引率者同伴

東京都
青梅市

第80回記念
奥多摩渓谷
駅伝競走大会

時12月2日㈰　場青梅市役所（青梅市東青梅1-11-1）ほか　内大会概要については同大会
HPhttps://www.city.ome.tokyo.jp/taiiku/okutamakeikokuekiden.html参照　対高校
生以上の方　定270チーム（申込順）　費1万5000円。大学の部1万3000円。高校の部1
万円。女子の部8000円／いずれも1チーム　申郵便振替用紙（青梅市スポーツ推進課へ
問い合わせ）に必要事項を記入の上、郵便局から振り込み　問青梅市スポーツ推進課☎ 
0428-22-1111

南伊豆町に新たな田舎暮らし体験住宅が
オープンしました！

庭園での野
の だ て

点を楽しむ
時午後5時・5時30分・6時（各回30分）　定各回8名（先着順）　他雨天
時は室内で茶会を開催（各回4名〈先着順〉）
琴の演奏を楽しむ
時内午後5時～6時30分＝野点の合間に演奏、7時～7時30分＝琴の演奏会
▶演奏＝山田流・伊豆川真理子　他雨天時は室内で演奏（20名〈先着順〉）
竹灯籠のライトアップ
　庭園を竹の灯籠で幻想的に演出します。
時午後6時～8時　他雨天・強風時は中止
「月」をテーマにした書や絵画の作品展
時内午前9時～午後5時▶作者＝中江麻祐子ほか

　小学生以下のお子さんを対象にお話の会と茶会を行います。
時10月6日㈯午前10時～正午　師NPO法人むさしの児童文化協会　対小
学生以下の方（保護者同伴可）　定20名（先着順）

内募集作品＝兼題「すぎなみの自然 くらしを詠む」、未発表自作（季節
は自由）。何句でも投句可▶選考委員＝炎環主宰・石寒太ほか　申応
募用紙（区民センター、ゆうゆう館などで配布）に作品、氏名（俳号、
ニックネームでも可）を書いて、12月28日（必着）までに角川庭園へ持
参　他表彰あり。表彰作品一覧とすべての応募作品を掲載した句集を発
行（31年5月予定）

角川庭園の催し

いずれも
場問角川庭園（荻窪3-14-22☎ 6795-6855）　

いずれも
問文化・交流課地方創生担当

田舎暮らし体験住宅および体験型ツアー説明会

稲刈り＆イセエビ祭りツアー

   「てくてく」は、春と秋の年2回、区で発行している
交流自治体の色々な情報をお伝えする情報誌です。
「てくてくスポーツ」では、スポーツに特化した情報
をお知らせします。

―――問い合わせは、文化・交流課交流推進担当へ。

南伊豆町へ行って、見て、暮らしに触れよう！

「すぎなみの俳句」を募集します

おはなしの国で、抹茶を楽しもう

9月24日㉁名月を楽しむ会

先着50名に
木製キーホルダープレゼント

配布＝午後4時30分から

　すぎなみ学倶楽部では、読者から寄せられた情報や資
料などを元に記事を作成することがあります。
　29年8月15日号で「中島飛行機」や「都電杉並線」に
関する資料を募集したところ、中島飛行機の元社員のご
家族から、大切に保管していたさまざまな思い出の品を
提供いただきました。その中に中島飛行機製エンジンを
搭載し、昭和12（1937）年に東京とロンドン間の飛行で
日本初の国際記録を樹立した「神風」号の置物がありま
す。朝日新聞社主催の飛行イベントの記念品で、当時、
中島飛行機に勤めていた設計技師が破損部分を修理した
痕が残る貴重な品です。
　また、区内の戦争証言を集めている時に、大正から昭
和初期の高井戸に暮らしていた農の哲人「江

え

渡
ど

狄
てき

嶺
れい

」の

親族と偶然にも知り合い、狄嶺が残した膨大な遺品の存
在を知る機会を得ました。郷土博物館と区民ライターが
協働をして、高井戸の「狄嶺文庫」から長野県茅野市の
書庫に移されていた品々を調査。狄嶺の肖像写真が貼ら
れた、現在の手帳型になる前の珍しい形のパスポートも
見つかり、海外旅行で収集したホテルのパンフレットの
中には、そのホテルにも残っていない希少なものもあり
ました。
　すぎなみ学倶楽部では、こうした資料の一部をデジタ
ル画像にし、「歴史資料集」コーナーで公開しています。
「神風」号の置物や狄嶺のパスポートなどを、いろいろ
な角度から撮影して掲載しています。博物館で見ている
ように眺めることができますのでご覧ください。   （北）

歴史資料集コーナーの紹介

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126号

問産業振興センター観光係☎5347-9184

▲「神風」号の置物

▶歴史▶歴史資料集

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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時①11月25日㈰午後3時～5時②31年1月18日㈮午後7時～9時　場杉並公会
堂（上荻1-23-15）　内コンサート鑑賞と出演者への花束贈呈▶出演＝①大友直
人（指揮）、橋本杏奈（クラリネット）②川瀬賢太郎（指揮）、錦織健（テノー
ル）、高橋維（ソプラノ）▶曲目＝①モーツァルト「歌劇『皇帝ティートの慈悲』
序曲」ほか②ドボルザーク「交響曲第９番『新世界より』」ほか　対区内在
住の小学4年生～中学生とその保護者　定各日3組6名（抽選）　申往復はがき
（12面記入例。子ども1人1枚）で、10月11日（必着）までに文化・交流課　問
同課　他10月25日までに結果を通知。詳細は、杉並公会堂ホームページ参照

オーケストラの響きを体感してみよう
子ども夢シートプログラム

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9月22日㈯、10月13日㈯午後1時30
分～3時　場同センター　師片岡末廣
ほか　費実費　他1家族3個まで
和菓子を作って抹茶とともに！
時10月24日㈬午後1時～3時　場同セ
ンター　師和菓子「青柳」職人・今野
敏也　定16名（抽選）　費600円　申
往復はがき（12面記入例）で、10月9
日（必着）までに同センター　他長寿
応援対象事業
コミュニティーすくーる　講話「今川
氏と観泉寺」
時10月27日㈯午後2時～3時　場観泉
寺幼稚園（今川2-20-7）　師観泉寺
住職・田中法生　定120名（先着順）　
他長寿応援対象事業
筋力アップできれいな身

か ら だ

体をゲットし
よう！
時 10月30日㈫、11月6日㈫・13日㈫
午前10時～正午（計３回）　場同セン
ター　師区公認スポーツリーダー・豊
澤直子　定 20名（抽選）　費 100円
（保険料含む）　申往復はがき（12面記
入例）で、10月9日（必着）までに同
センター　他動きやすい服装で、飲み
物・タオル持参。長寿応援対象事業

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/
神社建築の流れとその形式
時10月19日㈮午前10時～正午　場同セ
ンター　師区文化財保護審議会委員・
稲葉和也　定50名（抽選）　費100円　
申往復はがき（12面記入例）で、10月
2日（必着）までに同センター　他筆記
用具持参。長寿応援対象事業
コミュニティーすくーる　西荻裏散歩 
あなたの知らない西荻窪
時10月20日㈯午前10時～正午　場集
合＝JR西荻窪駅▶解散＝桃井原っぱ公
園（桃井3-8-1）　内柳小路→丸山遺跡
→城山と七ツ井戸→関根文化公園→荻
窪八幡神社→中島飛行機東京工場跡→
井荻町役場跡→観泉寺（全行程3.5㎞ ）　
師トロールの森実行委員会事務局代
表・野田栄一　定20名（抽選）　申往
復はがき（12面記入例）で、10月10日
（必着）までに同センター　他歩きや
すい靴で、飲み物・タオル持参。イヤ
ホン貸与▶協働先＝トロールの森実行
委員会
初心者のための楽しく優しい椅子ヨーガ
時10月26日㈮午前10時～正午　場同
センター　師イシュタヨガ認定インス

トラクター・椙本純子　定 30名（抽
選）　費 100円（保険料含む）　申往
復はがき（12面記入例）で、10月9日
（必着）までに同センター　他動きや
すい服装で、飲み物・ハンドタオル持
参。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/
いきいき朗読教室
時10月4日～25日の毎週木曜日、午後1時
30分～3時30分（計4回）　場本天沼区
民集会所（本天沼2-12-10）　師岡摂子　
定20名（抽選）　費300円　申往復は
がき（12面記入例）で、9月25日（必着）
までに同センター　他筆記用具持参
迫りくる脅威～首都圏を襲う大地震へ
の備え
時10月6日㈯午後1時30分～3時30分　
場同センター　師元NHK解説委員・
伊藤和明　定50名（抽選）　費200円　
申往復はがき（12面記入例）で、9月
26日（必着）までに同センター　他筆
記用具持参
本天沼集会所まつり
時10月14日㈰午前10時～午後4時　場
本天沼区民集会所（本天沼2-12-10）　
内缶バッジ作りなど各種体験、模擬
店、子ども落語（2時から）ほか
ポールウオーキングを楽しもう
時10月17日㈬・24日㈬午後1時30分～
3時30分（計2回）　場同センター　師
杉並さわやかウオーキングコーチ・小
澤修一　定 20名（抽選）　費 200円　
申往復はがき（12面記入例）で、9月
30日（必着）までに同センター　他筆
記用具・飲み物・室内履き持参
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/
2018ワクワク！どきどき？科学で遊ぼ
う
時 9月23日㈷午後1時～4時　場同セ
ンター　内バルーンカー、日時計、く
るくるレインボーほか　師サイエンス
ホッパーズほか　対 4歳～小学6年生
（保護者同伴可）
楽しいマジック～ハテナ？ふしぎ！を
覚えてみんなをびっくりさせよう
時10月13日㈯・21日㈰午後2時～4時（計
2回）　場同センター　師渡部寛厚　対
5歳～小学生（小学3年生以下は保護者
同伴）　定15名（抽選）　申往復はがき
（12面記入例）で、9月29日（必着）まで
に同センター　他１回のみの参加も可
大宮八幡宮と西郷どんゆかりの大圓寺
界
かいわい

隈を歩いてみよう
時 10月20日㈯午前9時～正午（荒天

中止）　場集合＝京王井の頭線西永福
駅改札口▶解散＝龍光寺（和泉3-8-
39）　内大宮八幡宮、松ノ木遺跡、貴
船神社、和泉熊野神社、大圓寺ほか　
師杉並郷土史会・小島智ほか　定30
名（抽選）　申往復はがき（12面記入
例）で、9月28日（必着）までに同セ
ンター　他長寿応援対象事業
阿佐谷ジャズストリート応援ライブ
時10月20日㈯午後2時～4時　場同セ
ンター　内出演＝小田陽子（ボーカ
ル）ほか　定70名（抽選）　申往復は
がき（12面記入例）で、10月6日（必
着）までに同センター　他長寿応援対
象事業
ミャンマー見聞録～アジア最後のフロ
ンティアであるミャンマーの近況
時10月28日㈰午後2時～4時　場同セン
ター　師ものつくり大学非常勤講師・西
村慎一　定60名（抽選）　申往復はが
き（12面記入例）で、10月15日（必着）
までに同センター　他長寿応援対象事業
ウィーン古典派を代表する天才モー
ツァルトの生涯
時11月8日㈭・15日㈭午後2時～4時30
分　場同センター　師指揮者・小笠原
吉秀　定70名（抽選）　申往復はがき
（12面記入例）で、10月25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/
杉並の地域再発見　小沢川跡・神田川　
ぶらり散歩
時10月2日㈫午前9時30分～午後0時30
分　師淀川正進　対区内在住・在勤・
在学の方　定30名（抽選）　費100円
申往復はがき（12面記入例）で、9月
24日（必着）までに同センター
和楽器を楽しもう
時10月26日㈮、11月2日㈮午後1時～
3時（計2回）　内しの笛と琵琶　師古
澤月心、朱鷺たたら　対区内在住・在
勤・在学の方　定80名（抽選）　費200
円　申往復はがき（12面記入例）で、
10月11日（必着）までに同センター

いずれも 
場高円寺地域区民センター　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/
本のリサイクルにご協力ください
時10月6日㈯までの午前9時～午後9時　
内図書室で回収。図書室休室中は1階
総合受付カウンターで回収。「高井戸
センターまつり」でリサイクルを実施　
他汚破損本、百科事典・辞典類、視聴
覚資料はご遠慮ください
高井戸センターまつり
時10月6日㈯・7日㈰午前10時～午後
4時（7日は3時30分まで）　内作品展
示、舞台パフォーマンスほか　他車で
の来場不可
木版画入門
時10月9日～30日の毎週火曜日、午後
1時～3時（計4回）　師高井戸木版画
の会・酒向利廣　定20名（抽選）　費
1400円　申往復はがき（12面記入例）
で、9月27日（必着）までに同センター　
他彫刻刀・水彩絵の具・筆・バレン持
参。長寿応援対象事業
たかいどドレミファタイム～晩秋
時11月22日㈭・29日㈭午前10時～正
午（計2回）　師安部当麻子　定40名
（抽選）　費200円　申往復はがき（12
面記入例）で、10月15日（必着）まで
に同センター　他飲み物持参。長寿応
援対象事業

いずれも 
場高井戸地域区民センター
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/
胃がん予防・早期発見の講演とフルー
ト・ピアノのミニ演奏会
時9月29日㈯午後1時30分～4時　場
方南会館（和泉4-42-5）　内出演＝宮
由枝（フルート）、渡辺裕子（ピアノ）　
師佼成病院副院長・高橋信一　定120
名（先着順）　他エレベーターはありま
せん
下高井戸区民集会所まつり
時10月8日㈷午前10時～午後3時　場
下高井戸区民集会所（下高井戸3-26-1）　
内ロビー発表、杉並産野菜販売、模擬
店、苗木募金ほか

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

※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。

広告

　区内3警察署および3署合同防犯カメラ設置促進協力会による防犯カメラ
の有効性等の周知のため、防犯カメラや資料の展示を行います。
時10月2日㈫・3日㈬午前10時～午後5時（3日は3時まで）　場区役所1階ロ
ビー　問危機管理対策課地域安全担当

すぎなみ安全・安心展の開催

平成30年（2018年）9月15日　No.2237
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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
年中行事「十五夜」
時9月22日㈯〜30日㈰午前9時〜午後
5時（25日㈫を除く）　場郷土博物館

（大宮1-20-8）　内区内の十五夜の行事
を紹介　費100円（観覧料。中学生以
下無料）　問郷土博物館☎︎ 3317-0841

バリアフリー映画会「武士の家計簿」
時9月22日㈯午後2時〜4時20分　場南
荻窪図書館（南荻窪1-10-2）　定25名

（先着順）　問南荻窪図書館☎︎ 3335-7377
大人のための折り紙工作会
時9月24日㉁・28日㈮・29日㈯午後2時
〜3時30分　場成田図書館　師日本折
紙協会講師・谷地充子　定各16名（申
込順）　申 問電話または直接、成田図
書館（成田東3-28-5☎︎ 3317-0341）

荻
て き

外
が い

荘
そ う

の北側敷地公開と
建物内一部公開
時9月29日㈯午前9時45分〜午後3時15
分　場（仮称）荻外荘公園（荻窪2-43）　
対小学生以上の方　問みどり公園課　
他建物内一部公開あり（午前10時〜午
後2時30分〈各回30分。計14回〉。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制限。古い建
物のためバリアフリーになっていません。
車での来場不可

子どもプレーパークが
あなたの“まち”にやってくる！
時9月29日㈯・30日㈰、10月21日㈰、
11月23日㈷ 午前10時〜午後4時 （雨天
中止）　場馬橋公園 （高円寺北4-35-5）　
内木工作やロープワーク、泥遊び、た
き火など　対高校生以下の方　問児童
青少年課計画調整担当☎︎ 3393-4760　
他汚れてもいい服装で、着替え・飲み
物・弁当など持参

留学生が見た善福寺界
か い

隈
わ い

〜
東京女子大学からつながる人と人

  「地域のコミュニティーを学ぶ」を
テーマにした発表会を行います。
時10月6日㈯午後2時〜3時　場今川図
書館（今川4-12-10）　対中学生以上の
方　定20名（先着順）　問今川図書館
☎︎ 3394-0431

大人のための朗読と語りの会
時10月8日㈷午後1時30分〜3時　場阿
佐谷図書館（阿佐谷北3-36-14）　内朗
読・語り＝ルピナス絵本の会▶演目＝石
川啄木「一握の砂」、三浦哲郎「盆土産」
ほか　定40名（先着順）　問阿佐谷図
書館☎︎ 5373-1811

土曜日の音楽会　ウクレレで楽しく
優雅に歌おう
時10月13日㈯午後6時〜7時30分　場
下高井戸区民集会所（下高井戸3-26-
1）　内出演＝桜上水地区ウクレレの会

「ザ・グレイシス」　問下高井戸区民集
会所☎︎ 5374-6192

高次脳機能障害者の家族交流会
時10月20日㈯午後1時30分〜3時30
分　場杉並障害者福祉会館（高井戸
東4-10-5）　対高次脳機能障害者の
家族　申 問電話・ファクス（記入例）
で、10月17日までに障害者生活支援
課地域生活支援担当☎︎ 3332-1817 FAX
3332-1826

農業公園「秋の収穫体験1」
時 10月27日㈯午前10時〜11時30分

（雨天中止）　場成田西ふれあい農業
公園（成田西3-18-9）　対区内在住の
方　定20組（抽選）　費500円　申往
復はがき（記入例）に代表者以外の参
加者名・年齢も書いて、9月25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　
他汚れてもいい靴・服装で、野菜を持

ち帰るための袋持参。結果は10月上旬
に通知。小学生以下は保護者同伴
 高井戸図書館
◆大人おりがみ教室「たぬき」
時9月23日㈷午後2時〜3時30分　師
山本愛子　定20名（抽選）　費300円　
申電話または直接、9月17日までに同
図書館
◆DVD上映会　杉並ゆかりの文化人
「荘村清志」
時9月29日㈯午後2時〜3時　定40名

（先着順）
いずれも 

場問高井戸図書館（高井戸東1-28-1☎︎ 
3290-3456）

講演・講座 
 荻窪保健センター
◆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）　申はがき（記入例）に希望会場

（1カ所）・番号も書いて、9月25日（必
着）までに同センター　他飲み物・タ
オル・ボール・お持ちの方は、はつら
つ手帳持参
番
号 会場 日時（全4回要出席）

16
ウェルファー
ム杉並（天沼
3-19-16）

11月2日㈮・9日㈮・
16日㈮・30日㈮午後1
時30分〜3時30分

17
上井草保健セ
ンター（上井
草3-8-19）

10月25日㈭、11月1日
㈭・15日㈭・22日㈭午
前9時30分〜11時30分

18
松ノ木ふれあ
いの家（松ノ
木2-14-3）

11月1日〜22日の毎週
木曜日、午後1時30分
〜3時30分

◆家族・関係者向け　口
こう

腔
くう

・栄養講座
「おいしく食べよう噛

か

むかむ講座」
時9月29日㈯午前10時〜正午　場同セ
ンター　内低栄養予防、口腔について

の情報提供ほか　師歯科衛生士、管理
栄養士　対高齢者の家族、施設職員等
関係者　定30名（先着順）　他筆記用
具・飲み物持参
◆「ウオーキング講座」歩いて延ばそ
う健康寿命　　　			　　　　			シニア
時11月5日㈪・19日㈪・26日㈪午後1
時30分〜3時30分（全3回要出席）　場
高井戸保健センター（高井戸東3-20-
3）　師NPO法人杉並さわやかウオー
キング　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20
名（抽選）　申往復はがき（記入例）
で、10月9日（必着）までに荻窪保健
センター　他筆記用具・お持ちの方は
はつらつ手帳持参。ウオーキング記録
ノートを差し上げます。長寿応援対象
事業

いずれも 　
問荻窪保健センター（〒167-0051荻
窪5-20-1☎︎ 3391-0015）

子育て支援講座2「親子でワイワイ
リトミック」 　　　　　　    子育て
時9月26日㈬①午前10時30分〜11時②
11時30分〜正午　場方南図書館　師
リトミック研究センター上級認定講師・
高橋裕子　対 6カ月〜1歳で①まだ歩
けないお子さん②自分で歩けるお子さ
んとその保護者　定各15組（申込順）　
申 問電話または直接、方南図書館（方
南1-51-2☎︎ 5355-7100）　他動きやす
い服装で参加

マタニティ・産後ヨガ
時9月29日㈯午前10時30分〜11時30
分　場子ども・子育てプラザ成田西　
師たらちね助産院・大坪三保子　対妊
娠15週以降〜産後1年以内の方　定15
名（申込順）　申問電話または直接、9
月28日までに子ども・子育てプラザ成
田西（成田西3-10-38☎︎ 3391-1857）　
他動きやすい服装で、バスタオル1枚
持参

出張はじめてのボランティア説明会
〜井草編

　活動団体の紹介や活動者の体験談も
あります。
時9月29日㈯午後1時30分〜4時　場
井草地域区民センター（下井草5-7-
22）　定15名（申込順）　申 問電話で、
9月26日までに杉並ボランティアセン
ター☎︎ 5347-3939

食と体操で健康寿命を延ばしましょう
時 10月4日㈭午後1時30分〜3時30
分　場上井草保健センター（上井草
3-8-19）　内わがまち一番体操（スト
レッチ、ボール体操、口

こ う く う

腔体操）、試
食ほか　師NPO法人わがまちいちば
んの会・乾守良ほか　対区内在住で
日常生活に介助の必要がない方　定
25名（申込順）　申 問9月18日から電
話で、上井草保健センター☎3394-
1212　他動きやすい服装・靴で、飲
み物持参。当日血圧を測定（参加基準
あり）

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。
※往復はがき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

はがき・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
上荻窪館（上荻3-16-6
☎︎ FAX3395-1667）　

認知症予防講座／みんなで楽しく
脳トレーニング★ 10月4日㈭午前10時〜正午　定20名（申込順）

阿佐谷館（阿佐谷北2-18-17
☎︎ FAX5364-9360） はじめてのキッズ英語 10月13日㈯・27日㈯午前10時30分〜11時30分　対小学校低学

年以下　定各10名（申込順）　費1回500円

桃井館（桃井1-35-2
☎︎ FAX3399-5025）

ケア24出張相談会／フレイル予防・
講話と体力測定★ 10月29日㈪午後1時30分〜3時30分

高円寺東館（高円寺南1-7-22
☎︎ FAX3315-1816） 健康空手／空手・古武術に挑戦★ 9月24日から毎月第2・4月曜日、午前10時〜11時30分　定各20

名（先着順）　費1回300円

西荻北館（西荻北2-27-18
☎︎ FAX3396-8871） パステルアートを楽しもう★ 10月10日〜31年1月16日の水曜日、午後1時〜3時（計6回）　定

15名（申込順）　費1回800円

高井戸東館（高井戸東3-14-9
☎︎ FAX3304-9573） らくになる「ゆるヨーガ」★ 毎月第1〜4金曜日、午前10時〜11時30分　定各18名（申込順）

費1回800円

永福館（永福2-4-9
☎︎ FAX3321-6632） 雑学講座「トンネルよもやま話」★ 10月12日㈮午前10時〜11時30分　定15名（申込順）　費300円



※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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サイエンスワークショップ
「サイエンス縁日であそぼう」
時10月8日㈷午前10時〜午後3時　場
セシオン杉並（梅里1-22-32）　内人工
いくら、スライム作りほか　師工学院
大学サイエンスクリエイトプロジェクト　
対区内在住・在勤・在学の方　問社会
教育センター☎︎3317-6621

講演会「沖縄学の祖・伊
い は

波普
ふ ゆ う

猷と
杉並」
時10月13日㈯午後2時〜4時　場高円
寺図書館　師早稲田大学名誉教授・勝
方＝稲福恵子　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

子どもの心を育てるコーチング
「思春期（小学5年生〜中学生）」
時10月15日㈪・29日㈪、11月12日㈪
午前9時30分〜11時30分（全3回要出
席）　場子ども家庭支援センター（阿
佐谷南1-14-8）　内親子の信頼関係を
深めるコミュニケーション技術を学ぶ　
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5年生〜中
学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
用具持参。お子さんの同席不可

今日からはじめる血糖改善教室
時10月16日㈫午前9時30分〜午後3時
30分　場高井戸保健センター（高井
戸東3-20-3）　内糖尿病の予防と治療
の最前線、最新栄養情報「血糖快

か い ぜ ん

膳ラ
ンチ付

つ き

」ほか　師城西病院院長・笠原
督、管理栄養士、理学療法士ほか　対
区内在住・在勤・在学の30〜74歳で、
次のいずれかに該当する方とその家族
①空腹時血糖100mg／dl以上または
HbA1c5.6％以上②尿検査で糖が陽性
だったことがある③糖尿病の家族歴が
ある（いずれも治療中・治療中断の方
を除く）　定20名（申込順）　費500円　
申 問電話で、高井戸保健センター☎︎
3334-4304　他同講座受講経験者は
申し込み不可

健康講座「いすヨガとふまねっと」
時10月16日㈫午後2時30分〜4時　場
宮前図書館（宮前5-5-27）　師リハビ
リフィットネスゆずりは・高橋亜紗子　
対高校生以上の方　定20名（申込順）　
申問電話で、宮前図書館☎︎3333-5166
生活習慣病予防教室　続けて得する
運動のこつ
時10月24日㈬・31日㈬午前9時30分〜
11時30分（全2回要出席）　場高円寺
保健センター（高円寺南3-24-15）　内
運動不足解消のための運動（講義・実
技）　師城西病院理学療法士・砂川定
仁　対区内在住・在勤・在学の30〜
74歳で、運動制限がなく生活習慣病が
気になる方　定20名（申込順）　申 問
9月18日から電話で、10月10日までに
高円寺保健センター☎︎3311-0116　他
動きやすい服装で、筆記用具持参

消費者講座「牛乳でこねる手打ちう
どん」

　減塩でもおいしく食べられる生乳入
りの手打ちうどんを作ります。
時10月26日㈮午前10時30分〜午後1時　
場ウェルファーム杉並　師コンシュー
マー技術教育研究会・福岡ひとみ　定

18名（抽選）　申往復はがき（12面記
入例）で、10月11日（必着）までに消
費者センター（〒167-0032天沼3-19-
16ウェルファーム杉並内）　問同セン
ター☎︎3398-3141　他筆記用具・エプ
ロン・三角巾・タオル・飲み物持参。1
歳〜未就学児の託児あり（事前申込制

〈10月11日まで〉。定員4名）
①休日パパママ学級②休日母親学級
時①11月11日㈰・18日㈰・25日㈰

（午前＝9時30分〜正午、午後＝1時30
分〜4時。18日は午前のみ）②11月18
日㈰午後1時30分〜4時　場杉並保健
所（荻窪5-20-1）　内 定①もく浴実習、
赤ちゃんの抱っこと着替え、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、出産の流
れ、母乳の話、産後の話、妊婦体操、
地域の子育て情報など（44名）　師助
産師ほか　対区内在住の初産で①開
催日現在妊娠24週〜36週6日の初産の
カップル②平日の母親学級への参加が
困難な方（パートナーとの参加不可）　
申杉並区休日パパママ学級HPhttps://
poppins-education.jp/parentsclass_
suginami/から10月5日までに申し込
み　問ポピンズ杉並区休日パパママ学
級・休日母親学級担当☎︎3447-5826　
他結果は10月14日までに通知。応募
者多数の場合は出産予定日などで調
整。持ち物は決定通知を参照。車での
来場不可
 環境活動推進センター
◆「かんきょうアイデア展」作品の展示
時9月28日㈮〜10月8日㈷午前9時〜午
後5時（8日は1時まで）　場同センター　
内レポート・リサイクル作品・自然の恵
みの3部門▶表彰式＝10月8日㈷午後2時
◆正絹の祝儀袋とカードケース作り
時10月12日㈮午後1時30分〜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800円　
申電話で、同センター　他長寿応援対
象事業
◆バス見学会　知れば知るほど楽しい
JAL工場見学と港資源化センター
時 10月15日㈪午前8時45分〜午後3
時45分　場集合・解散＝同センター　
対区内在住・在勤・在学の方　定38
名（抽選）　費1500円（保険料含む）　
申往復はがき（12面記入例）で、9月
25日（必着）までに同センター
◆隅田川ウオーターフロントエコツアー
時 10月19日㈮午前10時〜午後3時　
場集合＝ゆりかもめ芝浦ふ頭駅改札
口前▶解散＝東京メトロ銀座線浅草駅　
内レインボーブリッジを歩いて渡り、
お台場公園〜浅草を水辺ラインの船で
クルージング　師みどりと文化の会・
淀川正進　対区内在住・在勤・在学
で全行程5㎞を歩ける方　定20名（抽
選）　費1200円（保険料含む）　申往
復はがき（12面記入例）で、9月28日

（必着）までに同センター　他昼食・
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
◆社会人としてのココロとカラダの自
己管理〜あなたの望む自分になる
時 10月2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44
歳以下で求職中の方　定20名（申込順）

◆会社の調べ方をマスターしよう〜あ
なたにもできるWeb企業研究法
時10月5日㈮午後1時〜4時　師就活プ
ロモーション・プロデューサー　小澤
明人　対54歳以下で求職中の方　定
20名（申込順）
◆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10月6日㈯午前10時〜11時　対求職
中の方　定20名（申込順）　他当日参
加も可
◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時10月10日㈬午前10時〜正午　対求
職中の方　定20名（申込順）
◆IT業界への就職メリットと未経験か
ら専門スキルを得るトレーニング法
時10月12日㈮午後1時〜3時　師 2級
キャリアコンサルティング技能士・宮
手浩　対おおむね29歳以下で求職中
の方　定20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①10月15日㈪②22日㈪午前10時〜
午後3時　師PC専任講師・長沢春子、
前田ふみ子　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

 家族介護教室
◆お口の中も健康に〜歯磨きの大切さ
時9月20日㈭午後2時30分〜3時45分　
場サンフレンズ上井草 （上井草3-33-
10）　師歯科衛生士・小島升子　定15
名（申込順）　申 問電話で、上井草ふ
れあいの家☎︎3394-9831　他歯ブラシ
持参
◆高齢者でも食べやすい料理のやわら
かアレンジ法
時9月22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）　
師管理栄養士・芳賀輝子　対区内在
住・在勤の方　定15名（申込順）　費
100円　申 問電話で、松ノ木ふれあい
の家☎︎3318-2660
◆杖

つえ

・歩行器の選び方と使い方
時9月24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）　師作業療法士・鈴木志
乃　対区内在住・在勤の方　定15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
◆「ゆとり介護でいこう」懐かしの歌謡
曲を歌おう
時9月26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）　
師日本シャンソン協会正会員・エミ小
堺　対区内在住の方　定25名（申込
順）　申 問電話で、ケア24松ノ木☎︎
3318-8530
◆オムツスキルアップ
時 9月26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）　
師ユニ・チャーム　梅林真紀　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
◆薬剤師さんに聞いてみよう！！〜知っ
ているようで知らないお薬について
時9月27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）　師ファーマみらい薬剤
師・上原弥未　対区内在住・在勤の方　

定20名（申込順）　申 問電話で、ケア
24上荻☎︎5303-6851
◆痛みとO脚知らずで転ばぬ体〜靴か
ら歩きを見直そう
時10月1日㈪午前10時〜11時30分　場
杉並保健所（荻窪5-20-1）　師理学療
法士・江黒亮介　対区内在住・在勤の
方　定20名（申込順）　申 問電話で、
ケア24荻窪☎︎3391-0888
◆高齢者の消費生活トラブルを防ぐ！！
高齢者を見守るのはあなたです
時 10月4日㈭午前10時〜11時30分　
場八成区民集会所（井草1-3-2）　師全
国消費生活相談員協会会員・神谷京子　
対区内在住・在勤の方　定20名（申
込順）　申問9月18日から電話で、ケア
24下井草☎︎5303-5341
◆認知症サポーター養成講座
時 10月11日㈭午前10時〜11時30分　
場河北総合病院（阿佐谷北1-6-25）　
師キャラバン・メイトほか　対区内在
住・在勤の方　定30名（申込順）　申
問電話で、ケア24阿佐谷☎︎3339-
1588
◆自宅で暮らせなくなったときの終

つい

の
棲
す み か

家を考えよう！
時10月12日㈮午後2時〜3時30分　場
ケア24善福寺（西荻北4-31-11）　師
シニアホーム相談センター・笹川泰宏　
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

スポーツ①
競技大会
バレーボールを楽しむ集い   
時10月21日㈰午前9時〜午後5時　場
区立小中学校体育館　内9人制ルール
によるゲーム（昼食付き）　対区内在
住で60歳以上の方　費 1500円　申
申込書（区体育館で配布）を、10月
10日（必着）までに三好敏子（〒167-
0031本天沼1-1-8）へ郵送　問三好☎︎
5373-1584

区民体育祭
◆ターゲットバードゴルフ
時 1 0 月 13 日 ㈯ 午 前 11時 〜 午 後 3
時（予備日＝10月20日㈯）　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・在学でター
ゲットバードゴルフ経験者　定50名

（申込順）　費500円　申往復はがき
（12面記入例）で、10月4日（必着）
までに区ターゲットバードゴルフ協
会・浅妻信弘（〒168-0071高井戸西
1-5-32）　問浅妻☎︎090-2206-1136　
他お持ちの方はゴルフクラブ（PW）
持参
◆ゲートボール
時10月20日㈯午前9時〜午後5時（予
備日＝10月27日㈯）　場下高井戸運動
場（下高井戸3-26-1）　対区内在住・
在勤・在学の方で編成されたチーム

（1チーム5〜8名）　費1チーム2000円　
申 問電話で、9月30日までに区ゲート
ボール連盟・小泉☎︎5930-7943
◆フォークダンス大会
時10月20日㈯午前10時〜午後3時　場
荻窪体育館（荻窪3-47-2）　対区内在
住・在勤の方　問区フォークダンス連
盟・秋本☎︎3312-2912　他動きやすい
服装で、かかとが低い上履き・飲み物
持参。軽食付き（80名〈先着順〉）
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凡例
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スポーツ②
◆トリムの集い
時10月24日㈬午前10時〜正午　場高
井戸地域区民センター（高井戸東3-7-
5）　内種目＝健康体操（ストレッチ）、
やさしいゲーム・ダンス　対区内在住・
在勤で中高年の方　定100名（申込順）　
申 問電話で、10月20日までに区トリム
健康体操連盟・堀川☎︎ 3392-4188　他
動きやすい服装で、室内履き持参
◆クレー射撃
時10月28日㈰午前9時　場ぐんまジャ
イアント総合クレー・ライフル射撃場

（群馬県富岡市桑原604）　内種目＝ト
ラップ、スキート　対区内在住・在勤・
在学・区連盟会員で散弾銃所持者（銃
砲所持許可者）　費1種目5000円　問
区クレー射撃連盟・森下☎︎ 3395-3303
◆なぎなた
時10月28日㈰午前10時〜午後4時　場
荻窪体育館（荻窪3-47-2）　内種目＝
団体、個人、演技競技　対区内在住・
在勤・在学の方　費1000円　申 問電
話で、9月30日までに区なぎなた連盟・
板垣☎︎ 3323-1912　他車での来館不可
◆ゴルフ
時11月8日㈭午前8時　場武蔵野ゴル
フクラブ（八王子市宮下町656）　内18

ホールストロークプレー（新ペリア方式）　
対区内在住・在勤・在学の方とその同伴
者　定80名（申込順）　費5000円（別
途プレー費1万5000円ほか）　申往復は
がき・ファクス（12面記入例）に性別・
生年月日・HCと交通手段も書いて、9月
30日（必着）までに区ゴルフ連盟事務局

（〒168-0063和泉2-18-18FAX5930-2277）　
問同事務局・島﨑☎︎ 5930-2277
◆綱引き大会
時11月25日㈰午前10時〜午後4時（予定）　
場荻窪体育館（荻窪3-47-2）　内種目＝
男子、女子、男女混合（女子3名以上含
む）、小学生、中学生／1チーム6名。10
名以内の登録可（体格差がある場合は
チーム人数を考慮）　対区内在住・在勤・
在学で小学生以上の方　定各10チーム

（申込順）　費1人30円（保険料）　申申
込書（スポーツ振興課事業係〈区役所東
棟6階〉、区体育館で配布）を、10月1日

（必着）までに同係FAX5307-0693へ郵送・
ファクス・持参　問同係　他6名未満で
の参加は要相談。就学前のお子さんはエ
キシビジョンマッチに参加可。抽選会・
練習会を10月28日㈰午後1時30分から馬
橋小学校（高円寺北4-28-5）で開催
10スポーツ教室   

シニアライフル射撃講習会
時 内 9月30日㈰午前9時〜午後0時30

分＝エアライフル▶1時〜5時＝ビームラ
イフル　場中央区立総合スポーツセン
ター（中央区日本橋浜町2-59-1）　師区
ライフル射撃協会　対区内在住で60才
以上の方　定10名程度（申込順）　申E
メール（12面記入例）で、区ライフル射
撃協会・松本 matsumototsi@jcom.
zaq.ne.jp　問松本☎︎ 080-3020-3421

ゴルフ基礎講座
時 10月10日〜11月9日、11月21日〜
12月21日の①水曜日午前10時30分〜
11時50分②金曜日午前10時30分〜11
時50分③水曜日午後7時30分〜8時50
分（各計5回）　場西荻ゴルフセンター

（西荻北2-37-8）　対区内在住・在勤
で20歳以上の方　定各6名（申込順）　
費各1万2500円　申往復はがき・ファ
クス（12面記入例）で、各開講日の3
日前（必着）までに大友和男（〒166-
0011梅里2-8-3FAX 042-463-5750）　問
畔
あ び る

蒜☎︎ 090-5560-0424　他振り替え
受講可。無料貸し出しクラブあり

アーチェリー初心者教室
時10月6日㈯・20日㈯・28日㈰、11月
3日㈷、31年3月16日㈯・24日㈰午後1
時〜5時 （計6回）　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・在学で小学4年生以上の方（小
学生は保護者同伴）　定 15名（抽選）　

費最初の1カ月は無料。その後6850円
（65歳以上6200円。中学生以下3800

円。いずれも保険料含む）　申はがき
（12面記入例）に性別も書いて、9月21
日（必着）までに区アーチェリー協会・
小杉英雄（〒167-0042西荻北4-33-
12）。または同協会ホームページから申し
込み　問小杉☎︎ 3390-6839（午前9時
〜午後9時）　他弓具の貸し出しあり

ポールウオーキング体験会   シニア
時10月25日㈭午前10時〜正午（雨天
中止）　場桃井原っぱ公園（桃井3-8-
1）　対区内在住で65歳以上の方　定
20名（申込順）　費100円（別途ポー
ルレンタル代200円）　申 問電話で、
10月18日までにNPO法人杉並さわや
かウオーキング・飯島☎︎ 090-4733-
2886　他飲み物・帽子・手袋・健康
保険証持参。長寿応援対象事業

水曜おためし夜間ヨガ教室
時11月14日㈬・28日㈬、12月12日㈬・
26日㈬①午後6時15分〜7時15分②7時
30分〜8時30分（各計4回）　場高井戸
温水プール　対区内在住で16歳以上
の方　定各10名（抽選）　費各4000円　
申往復はがき（12面記入例）に性別も
書いて、9月23日（必着）までに高井
戸温水プール（〒168-0072高井戸東
3-7-5）　問同プール☎︎ 3331-7841

区の後援・その他の催し・講座など

情報ぽけっと
申し込みは、各団体へ

 催し
いわさきちひろ生誕100年Life展　あそ
ぶ　10月28日㈰までの午前10時〜午後
5時／ちひろ美術館・東京（練馬区）／
800円。高校生以下無料／問ちひろ美術
館・東京☎︎ 3995-0612
西荻商店街落語会　9月26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
あすなろ祭り　9月29日㈯午前10時〜午
後2時30分／あすなろ作業所（方南1丁
目）／模擬店・バザー、ステージ発表
ほか／問あすなろ作業所☎︎ 3322-1020

（午前9時〜午後4時30分。土・日曜日、
祝日を除く）
森で遊ぼう！野外体験会　9月30日㈰午
前10時〜正午 ／大宮八幡宮（大宮2丁
目）／テント体験・ロープワーク・クラ
フト・歌とゲーム／区内在住・在園・在
学の園児、小学生 ／70名（先着順）／
問ガールスカウト杉並第62団・久保☎︎
6794-7994
ボーイスカウト一日体験　9月30日㈰午
前10時〜午後1時／阿佐ケ谷神明宮（阿
佐谷北1丁目）／区内在住で年長〜小学4
年生のお子さんとその保護者／30組(先
着順)／問ボーイスカウト杉並第12団・
広瀬☎︎ 3336-5791
タウンセブンの秋まつり　10月6日㈯〜
8日㈷午前11時〜午後5時／荻窪タウンセ
ブン（上荻1丁目）／ステージイベント、
ちびっこ縁日ほか／問タウンセブン会☎︎ 
0120-371-571
三大話芸杉並協演会　10月6日㈯午後1
時〜4時／馬橋稲荷神社（阿佐谷南2丁
目）／出演＝古今亭文菊（落語）ほか／
中学生以上／88名（申込順）／3000円
／申問電話で、北谷☎︎ 090-7170-1489

夫婦デュオと講演会　10月6日㈯午後3
時〜5時／西荻・まちレストラン「かが
やき亭」（西荻北4丁目）／歌＝「ようこ
そ東京へ」（夫婦デュオUZU）▶講演会
＝認知症、難聴について（橋本道明）／
区内在住の高齢者／35名（申込順）／
1000円／申 問電話で、日本産業退職者
協会事務局☎︎ 6240-9381
防災フェスタ in 和田堀公園　10月7日
㈰午前10時〜午後1時（荒天延期）／和
田堀池西側・ケヤキ広場（大宮2丁目）
／消防署出張講座、かまどベンチ、マン
ホールトイレテントの公園防災施設体験
ほか／問善福寺川緑地サービスセンター
☎︎ 3313-4247
都立西高OB吹奏楽団演奏会　10月8日
㈷午後2時〜4時30分／武蔵野市民文化
会館（武蔵野市）／演目＝「エルサレム
讃歌」ほか／800名（先着順）／問都立
西高OB吹奏楽団演奏会実行委員長・清
水☎︎ 050-5435-1535

「手で作る講座」着物地で作る「お雛
ひ な

様」
　10月9日㈫午後1時〜3時30分／方南
会館／富山県魚津市さくらの会代表・木
内美和子／区内在住・在勤・在学の方
／20名（申込順）／1300円／申 問電
話・Eメール（12面記入例）で、「そら」
ガーデン堀ノ内住宅事務局☎︎ 070-3175-
6779 horinouchi_sora@yahoo.co.jp

（電話は平日午前9時〜午後5時）／長寿
応援対象事業
けやき並木の音楽会　0歳からのファミ
リーコンサート　10月13日㈯午前10時
30分・午後1時30分／細田工務店（阿佐
谷南3丁目）／出演者＝平川寿乃（ピア
ノ）ほか▶曲目＝「七つの子」ほか／各
100名（申込順）／各1000円。小学生以
下無料／申 問電話で、美しい日本の歌
の会☎︎ 3391-8253
あけぼのまつり　ほしい・おいしい・た
のしい　10月13日㈯午前10時〜午後3時

（バザーは2時まで）／あけぼの作業所（上
井草4丁目）／問あけぼの作業所☎︎3395-
1441／バザー品募集（9月18日〜10月5日

〈土・日曜日、祝日を除く〉）。衣類、雑
貨、本、贈答品（食器を除く）など。い

ずれも新品同様。ボランティアも募集中
神田川サミット  at  善福寺〜川と人と
雨活　10月13日㈯午後1時〜4時／ゆう
ゆう善福寺館／講演「川と向き合うくら
し方」／下水道広報プラットホーム・栗
原秀人／小学生以上の方／55名（申込
順）／300円／申問電話で、神田川ネッ
トワーク事務局☎︎ 5377-1070
杉並シニアアンサンブル「さわやか秋
のコンサート」　10月13日㈯午後1時30
分〜3時30分／高井戸地域区民センター
／出演＝日本フィルOB・山下進三（指
揮）ほか▶曲目＝「ビゼー交響曲第1楽
章」ほか／区内在住の方／80名（先着
順）／問杉並シニアアンサンブル・樋口
☎︎ 090-3208-3545
サバキャン「炊き出し＠桃井原っぱ公
園」　10月14日㈰午前11時〜午後3時／
桃井原っぱ公園／防災公園で避難所体験

（豚汁の炊き出し、災害時トイレの設営な
ど）と情報交換／区内在住・在勤・在学
の方、区内で活動している方（小学生以
下は大人同伴） ／40名（申込順）／500
円。小学生300円（保険料含む。未就学
児無料）／申ファクス（12面記入例）で、
サバイバルキャンプ杉並・山田FAX 5377-
7167／問山田☎︎5377-7166／食器・軍
手・シート持参
済美バザー　10月20日㈯午前10時〜午
後3時／済美職業実習所（堀ノ内1丁目）
／区内在住・在勤・在学の方／問済美
職業実習所・大槻☎︎ 3312-0566（午前9
時〜午後5時。土・日曜日、祝日を除く）
／バザー品募集（9月末まで。中古衣料、
大型家電、大型家具を除く）
舞台「酸素〜誰が『発見』した？」　10
月20日㈯午後4時〜5時30分、21日㈰午
後1時30分〜3時／遊空間がざびぃ（西
荻北5丁目）／出演＝科博SCA演劇分科
会ほか／各70名（申込順）／各1000円。
中学生以下500円／申Eメール（12面記
入例）に大人・中学生以下の人数も書い
て、10月19日までに科学読物研究会
oxygen2018suginami@yahoo.co.jp／
問同研究会・原田☎︎ 3399-4174
シェルム弦楽四重奏団東京公演　10月

24日㈬午後7時〜8時30分／杉並公会堂
／▶出演＝木野雅之ほか▶曲目＝フラン
ク「ピアノ五重奏曲へ短調」ほか／小学
生以上の方／194名（申込順）／3000
円。当日3500円（学生1500円。当日
2000円）／申チケット販売窓口＝チケッ
トぴあ（Pコード＝125-461）／問シェル
ム弦楽四重奏団・マツノキ☎︎ 090-7834-
5728
 講演・講座
複式簿記の記帳の仕方　9月25日㈫〜28
日㈮午前9時30分・10時30分・午後1時
30分・2時30分・3時30分（各1時間）／
荻窪青色申告会（天沼3丁目）／荻窪青
色申告会事務局職員／青色申告の個人事
業者／各日各回3名（申込順）／各日各
回500円／申問電話で、荻窪青色申告会
☎︎ 3393-1951
分譲マンション管理セミナー　9月27日
㈭①午後1時30分〜3時＝セミナー「マ
ンションの水漏れと保険対応について」
②3時〜4時30分＝交流会／荻窪タウン
セブン（上荻1丁目）／損害保険代理店
代表・高山裕行ほか／区内在住でマン
ション管理組合の役員・区分所有者等／
①40名（申込順）／申①ファクス（12
面記入例）で、9月25日までに荻窪マン
ション管理士会事務局 FAX 5397-0686／
問同事務局☎︎ 5397-0686
落語と美術の出会い「浮世絵と廓

くるわばなし

噺」
の世界　9月27日㈭午後2時〜4時30分
／杉並公会堂／出演＝美術評論家・谷
岡清ほか／中学生以上の方／190名（申
込順）／2800円ほか／申 問電話・ファ
クス（12面記入例）で、NPO法人美
術教育支援協会☎︎ 3398-9155 FAX 3398-
9158
暮らしに役立つ法律・税金セミナー　9
月29日㈯①午後2時〜3時＝相続の法律

（弁護士）②3時〜4時＝相続の税金（税
理士）／産業商工会館／区内在住・在
勤・在学の方／各50名（申込順）／各
500円／申問電話・ファクス（12面記入
例）で、中大学員会杉並・太田☎︎ 090-
9248-0845FAX 3332-0672／①②の連続
参加可
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 杉並区スポーツ振興財団
◆はだしになろう♪親子でビーチスポ
レク！	 子育て
時10月21日㈰午前9時30分〜正午　場
お台場海浜公園おだいばビーチ（港区
台場1-4-1）　対区内在住・在学の小学
生とその保護者　定20組40名（抽選）　
費1人1000円　申往復はがき（12面記
入例。家族は連記可）に学年・性別も
書いて、10月8日（必着）までに同財
団。または同財団ホームページから申
し込み
◆秋のすぎなみ区民歩こう会〜小田原
西部丘陵を歩く
時10月28日㈰午前7時〜午後6時　場
集合・解散＝区役所　内①約8.5㎞②
約10.5㎞／コースの詳細はお問い合わ
せください。荒天時プログラム変更あ
り　対区内在住・在勤・在学で全行
程を歩ける方（小学生以下は保護者同
伴）　定①②計200名（抽選）　費各
3200円　申はがき（12面記入例。同
一コース4名まで連記可。代表者に○
印）に参加者全員の氏名（フリガナ）・
性別も書いて、10月5日（必着）まで
に同財団　他申し込み後のコースの変
更・重複申し込みは不可。運動靴や歩
き慣れた靴で、弁当・水筒・雨具など
持参

◆日本障がい者スポーツ協会公認「初
級障がい者スポーツ指導員養成講習会」
時 11月2日㈮午後7時〜9時10分、9
日㈮午後6時30分〜9時30分、16日
㈮午後7時〜9時、25日㈰午前9時〜
午後6時30分、12月2日㈰午前9時〜
午後1時(計5回)　場下高井戸区民集
会所（下高井戸3-26-1）、荻窪体育
館（荻窪3-47-2）、高円寺体育館（高
円寺南2-36-31）　師東京都障害者ス
ポーツ指導員協議会会長・植田敏郎ほ
か　対区内在住・在勤・在学で18歳
以上の方　定20名（抽選）　費3500
円　申申込書（区体育施設、地域区
民センターなどで配布）を、10月9日

（必着）までに同財団へ郵送・ファク
ス・持参。または同財団ホームページ
から申し込み

いずれも 
問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☎︎5305-6161FAX5305-6162）
 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 10月3日㈬・10日㈬・17日㈬午前
10時〜10時50分＝2歳児▶11時〜11
時50分＝3・4歳児　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）
◆ボールとあそぼう！ママと娘のさく
らんぼ広場	 子育て
時 10月21日㈰午前9時〜9時50分＝
2・3歳児▶10時〜10時50分＝4歳〜未
就学児　師FC東京普及部女性コーチ　
対区内在住・在勤（保護者）・在園で、
2歳〜未就学の女児とその保護者（女
性）　定各20組40名（申込順）　費各1
組610円
◆キッズエンジョイサッカー交流会
時10月27日㈯午前9時20分〜10時50
分　師FC東京普及部コーチ　対区内
在住・在勤（保護者）・在学の小学生
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
◆大人と子どものサッカー入門道場
時10月27日㈯午前11時20分〜午後0時

50分　師FC東京普及部コーチ　対区
内在住・在勤・在学で10歳以上のサッ
カー未経験・初心者　定 20名（申込
順）　費510円

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
その他
ふれあい運動会
時10月6日㈯午前10時〜午後3時　場
杉並第十小学校（和田3-55-49）　内
車椅子リレーやビーチボール送りなど　
対区内在住で障害のある方とその介助
者、区内在住・在勤・在学の方　申所
属する団体・施設などに事前に申し込
み。所属していない方はお問い合わせ
ください　問障害者施策課管理係 FAX
3312-8808　他手話通訳あり

家庭教育講座  「こどもとインターネッ
ト」　9月29日㈯午後1時〜3時／阿佐谷
地域区民センター／NPO法人アスク・
ネット依存症研究専門官　芳山隆一／子
育て世帯の方／20名（申込順）／申E
メール（12面記入例）で、NPO法人ア
スク yoshiyama@a-h-c.jp／問NPO
法人リトルワンズ・小山☎︎5335-7285
明治維新と民衆の「勤王」〜「明治維新
150年」を考える　9月29日㈯午後2時
〜5時／阿佐谷地域区民センター／「勤
王」とはどのようなものだったかについ
て考える／恵泉女学園大学特任助教・吉
岡拓／区内在住・在勤・在学で高校生以
上の方／70名（先着順）／600円。学生
300円／問杉並歴史を語りあう会・山本
☎︎090-1804-5971
映画上映会「種子ーみんなのもの？それ
とも企業の所有物？」　9月29日㈯午後
2時〜4時／ウェルファーム杉並／60名

（先着順）／300円／問杉並区消費者グ
ループ連絡会・秋田☎︎070-5541-2144
家庭教育講座　どんなピンチにも負けな
い　心の強い子に育てる　10月2日㈫午
前10時〜11時30分／永福和泉地域区民セ
ンター／スコーレ家庭教育振興協会講師・
下橋八靖子／幼児〜高校生の保護者／50
名（申込順）／500円／申 問電話で、10
月1日までにスコーレ家庭教育振興協会杉
並地区実行委員会・澤☎︎080-1188-0244
杉いき連大学　受講生募集　10月2日〜
31年3月27日①国文学＝第1・3土曜日午
後1時〜3時②日本画＝第1・3火曜日午後
1時〜3時③書道＝第2・4土曜日⑴午前10
時〜正午⑵午後1時〜3時④俳句＝第4水
曜日午後1時15分〜4時15分／①②③高
齢者活動支援センター④ゆうゆう高円寺
北館／区内在住で60歳以上の方／①15
名②③⑴④若干名③⑵10名／各6000円
／申 問電話で、9月28日までに杉いき連
大学事務局・古屋☎︎3332-6206／見学も
可。③は道具・半紙持参
講演と映画の会　10月3日㈬午後1時30
分〜4時30分／セシオン杉並／講演＝

「頻尿と尿失禁について」▶映画＝「男
はつらいよ　口笛を吹く寅次郎」／久我

山病院泌尿器科医師・上杉達也／区内在
住・在勤の方／400名（先着順）／問杉
並区医師会☎︎3392-4114
東京立正短期大学公開講座　①10月6日
㈯・13日㈯・20日㈯午前10時30分〜午
後0時30分（計3回）＝水墨画教室②6日
㈯＝「50曲リクエストコンサート」〜飯田
俊明と仲間たち③13日㈯＝古典文学講座

「源氏物語」宇治十帖〜暗
あ ん た ん

澹たる匂いの
世界へ④20日㈯＝仏教講座〜妙法寺と人
間の塔／②〜④は午後1時30分〜3時30
分／同短期大学／区内在住・在勤・在学
で18歳以上の方／①15名②〜④各100名

（申込順）／①6000円／申はがき（12面
記入例）に性別も書いて、各開催日の①
7日前②〜④3日前（いずれも必着）まで
に、同短期大学公開講座係（〒166-0013
堀ノ内2-41-15）／問同係☎︎3313-5101
地域で活躍しよう〜ちょこっと支え合い
に参加しよう　10月9日㈫・16日㈫午前
10時〜正午（計2回）／ゆうゆう高円寺
南館／杉並での支え合いの現状、自分
の思いを実現するためには／ちょこっと
支え合い事務局長・井田俊雄／区内在
住・在勤でおおむね55歳以上の方／20
名（抽選）／申はがき（12面記入例）で、
9月28日（必着）までにゆうゆう高円寺
南館（〒166-0003高円寺南4-44-11）／
問同館☎︎5378-8179
井伏鱒二「荻窪風土記」を読んで荻窪を
知る　10月11日㈭、11月8日㈭、12月13
日㈭、31年1月10日㈭、2月14日㈭午前10
時〜正午、午後2時〜4時（各計5回）／
荻窪百点（上荻1丁目）／「荻窪百点」編
集長・松葉襄／小学生以上の方／各15名

（申込順）／各5000円／申 問電話・ファ
クス（12面記入例）で、荻窪百点・松葉
☎︎3391-5114FAX3391-5115
杉並じんぞう病セミナー「あなたの腎臓
を守るために今できること」　10月13日
㈯午後2時〜4時20分／阿佐谷地域区民
センター／医師ほか／区内在住の方／90
名（先着順）／問NPO法人腎臓サポー
ト協会☎︎6380-6731
家庭教育講座　不登校の子どもの知っ
ておきたい「高校受験」情報　10月13

日㈯午前9時30分〜11時45分／阿佐谷地
域区民センター／情報交換会、経験者を
交えた懇談会／中学3年生のお子さんを
持つ保護者／40名（申込順）／申Eメー
ルに氏名（フリガナ）、電話・ファクス番
号、お子さんの学年を書いて、10月10日
までにミモザの花〜子どもの不登校を考
える会・ 五十嵐 mashuw82＠gmail.
com／問同会・ 小川☎︎3303-1617／筆
記用具持参
英語コミュニケーション講座（入門・初
級）　10月15日〜11月26日の毎週月曜日
①入門クラス（中学校入学程度レベル）
＝午後1時30分〜3時②初級クラス＝3時
30分〜5時（各計7回）／杉並区交流協
会（阿佐谷南1丁目）／クリス・ストロー
ル／各12名（申込順）／各9000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／②は主に英語で
行う。詳細は同協会ホームページ参照
東京衛生病院「減量ステップアップ講座」
　10月15日〜11月19日の毎週月曜日、正午
〜午後3時30分（全6回要出席）／同病院

（天沼3丁目）／医師による減量のこつの講
話、管理栄養士による個別食事サポートほ
か／同病院健診センター医師・佐々木温
子／区内在住・在勤の方ほか／10名（申
込順）／3万9960円／申 問電話で、同病
院健康教育科☎︎3392-6151／初日・最終
日は血液検査・体組成測定を実施
シルバー人材センター体験講習〜バラ
ンスの良いやさしい食事作り　10月24
日㈬午前10時〜午後1時45分／セシオン
杉並／育児支援サービスとして、個人家
庭での食事作りを体験／マノ料理学園園
長・間野実花／区内在住の原則60歳以
上で、シルバー人材センター未入会の方
／20名（申込順）／申問9月18日から電
話で、東京しごと財団シルバー講習担当
係☎︎5211-2326
杉並青色申告会
◆弁護士に学ぼう！相続人側・被相続人
側から見る遺言状　10月4日㈭午後2時
〜4時／産業商工会館／無効にならない
遺言状の書き方、開封時の注意点、遺言

状に関するトラブル例／弁護士・杉浦正
敏／区内在住の方／25名（申込順）／
1500円ほか／申電話で、10月3日までに
同会／長寿応援対象事業
◆個人事業主向け会計ソフト説明会　
事業＝10月11日㈭・13日㈯午前10時〜
11時▶不動産＝10月11日㈭・12日㈮午
後2時〜3時／同会（阿佐谷南3丁目）／

「ツカエル青色申告」を使用した記帳方
法の説明（ウィンドウズのみ対応）／
同会事務局職員／事業所得者、不動産
所得者／各日各回6名（申込順）／各
日各回1000円／申電話・Eメール（12
面記入例）で、10月10日までに同会
seminar@aoiro.org／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　9月29日㈯午前9
時〜正午（1人45分程度）／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）
税金なんでも相談会　10月2日㈫午前10
時〜正午・午後1時〜4時（1人40分程
度）／東京税理士会杉並支部（阿佐谷南
3丁目）／申 問電話で、10月1日までに
東京税理士会杉並支部☎︎3391-1028
公証週間「遺言や大切な契約は公正証
書で」　10月1日㈪〜7日㈰午前9時30分
〜正午・午後1時〜4時30分／期間中は
特設電話を設置して土・日曜日も電話に
よる無料相談を実施／問特設電話＝☎︎
3502-8239▶杉並公証役場＝☎︎3391-
7100／杉並公証役場では10月6日㈯に公
証相談を実施
土曜日に乳がん検診・子宮頸

け い

がん検診
を受けましょう　10月13日㈯午前9時〜
正午／高井戸東健診クリニック（高井戸
東2丁目）／杉並区乳がん・子宮頸がん
検診対象者／各検診50名（申込順）／各
500円／申問電話で、高井戸東健診クリ
ニック☎︎3331-6823（平日午前9時〜午
後5時）／「ジャパン・マンモグラフィー・
サンデー」事業　

　スポーツ教室などの関連情報は「マイスポーツすぎなみ」をご覧ください。
内配布方法＝新聞折り込み。区体育施設でも配布。杉並区スポーツ振興財団
ホームページからもご覧になれます　問杉並区スポーツ振興財団☎︎5305-6161
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