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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

あなたの色の
活動が見つかる。
｢大学」と言っても学校教育法上のい
わゆる「大学」ではありません。す
ぎなみ地域大学は､区民の皆さんが地
域で活動するために必要な知識や技
術を得て、そして仲間の輪を広げて
いく場です。性別、年齢、職業など
さまざまな人が地域に関わることで、
杉並はカラフルに色付いていきます。
季節は春、新たに何かを始めたくな
る季節です。さあ、あなた色の活動
を探してみませんか。

あ
な
た
は
、
何
色
？

4月21日㈰は杉並区議会議員選挙の投票日です。忘れずに投票しましょう！皆さんにお知らせ

広報すぎなみは月２回（１・15日）発行。新聞折り込みのほか、区の施設・駅・コンビニエンスストアなどの広報スタンドに設置しています。
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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。

　 ここにあるのは「学ぶ楽しさ」と、「まちに貢献する喜び」です。これまでに1万5000人を超える方々が「すぎなみ地域大学」で
知識やスキルを身に付け、新しい仲間をつくり、暮らしやすいまちづくりに向けて活躍しています。多彩な人たちが関わることで、
まちはカラフル【colorful】に魅力を増していきます。あなたも、「すぎなみ地域大学」で学んでみませんか。

　すぎなみ地域大学は、地域活動に必要な知識・技術を学び、仲
間を広げ、皆さんが地域で活動し、協働の担い手として活躍する
ための仕組みです。
　振り返ってみると長年住んでいても行ったことのないところや知
らないことがたくさんあることに気付くでしょう。そんなとき、地
域活動を実践している先輩たちから話を聞いたり、その現場を訪ね
たりできれば、まちの実情を知ることができます。すぎなみ地域大

学は杉並区の今を知る機会を提供します。
　そして、区が抱えているさまざまな課題に応じて、教育・環境・
健康・福祉など幅広い分野で講座を設け、皆さんの期待に応えた
いと思っています。
　講座を修了すると、区のボランティアに登録し活動するなど、
まちを良くする実践の場が開けています。仲間と共にまちへ飛び
出していってください。

出

●フードマネジメント協会
ヘルシー＆ビューティーフードアドバイザー
武川圭子さん

interview

社員の私は、40代の頃は仕事が中心で、地域のことは気
に掛けていませんでした。50代になって、都議会議員選

挙のお手伝いをしたことで、子どもの頃から慣れ親しんだ杉並区
のことを、実はよく知らないことに気付かされました。「地域で
活躍している人の話を聞いて、いろいろな人とつながろう」とい
う地域活動基礎講座「まちあわせカフェ」をきっかけに、さまざ
まな地域活動に参加することで、世代や属性の異なる人々との交
流が生まれました。
　活動に参加することで、会社とは異なる世界があることも学
びました。地域活動は、会社のように上司や予算ありきの世界
ではありません。「誰かが決めるのではなく、みんなで決めま
しょう｣「予算はいいから、まずやってみましょう」という世界
です。新しい世界を知ることで、自分自身のコミュニケーション
能力も高まったと思います。人生100年時代、元気に生きていく
ためには、家族だけでな
く、居場所、仲間、活動を
つくっておくことも大事
です。会社員の方々に
は、現役のうちからの地
域参加をお勧めします。

会

●地域とつながるサラリーマン
山﨑武志さん

interview

実

本では食品ロスの問題が大きく取り上げられたり、一方、世
界に目を向けると9人に1人が空腹を抱えていたりします。地

域大学を受講したのは、食のことを勉強して、草の根を広げること
で、健康な地域づくりに役立つことができると考えたからです。私自
身も、買い物をするときに食品の表示を気に掛けるようになりまし
た。ボランティア活動を始めて1年目ですが、健康情報店※にレシピや

ポスターを配布したり、健康情報店になってくれ
るお店の開拓をしたりしています。おいしいもの
を食べれば、体も心も健康になり、医療費も少
ない社会ができると思います。

※健康情報を掲載したポスターを提示している店。

日

食に関する勉強、会話
、

発見の場所が、身近に
あ

ることを知りました。

●主婦  狩集裕子さん
interview

健康のための知識や
行動を、草の根のよう
に広げていきたい。

現役のうちからの居
場所、仲間、活動づく
りをお勧めします。

すぎなみ地域大学　30年度受講アンケートより

杉並どうぶつ相談員講座
　多彩な講師陣で、講義の内容もさまざまで発見が多かった。猫との同居年
数が長いが、個人の経験のみでは圧倒的に知識が不足しているので、さまざ
まなアプローチに触れ、勉強できたのがたいへん有益だった。今回はじめて
地域大学の存在を知り、もっと早く知っておけばと悔やまれたが、充実した
内容がめじろ押しなので、これからも受講していきたい。（50代女性）

都市における農業のこれからを考える3日間
　杉並に農家があることは以前から認識していたが、実際に農家さんの
お話を伺い、農家を訪問し、区民の方々とディスカッションできたこと
は有意義だった。（40代男性）

CHECK!

●区民ライター  加藤智子さん
interview

　講座受講のきっかけと、
講座内容の満足度（100点
満点）を伺いました。

地域大学を
受講された方の
アンケート結果

60点 3.9%60点 3.9%

50点 4.1%50点 4.1%

40点 0.3%40点 0.3%

30点 0.6%30点 0.6%

受講した
通常講座の
平均満足度

100点
26.2%
100点
26.2%

無回答
8.5%
無回答
8.5%

90点
19.0%
90点
19.0%

80点
27.8%
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27.8%
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9.6%
70点
9.6%

産して2カ月で杉並区に引っ越してきて、杉並区の育児サー
ビスにいろいろと助けられたこともあり、区の活動に興味を

持っていました。もともと本を読むことや日記を書くことが好きだっ
たので「区民ライター講座」に興味を引かれましたが、知識も経験も
ない私にライターができるのか悩んでいました。背中を押してくれ
たのは「ママ、やりたいんでしょ! 好きなことならやってみなよ」と
言ってくれた娘たちでした。
　講座では、4人のチームで取材を行い、みんなで試行錯誤しなが
ら、締め切りの3分前ギリギリで原稿を送信して、「やった!!」とい
う感動を味わいました。

 ど とう
怒涛の子育て生活とは違う大変さがありま

したが、好きだから苦にはなりませんでした。チームのメンバー
とは｢この4人で良かったね」と言い合える仲間で、今でも情報交換
をしたり、励まし合ったりしています。区民ライターとして活動を始
めて1年目ですが、「すぎなみ学倶楽部」、杉並区六大学情報誌「すぎ☆
キャン！」などの取材・ライティングをさせていただいています。
　昔は勉強が好きではなかったのですが、今では興味が広がり学ぶこと
が楽しくて仕方ありません。まちの人から聞かせていただくお話は、す
ごく学びになりますし、それを皆さんにお伝えできるのが幸せです。

あなた色の活動がきっと見つかる!

まちの人の話を
聞き、

学び、皆さんに
伝えら

れるのが幸せ。

YouTubeで配信中！
杉並区公式チャンネル杉並区公式チャンネル

すぎなみ地域大学で
学び活躍する人、現在
学んでいる人たちを
リポートしています。

「5～7月開講講座」の各講座の詳細は16面、
または募集案内をご覧ください。
募集案内は、すぎなみ地域大学ホームページで確認できます。

加藤さんほか、区民ライターの活動は
す ぎ な み 学 倶 楽 部 をチェック！

　３回の講座を通じて「きく」には「聞く」と「
き
訊

く」があり、それぞれがどんな事なのかが少し分
かってきた。一歩一歩、コミュニケーションをつくっ
ていけるようになった気がする。テープで聞き返し
たりするなど「実践」が多く、より自分の身になった
と思う。こちらでの学びを地域活動に生かしていきたい。（20代男性）

コミュニケーション講座「きく」

　自分の知らない区内のみどりの実際を見て、
知ることができて良かった。自然やみどりに以
前から関心があり、自分の好きなことがボラン
ティア活動につながればよいと思った。身近な
活動から参加していきたい。（60代女性）

みどりのボランティア講座

受講された皆さんに聞きました！

際に野菜を作られている方、病気で入院されたことのある
方、お子さんが小さい方。地域大学でたくさんの方のお話を

伺い、共に学べたことで、それまでにはなかった広い視野を持って食
について考えられるようになりました。また、ヘルシーメニュー推奨
店※で、オーナーの方とお話をさせていただいたり、実食をさせていた
だいたり、楽しいひとときを過ごすことで、食はおいしいだけでなく、
人とのつながりのなかでも楽しめることが分かりました。これからも
ボランティアとして、いろいろな人との交流を深め、研修や実践を続
けていくことで、食環境の整備にもつなげていきたいと思います。

※区の基準を満たした健康に配慮した食事を提供している店。

講座回数

7回
講座回数

4回
講座回数

6回

▼

食育推進ボランティアとJA東京杉並中野地区女性部が
　作るレシピ集「野菜のレシピ」

すぎなみ地域大学への受講動機（複数回答可）すぎなみ地域大学への受講動機（複数回答可）

地域や社会の役に立ちたい

講座内容に興味があった

より高い知識や経験を身に付けたい

自分の知識や経験を生かしたい

社会への見聞を広げたい

地域に知り合いが欲しい

生活にハリをもたせたい

一緒に活動する仲間が欲しい
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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

区からのお知らせ

 保険・年金
31年度の国民年金保険料
　31年度の国民年金保険料は、月額1万6410円です。
　保険料は、4月上旬に日本年金機構から送付され
る納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエ
ンスストアで納付することができます。
　また、国民年金保険料には2年分・1年分・6カ月
分をまとめて納付すると割引になる「前納制度」
があります。前納用の納付書が毎月の納付書と一
緒に送付されますので、前納を希望する場合は記
載された期日までに納めてください。
　なお、保険料は現金による納付のほか、納め忘
れの心配がない口座振替やクレジットカードでの
納付もできます（事前の申し込みが必要）。
　国民年金保険料についての問い合わせ、口座振
替などの申し込みは、杉並年金事務所で受け付け
ています。
問杉並年金事務所 ☎3312-1511

介護保険料通知書を発送します
　介護保険料の支払い方法が納付書払い・口座振替

（普通徴収）の方へ、31年度4～7月分の納入通知書
を4月9日㈫に発送します。
問介護保険課資格保険料係

 子育て・教育
就学援助
　就学援助は、区内在住で国公立小中学校に通学し
ている児童・生徒の保護者に対し、学用品や給食な
ど学校で必要な費用の一部を区が援助する制度です。
対区内在住の児童・生徒と同居の保護者で、次のい
ずれかに該当する方①現在、福祉事務所の生活保護
を受けている②30年4月1日以降、生活保護が停止・
廃止になった③30年中の世帯員全員の総所得金額の
合計が、教育委員会で定める認定基準額以下の世帯　
申申請書（区立小中学校、学務課就学奨励担当〈区
役所東棟6階〉で配布）を、同担当または在学校へ
提出。区外の学校に通学している児童・生徒の保護
者は、お問い合わせください　問同担当

 健康・福祉
国の手当の額が改定されました
　4月分から次の手当の支給月額が改定されまし
た。手続きの必要はありません。

手当 支給月額
①特別児童扶養手当（1級） 5万2200円
②特別児童扶養手当（2級） 3万4770円
③特別障害者手当 2万7200円
④障害児福祉手当 1万4790円
⑤福祉手当（経過措置分） 1万4790円

⑥児童扶養手当 4万2910円（一部支給＝
1万120円～4万2900円）

問①～⑤は障害者施策課障害者福祉係、⑥は子育て
支援課子ども医療・手当係

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

 区以外の求人  
杉並区障害者団体連合会　パートタイマー
◇清掃指導員
内清掃業務・知的障害者の清掃指導▶勤務日時 月
10～13日程度。月～金曜日の午前7時45分～午後
3時30分または午前7時45分～正午（交代制）▶報
酬 時給1300円（30年度実績）
◇受け付け事務補助員
内受け付け事務ほか▶勤務日時 月13日程度。午
前8時30分～午後9時のうち4時間程度（土・日曜日、
祝日を含む。交代制）▶報酬 時給1240円（30年
度実績）

いずれも 
内勤務期間 5月1日～32年3月31日（4回まで更
新可。ただし65歳に達した年度末で退職）▶勤務
場所 高円寺障害者交流館▶募集人数 若干名▶そ
の他 有給休暇あり。交通費支給（上限あり）　申
履歴書を、4月16日午後5時（必着）までに杉並区
障害者団体連合会事務局（〒166-0003高円寺南
2-24-18高円寺障害者交流館内）へ郵送・持参　問
同事務局☎5306-2627（第3月曜日を除く）　他書
類選考合格者には面接を実施

杉並区社会福祉協議会　介護保険認定調査員
内勤務内容 介護保険申請者宅への訪問、要介護認
定の調査▶勤務期間 6月1日～32年3月31日（更
新可）▶勤務日時 週3・4日。原則、月～土曜日の
午前9時30分～午後4時30分▶勤務場所 杉並区社
会福祉協議会、区内事務所▶資格 応募時70歳未
満で介護支援専門員の方▶募集人数 若干名▶報酬

時給1010円～1510円　申履歴書に資格証の写し
を添えて、5月8日午後5時（必着）までに杉並区社
会福祉協議会生活支援課認定調査係（〒167-0032
天沼3-19-16ウェルファーム杉並）へ郵送・持参　
問同係☎5347-1015　他書類選考合格者には面接
を実施

 募集します
東京都子育て支援員研修（第1期）の受講者
　東京都は、地域型保育事業（小規模保育、家庭
的保育、事業所内保育）や一時預かり事業等の各
事業に従事する上で必要な知識や技能等を有する

「子育て支援員」の養成研修（地域保育コース）を
実施します。
　カリキュラムや日程等の詳細は、募集要項（子
育て支援課〈区役所東棟3階〉で4月3日から配布予
定）または東京都福祉保健財団ホームページをご
覧ください。
▶申込締め切り日 4月17日
対都内在住・在勤で、次のいずれかに当てはまる方
①現在、保育や子育て支援分野に就業していて子
育て支援員研修（地域保育コース）が義務付けら
れている②今後子育て支援員として就業を希望し
ている　問東京都福祉保健財団人材養成部福祉人
材養成室子育て支援員担当☎3344-8533

創業支援施設　阿佐谷キック・オフ　オフィス
入居者
場阿佐谷南1-47-17（阿佐谷地域区民センター内）　
内募集数 3室▶賃貸料 月額2万5623円～3万
4341円▶入居予定日 7月上旬▶入居期間 2年間
▶利用時間 24時間▶利用条件 事務所として（法
人の場合は本社として）利用▶入居保証金 賃貸
料の3カ月分▶その他 事務所はフロアをパーテー
ションで仕切った部屋で、完全な個室ではありま
せん。プロバイダー料金や電話料などは利用者負
担。駐車場はありません　対次の要件全てに該当
する方①新産業分野（情報通信、アート・クリエ
イト、環境、研究開発・知的集約、福祉・介護、健
康、生活関連など）の事業を創業予定、または創
業後3年未満（28年7月1日以降に創業）で事業の
拡大を目指す法人または個人②利用期間終了後、
区内で引き続き事業を行う意思がある③税金（住
民税・事業税）を滞納していない　申申請書（産業
振興センター就労・経営支援係〈上荻1-2-1インテ
グラルタワー2階〉で配布。区ホームページからも
取り出せます）を、4月26日までに同係へ持参　問
同係☎5347-9077

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

住まいの修繕・増改築無料相談★ 時4月1日㈪・5日㈮・8日㈪・12日㈮・15日㈪・19日㈮・22日㈪・26日㈮
午後1時～4時　場区役所1階ロビー 問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロック塀
相談会★

時4月2日㈫・16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。ブロック塀相談会は、ブロック塀の現況写真等を持参

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

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀相談会★

時4月10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。ブロック塀相談会は、ブロック塀の現況写真等を持参 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4月11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 HP http://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、区住宅課管理係

行政相談★ 時4月12日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　内年金・
福祉・道路などの苦情・相談 問区政相談課

専門家による空
あき

家
や

等総合相談窓口
時4月18日㈭午前9時20分・10時15分・11時10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）　他1組45分

申電話または直接、住宅課空家対策係（区役所西棟5階）。または申
込書（区ホームページから取り出せます）を、4月16日（必着）ま
でに同係 FAX5307-0689へ郵送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時4月18日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー 申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎3311-4937（平
日午前9時～午後5時〈祝日、休日を除く〉）　問同支部、区住宅課

土曜法律相談（弁護士による） 時4月20日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定 12名（申
込順）　他1人30分

申電話で、4月15日～19日午前8時30分～午後5時に専門相談予約
専用☎5307-0617。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）で
予約　問同課

 4 月の各種相談
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※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。	 杉並区役所		☎3312-2111（代表）	〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。
※記事作成時点で新しい元号が決定していないため、すべて平成表記としています。

ありがとうございました
1・2月のご寄附（敬称略・順不同）

杉並区議会議員選挙
投票日：4月21日　　　投票時間：午前7時～午後8時日

期日前投票
4月15日㈪～20日㈯　時間：午前8時30分～午後8時

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相談してください。
○�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する方は、杉並
区外出支援相談センターもび～る☎5347-3154に相談してください（各種サービ
スの利用は有償となります）。

問選挙管理委員会事務局

区議会議員選挙におけるビラ頒布解禁について
　公職選挙法の改正により、3月1日以降にその選挙期日を告示される区議会議員選
挙から、候補者は選挙運動用ビラを頒布することができるようになりました。頒布
方法は下記4つの方法に限られます。
○新聞折り込みによる頒布
○候補者の選挙事務所内における頒布
○候補者の個人演説会の会場内における頒布
○候補者の街頭演説の場所における頒布

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、自宅等で投票用紙に記載し、郵
便等を利用して投票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。

該当する障害の部位 該当する障害の程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 1・2級

心臓・腎臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸

1・3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」

※「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。

【社会福祉基金】杉並明るい社会づくりの会＝100万円▶ダスキンライフ
ケア荻窪ステーション▶鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計＝3万
2990円
【みどりの基金】みどりの保全＝杉並第一小学校6年杉一キッズカンパ
ニー＝1万8759円▶成田西ふれあい農業公園来場者有志1月分＝1万
8906円▶「こどもまつり」来場者有志＝1万7671円▶鈴木和博▶「落
ち葉感謝祭2018」活動報告展来場者有志／（仮称）荻外荘公園などの
整備＝末吉正夫＝1万円▶後藤幹生＝1000円▶寄金佐英▶土屋隆一▶角
征典▶匿名および氏名のみ公表分計＝10万2120円
【NPO支援基金】NPO法人サービスフロンティア=2万9391円▶鈴木和
博▶匿名および氏名のみ公表分計＝1万円
【次世代育成基金】日髙将＝1万円▶音のわコンサート＝1万円▶杉並
区さいかち会＝1万円▶㈲エム・エフ・シー＝2万円▶杉並稲門会＝1万
6000円▶平成30年度杉並区教育研修会（女性校長会）＝1万8010円
▶東京中央農業協同組合＝2万円▶小谷勝博（3件）▶磯崎瑳登志▶林
正紀▶濱野實▶今村冨美枝▶鈴木和博（2件）▶山縣勝弘▶平田敦子▶
佐藤克徳▶杉並区立松ノ木中学校PTA▶エフリオ㈱▶㈱大島建設▶杉並
区立中学校長会▶杉並区立高井戸中学校PTA▶匿名および氏名のみ公
表分計＝45万2700円
【杉並区応援寄附金（12月分を含む）】区長にお任せ＝笹井清子／日本
フィル被災地復興支援活動を応援＝水町宏＝5000円▶佐藤立樹▶匿名
および氏名のみ公表分計＝32万1000円

荻窪税務署は、5月20日㈪に庁舎を
移転します。

荻窪税務署からのお知らせ

　新庁舎の場所は右図のとお
りです。ご来署の際は公共交
通機関をご利用ください。

・所在地：荻窪5-15-13　
・電話番号：☎3392-1111

夕方のチャイムが6時に変わります

 生活・環境
和田堀公園調節池における修景整備（案）への
意見募集
 内閲覧場所 東京都建設局河川部計画課（新宿区西
新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎）、東京都第三建設事
務所工事第二課、区土木計画課（区役所西棟4階）。
東京都第三建設事務所 HPhttp://www.kensetsu.
metro.tokyo.jp/jimusho/sanken/でもご覧になれ
ます▶意見書の提出 意見書（様式自由）を、東
京都第三建設事務所工事第二課（〒164-0001中野
区中野4-8-1 FAX3387-8851 S0200196@section.
metro.tokyo.jp）へ郵送・ファクス・Ｅメール。ま
たは閲覧場所へ持参／いずれも5月7日（必着）まで　
問東京都第三建設事務所工事第二課☎3387-6250

 その他
地価公示価格の閲覧
　1月1日現在の杉並区内の地価公示価格は、下記
閲覧場所でご覧になれます。また、国土交通省土地
総合情報システムHPhttp://www.land.mlit.go.jp/
webland/からもご覧になれます。
内閲覧場所 市街地整備課（区役所西棟3階）、区政
資料室（西棟2階）、区民事務所　問市街地整備課土
地利用計画係

31年度まちづくり助成　一次募集
　区内で行う区民主体の自主的な活動で、地域に開か
れ、現在または将来にわたって住みよい都市環境づく
りに貢献するまちづくり活動に助成金を交付します。
助成の可否は書類審査および公開審査の上決定します。

内募集内容 ①びぎなーコース＝助成金は3万円以内
②すてっぷコース＝助成金は7万円以内▶募集期間
①5月31日②24日まで　対4月～32年3月に行われる
活動で、①区民等5名以上で構成され、規約・会則を
定めている団体②まちづくり団体として区に登録し
た団体　申申請書（都市整備部管理課庶務係〈区役
所西棟5階〉で配布。区ホームページからも取り出せ
ます）を、同係へ持参　他詳細は、お問い合わせく
ださい。事前相談を希望する場合は、要予約
◇まちづくりセミナー・公開審査会
時6月8日㈯ 午後1時～4時　場高井戸地域区民セン
ター（高井戸東3-7-5）　他①はセミナー、②は審査
会への出席必須

いずれも 
問都市整備部管理課庶務係

　区では子どもたちに帰宅を促すとともに、防災無線放送塔の点検等を目的
として、夕方に「夕やけこやけ」のチャイムを放送しています。放送時間は、
4～9月は午後6時、日没が早まる10～3月は午後5時です。
問広報課
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◇意見提出方法
　はがき・封書・ファクス・Eメール・閲覧場所にあ
る意見用紙に書いて、意見提出先。ご意見には、住所・
氏名（在勤の方は勤務先の名称と所在地、在学の方
は学校名と所在地、事業者は事業所の名称と所在地、

代表者の氏名）を記入（区ホームページにもご意見
を書き込めます）。
※�いただいた主なご意見の概要とそれに対する区の
考え方などは、「広報すぎなみ」などで公表する予
定。

【ご意見をお寄せください】

区民意見を
募集します

杉並区教育ビジョン2012推進計画　改定（案）

◇「杉並区教育ビジョン2012推進計画」とは
　教育委員会は、24 年 3月に、24～33年度の10 年間を見据えた
本区の教育施策の基本計画であるとともに、教育基本法に基づく教育
振興基本計画となる「杉並区教育ビジョン2012」を策定しました。併
せて、同ビジョンを実現するための具体的な道筋となる「杉並区教育ビ
ジョン2012推進計画」を定め、この間2回の改定を経て、各取り組み
の推進に努めてきました。
　このたび、32年度から順次全面実施となる新学習指導要領への対応
を含め、「杉並区教育ビジョン2012」の目標の実現に向けた最終段階に
おける取り組みを推進するため、30 年11月に改定された「杉並区総合
計画」等との整合を図った上で、計画の改定を行います。

◇改定（案）の概要
●計画期間　31～33年度
●計画の目標と主な取り組み
・  目標Ⅰ  学びをつなげ、切れ目のない教育を進めます
　小中一貫教育の推進、就学前教育の充実、学力・体力向上の支援、
特色ある学校づくりの支援、オリンピック・パラリンピック教育の推進
・  目標Ⅱ  学校の経営力・教育力を高めます
　教員の指導力の向上、部活動支援の充実、副校長校務支援員の配置、
学校法律相談の実施
・  目標Ⅲ  個に応じた学び・成長をきめ細かく支えます
　特別支援教育の充実、教育相談体制の充実、いじめ対策の推進、不

登校対策の推進、アレルギー対策の推進
・  目標Ⅳ  家庭・地域・学校が協働し、共に支える教育を進めます
　新しい学校づくりの推進、地域と連携・協働する学校づくりの推進、
子どもの育ちを支える地域づくり、家庭教育支援の充実
・  目標Ⅴ  学校教育環境の整備充実を図ります
　区立小中学校老朽改築計画の改定、区立小中学校の改築、学校空
調設備の整備、学校 ICT 環境の整備・充実、通学路安全対策の推進
・   目標Ⅵ  誰もが学び続け、その成果を活

い

かせる地域づくりを進めます
　学び合いを支える学習機会の充実、社会教育施設の整備、図書館サー
ビスの充実、図書館の整備、体験交流事業の推進

◇意見提出・問い合わせ先
　教育委員会事務局庶務課 FAX5307-0692 kyoiku-iinshomu@
city.suginami.lg.jp
◇閲覧・意見募集期間（必着）
　4月30日まで
◇閲覧場所
　教育委員会事務局庶務課（区役所東棟 6階）、区政資料室（西
棟 2階）、区民事務所、図書館（中央図書館を除く。各閲覧場所
の休業日を除く）および区ホームページ（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〉」）

　「杉並区被災市街地復興整備条例」の全文、いただいたご意見の概要と区の考え方は、都市整備部管理課（区役所西棟5階）、区政資料室（西棟２階）、区民
事務所、図書館（中央図書館を除く）で4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き（パブリックコメント）の結果をお知らせします

　制定に先立ち、「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」30年12月1日号などで条例（案）を公表し、皆さんからご意
見を伺いました。

——問い合わせは、都市整備部管理課企画調査係へ。

「杉並区被災市街地復興整備条例」を制定しました

●意見提出期間=30年12月1日～1月4日　●意見提出件数=4件（延べ5項目）

いただいた主なご意見の概要と区の考え方
ご意見の概要 区の考え方

区の責務で、被災後、速やかに杉並区都市復興基本方針を立てる
とあるが、生活再建には復興の見通しが早期に立つことが重要なの
で、被災前から地域と相談しながら、ある程度復興計画案を立てて
おいてはどうか。

平時から被害状況を想定し、事前に都市復興基本方針、都市復興基本計画を
策定することは重要です。具体的な復興計画の策定に当たっては、区と区民お
よび事業者が連携・協働して取り組むことが必要となるため、被災前に地域の
課題や復興計画を検討し合意形成を図ることは有効と考えます。今後、計画
の事前作成に向けて、どのように進めていくか検討します。

初回相談無料 ☎050-3555-7830     中野・杉並行政書士事務所  行政書士 桝田卓 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター内 はじめての遺言・相続・墓じまい広告
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区民相談 ☎3312-2111（区代表）
相談名 内容 日時 場所・問い合わせ

くらし・
法律・

行政など

一般区民相談 日常生活の悩みや区政のことなど 月～金曜日午前8時30分～午後5時

区政相談課くらしの相談 月・火・木・金曜日午前9時～正午、午後1時～4時

外国人相談 外国語による相談 英語＝火曜日午前9時～正午／木曜日午後1時～4時▶
中国語＝火曜日午後1時～4時／木曜日午前9時～正午

外国人サポートデスク 外国人相談ボランティアによる通訳・相談

英語＝月曜日午後1時～4時／金曜日午前9時～正午▶
中国語＝月曜日午前9時～正午／第1・3・5金曜日午
後1時～4時▶韓国語＝第2・4金曜日午後1時～4時▶
ネパール語＝第１・３水曜日午前９時～正午

区政相談課　問杉並区交流協会☎︎5378-8833 5378-
8844 

交通事故・防犯相談 示談の進め方や防犯に関すること 火・金曜日午前9時～正午、午後1時～4時
区政相談課　人権相談 人権が侵されたとき 第4金曜日午後1時～4時(受け付けは3時まで)

行政相談 国など行政機関への苦情や要望 第2金曜日午後1時～4時
犯罪被害者相談 犯罪被害を受けた方の生活上の問題や悩みなど 月～金曜日午前8時30分～午後5時 犯罪被害者総合支援窓口相談専用電話☎︎5307-0620

生活相談

病気や失業などで経済的にお困りのことなど（主に
生活保護をお考えの方） 月～金曜日午前8時30分～午後5時 杉並福祉事務所（荻窪☎︎3398-9104／高円寺☎︎5306-

2611／高井戸☎︎3332-7221）
仕事や家計、住居など生活の困り事、引きこもりの
家族、子どもの学習・居場所支援 月～金曜日午前8時30分～午後5時 くらしのサポートステーション～生活自立支援窓口☎︎

3391-1751

法律相談(弁護士による)(予約制) 土地、建物、相続、その他法律上のこと 月～金曜日午後1時～4時（先着各12名〈水曜日のみ
先着6名〉）／第3土曜日午後1時～4時（先着12名）

区政相談課専門相談予約専用電話☎︎5307-0617　　
●予約受付開始日＝相談希望日の1週間前の同一曜日か
ら当日まで、法律相談の第3土曜日は、同一週の月～
金曜日（休日の場合は翌開庁日から）▶受付時間＝午
前8時30分～午後5時（当日は3時まで。第3土曜日は
当日受け付け不可）

税務相談(予約制) 贈与税・相続税等についての助言・指導 木曜日午後1時～4時（先着6名）

司法書士相談（予約制） 不動産登記や商業登記の手続き、裁判所へ提出す
る書類の作成・手続き等の助言・指導 第2・4水曜日午後1時～4時(先着6名)

家庭

家事相談（予約制） 夫婦・親子の家庭内の悩みなど 火曜日午後1時～4時(先着4名)
家庭相談 離婚・男女関係・家庭内の悩みなど 月・水・金曜日午後1時～5時 杉並福祉事務所（荻窪☎︎3398-9104�／高円寺☎︎5306- 

2611／高井戸☎︎3332-7221）ひとり親家庭相談 ひとり親家庭への支援など 月～金曜日午前8時30分～午後5時
ひとり親家庭への支援、就労支援など 月～土曜日午前8時30分～午後7時 杉並子ども家庭支援センター☎︎5929-1902

  住宅・
建物

住まいの修繕・増改築相談 住まいの修繕、増改築などに関することなど 月・金曜日午後1時～4時 区役所1階ロビー　問住宅課

分譲マンション管理相談
（予約制） 分譲マンションの管理に関すること 第2木曜日午後1時30分～4時30分

区役所1階ロビー
●予約＝杉並マンション管理士会 3393-3652 HP
http://suginami-mankan.org/　問住宅課

住宅の耐震無料相談会・ブロッ
ク塀相談会 建物の耐震診断や耐震改修・ブロック塀相談 毎月1回午後1時～4時

区役所1階ロビー　問市街地整備課耐震改修担当建築総合無料相談会・ブロック
塀相談会 建物全般・ブロック塀相談 第1・3火曜日午後1時～4時�

高齢者

介護保険苦情・相談 介護保険による介護サービスへの苦情・相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時 介護保険課
健康相談（予約制） 高齢者の疾病予防と健康に関すること 午前9時～午後5時（第3月曜日を除く） 高齢者活動支援センター☎︎3331-7841

高齢者の総合相談窓口 介護に関する相談、介護保険の申請受け付け、介
護予防や生活支援の相談・申請受け付け

月～金曜日午前9時～午後7時／土曜日午前9時～午後
1時（電話での相談は24時間365日受け付け）

地域包括支援センター（ケア24）20カ所
（「すぎなみくらしの便利帳」参照）

在宅支援・高齢者福祉の相談 在宅支援や高齢者の福祉 月～金曜日午前8時30分～午後5時　　 高齢者在宅支援課介護者の心の相談（予約制） 臨床心理士による介護者の悩みや心の葛藤について 毎月3回

障害者

障害者の総合相談窓口 障害者の生活全般

月・水～金曜日午前9時～午後7時／土・日曜日午前9
時～午後5時 すまいる荻窪☎︎3391-1976 3391-1012

火～金曜日午前9時～午後7時／土・日曜日午前9時～
午後5時 すまいる高円寺☎︎5306-6381 5306-6383

月・水～金曜日午前9時～午後7時（第3週は火～金曜
日）／土・日曜日午前9時～午後5時 すまいる高井戸☎︎3331-2510 3332-1815

障害者手帳に関する相談 身体障害者手帳、愛の手帳に関すること 月～金曜日午前8時30分～午後5時
杉並福祉事務所（荻窪☎︎3398-9104 3398-9598／
高円寺☎︎5306-2611 5306-2620／高井戸☎︎3332-
7221 3335-5641）

高次脳機能障害者の相談 高次脳機能障害に関すること 月～金曜日午前8時30分～午後5時 障害者生活支援課地域生活支援担当（杉並障害者福祉
会館内）☎︎3332-1817 3332-1826

経営 商工相談（予約制） 資金繰り、創業その他経営について 月～金曜日午前8時30分～午後5時 産業振興センター就労・経営支援係（商工相談担当）
☎︎5347-9182

就労 就労準備相談（予約制） 個々の状況に応じた就労準備のための相談・職業
紹介

月～金曜日、第1・3土曜日午前10時～午後4時（水曜
日午前10時～午後4時、6時～8時）

就労支援センター（若者就労支援コーナー）☎︎3398-
1136

職業相談 職業相談、職業紹介 月～金曜日午前9時～午後5時 就労支援センター(ハローワークコーナー）☎︎3398-8619
消費者 消費者相談 商品やサービスの契約トラブルなど消費生活 月～金曜日午前9時～午後4時 消費者センター相談専用電話☎︎3398-3121

  教育・
  保育・
児童

学校教育に関する相談 子どものいじめなど学校教育 月～金曜日午前9時～午後5時 済美教育センター教育SAT☎︎3311-0023

いじめ専用電話相談 子どものいじめ 月～金曜日午前10時～午後7時 すぎなみいじめ電話レスキュー☎︎0120-949-466(通話
料無料）、☎︎080-8825-0119（有料）

教育相談（予約制） 児童生徒の家庭・学校生活など教育に関する相談 月・水・金・土曜日午前9時～午後5時／火・木曜日
午前9時～午後7時 済美教育センター教育相談担当☎︎3311-1921

就学支援相談（予約制） 特別支援学級や特別支援学校の入学、転学に関す
る相談、学校入学後の支援に関する相談 月～金曜日午前9時～午後5時 ８月まで＝特別支援教育課☎︎3311-1921▶９月から＝

就学前教育支援センター（電話番号未定）
電話教育相談 不登校や教育上の悩み 月～金曜日午前9時～午後5時 済美教育センター教育相談担当☎︎3317-1190

子育て相談

乳幼児の生活習慣・しつけなど 月～金曜日午前9時～午後5時 区立保育園（34園）　問保育課
月～土曜日午前9時～午後5時 子育てサポートセンター(3カ所）　問保育課

就園前の子育ての悩みなど 月～金曜日午後1時～4時
区立子供園（下高井戸☎︎3303-9485／堀ノ内☎︎3313-
3437／高円寺北☎︎3330-0340／成田西☎︎3311-3876
／高井戸西☎︎3332-9020／西荻北☎︎3399-0848）

子どもの相談（予約制） 乳幼児の発達について、遅れやその心配など 月～金曜日午前9時～午後5時 児童発達相談係☎︎5305-6713
ゆうライン（子どもと家庭に
関する総合相談） 子どもからの相談、子育ての相談など 月～土曜日午前9時～午後7時

杉並子ども家庭支援センターゆうライン（相談専用窓
口）☎︎5929-1901子どものこころの相談（予約制） 児童精神科医による専門相談 第2･4火曜日午後2時30分、4時（各1組）

家族相談（予約制） 家族心理士による専門相談 月3回（木曜日または土曜日）午前9時30分、11時（各
1組）

子育て支援サービスの
利用相談

区が行う子育て支援サービス、子育て応援券事業
者などの民間サービスの利用相談、保育園の入園
相談

月～金曜日午前8時30分～午後5時
子どもセンター（荻窪☎︎5347-2081／高井戸☎︎5941-
3839／高円寺☎︎3312-2811／上井草☎︎3399-1131／
和泉☎︎3312-3671）

DVなど

一般相談（面談は予約制） 家庭内の問題・男女関係の悩み、性的マイノリ
ティーに関する悩みなど 月～金曜日午前9時～午後5時 区民生活部管理課男女共同参画担当一般相談専用電話

☎︎5307-0619法律相談（予約制） 女性のための家庭内・男女関係の法的な問題 木曜日午後1時30分～4時30分（月1回夜間あり）
ＤＶ相談（面談は予約制） 配偶者・パートナーからの暴力の相談 月～金曜日午前9時～午後5時 すぎなみＤＶ専用ダイアル☎︎5307-0622 　

女性相談 配偶者等からの暴力の相談など 月～金曜日午前8時30分～午後5時 杉並福祉事務所（荻窪☎︎3398-9104／高円寺☎︎5306- 
2611／高井戸☎︎3332-7221）

 保健福祉・
医療

保健福祉サービス苦情
調整委員制度（予約制）

保健福祉サービス苦情調整委員への相談（施設や在
宅などで提供される保健福祉サービスに関すること）月3回午後1時30分～4時（受け付けは3時まで） 保健福祉部管理課保健福祉支援担当

医療安全相談窓口 診断、治療、薬など医療に関しての疑問・心配事 月～金曜日午前9時～正午、午後1時～4時30分 杉並保健所健康推進課専用電話☎︎3391-0874
在宅医療相談調整窓口 在宅医療に関するさまざまな相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時 在宅医療・生活支援センター☎︎3391-1380

健康相談 子育て・乳幼児歯科・もの忘れ・こころ（自殺予防
を含む）・生活習慣病・食生活など

月～金曜日午前8時30分～午後5時
※�各種健康相談の日程は、「広報すぎなみ」毎月15日
号に掲載予定。

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）

※区政相談課には、月・水曜日の午前9時～午後4時、杉並福祉事務所荻窪事務所には第3木曜日午後1時～3時に手話通訳者がいます。�
※いずれの相談も、祝日・休日・年末年始（12月29日～1月3日）・各施設の休館日はお休みです。

区民相談 ☎3312-2111（区代表）

ご自宅を売却後も住み続けられます
株式会社スクエアの専門仲介

【リースバックプロ】
相談無料
秘密厳守 ☎0120-944-909 杉並区堀ノ内

1-5-20-203広告
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　国民健康保険の保険料は前年所得が確定する6月中旬に決定し、各世帯に
保険料額通知書を送付します。31年度の保険料を、6月期～翌年3月期の10
回でお支払いいただくよう計算して通知します。

◇他の保険の適用となった方へ
　勤務先の保険に加入するなど他の保険の適用となった方は、国民健康保
険の脱退手続きが必要です。保険証などの新しい保険に加入していること
が分かるものと国民健康保険証を持参の上、国保年金課国保資格係（区役
所東棟2階）または区民事務所へお越しください。

◇申告はお済みですか？
　国民健康保険料は、加入者全員の前年の所得を基に算定します。前年の
所得に関する申告がない場合、保険料が確定できないだけでなく、減額の
判定もできませんので、確定申告または住民税の申告がお済みでない方は
早めに申告をお願いします。
問国保年金課国保資格係☎︎5307-0641

〈31年度国民健康保険料〉
医療分

（全ての加入者）
後期高齢者支援金分
（全ての加入者）

介護分
（40～64歳の加入者）

均等割額
（加入者
1人当たり）

年額3万9900円 年額1万2300円 年額1万5600円

所得割額 賦課標準額※
×7．25％

賦課標準額※
×2．24％

賦課標準額※
×1．78％

最高限度額 61万円 19万円 16万円

※賦課標準額=前年の総所得金額等－住民税の基礎控除額（33万円）。

年間保険料　＝　医療分　＋　後期高齢者支援金分　＋　介護分

◇口座振替をご利用ください
　みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな銀行、西武信用金庫、ゆうちょ銀行を
利用している方は、国保年金課（区役所東棟２階）または区民事務所で簡
単に口座振替の手続きが完了します。
※手続きができるのは、口座名義人の方に限ります。
※一部非対応のカードがあります。

◇納付書での納付
　銀行などの金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局を含む）、コンビニエンススト
ア、国保年金課（東棟2階）、区民事務所で納付できます。ただし、30万円
を超える納付書はコンビニエンスストアでは使用できません。また、「31年3
月31日までコンビニエンスストアでご利用になれます」と記載がある納付書
は、4月1日以降、コンビニエンスストアでは利用できません（金融機関、区
役所などでは使用できます）。
　納付書で保険料を納めている方は、携帯電話を利用した納付もできます。
詳細は、区ホームページをご覧ください。
問国保年金課国保収納係☎︎5307-0374

　糖尿病性腎症等のリスクがある方に、重症化予防のための保健指導を実
施します。疾病管理の教育を受けた保健師・看護師が面談・電話を行う6カ
月間の継続支援プログラムです。かかりつけ医と連携して、生活習慣のアド
バイスや糖尿病に関する情報提供を行い、健康と生活の質の向上を目指しま
す（無料）。
内委託事業者 DPPヘルスパートナーズ　対杉並区の国民健康保険に加入
の方で、血糖高値・腎機能低下がみられる方　申申込書（4月中旬に対象者へ
送付）を、委託事業者へ返送　問国保年金課医療費適正化担当　他電話で
参加のご案内をすることがあります

保険料の納付をお忘れなく

対象者へ糖尿病性腎症等重症化予防プログラムの
ご案内をお送りします

杉並区国民健康保険に加入している方へ
31年度国民健康保険料の料率が決まりました

杉並区特定不妊治療費助成等のご案内
〜男性不妊治療に係る医療費助成を開始しました

不妊専門相談
　不妊外来を担当する看護師が、不妊についての専門的な相談に個別に応
じます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
時4月18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）　申電
話・ファクス（13面記入例）で、杉並保健所健康推進課☎︎3391-1355 FAX

3391-1377　問同課

杉並区特定不妊治療費助成
　特定不妊治療（体外受精および顕微授精）費の一部について、東京都特定
不妊治療費助成を受けている夫婦（事実婚は含みません）を対象に助成します。
　また、東京都で助成金の承認決定をされた男性不妊治療（精巣内精子生検
採取法等）に係る医療費も助成の対象となります。

助成内容
①�特定不妊治療の医療費から、東京都特定不妊治療費助成事業での助成額を
差し引いた実費額のうち、治療１回につき治療ステージごとの上限額（Ａ、
Ｂ、Ｄ、Ｅ＝5万円。Ｃ、Ｆ＝2万5000円）を助成。
②�男性不妊治療に係る医療費から、東京都での助成額を差し引いた実費額のう
ち、上限額5万円を上記①�に合算して助成。
※�東京都の不妊検査等助成に係る医療費助成は、杉並区特定不妊治療費助成
には含まれません。

〈年齢別助成回数〉
初回（通算1回目）申請時の治療開始年齢※1・2 助成回数（上限）※3

39歳以下の方 43歳になるまでに通算6回まで

40～42歳の方 43歳になるまでに通算3回まで

※1.43歳以上の方の助成はありません。
※2．�「治療開始年齢」は、東京都の助成申請時の提出書類「特定不妊治療
費助成事業受診等証明書」に記載されている治療開始日時点の妻の年齢です。

※3.�年度内で制限はありませんが、過去の助成回数は合算されます。この上限
は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し、固
定されます。この上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始し
た治療は全て助成対象外です。

対象者（本人または配偶者が、次の要件全てに該当する方）
●東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を１年以内に受けている
※東京都の助成を受けていない方は、まず東京都へ申請をしてください。
● �区の助成の申請時に配偶者と法律上の婚姻関係にあり、夫婦またはその一方が

杉並区に住民登録がある
●他の区市町村から、同一の特定不妊治療に対し同種の助成を受けていない

申請方法
　必要書類（詳細は、区ホームページ参照）を、東京都の「特定不妊治療費
助成承認決定通知書」の発行日から１年以内に各保健センターへ持参（来所で
きない場合は保健センターにご相談ください）。
問杉並保健所健康推進課☎︎3391-1355

東京都不妊検査等助成
◆助成内容
　保険医療機関で行った不妊検査および一般不妊治療に要した費用（保険薬
局における調剤を含む）について、5万円を上限に助成（助成回数は夫婦一組
につき１回）。
※�特定不妊治療（体外受精・顕微授精）や男性不妊治療（精巣内精子生検採
取法等）に係る医療費の助成は別の助成制度になります。対象となる検査等
は、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

◆対象者・助成対象期間・申請方法・申請期限
　東京都福祉保健局へお問い合わせください。
問同局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当☎︎5320-4375
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発達障害啓発週間です4月 2日～
8日は

公園から歩く会
　4月から、新しい会場（大宮前体育館）が増えました。初めての方も一緒
に歩いてみませんか。
時 場下表のとおり／午前 10 時～正午（受け付け＝午前 9時 30 分～ 10
時）。雨天、災害、天候の急変や道路の残雪・凍結などの場合は中止　対
区内在住の 65 歳以上で、自立して所定時間内に 3～ 5㎞程度歩ける方　
問荻窪保健センター☎︎ 3391-0015　他歩きやすい服装で、飲み物�・帽子・
手袋持参。ポール、ステッキの使用不可

会場・集合場所 開催日

読書の森公園（荻窪3-39-16）▶正門
第 1月曜日
（5月 6日、
11月4日を除く）

善福寺公園（善福寺2・3丁目）▶ボート乗り場前 第1火曜日

善福寺川緑地（成田西3丁目）▶杉二小前広場
第 1金曜日

（5月 3日、32年
1月 3日を除く）

高井戸の里（高井戸東3-7-6）▶杉並清掃工場敷地内北西広場 第2水曜日

井草森公園（井草4-12-1）▶管理事務所前広場 第2木曜日

蚕糸の森公園（和田3-55-30）▶管理事務所前広場 第2金曜日

和田堀公園（大宮1・2丁目）▶大宮八幡大鳥居北側広場 第3火曜日

大宮前体育館（南荻窪2-1-1）▶体育館前広場 第3木曜日

妙正寺公園（清水3-21-21）▶遊具広場
第3金曜日

（32年3月20日
を除く）

馬橋公園（高円寺北4-35-5）▶管理棟前広場 第4火曜日

柏の宮公園（浜田山2丁目）▶遊具広場 第4水曜日

31 年度

増田寛也
の

自治体の将来ビジョンを描く際、まず把握しなければならないのは
人口動態です。社会保障政策、地域政策、産業政策などあらゆる政策
は、将来人口の行く末によって大きく左右されるからです。区では、
30年に新たな人口ビジョンを公表しました。これを見ると、人口は9
年（1997年）以降増加が続き30年（2018年）は約56万4000人、今後
も増加して46年（2034年）が人口のピークで約59万人超と予測してい
ます。一見すると人口減少とは無縁のように見えますが、29年（2017
年）の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む子どもの数）は
1.01と23区の中でも低位で、出生数も27年（2015年）をピークとして
ここ数年は減少傾向にあります。ではなぜ人口が増えているのでしょ

う。この主な要因は、区への転入数
が転出数を上回る社会増があるから
で、ここ3年間は毎年5000人以上の
転入超過となっています。しかし、
日本の総人口が減少する中で、今
後、地方の人口が減ることは確実な
ことから、区もその影響を受けるこ
とは避けられないでしょう。また、
間もなく団塊世代が75歳に達し、後期高齢者が増加することで、急激
に少子高齢化が進みます。これによって地域の活力の低下や税収の減
少、社会保障費の増大等を招く可能性があるとともに、生産年齢人口
（15～64歳）は30年から減少が始まるので、医療、介護分野などで人
手不足が生じて公共サービス水準が低下することも懸念されます。
このように人口ビジョンが示す数字からは、さまざまな未来を読み取

ることができます。しかし注意すべきは、未来は、われわれの意思や行
動で変えられるということです。区が30年に改定した「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」は、人口ビジョンをきちんと踏まえた上で区民の暮ら
しの安全・安心の向上につながる事
業が数多く盛り込まれています。ぜ
ひ一度ご覧になっていただきたいと
思います。

増田寛也・杉並区顧問（まち・ひと・しごと創生総合戦略担当）

〜杉並区人口ビジョンについて

 ―――問い合わせは、障害者施策課管理係へ。
■自閉症とは ?
　自閉症は、親のしつけや教育の問題ではありません。脳の発達の仕方の違い
から「他の人の気持ちや感情を理解すること」「言葉を適切に使うこと」「新し
いことを学習すること」などが苦手であり、一般的な「常識」と思われること
を身に付けることも苦手です。このため、真面目に取り組んでいても、誤解さ
れることがあります。

■こうしてもらえると助かります
　自閉症の人には、会話が苦手な人が多くいます。また、過敏で、人混みや大
きな音、光といった刺激を苦手とする人が多くいます。新しいことや、いつもと
やり方が違う時に、困って混乱することがあります。
　どうすればよいのか、正しい方法をできるだけ具体的に、穏やかに根気よく
接して、良い関係を作るようにしてください。

映画上映会・写真展関連事業
　自閉症のアマチュア写真家・米田祐二さんのドキュ
メンタリー映画の上映会・写真展などを開催します。
時内 4月14日㈰①午後2時～３時50分、4時30分
～6時20分＝映画「ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～」上映、
映画プロデューサー・貞末麻哉子さんのアフタートーク②午後１時30分～
６時30分＝写真展　場セシオン杉並（梅里1-22-32）　定①各70名程度
（申込順）　申問電話・ファクス(13面記入例)で、障害者施策課管理係 FAX
3312-8808

世界自閉症啓発デー4月 2日は

◇どこが変わったの？
●�想定される降雨を時間雨量114㎜⇒153㎜に変更しました。
●��予想される浸水深さの表示範囲をより安全な避難行動につながるよう
20㎝以上⇒10㎝以上に変更しました。

●��日頃の備えから避難行動に至るまでの流れを示し、
「いつ」「何をすればいいのか」の目安を分かりや
すく編集しました。

◇水害ハザードマップ配布場所
　土木計画課（区役所西棟４階）、防災課（西棟６階）、区民事務所。区
ホームページからも取り出せます。
※�ハザードマップで浸水が予想される区域内にお住まいの方には６月か
ら順次配布予定。

　区では、「洪水ハザードマップ」を改定し、「わが
家の水害ハザードマップ」を作成しました。
　激甚化する自然災害はいつ、どこで起こるか分かり
ません。皆さんの生命・財産を守るため、水害リスク
を把握し、災害に備えましょう。

 ―――問い合わせは、土木計画課へ。

杉並区人口ビジョン
（右2次元コードからご覧 
   になれます）

家族で水害に備えた行動に
ついて話し合いましょう。



　31年度の成人式を、下記のとおり開催します。お住まいの地域（町名）
によって開催時間が異なります。地域割は区ホームページをご覧ください。
時32年1月13日㈷午前10時30分（9時30分開場）、午後2時30分（1時30分
開場）　場杉並公会堂（上荻1-23-15）　対区内在住で平成11年4月2日～12
年4月1日生まれの方（該当する方へ11月末日頃に案内状を発送する予定）　
問児童青少年課青少年係☎3393-4760

　区では、生ごみのリサイクルと減量を推進するため、家庭用生ごみ処理機
の購入費補助を行っています。
内補助金額 本体購入金額（税込）の2分の1（上限2万円）　対区内在住で
生ごみ処理機を4月1日～32年3月31日に購入し、継続して使用する方（申
請は1世帯1基まで〈31～33年度内〉）　定予算の範囲内で申込順　申申請書（ご
み減量対策課〈区役所西棟7階〉で配布。電話での請求可）に領収書を添えて、
32年3月31日（必着）までに同課へ郵送・持参　問同課事業計画係　他ディ
スポーザータイプは対象外。同補助制度は、34年3月31日で終了予定▶暫定
措置 30年度以前に同補助を受けた方は、31～33年度内に1回限り申請可

31年度「成人祝賀のつどい」

　家庭で使い終わった天ぷら油や賞味期限の切れた食用油の回収を始めます。
区内5カ所に回収拠点を設置し、回収した食用油は、せっけんや肥料、バイオ
ディーゼル燃料等にリサイクルされます。ご協力ください。

―――問い合わせは、ごみ減量対策課事業計画係へ。
食用油の出し方
　油は冷めた状態で、もともと油の入っていた容器（瓶は使用不可）、また
はペットボトルに入れて出してくだ
さい。容器ごと回収拠点に持ち込
み、職員に直接手渡してください。
【注意】
●ふたをしっかりと閉める
●油かす等の固形物は入れない
●ペットボトルなどを使用する場合は、よく水気を切る
● �未使用の瓶に入っている油は回収可能

回収できる油
　サラダ油・ごま油・ラード・オリーブ油など家庭から出る食用油、賞味期限
が切れた食用油

回収できない油
　灯油やエンジンオイル等の鉱物油、飲食店等から出た業務用油（事業系）
〈回収拠点〉

場所 時間
ごみ減量対策課
（区役所西棟7階）

午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）

杉並清掃事務所
（成田東5-15-20） 午前8時30分～午後5時（日曜日、年末年始を除く）杉並清掃事務所方南支所
（方南1-3-4）
杉並清掃事務所
高円寺車庫

（高円寺南2-36-31）
午前8時30分～午後4時（日曜日、年末年始を除く）

環境活動推進センター
（高井戸東3-7-4） 午前9時～午後5時（水曜日、年末年始を除く）

家庭から出る食用油の回収を始めます

▲��回収イメージ
低炭素化推進機器等導入助成

助成対象
◆助成対象機器（限度額あり）
● �太陽光発電システム=限度額12万円
● �強制循環式ソーラーシステム=限度額6万円
● �自然循環式太陽熱温水器=限度額2万円
● �定置用リチウムイオン蓄電池=限度額8万円
◆助成対象機器（定額）
● �自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）＝5万円
● �家庭用燃料電池（エネファーム）=5万円
◆省エネルギー住宅（既存建物が対象。限度額あり）
● �高日射反射率塗装＝限度額15万円
● �窓断熱改修＝限度額15万円

申請対象者（次のいずれかを満たす方）
● �区内在住の方（設置完了までに区内在住になる方を含む）
●区内中小企業者（代表者が区民であること）
●共同住宅管理組合および管理者
●医療法人、社会福祉法人、学校法人
●町会・自治会、商店街組合等

受付期間
　4月4日～32年2月28日（完了報告は32年3月19日まで。予算枠に達し次第終了）

申請方法
　申請書類（環境課環境活動推進係〈区役所西棟7階〉で配布。区ホームペー
ジからも取り出せます）を、同係へ持参

その他
● �導入前の申請が必要
● �過去にこの助成を受けた機器での再申請は不可（耐用期間を超えている場
合は可）

● �詳細は、区ホームページ参照
問環境課環境活動推進係

家庭用生ごみ処理機の購入費を補助します

医療的ケアが必要な方のショートステイ事業

　４月から、医療的ケアが必要な方を対象としたグループホーム併設のショー
トステイ「うららか」を利用するための登録手続きを開始します。登録に当たっ
ては個別支援状況を確認の上、決定します。詳細は、お問い合わせください。
　なお、東京衛生病院で実施していた同事業については、3月末日をもって終了しました。
問障害者施策課管理係 FAX3312-8808
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広告

内主な配布方法 区立子供園・小中学校・特別支援学校のお子さんへ配布する
ほか、区役所・区民事務所・図書館・地域区民センターなどの区立施設や、区
内・区周辺の各駅の広報スタンドで配布▶発行部数 各号約3万部▶冊子規格
A4判カラー8ページ▶広告規格 縦46㎜×横92㎜（裏表紙外側下）▶募集枠
各号2枠▶広告料 1枠2万円　申申込書（教育委員会事務局庶務課庶務係

〈区役所東棟6階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）に広告原稿
案を添えて、4月26日午後5時（必着）までに同係へ郵送・持参　問同係　
他選定の上、掲載の可否を後日通知

内対象機器 ①急速充電設備②普通充電設備（充電用コンセント含む）▶
助成額 機器本体の購入価格の4分の1＋設置工事費（定額1万円）／限度額
①50万円②10万円。1000円未満は切り捨て。消費税を除く　対区内在住
の方（設置完了までに区内在住になる方を含む）、区内中小企業者（代表
者が区民であること）　申機器設置前に申請書（環境課環境活動推進係〈区
役所西棟7階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）を、4月4日
～32年2月28日に同係へ持参　問同係　他完了報告は32年3月19日まで
に提出。予算枠に達し次第終了。導入前の申請が必要。過去にこの助成を
受けた機器での再申請は不可（耐用期間を超えている場合は可）。詳細は、
区ホームページ参照



　東京都獣医師会杉並支部所属の協力動物病院で実施します。
時4月6日㈯～21日㈰　費注射料3100円。注射済票550円（即時交付）。新
規登録の場合は別途登録料3000円／いずれも1頭につき　問杉並保健所生
活衛生課管理係☎3391-1991　他詳細は、送付する「注射のお知らせ」「会
場一覧表」をご覧ください。車での来場不可。飼い犬の死亡届は、電話のほ
か電子申請でも受け付けています
犬の飼い主の皆さんへ
● �登録と狂犬病予防注射 犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の生涯に
一度の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、
鑑札・注射済票は犬に着けることになっています。これらを犬に着けておく
と、逃げてしまった際に飼い主に連絡がつきやすくなります。

● �ふん・尿の後始末 犬のトイレは、なるべく散歩の前に済ませましょう。出
掛けるときは、必ずちり紙、袋、水などを持参し、きちんと処理をしてくだ
さい。

● �鳴き声 無駄ぼえをするような場合は、室内へ入れる、散歩に連れていく、
カーテンなどで外からの刺激を遮断する等、ストレスを和らげるようにし
て、近隣への配慮をお願いします。

犬が人をかむ事故（咬
こう
傷
しょう
事故）が起きています

　宅配業者や登下校中の児童、また通行人がすれ違いざまに犬にかまれる、
という事故が起きています。
　外に出たときは、小型犬でも必ずリードにつなぎ、短めに持ってください。
思わぬ事故を避けるためにも、道路・公園等では周辺との安全な距離を保ち、
すぐに犬を制御できるようにしてください。伸縮性リードを使用するときでも、
人の行き交うところでは、リードを短くロックしてください。
　敷地内では、放し飼いにせず鎖等でつなぐか、囲いの中で飼ってください。
室内で飼う場合でも、玄関や窓から犬が飛び出さないよう注意しましょう。
　犬が人をかんでしまったときは、応急処置や医療機関の手配など、誠意あ
る対応をお願いします。また、すぐ保健所に連絡してください（東京都条例
により、犬の飼い主には事故の届け出義務があります）。

杉並区狂犬病予防定期集合注射

　カラスによるごみの散乱を防ぐため、ごみ集積所に設置する折り畳み式防鳥
用ボックスとカラスネットを配布しています。
仕様
● �折り畳み式防鳥用ボックス 大 幅180㎝×高さ66㎝×奥行60㎝▶小 幅
120㎝×高さ66㎝×奥行60㎝

● �カラスネット 大 縦3m×横4ｍ▶小 縦2ｍ×横3ｍ

申し込み・配布方法
● �折り畳み式防鳥用ボックス 往復はがきに設置するごみ集積所の住所・略
図、申込者の住所・氏名・電話番号、希望の大きさ（大または小）、新規
設置または交換のいずれかを書いて、下記受付窓口へ郵送。または直接窓
口で申請書に記入

●カラスネット 下記受付窓口、区民事務所で配布

受付窓口
　杉並清掃事務所、同事務所方南支所、ごみ減量対策課（区役所西棟7階）

折り畳み式防鳥用ボックス申し込みの際の注意
●5世帯以上で使用するごみ集積所1カ所に1台配布
● �新規設置や破損の著しいものとの交換を優先
● �申し込みから配布までに数カ月かかる場合あり
● �通行の妨げになるなどの支障があるときは、状況により配布できない場合あり
問杉並清掃事務所（〒166-0015成田東5-15-20☎3392-7281）、同事務所
方南支所（〒168-0062方南1-3-4☎3323-4571）

ごみ集積所のカラス被害にお困りの方へ

▲��折り畳み式防鳥用ボックス ▲�カラスネット

　「協働提案制度」は、区と地域活動団体（NPO法人や地域団体、事業者）
が、お互いの立場を尊重し、役割を分担しながら地域の課題解決に取り組
む制度です。
　それぞれの団体が活動の中で感じている地域課題の解決策について、各
団体・企業の特徴や得意分野を生かした具体的な事業をご提案いただき、よ
り暮らしやすいまちにするために、一緒に考えましょう。
時4月24日㈬午後6時30分～7時30分　場すぎなみ協働プラザ（阿佐谷南
1-47-17）　内協働提案制度の概要、募集内容、すぎなみ協働プラザの役割
申電話・Eメール（13面記入例）で、4月18日までにすぎなみ協働プラザ☎
3314-7260 info@nposupport.jp　問地域課協働推進係☎3312-2381

　「フレンドリーげんき」で
は、杉並区、豊島区、北
区、荒川区の中小企業、
商店などの従業員および事業主の皆さんの福利厚生の向上を目的とし、お得
で豊富なメニューを提供します。
内サービスの種類 給付金、補助券・割引券配布、チケット（遊園地、映画、
大相撲、野球等）あっせん、スポーツ施設利用ほか。杉並区独自の事業（宿
泊補助・人間ドック補助など）もあり　対区内の従業員500人以下の事業所・
商店・自営業の方（事業所単位で、従業員全員と事業主の方が入会）　費入
会金1人200円、月会費1人500円　申電話で、東京広域勤労者サービスセ
ンター杉並区営業所（詳細説明後、申込用紙を送付）
◆入会キャンペーン
　5月31日までに入会すると、入会金無料のほか、入会者全員にクオカード
3000円分を差し上げます。

問東京広域勤労者サービスセンター杉並区営業所☎6279-9117（平日午前
9時～午後5時）

フレンドリーげんき（東京広域勤労者サービスセンター）
会員募集

いずれも 

　震災時の電気火災を予防するため、区では特定の地域に居住する方、災害
時に地域の助けを必要とする方を対象に、簡易型感震ブレーカーの設置支援を
行います。
感震ブレーカーとは
　震度5強以上の揺れを感知すると自動的にブレーカーを落として、電気を
止める装置です。

対象者（3000世帯〈申込順〉）
● �一般対象者（設置費用一律2000円） 方南1・2丁目、阿佐谷北1～6丁目、
阿佐谷南1～3丁目、天沼1～3丁目、高円寺北1～4丁目、高円寺南1～5
丁目、本天沼1～3丁目、成田東1・2丁目、松ノ木1～3丁目、梅里1・2丁
目、堀ノ内1～3丁目、和田1～3丁目、大宮1・2丁目、和泉1～4丁目、永
福1～4丁目、下高井戸2～4丁目、浜田山1丁目の地域に居住または家屋
を有する方

● �特例対象者（設置費用を区で負担） 区内に居住する方のうち、①～④�の
いずれかに該当する世帯①65歳以上のみ②「身体障害者手帳」「愛の手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方がいる③「難病患者福祉手当」
を受けている方がいる④上記に該当しない世帯で地域のたすけあいネット
ワーク「地域の手」登録者がいる

申請方法
　申込書（防災課〈区役所西棟6階〉で配布。区ホームページからも取り出
せます）を、32年3月31日（予定。消印有効）までに同課へ郵送・持参。

その他
　ブレーカーの状況によっては設置できない場合があります。申請は1世帯1
回。分電盤が複数ある場合はお問い合わせください。上記対象者に該当しな
い方は防災用品のあっせんで購入いただけます（12面参照）。
問防災課

感震ブレーカーの設置を支援します
〜対象地域を拡大しました

31年度�協働提案募集説明会

平成31年（2019年）4月1日　No.2251

※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。

無料アプリ「マチイロ」で「広報すぎなみ」をもっと身近に！
「広報すぎなみ」をスマートフォンやタブレット端末でいつでも簡単に読むことができます。

  問広報課マチイロ で検索
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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

31年度防災用品のあっせん
　区では区内の一般家庭を対象に、消火器・火災警報器・防災用品をあっせんしています。

 ――― 問い合わせは、防災課へ。

 あっせん品の種類
　表１のとおり。見本は防災課（区役所西棟6階）にあります。詳細は、「防
災用品あっせんのご案内」（町会・防災会などの回覧、区役所・区民事務所、
地域区民センターなどで配布）や区ホームページをご覧ください。

 申し込み・配達・支払い方法
　代金は商品と引き換えにお支払いください。
①消火器・火災警報器
　配送先により業者が異なります。配達地域一覧（表2①）を確認の上、直
接各業者へ連絡してください。
②感震ブレーカー（分電盤タイプ）
　はがき・ファクス・Ｅメールに郵便番号・住所、氏名、電話番号、希望の
設置のタイプ（「外付け感震リレー」または「ホーム分電盤の交換」のいずれ
か）を書いて、直接業者（表2②）。
③その他防災用品
　はがき・ファクス・Ｅメールに郵便番号・住所、氏名、電話番号、商品
（商品番号・品名・数量）を書いて、直接業者（表2③）。自治会などの団体
で申し込む場合は、事前に電話で業者に連絡してください。

 あっせん期間
　32年3月31日まで。

※�1.��消火器には耐用年数があります。定期的に点検、買い替えをしましょう。
※�2.���火災警報器の取り付けは、取り付け場所により料金が異なりますので、各

配達地域の業者にお問い合わせください。
※�3.���「感震ブレーカーアダプター（ヤモリ）」の取り付けについては防災課まで

お問い合わせください。
（注意）区や消防署では消火器・火災警報器、防災用品の訪問販売はしておりま
せんのでご注意ください。

商品番号 品名 あっせん価格

消火器
※1

1 粉末ABC消火器（1.5kg） 6019円
2 粉末ABC消火器（3.0kg） 8797円
3 強化液消火器（1.0L） 7871円
4 強化液消火器（3.0L） 9260円
消火器引き取り
（1本につき）

Ａ　購入時の引き取り 926円
Ｂ　引き取りのみ 1852円

火災
警報器※2

5 住宅用火災警報器　煙感知用 2778円
6 住宅用火災警報器　熱感知用 2778円

感震
ブレーカー
（分電盤
タイプ）

7 外付けタイプ感震リレーのみ（製造年よりおおむね15年未
満） 1万8519円

8 外付けタイプ感震リレー・追加物品 2万1297円
9 外付けタイプ感震リレー・ホーム分電盤 3万9815円
10 感震ブレーカー機能付ホーム分電盤 6万6667円

避難・
防災用品

3265 手回し充電ラジオ・ICF－B09W（ライト内蔵。スマートフォン・携帯電話充電可〈一部未対応〉） 8200円

5090 ツインウェーブ（防災の達人） 500円
6135 エマージェンシーブランケット（約1.42m×2.13m） 640円

6150 コンパクト肌着セット（男性用。Ｔシャツ・ブリーフ・靴下・タオル各1点） 2000円

6160 コンパクト肌着セット（女性用。Ｔシャツ・ショーツ・靴下・タオル各1点） 2000円

7280 防じんマスク（10個） 1600円
7349 感震ブレーカーアダプター（ヤモリ）※3 2686円

7361 感震ブレーカーアダプター用オプション（ヤモリ・デ・リモート） 2200円

7362 感震コンセント（ヤモリ・デ・コンセント） 5900円
7965 タタメットBCP　プレーンタイプ（47～62㎝） 2880円
7983 タタメット　ズキン３（47～62㎝） 3040円

8934
杉並区特注非常持出袋（保存水〈２本〉・乾燥梅がゆ・ア
ルファ米〈わかめご飯〉・ミニクラッカー〈2缶〉・簡単ト
イレセット〈3枚〉・救急セット）

4824円

1041 エアゾール式簡易消火具　スーパールームガードⅣ 2720円

3304 LEDヘッドライト（単3電池1本、HIGH約8時間／ECO約16時間） 1264円

3111 LEDランタン（単1電池3本、HIGH約27時間／LOW約78時間） 2948円

商品番号 品名 あっせん価格

保存食・
非常食

2072 おかゆ缶（10缶。3年保存。特定原材料等〈アレルギー物質を含む食品〉27品目不使用） 2000円

2117 ポケットワンみそ汁10食セット 1275円

2321

保存食５年サポートセットⅡ（スーパー保存水、アル
ファ米〈ドライカレー・山菜おこわ・五目ごはん・梅が
ゆ〉、ファイバービスケット、ミニクラッカー、保存用
ビスコ、きなこ餅）

3040円

2404 尾西のライスクッキー10食セット（5年保存、特定原材料等〈アレルギー物質を含む食品〉27品目不使用） 1850円

2547 杉並区特注カレーセット（5年保存〈アルファ米。乾燥米の白飯6袋〉。3年保存〈カレー中辛3袋。甘口3袋〉） 1904円

2905 缶入ミニクラッカー（5年保存。10缶入） 2000円

2926 アルファ米（乾燥米）8袋セット（5年保存。白飯・赤飯・山菜おこわ・五目ごはん各2袋） 2144円

2934 スーパー保存水500mL（5年保存。24本入） 3072円
2935 スーパー保存水1.5L（5年保存。8本入） 1920円

2957 保存用即席乾燥餅セット（5年保存。きなこ・あんこ・いそべ各3袋） 3240円

2980 パンですよ！3種類×4缶セット（5年保存。チョコチップ味・レーズン味・コーヒーナッツ味） 3638円

家具類
転倒防止
用品

7037 ガラス飛散防止フイルム（ヘラ付き。縦92㎝×横185㎝） 2640円

7039 とびらロック（2組）、止め金具（2組）、クサリ（6㎝・9㎝。各1本） 1120円

7050 家具転倒防止板ふんばる君（2本1組。幅4.3㎝×90㎝） 1600円

7380 耐震シート薄型テレビ用（6枚入。50㎜×50㎜×厚5㎜。要取り付ける置き台の固定） 2000円

7420 不動王Ｔ型固定式2個組 2640円

7930 家具転倒防止器具（2本１組）鋼鉄製ＭＬ－35（25～35㎝用） 6960円

7931 家具転倒防止器具（２本１組）鋼鉄製ＭＬ－50（35～50㎝用） 6960円

7932 家具転倒防止器具（２本１組）鋼鉄製ＭＬ－80（50～80㎝用） 6960円

7933 家具転倒防止器具（２本１組）鋼鉄製ＭＬ－110（80～110㎝用） 7360円

7091 家具転倒防止器具（ふんばりくんZ）1本家具1台につき2本設置 3184円

トイレ・
衛生用品

6088 洋式便器用簡単トイレセット（受けネット・収便袋10枚） 2560円
6097 トイレ用脱臭剤（10年保存） 960円
6116 簡単トイレ（収便袋20枚スペア用） 2400円

6118 組立式簡単トイレセット（収便袋10枚・脱臭剤4袋・収納袋付き） 4000円

6197 からだふきボディータオル（レーヨン不織布、12枚。30㎝×60㎝） 544円

6107 さわやかトイレ10回分　ハーブの香り 1500円
6108 さわやかトイレ10回分　ローズの香り 1500円

区分 業者名 配達地域

①�消火器・火災警
報器

栃木屋商店（〒167-0051荻窪
4-28-9☎3391-6761 FAX3393-0142）

井草・上井草・下井草・今
川･桃井・上荻・天沼・本天
沼・善福寺・荻窪・西荻南

新山防災（〒166-0011梅里2-9-9☎
3313-8731 FAX3313-6100）

阿佐谷北・阿佐谷南・高円
寺北･高円寺南・成田西・成
田東・梅里・西荻北・南荻
窪・清水・宮前

渡辺防災設備（〒168-0062方南
1-51-６☎3322-8819 FAX3322-2303）

和田・方南・和泉・堀ノ内・
松ノ木・大宮・久我山・松
庵・永福・浜田山・高井戸
西・高井戸東･上高井戸・下
高井戸

②�感震ブレーカー
（分電盤タイプ）

東京都電気工事組合杉並中野地
区本部（〒166-0003高円寺南
2-1-4シャンボール新高円寺104☎
5929-7676 FAX5929-7484 info@
denkikouji-sn.com）

区内全域

③その他防災用品

東京都葛飾福祉工場「杉並区防災用
品あっせん係」（〒125-0042葛飾
区金町2-8-20☎3608-3541 FAX3608-
5200 suginami-tkf@tocolo.
or.jp）

区内全域

〈表1〉 （送料込み・消費税抜き価格）

〈表2〉
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ラリー　問文化・交流課地方創生担当
大田黒公園「桜茶と和菓子を楽し
もう」
時4月19日㈮～21日㈰午前10時～午後
4時（売り切れ次第終了）　場同公園
（荻窪3-33-12）　費300円　問同公園
管理事務所☎3398-5814

子ども読書の日記念「のまりんの
紙芝居劇場」
時 場4月20日㈯①午前10時30分～11
時30分＝方南児童館（方南1-51-7）②
午後2時30分～3時30分＝永福図書館
（永福4-25-7）　内出演 野間成之　定
①100名②60名（いずれも先着順）　
問①方南図書館☎5355-7100②永福
図書館☎3322-7141　他①は方南児童
館との協働事業
 おはなし会フェスタ
時4月28日㈰午前11時～11時45分　場
阿佐谷図書館（阿佐谷北3-36-14）　内
おはなし会、ミニ工作会　対小学生以
下のお子さんとその保護者　定 30名
（先着順）　問阿佐谷図書館☎5373-1811

Cap講演・講座① 
企画展「すぎなみの地域史2　高井
戸」関連イベント「連続講演会」
　高井戸の地域史について、各年代ご
との講演会を行います。
時 内4月14日㈰＝考古遺跡▶21日㈰＝
中・近世▶28日㈰＝近現代／いずれ
も午後2時～3時30分　場郷土博物館
（大宮1-20-8）　対小学生以上の方　定
各60名（先着順）　費各100円（観覧
料。中学生以下無料）　問郷土博物館
☎3317-0841

 省エネなんでも相談・機器展示会
時4月8日㈪～12
日㈮午前8時30
分～午後5時（相
談窓口は午前9時
から）　場区役所
1階ロビー　内区
の助成対象機器等（太陽光発電、ソー
ラーシステム、太陽熱温水器、蓄電池
ほか）の展示・紹介、省エネなんでも
相談窓口　対区内在住・在勤・在学の
方　問環境課　他電気・ガス・水道
の検針票を持参するとより詳しい相談
ができます。期間中はゴーヤーとアサ
ガオの種を配布

展示「杉並名誉区民・小柴昌俊博
士とニュートリノ天文学」
　ニュートリノやカミオ
カンデのパネルと光電
子増倍管の展示やDVD
映像で小柴昌俊博士の
業績を紹介します。
時 内 4月15日㈪～19日
㈮午前9時～午後5時▶展示解説 18日
㈭・19日㈮午後2時～4時30分（元東
京大学宇宙線研究所広報担当・福田蓉
子）　場区役所1階ロビー　対小学生以
上の方　問社会教育センター☎3317-
6621

北 海 道 の 四 季 を 感 じ る 「 宗 谷 線
フォトコンテスト入賞作品展」
時4月15日㈪～26日
㈮午前9時～午後5時
（21日㈰を除く）　場
区役所2階区民ギャ

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

小児救急普及事業　赤ちゃんの病
気と手当て
　急病時の適切な対処方法、上手な小児
科医へのかかり方などをお話しします。
時 4月16日㈫午前11時～午後0時30
分　場和泉保健センター（和泉4-50-
6）　師はら医院医師・原みさ子　対0
歳児（第1子）の保護者　定25名（申
込順）　申 問電話で、和泉保健セン
ター☎3313-9331

杉並でくらす外国人のためのにほ
んご教室
時4月19日～7月12日の火・金曜日、午
後6時30分～8時30分（4月30日、5月
3日・17日・31日を除く。計21回）　場
セシオン杉並　師にほんご学習すぎな
みの会　対区内在住・在勤・在学の外
国人　費月2000円×3回（別途テキス
ト代）　申Eメール（記入例）に携帯電
話番号も書いて、にほんご学習すぎな
みの会 suginaminihongo@gmail.
com。またははがき（記入例）に携帯
電話番号も書いて、社会教育センター
（〒166-0011梅里1-22-32セシオン杉
並内）　問にほんご学習すぎなみの会
☎090-7212-7909、社会教育センター
☎3317-6621�　他1歳～就学前の託児
あり（事前申込制）。クラス分けのた
めの面接を4月16日㈫午後6時30分か
らセシオン杉並で実施

アロマクラフト教室
時 4月21日㈰午前10時～正午　場下
高井戸区民集会所（下高井戸3-26-1）　
師大久保まりえ　対区内在住で15歳以
上の方（中学生を除く）　定30名（申
込順）　費1000円　申問電話で、下高
井戸区民集会所☎5374-6192

年のせいだと諦めない体づくり～家
庭でできる認知症予防エクササイズ
時4月24日㈬午後1時30分～3時　場
方南会館（和泉4-42-5）　師河北リハ
ビリテーション病院セラピー部理学療
法士・坂口結香、作業療法士・手代木
愛美　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方南☎5929-2751

農業公園「レイズドベッドを使っ
た農業体験教室　2019春夏講座」
時4月24日～7月3日の毎週水曜日、午前
10時30分～11時30分（計11回。雨天中
止）　場成田西ふれあい農業公園（成田
西3-18-9）　対区内在住で、しゃがんで
行う農作業が困難な高齢者、車椅子を使
用している方　定10名（抽選）　費1000
円　申往復はがき（記入例）で、4月10
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　
他結果は4月中旬に通知
「ウオーキング講座」歩いて延ばそ
う健康寿命 シニア
時6月5日㈬・19日㈬・26日㈬午後1時
30分～3時30分（全3回要出席）　場
ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
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、4月
22日（必着）までに荻窪保健センター
（〒167-0051荻窪5-20-1）　問同セン
ター☎3391-0015　他筆記用具、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
 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
時4月21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　他1人1点まで
◆我が家の屋根に乗せるなら　太陽光
発電or太陽熱温水器
時4月27日㈯午後2時～4時　場同セン
ター　内特徴、価格、助成金などの情
報　師矢崎エナジーシステム環境シス
テム事業部・西谷栄師　対区内在住・
在勤・在学の方　定20名（申込順）
◆ネイチャーゲーム　元気にあそぼう
時4月28日㈰午後1時30分～4時（雨天
中止）　場妙正寺公園（清水3-21-21）　
師すぎなみシェアリングネイチャーの
会　対区内在住・在学で4歳以上の方
（小学3年生以下は保護者同伴）　定30
名（申込順）　費100円（保険料）　他
バンダナ・敷き物・飲み物持参

いずれも�
申 問電話で、環境活動推進センター
（高井戸東3-7-4☎5336-7352）

ゆうゆう館名 内容 日時

下井草館（下井草3-13-9
☎ FAX3396-8882）

大人のリトミック
～音楽に合わせて体を動かそう★

4月16日から毎月第1・3火曜日、午前10時30分～正午　定 15名
（申込順）　費1回500円

荻窪館（南荻窪2-25-17
☎ FAX3335-1716）

手びねりで造る楽しい益子焼教室
★

9月までの毎月29日、午前10時～正午（計6回）　定 16名（申込順）　
費3000円（別途材料費各回1300円）

梅里堀ノ内館（堀ノ内3-37-4
☎ FAX3313-4319）

リフレッシュヨガ講座　体の調子
を整えスッキリ！★

4月15日から毎月第1・3月曜日、午後1時30分～3時　定 10名
（申込順）　費1回500円

高円寺北館（高円寺北3-20-8
☎ FAX3337-2266） かぎ針を使わない簡単編み物★ 4月24日㈬午後2時～3時30分　定6名（先着順）　費500円

善福寺館（善福寺2-26-18
☎ FAX3394-8963）

自分を活
い

かす渡邉康次のスペシャ
ルメイク講座★

4月19日㈮午前10時～正午　定 10名（申込順）　費 1000円　他
化粧品・メイク小物・手鏡持参

馬橋館（高円寺南3-29-5
☎ FAX3315-1249） 春まつり協働事業発表会 4月7日㈰午前9時30分～午後1時30分

永福館（永福2-4-9
☎ FAX3321-6632）

はじめてのウクレレ／初心者向け
ウクレレ講座★

4月14日から毎月第2・4日曜日、午前9時30分～11時　定10名（申込
順）　費1回1000円

催し

ゆうゆう館の催し 　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。★は長寿応援対象事業。

子育て
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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

分と企業のニーズをすり合わせてみま
しょう。
時 4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54歳以下で求職中の方　
定14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・表現法
時4月20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）
◆私らしく働きたい女性のために～キ
ラキラした自分探しにでかけましょう
時 4月23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
54歳以下で求職中の方　定20名（申
込順）
◆こんな会社がいい会社～安心して働
くための知識とマインド
　最新の労働市場を知って、企業選び
のモヤッとを解消しましょう。
時4月24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44歳以下で求職中の方　定
20名（申込順）
◆ハローワーク職員が解説する「55歳
からの再就職」～杉並の事例紹介
　55歳以上の再就職の上手な進め方に
ついてアドバイスします。
時 4月25日㈭午前10時～11時30分　

講演・講座② 
 杉並障害者福祉会館
◆障害者のためのパソコン相談
時4月14日～9月22日の第2・4日曜日、
午前10時～11時・11時～正午（6月9
日・23日、7月28日を除く）　師ITスク
エア杉並　対区内在住・在勤・在学で
障害のある方　定各回4名（申込順）�　
申電話・ファクス（13面記入例）で、
各開催日の前日までに同会館運営協議
会事務局
◆障害者のためのユニカール教室
時5月4日㈷・5日㈷午後1時～3時30分
（計2回）　師日本障害者スポーツ指導
員・石井功樹　対区内在住・在勤・在
学で障害のある方とその家族、支援者　
定18名（抽選）　申往復はがき（13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、手話通訳を
希望の方はその旨も書いて、4月15日
（必着）までに同会館運営協議会事務局

◆障害者のための各種教室
時 内 師 費右上表のとおり　対区内在
住・在勤・在学で障害のある方とその
介助者　定各15名（抽選）　申往復は
がき（13面記入例）に在勤・在学の方
は勤務先または学校名、手話通訳を希
望の方はその旨も書いて、4月13日（必
着）までに同会館運営協議会事務局

教室名 日時・講師・費用

陶芸

時5月4日～10月26日の原
則第1・3土曜日、午後1
時30分～3時30分（計10
回）　師陶芸家・高橋朋
子、足立夏代　費 2000
円

エンジョイ
スポーツ

時5月12日～32年3月8日
の原則第2日曜日、午後
1時30分～3時30分（計
10回）　師日本障害者ス
ポーツ協会上級指導員・
山本明子

ヨガ
＆

ストレッチ

時 5月26日㈰、6月23日
㈰、7月21日㈰午後1時
30分～3時30分（計3回）　
師障害者スポーツ指導
員・斉藤なみゑ　費300
円（保険料）

※�陶芸・エンジョイスポーツ教室は8月
を除く。

いずれも�
場 問杉並障害者福祉会館（〒168-
0072高井戸東4-10-5☎3332-6121 FAX
3335-3581）
 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
　企業の業務目的を正しく理解し、自

対おおむね55歳以上で求職中の方　
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

スポーツ
競技大会
わんぱく相撲杉並区大会 こども
時5月12日㈰午前9時～午後3時　場阿
佐ケ谷中学校（阿佐谷南1-17-3）　対区
内在住・在学の幼児・小学生　定300
名（抽選）　申同大会ホームページから
5月5日までに申し込み　問同大会実行
委員会事務局・門内☎070-2170-4492
（午前10時～午後5時）　他幼児は体験
のみ。男子は上半身裸、女子は体操着
で、短パンの上からまわしズボン着用
スポーツ教室
初心者ゲートボール教室
時 4月7日～5月5日の毎週日曜日、午
前10時～正午（計5回）　場上井草ス
ポーツセンター（上井草3-34-1）　師
区ゲートボール連盟・狛雅章　対区内
在住・在勤・在学の方　定20名（申込
順）　費500円　申 問電話で、区ゲー
トボール連盟・狛☎090-7729-2761　
他道具は貸し出します

下高井戸なごみ公園4月7日㈰オープン （下高井戸4-19-26）
◇開園式
時午前10時～11時　場同公園　内式辞、来賓祝辞、テープ
カットなど　他開園式終了後、花鉢を配布（200鉢〈先着順〉。
整理券を午前9時30分から配布）。車での来場不可

問みどり公園課公園整備係

公園の概要 面積 約1137㎡▶主な施設 あずまや、複
合遊具、健康遊具、ブランコほか

 催し
絵画展示会　絵画グループ燦

さ ん

　4月12
日㈮～15日㈪午前10時～午後6時（12
日は1時から。15日は4時30分まで）
／セシオン杉並／水墨画、油彩画、水
彩画などの展示／問絵画グループ燦・
宮本☎3312-3270
ニケキュレーターズセレクション＃04　
藤岡ちさ展　4月12日㈮～5月22日㈬午前
10時～午後5時（日曜日、祝日を除く。4
月14日㈰は特別開廊）／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
みんなで銭湯に行こう　区内銭湯でル
イボスティー湯を実施　4月14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）／小学生以下には
ジュースをプレゼント（数量限定）
わくわくフィールドSUGINAMI～親子
で体験。アウトドアを楽しもう！
4月14日㈰午前10時～午後2時／井草森

公園／ひも・ロープを使ったゲーム、野
草観察ほか／小学1～5年生（保護者同
伴）／30名（申込順）／申Eメール（13
面記入例）に親子の氏名、年齢も書い
て、4月10日までにボーイスカウト杉並
第11団 outdoor_bs11@yahoo.co.jp／
問同団体・篠原☎3395-2525（午前9時
～午後5時）／汚れてもよい服装・靴・
帽子で、飲み物持参。簡単な昼食あり
わくわくフィールドSUGINAMI～楽しい
ゲームの森を体験しよう　4月21日㈰午
前10時～午後1時／阿佐ケ谷神明宮（阿佐
谷北1丁目）／ボーイスカウト活動体験、
ゲーム、野外料理／区内在住で年長～小
学生のお子さんとその保護者／30名（先
着順）／問ボーイスカウト東京連盟あす
なろ地区杉並第12団・広瀬☎3336-5791
杉並野草展　4月19日㈮～21日㈰午前10時
～午後4時（21日は3時まで）／大田黒公
園／問杉並野草の会事務局☎3399-5634
座の市　4月20日㈯午前11時～午後5
時（売り切れ次第終了）／座・高円寺
／杉並でとれた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
城西病院ホスピタリティコンサート　
4月19日㈮午後7時～9時／城西病院
（上荻2丁目）／出演 川津直子（ピア

ノ）ほか▶演目 「ゼツメツキグシュ
ノオト～いきもののオト、きこえます
か？」／70名（先着順）／問城西病院・
平木☎3390-4166
阿佐谷スウィングウオーク　4月21
日㈰午後1時～5時／阿佐谷パールセン
ター商店街／アコースティック楽器によ
る街角生演奏イベント／問阿佐谷商店
街振興組合☎3312-6181
チ ャ リ テ ィ ー 杉 並 文 化 フ ォ ー ラ ム　

「童謡・唱歌」まつり　5月3日㈷午後3
時30分～5時30分／杉並公会堂／出演
作曲家・伊藤幹翁ほか▶曲目 「ゴ
ンドラの唄」ほか／小学生以上の方
／1000名（申込順）／全席指定4000
円／申チケット販売窓口 杉並公会
堂☎5347-4450／問NPO杉並文化村
☎5397-5503／区民20名を招待（抽
選） 往復はがき（13面記入例。2名ま
で連記可）で、4月15日（必着）までに
NPO杉並文化村事務局（〒166-8577阿
佐谷南3-35-21リボン館内）
Koto in Tokyo 2019　ポピュラー
琴コンサート　5月6日㉁午後2時～4時
30分／セシオン杉並／出演 琴エスワー
ルドミュージックスクール生ほか／500
名（申込順）／3500円。高校生1000円。
中学生以下無料／申問電話で、琴エス

ワールド東京教室・岩野☎5929-7188
善福寺川リバーサイド、ユリノキの花
と新緑を愛でるウオーキング　5月9日
㈭午前10時～正午（雨天中止）／集合・
解散 杉二小前広場（善福寺川緑地公園
前バス停付近）／花、樹木の解説／区内
在住の60歳以上で、4㎞程度自力で歩く
ことができる方／30名（申込順）／500
円（保険料含む）／申問電話で、4月29
日までに善ウオークの会・川田☎090-
3298-6948／リュックサック・帽子・
飲み物・タオル持参。長寿応援対象事業
日本の歴史建築～古都奈良の建築　5
月11日㈯午後1時30分～3時30分／高
井戸地域区民センター／東洋大学教
授・内田祥士／区内在住で60歳以上の
方／90名（先着順）／300円／問杉の
樹大学同窓会・塩澤☎090-5499-5712
阿佐谷薪能　5月11日㈯午後5時30分～
8時／阿佐ケ谷神明宮（阿佐谷北1丁目）。
雨天時は杉並第一小学校／出演 山本泰
太郎ほか▶1部＝区内小学生による連吟・
仕舞▶2部＝狂言「蝸牛」、能「高砂」／
小学生以上の方／350名（申込順）／
3000円。小中学生1000円／申チケット
販売窓口 区役所1階コミュかるショッ
プ／問あさがや能・狂言の会☎0800-
170-7700／5月4日㈷に事前勉強会開催

区の後援・その他の催し・講座など

申し込みは、各団体へ

情報ぽけっと
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 講演・講座
春爛

ら ん ま ん

漫　善福寺川ウオーキング～花
と樹木の観察会　4月7日㈰午前10
時～正午／集合 荻窪駅南口▶解散
西田橋（成田西4丁目）／環境カウン
セラー・山室京子ほか／区内在住・
在勤・在学の方（小学生以下は保護
者同伴）／25名（申込順）／1人300
円。小学生以下無料／申 ファクス
（13面記入例）で、NPO法人杉並環
境カウンセラー協議会 FAX 3392-0606
／問同会☎3392-0606／歩きやすい
服装で、雨具・飲み物持参。長寿応
援対象事業
歴史講演会「梁塵秘抄～後白河法皇
が愛した流行歌」　4月13日㈯午後1時
30分～3時30分／セシオン杉並／古
典文学研究家・貝瀬弘子／120名（先
着順）／300円／問杉並区歴史研究団
体連絡会・新村☎3397-0908
二胡奏者李さんの演奏と講演「定年後
のマッターホルン」　4月13日㈯午後2
時～4時／TOPOS（西荻南2丁目）／
出演 李英姿ほか／26名（申込順）／
1000円／申 問電話・ファクス（13
面記入例）で、4月13日までに日本産
業退職者協会事務局☎6240-9381 FAX
6240-9382

分譲マンション管理セミナー　4月16
日㈫①午後1時30分～3時＝セミナー
「失敗しない管理会社の選び方」②3
時～4時＝交流会／荻窪タウンセブン
（上荻1丁目）／マンション管理士・池
田秀人／区内在住のマンション管理組
合役員・区分所有者等／40名（申込
順）／申ファクス（13面記入例）で、
4月12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
ポールウオーキング体験会　4月25日
㈭午前10時～正午（雨天中止）／善福
寺川緑地（杉二小前広場）／区内在住
で65歳以上の方／20名（申込順）／
100円（別途ポールレンタル料200円）
／申 問電話で、4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／飲み物・帽子・
手袋・健康保険証持参。長寿応援対象
事業
河北健康教室「赤ちゃんのスキンケア
～今と昔」　5月15日㈬午後2時～3時
／暮らしの処方箋（阿佐谷南1丁目）
／河北総合病院助産師・本郷智代ほか
／40名（申込順）／申 問電話で、河
北医療財団広報室☎3339-5724（月
～金曜日午前9時～午後5時〈祝日を除

く〉）
東京女子大学　2019年度前期杉並
区内大学公開講座　5月17日㈮・24
日㈮・31日㈮、6月7日㈮・14日㈮・
21日㈮午後2時55分～4時25分（計6
回）／同大学／もっと知りたい！歌舞
伎十八番／同大学准教授・光延真哉／
区内在住・在勤・在学で18歳以上の
方／150名（抽選）／1000円／申往
復はがき（13面記入例）で、4月26日
（必着）までに同大学教育研究支援課
（〒167-8585善福寺2-6-1）／問同課
☎5382-6470
 その他
税金なんでも相談会　4月10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
シルバー人材センターリサイクル自
転車の販売　4月15日㈪～17日㈬午
前11時～午後4時（荒天延期。初日
は午前9時30分から整理券を配布）
／リサイクル自転車作業所（永福2丁
目）／販売価格 6700円～／問同作
業所☎3327-2287（土・日曜日を除
く）

相続、離婚、金銭問題等書類・手続無
料相談会　4月22日㈪午後1時～4時
／庚申文化会館（高円寺北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
税金なんでも相談会　4月23日㈫午前
10時～正午、午後1時～4時／東京税
理士会杉並支部（阿佐谷南3丁目）／
税金に関する相談（事業・相続・贈与
等）、帳簿のつけ方等／申 問電話で、
4月22日までに東京税理士会杉並支部
☎3391-1028／1人40分程度
あなたの力を地域でいかしてみませ
んか？「ささえあいサービス」　日
常生活を行うのが困難な高齢者や障
害のある方への食事作りや掃除など
の活動ができる方を募集▶謝礼 1時
間800円（家事）、1000円（介護）
／18歳以上の方／申 問電話で、杉
並区社会福祉協議会ささえあい係☎
5347-3131／会員登録後、研修を受
講（4月25日㈭午後1時30分～3時30
分）。ウェルファーム杉並で随時会
員登録を実施（要電話予約）

時4月10日㈬～7月15日㈷午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで。
7月15日は午後4時閉館。月曜日〈祝日の場合は翌平日〉、5月7日㈫・8日㈬
は休館）　場同ミュージアム（上荻3-29-5）　問同ミュージアム☎3396-1510

Ⓒ原ゆたか／ポプラ社

東京工芸大学　杉並アニメーションミュージアム
企画展

「かいけつゾロリ
大冒険フェア」

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

新潟県
小千谷市

小千谷
ふるさと

市場

4月22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、米菓などの販売

小千谷市
産業開発
センター
☎ 0258-
83-4800おぢや

フェア

4月28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

ゴルフ基礎講座
時4月10日～5月17日、5月29日～6
月28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（13面記入例）
で、各開講日の前日（必着）まで
に大友和男（〒166-0011梅里2-8-
3 FAX 042-463-5750）　問畔

あ

蒜
びる

☎090-
5560-0424　他振り替え受講可。無
料貸し出しクラブあり

ビーチスポーツイベント
　子どもから大人までどなたでも楽し
めます。
時4月14日㈰午後1時30分～4時30分
（雨天中止）　場永福体育館（永福1-7-6）　
内ビーチフラッグス、キックターゲット、
靴とばし、たからさがし、ディスクひろ
いほか　問スポーツ振興課　他動きや
すい服装で、タオル・飲み物持参

個人フットサルナイト �
時 4月16日～32年3月17日の第1・3
火曜日、午後7時～9時（8月6日・20
日、10月15日を除く。荒天中止）　場下
高井戸運動場（下高井戸3-26-1）　師
S-JUEGO・井口真　対区内在住・在

勤・在学で中学生以上の方（中学生
は保護者同伴）　定各回25名(先着順)　
費各600円。中学生各350円　問下高
井戸運動場☎5374-6191　他スパイク
使用不可

ふれあいスポ・レクまつり
時 内 4月29日㈷午前9時～11時＝健
康体操、ユニカール▶11時～午後1時
＝ボッチャ、スポレク太極拳▶1時～
3時＝バウンドテニス、ミニテニス▶
3時～5時＝インディアカ、ソフトバ
レー　場荻窪体育館（荻窪3-47-2）　
対区内在住・在勤・在学の方　問杉
並区スポーツ振興財団☎5305-6161

アクアエクササイズ講座
時5月7日㈫・14日㈫・21日㈫・28日
㈫午後1時15分～2時15分（7日は0時
30分から。計4回）　場スポーツハイツ
（堀ノ内2-6-21）　師 JSCA公認アクア
フィットネス上級インストラクター・大
方ことみ　定10名（申込順）　費6480
円　申 問電話で、スポーツハイツ☎
3316-9981　他水着・キャップ・タオ
ル・飲み物持参

障害者のためのわいわいスポーツ
教室「スポーツデビュー」
時5月11日㈯午前10時～正午　場高井
戸小学校（高井戸西2-2-1）　対区内在
住・在勤・在学の15歳以上で、障害の
程度が重い方　定30名（抽選）　申申

同センター　師①シミズオクトベー
スボールアカデミーコーチ、ワセダ
クラブ②FC東京普及部コーチ　対区
内在住・在勤（保護者）・在学の①小
学生（野球は小学1～3年生とその保
護者）②小学生以上　定各30名（野
球は30組。申込順）　申 問電話また
は直接、同センター（上井草3-34-1
☎3390-5707）
 ヴィムスポーツアベニュウ
◆丈夫な足腰をつくろう教室
時 内 5月8日㈬・15日㈬・22日㈬・
29日㈬午前10時～11時30分＝筋力
トレーニングマシン運動▶5月13日
㈪・20日㈪・27日㈪午後1時～2時
＝無理のない体操＆身体の機能改善
運動／計7回　対 65歳以上で医師か
ら運動制限を受けていない方
◆運動不足改善　カラダ若がえろう
教室
時5月11日～6月29日の土曜日、午前
10時15分～11時5分（5月25日を除く。
計7回）　対20～64歳の方

いずれも�
場 問ヴィムスポーツアベニュウ（宮
前2-10-4）　定各15名（申込順）　費
各7560円　申電話で、4月20日まで
にヴィムスポーツアベニュウ☎3335-
6644（午前11時～午後5時）　他同講
座受講経験者は申し込み不可

シニア

込書（スポーツ振興課〈区役所東棟6
階〉、福祉事務所、区体育施設、障
害者施設、障害者福祉会館、障害者
交流館で配布。区ホームページから
も取り出せます）を、4月16日午後5
時（必着）までにスポーツ振興課へ
郵送・持参　問スポーツ振興課　他
公共交通機関の利用が困難な方は、
リフト付き送迎バスが利用可。見学
は随時受け付け（事前予約制）▶
ボランティアも募集 電話・郵送・
ファクス（13面記入例）で、4月16
日（必着）までにスポーツ振興課 FAX
5307-0693

フォークダンス初心者講習会
時5月30日㈭、6月6日㈭・20日㈭・
27日㈭午後1時～3時　場妙正寺体育
館（清水3-20-12）　師岡本菅子　対
区内在住・在勤でフォークダンス
初心者　定 30名（申込順）　申往復
はがき（13面記入例）で、4月20
日（必着）までに大原洋子（〒168-
0064永福2-9-14）　問大原☎3324-
2721　他動きやすい服装で、上履
き・タオル・飲み物持参

上井草スポーツセンターリニュー
アルイベント �
時 内5月6日㉁①午前10時～11時30
分＝野球とラグビー体験教室②正午
～午後1時＝サッカー体験教室　場
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　地域で活動するために必要な知識や技術をすぎなみ地域大学で学び、まちで活動するきっかけを作りませんか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　̶̶問い合わせは、地域課地域人材育成係☎3312-2381へ｡

まちで活動を始める自分の姿を自由に描こう！
まちとつながる！まちあわせカフェ 6月18日■時 7月9日㈫・16日㈫・23日㈫・30日㈫午後7時～9時（計4回）　■場 区内各地

■定 20名
すぎなみ地域大学学長（元NHKアナウンス室長）がやさしく丁寧に！
まちに飛び出せ！コミュニケーション講座「話す」 5月21日■時 6月11日㈫・18日㈫・25日㈫午後6時30分～9時（計3回）　■場 区役所分庁舎

(成田東4-36-13)　■定 15名

アートをより身近なものに！
アートサポーター講座 5月6日

■時5月26日㈰午前10時30分～正午・29日㈬、6月19日㈬・26日㈬午後7時～9
時（他に1日実習日あり。計5回）　■場 区役所分庁舎（成田東4-36-13)　■定 20
名　■費 2000円

まちの魅力を記事にする！
区民ライター講座 5月6日

■時5月31日㈮、6月7日㈮・14日㈮・29日㈯、7月6日㈯・13日㈯午前9時30分～
午後1時（他に1日取材実習日あり。計7回）　■場 区内各地　■対 区内在住・在勤・
在学の方ほか　■定 20名　■費 3500円

最新の「食」健康知識で地域貢献！
食育推進ボランティア講座 5月22日

■時 6月12日㈬・19日㈬・26日㈬、7月3日㈬・10日㈬・17日㈬午後2時～4時
30分(計6回）　■場 杉並保健所（荻窪5-20-1）　■対 区内在住の方　■定 30名　■費 
3000円

子どもたちの成長を一緒に支えませんか？
学校介助員ボランティア講座 5月23日■時 6月13日㈭・20日㈭・27日㈭午前10時～正午（計3回）　■場 区役所分庁舎

(成田東4-36-13)　■定 30名　■費 1500円

公的な資格を3日間で取得しませんか？
福祉車両運転協力員講座 5月12日

■時 6月2日㈰午前10時～午後4時50分・9日㈰午前9時30分～午後4時30分・
16日㈰午前9時30分～午後5時30分（計3回）　■場 区役所分庁舎（成田東4-36-
13）ほか　■対区内在住・在勤・在学のおおむね68歳未満で、普通自動車運転免
許取得後3年以上経過した方　■定 20名　■費 1500円

いざという時の自信に！
救急協力員講座

5月の回は5月6日、
6月の回は6月9日

■時 5月25日㈯・26日㈰、6月29日㈯午前9時～午後1時30分（いずれか1日）　■場 
杉並保健所（荻窪5-20-1）　■対 区内在住・在勤・在学で16歳以上の方　■定 各
25名　■費 各500円

※■対 の記載がないものは、区内在住・在勤・在学の方。

日時・場所・対象・定員（抽選）・費用講座名 申込締め切り日（必着）

■時5月18日㈯午前10時30分～正午　■場セシオン杉並（梅里
1-22-32)　■師フリーアナウンサー・魚住りえ（右写真） ■定 500
名（申込順)　■申電話・ファクス・Eメールに公開講座名、
氏名、電話番号を書いて、地域課地域人材育成係

公開講座

〈開講講座一覧〉

5～7月開講講座の受講生を募集します

地域大学2次元コード
（すぎなみ地域コムの
すぎなみ地域大学ページ)

魚住りえの
「声と話し方＆聞く力を磨いて、
コミュニケーションスキルアップ！」

●すぎなみ地域大学＆すぎなみ大人塾共同開催講演会 ●アートサポーター講座から

お知らせ 高齢や体が不自由などさまざまな事情で、「広報すぎなみ」の入手が困難な方には郵送します。申し込みは広報課へ。

■時 5月26日㈰午前10時30分～正午
■場 区役所分庁舎（成田東4-36-13)　■師 座・高円寺
芸術監督　佐藤信（右上写真)　■定 30名（申込順）
■申 電話・ファクス・Eメールに公開講座名、氏名、
電話番号を書いて、地域課地域人材育成係

「地域イベントの
役割と楽しみ方」

はがき・ファクス・Eメール（13面記入例）に受講動機と修了後の活動、在勤・在学の方は勤務先・学校名も書いて、
地域課地域人材育成係（〒166-0015成田東4-36-13■FAX 3312-2387　  tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp）

すぎなみ地域大学■HP http://www.sugi-chiiki.com/tiikidaigaku/

各講座の詳細は、募集案内・すぎなみ地域大学ホームページをご覧ください。

世帯と人口
 (住民基本台帳) 
3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 306,772(31減)
 12,146(51減)
 2,594(  3増)

569,263
（56減）

264,370(  7増)
8,770(26減)

 551,534(30減)
 17,729(26減)

287,164(37減)
 8,959(     0)

321,512
（79減）

魅力溢れる公開講座はこちら！
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