
ツイッター（Twitter）
▶イベント情報など

　イベント情報や区からのお知らせ、日々のちょっとし
た出来事などをお届けします。
アカウント名＝杉並区広報課

▶地震・水防情報など
　災害時の情報やその他災害に関連した区の取り組
みなどの情報を投稿しています。
アカウント名＝杉並区（地震・水防情報等）

フェイスブック（Facebook）
　区の取り組みや地域の魅力、イベント情報など、区民
の皆さんの知りたい情報を発信しています。
アカウント名＝杉並区広報課

ユーチューブ（YouTube）
　広報番組「すぎなみスタイル」「すぎなみビトMOVIE」
をはじめ、区長記者会見動画や各課作成の動画などを配
信しています。
アカウント名＝杉並区公式チャンネル

▶すぎなみスタイル
　区が行う取り組みをはじめ、まちの
話題や出来事などを紹介しています。

（ケーブルテレビJ:COM東京でもご
覧いただけます）

▶すぎなみビトMOVIE
　広報すぎなみの特集「すぎなみビ
ト」を動画でお届けします。紙面に掲
載されていないインタビューなどを紹
介します。

　区からのお知らせやイベント情報
など、さまざまな情報をいち早くお
届けしています。窓口のご案内をはじめ、気象情報
や災害情報などもご確認いただけます。

　区の施策や講演・講
座などの各種事業など
をお知らせします。新
聞折り込みでお届けす
るほか、区立施設や区
内各駅、コンビニエン
スストアなどにも置い
てあります。希望する
方には個別に送付して
います。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/

すぎなみ学倶楽部

■ 発行：毎月2回、1日・15日

杉並区公式ホームページ

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）

広報すぎなみ

　「歴史」「ゆかりの人々」「スポーツ」「食」「文化・雑学」「自
然」など、さまざまなジャンルで区民ライターが杉並区の
魅力を発信する情報サイトです。

「なみじゃない、杉並!」
中央線あるあるプロジェクト

　地域の産業団体を中心に構成される「中央線あるあるプ
ロジェクト実行委員会」が運営するWEBサイト。「なみじゃ
ない、 杉並！」を合言葉に杉並区内のJR中央線4駅（高円寺、
阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪）沿線の観光情報を発信しています。

広報課

広報課 広報課

産業振興センター観光係

広報課

広報課

広報課

　次代を担う子どもたちがさまざ
まな分野における国内外での体
験・交流事業への参加を通して、
視野を広げ、将来の夢に向かって
健やかに成長できるよう支援する
ために活用します。
【活用例】

● 区主催の派遣・交流事業
● 民間団体等が行う基金の趣旨に

合致する事業への助成

次世代育成基金

児童青少年課
☎3393-4760

　高齢者・障害者・児童福祉施設
の整備、社会福祉資源や社会福祉
活動の充実のために活用します。
【活用例】

● 高齢者、障害者、児童に関する福
祉施設の建設助成、改修費など

社会福祉基金

保健福祉部管理課

貴重なみどりを守るため民有地
の樹木や樹林の保全、区を代表す
る公園等の整備などに活用します。
【活用例】

● 民有の保護樹林の補助金
● 保護樹木等にかかる賠償責任保

険料の一部
● 区を代表する公園などの整備

みどりの基金

みどり公園課

　さまざまな地域貢献活動に取り組むNPO
を支援するために活用します。
【活用例】

● 子どもたちを見守り、育てる
● 高齢者の健やかな毎日を支える
● だれもが安心して暮らせるまちに

NPO支援基金

地域課　☎3312-2381

荻外荘の復原・整備

国の史跡である「荻外荘」は、昭和戦前
期に総理大臣を3度務めた近衞文麿の別
邸でした。その往時の姿への復原と、訪れ
る方々をおもてなしできる公園の整備に活
用します。 みどり公園課

日本フィルハーモニー交響楽団
被災地支援活動の応援

　杉並区に拠点を置く日本フィルハーモ
ニー交響楽団の音楽を通じた被災地支援活
動「被災地に音楽を」で使用する体験用楽器
等の購入に活用します。
文化・交流課

杉並区の
情報ツール

　区が発行している広報紙や運営
するSNSなど、暮らしに役立つ情
報ツールをご紹介します。

杉並区の
ふるさと納税

　地方の活性化やお礼の品づくり
を通した障害者の就労支援、子ど
もたちの笑顔につながる児童養護
施設等へのプレゼントなど、寄附
の精神に基づいて、ふるさと納税
制度を運用しています。

てきがいそう

「児童養護施設や乳児院」へのプレゼント
　区民の方が4つの基金へ寄附していただいた場合は、お礼の品相当額を区内
の児童養護施設や乳児院にプレゼントすることができます。

「ふるさとチョイス」からの寄附
ふるさとチョイス　杉並区 検索

区民生活部管理課 ふるさと納税担当
☎5307-0780

荻外荘復原イメージ被災地慰霊祭での演奏

交流自治体中学生親善野球大会 障害者福祉施設の様子

NPO支援基金のポスター

坂の上のけやき公園
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ツイッター（Twitter）
▶イベント情報など

　イベント情報や区からのお知らせ、日々のちょっとし
た出来事などをお届けします。
アカウント名＝杉並区広報課

▶地震・水防情報など
　災害時の情報やその他災害に関連した区の取り組
みなどの情報を投稿しています。
アカウント名＝杉並区（地震・水防情報等）

フェイスブック（Facebook）
　区の取り組みや地域の魅力、イベント情報など、区民
の皆さんの知りたい情報を発信しています。
アカウント名＝杉並区広報課

ユーチューブ（YouTube）
　広報番組「すぎなみスタイル」「すぎなみビトMOVIE」
をはじめ、区長記者会見動画や各課作成の動画などを配
信しています。
アカウント名＝杉並区公式チャンネル

▶すぎなみスタイル
　区が行う取り組みをはじめ、まちの
話題や出来事などを紹介しています。

（ケーブルテレビJ:COM東京でもご
覧いただけます）

▶すぎなみビトMOVIE
　広報すぎなみの特集「すぎなみビ
ト」を動画でお届けします。紙面に掲
載されていないインタビューなどを紹
介します。

　区からのお知らせやイベント情報
など、さまざまな情報をいち早くお
届けしています。窓口のご案内をはじめ、気象情報
や災害情報などもご確認いただけます。

　区の施策や講演・講
座などの各種事業など
をお知らせします。新
聞折り込みでお届けす
るほか、区立施設や区
内各駅、コンビニエン
スストアなどにも置い
てあります。希望する
方には個別に送付して
います。

https://www.city.suginami.tokyo.jp/

すぎなみ学倶楽部

■ 発行：毎月2回、1日・15日

杉並区公式ホームページ

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）

広報すぎなみ

　「歴史」「ゆかりの人々」「スポーツ」「食」「文化・雑学」「自
然」など、さまざまなジャンルで区民ライターが杉並区の
魅力を発信する情報サイトです。

「なみじゃない、杉並!」
中央線あるあるプロジェクト

　地域の産業団体を中心に構成される「中央線あるあるプ
ロジェクト実行委員会」が運営するWEBサイト。「なみじゃ
ない、 杉並！」を合言葉に杉並区内のJR中央線4駅（高円寺、
阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪）沿線の観光情報を発信しています。

広報課

広報課 広報課

産業振興センター観光係

広報課

広報課

広報課

　次代を担う子どもたちがさまざ
まな分野における国内外での体
験・交流事業への参加を通して、
視野を広げ、将来の夢に向かって
健やかに成長できるよう支援する
ために活用します。
【活用例】

● 区主催の派遣・交流事業
● 民間団体等が行う基金の趣旨に

合致する事業への助成

次世代育成基金

児童青少年課
☎3393-4760

　高齢者・障害者・児童福祉施設
の整備、社会福祉資源や社会福祉
活動の充実のために活用します。
【活用例】

● 高齢者、障害者、児童に関する福
祉施設の建設助成、改修費など

社会福祉基金

保健福祉部管理課

貴重なみどりを守るため民有地
の樹木や樹林の保全、区を代表す
る公園等の整備などに活用します。
【活用例】

● 民有の保護樹林の補助金
● 保護樹木等にかかる賠償責任保

険料の一部
● 区を代表する公園などの整備

みどりの基金

みどり公園課

　さまざまな地域貢献活動に取り組むNPO
を支援するために活用します。
【活用例】

● 子どもたちを見守り、育てる
● 高齢者の健やかな毎日を支える
● だれもが安心して暮らせるまちに

NPO支援基金

地域課　☎3312-2381

荻外荘の復原・整備

国の史跡である「荻外荘」は、昭和戦前
期に総理大臣を3度務めた近衞文麿の別
邸でした。その往時の姿への復原と、訪れ
る方々をおもてなしできる公園の整備に活
用します。 みどり公園課

日本フィルハーモニー交響楽団
被災地支援活動の応援

　杉並区に拠点を置く日本フィルハーモ
ニー交響楽団の音楽を通じた被災地支援活
動「被災地に音楽を」で使用する体験用楽器
等の購入に活用します。
文化・交流課

杉並区の
情報ツール

　区が発行している広報紙や運営
するSNSなど、暮らしに役立つ情
報ツールをご紹介します。

杉並区の
ふるさと納税

　地方の活性化やお礼の品づくり
を通した障害者の就労支援、子ど
もたちの笑顔につながる児童養護
施設等へのプレゼントなど、寄附
の精神に基づいて、ふるさと納税
制度を運用しています。

てきがいそう

「児童養護施設や乳児院」へのプレゼント
　区民の方が4つの基金へ寄附していただいた場合は、お礼の品相当額を区内
の児童養護施設や乳児院にプレゼントすることができます。

「ふるさとチョイス」からの寄附
ふるさとチョイス　杉並区 検索

区民生活部管理課 ふるさと納税担当
☎5307-0780

荻外荘復原イメージ被災地慰霊祭での演奏

交流自治体中学生親善野球大会 障害者福祉施設の様子

NPO支援基金のポスター

坂の上のけやき公園
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