
号数 主な内容 URL（YouTube杉並区公式チャンネル）

平成26年度1号
（平成26年3月30日）

•上井草スポーツセンター「体力測定会」
•おやこみゅ「親子で楽しむ本格歌舞伎」
•ワンポイント手話「小学校、中学校、高校」

https://www.youtube.com/watch?v=qlkQJATPkVg&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=100

平成26年度2号
（平成26年4月6日号）

•はじめて学ぶ自転車のルール　乗って学ぼう編
•すぎなみイチ押し情報局No.4
「すぎなみ地域大学　5月～7月開講講座受講生募集」
•ワンポイント手話「車、バイク、自転車」

https://www.youtube.com/watch?v=wlTzX6fxKc4&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=99

平成26年度3号
（平成26年4月13日号）

•第27回蚕糸の森まつり
•フラワーアレンジメント
•ワンポイント手話「どこに行くの？富士山よ」

https://www.youtube.com/watch?v=mMbYYB14CbE&list=P
L0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=98

平成26年度4号
（平成26年4月20日号）

•春の大型連休、区内イベントのご案内
•ウオーキングで認知症予防！「公園から歩く会」

https://www.youtube.com/watch?v=dnglwKztOes&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=97

平成26年度5号
（平成26年4月27日号）

•おやこじてんしゃミニ勉強会
•まちの湯健康事業の紹介
•ワンポイント手話「ハイキング、山登り」

https://www.youtube.com/watch?v=5Ob4_hp4fzQ&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=96

平成26年度6号
（平成26年5月4日号）

•みんなの夢をきいてみよう！～小学6年生編
•トータルスポーツ教室「苦手にチャレンジ」

https://www.youtube.com/watch?v=55QEVQ8plFE&list=PL
0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=95

平成26年度7号
（平成26年5月11日号）

•アンネ・フランク展とアンネのバラ
•ソチパラリンピック日本代表選手講演会
•ワンポイント手話「水泳、ダイビング」

https://www.youtube.com/watch?v=aWBi8heLn0w&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=94

平成26年度8号
（平成26年5月18日号）

•沖縄タウン「うりずん祭り」
•大宮八幡宮「稚児行列」

https://www.youtube.com/watch?v=RwBa6aK3Bxs&index=9
3&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度9号
（平成26年5月25日号）

•天沼検定が学校から地域に広がっています！
•国際交流の輪を広げる杉並区交流協会

https://www.youtube.com/watch?v=evxdiYJxr3s&index=92&
list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度10号
（平成26年6月1日号）

•空高く飛ばそう！手投げグライダー
•上井草スポーツセンター「かけっこ教室」

https://www.youtube.com/watch?v=ITIpffHp8bQ&list=PL0R
5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=91

平成26年度11号
（平成26年6月8日号）

•第25回ハロー西荻
•杉並チャリティー・ウォーク2014
•ワンポイント手話「寝る、起きる、食べる」

https://www.youtube.com/watch?v=hAqKrJOCyIQ&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=90

平成26年度12号
（平成26年6月15日号）

•障害者施設がゴーヤのカーテンを販売
•2014子どもフェスティバル

https://www.youtube.com/watch?v=IyCC90KzuLE&index=8
9&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度13号
（平成26年6月22日号）

•第9回荻窪ハーモニーまつり
•ごみの排出量が23区最少に！！
•千客万来！すぎなみ商店街インフォメーション
 7月開催分

https://www.youtube.com/watch?v=gzhV4hPif-
w&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=8
8

平成26年度14号
（平成26年6月29日号）

•杉並区立郷土博物館の来場者が40万人に！
•はつらつシニアNo.22
 「杉並アメニティー・シニアーズ」

https://www.youtube.com/watch?v=O0UfHVnx2u0&index=8
7&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度15号
（平成26年7月6日号）

•熱中症の正しい知識と予防法
•「夏をのりきる快眠法」講座
•ワンポイント手話「嬉しい、悲しい、面白い」

https://www.youtube.com/watch?v=flGCbx97wxo&index=86
&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度16号
（平成26年7月13日号）

•田中区長インタビュー
•都立農芸高校公開講座「やさしい小さな庭園づくり」
•杉並区・日本フィル提携20周年記念
 区役所ロビーコンサート

https://www.youtube.com/watch?v=QjREwxf7w2Q&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=85

平成26年度17号
（平成26年7月20日号）

•杉並区中学生レスキュー隊　発足式・合同訓練
•すぎなみ史跡散歩No.1「玉川上水周辺」
•ワンポイント手話「またメールするね」

https://www.youtube.com/watch?v=-
Ihhb9RNktY&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30E
S&index=84
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平成26年度18号
（平成26年7月27日号）

•すぎなみイチオシ情報局No.5
「阿佐谷七夕まつりの告知」
•自転車の手入れとパンクの直し方を習おう

https://www.youtube.com/watch?v=ElVZZR6CwTc&index=8
3&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度19号
（平成26年8月3日号）

•個人タクシー協同組合による自転車交通安全教室
•久我山稲荷神社「湯の花神事」
•ワンポイント手話「怒る、泣く、笑う」

https://www.youtube.com/watch?v=DvOG5Uk0XS8&index=
82&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度20号
（平成26年8月10日号）

•杉並中学生生徒会サミット
•アグリフェスタ2014

https://www.youtube.com/watch?v=S7cUo3qrUj0&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=81

平成26年度21号
（平成26年8月17日号）

•日本フィル　音楽をたのしむワークショップ
•生命の神秘にふれよう　セミの羽化観察

https://www.youtube.com/watch?v=k0k6cvh1624&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=80

平成26年度22号
（平成26年8月24日号）

•防災の日特集「いざというときに備えよう！」
•西荻おわら風の舞

https://www.youtube.com/watch?v=lDDpcHLnYN8&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=79

平成26年度23号
（平成26年8月31日号）

•女性特有のがんの予防について考える
•こすもす生活園「草木染体験」
•ワンポイント手話「みかん、バナナ、ぶどう」

https://www.youtube.com/watch?v=cv3eU7x1s9M&index=7
8&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度24号
（平成26年9月7日号）

•東京都・杉並区合同総合防災訓練
•ワンポイント手話「今日の晩ごはんは何？カレーよ」

https://www.youtube.com/watch?v=IwQGP-
Kr6ps&index=77&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s
30ES

平成26年度25号
（平成26年9月14日号）

•すぎなみイチ押し情報局No.6「まるごと台湾フェア」
•パパあつまれ　すぎなみパパ祭り2014
•ワンポイント手話「お手洗いはどこですか？」

https://www.youtube.com/watch?v=DbEnPhZ26Dk&list=PL
0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=76

平成26年度26号
（平成26年9月21日号）

•高円寺　秋の交通安全パレード
•杉並方南歌謡祭・みんなで踊ろうエイサー

https://www.youtube.com/watch?v=Wh64JvvzJa8&index=7
5&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度27号
（平成26年9月28日号）

•長寿応援ポイント事業が5周年を迎えました
•下高井戸運動場区民スポーツ教室「お月見ヨガ」
•ワンポイント手話「受付、診察、会計」

https://www.youtube.com/watch?v=oY8heKqjDnE&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=74

平成26年度28号
（平成26年10月5日号）

•まるごと台湾フェア
•すぎなみ史跡散歩No.2「荻窪八幡神社から地蔵坂へ」

https://www.youtube.com/watch?v=FLboxQpPTao&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=73

平成26年度29号
（平成26年10月12日号）

•杉並区と日本フィルハーモニー交響楽団との
 友好提携20年の歩み

https://www.youtube.com/watch?v=XCBuQHFCIl8&list=PL
0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=72

平成26年度30号
（平成26年10月19日号）

•第51回ふれあい運動会
•「防犯マンガ集」で特殊詐欺を防ぎます！
•鈴木福くんを「杉並区振り込め詐欺一日根絶大使」に
 任命

https://www.youtube.com/watch?v=Yz_eBVxoPaE&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=71

平成26年度31号
（平成26年10月26日号）

•すぎなみ舞祭
•千客万来！すぎなみ商店街インフォメーション11月分
•妙法寺「千日紅市」
•ワンポイント手話「手話通訳・要約筆記」

https://www.youtube.com/watch?v=KVYQnbzxzWc&list=PL
0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=70

平成26年度32号
（平成26年11月2日号）

•すぎなみイチ押し情報局「すぎなみフェスタ2014」
•すぎなみ歴史散歩「堀ノ内妙法寺周辺」

https://www.youtube.com/watch?v=PskzeYoIwTs&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=69

平成26年度33号
（平成26年11月9日号）

•阿佐谷ジャズストリート20周年
•ワンポイント手話「家庭、学校、職場」

https://www.youtube.com/watch?v=jhu_Eog7lgo&list=PL0R5
B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=68

平成26年度34号
（平成26年11月16日号）

•すぎなみフェスタ2014
https://www.youtube.com/watch?v=R71Y_naIwlI&index=67&
list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
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平成26年度35号
（平成26年11月23日号）

•健康について考えよう「糖尿病」
•300メートルバス通りが巨大キャンバス

https://www.youtube.com/watch?v=XrBkgA8-
AOg&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index
=66

平成26年度36号
（平成26年11月30日号）

•杉並ナンバーの交付がスタート
•JR西荻窪駅南口周辺における消防訓練

https://www.youtube.com/watch?v=wlz37lakEdk&list=PL0R
5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=65

平成26年度37号
（平成26年12月7日号）

•天沼小「わくわくお店番体験」
•講演会「モバイルツールと子どもたち」
•ワンポイント手話「結婚するんだって？」

https://www.youtube.com/watch?v=0MTBEYwiaz4&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=64

平成26年度38号
（平成26年12月14日号）

•こども伝統芸能おもしろ体験
•杉並区犯罪被害者支援のつどい

https://www.youtube.com/watch?v=CFAxmIZ2l4Y&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=63

平成26年度39号
（平成26年12月21日号）

特別企画「今年1年の区政を振り返る」
•安全でにぎわいのあるまちづくり
•福祉の向上で安心を実感
•次世代支援のさらなる拡充

https://www.youtube.com/watch?v=e64RBrasysc&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=62

平成26年度40号
（平成27年1月1日号）

•田中区長から新年のあいさつ
•杉並区中学校対抗駅伝大会2014

https://www.youtube.com/watch?v=RSxV9Aryj7s&index=61
&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度41号
（平成27年1月11日号）

•杉並区次世代育成基金プロモーションビデオ
•すぎなみ史跡散歩No.4「阿佐谷界隈」

https://www.youtube.com/watch?v=5unAAlCSy34&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=60

平成26年度42号
（平成27年1月18日号）

•平成26年度　杉並区「成人祝賀のつどい」
•第34回　馬橋どんどやき
•ワンポイント手話「おいしい」

https://www.youtube.com/watch?v=uC0XxW_Rn-
M&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=5
9

平成26年度43号
（平成27年1月25日号）

•新春吉例「大宮前囃子」
•千客万来！すぎなみ商店街インフォメーション2月分
•新春初市「神明通り　あさ市」

https://www.youtube.com/watch?v=UZpO5GN8ckw&index=
58&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度44号
（平成27年2月1日号）

•チャレンジ・アスリート
•防災まちづくりフェア
•告知：杉並ナンバー特典サービス
•ワンポイント手話「ピンク・緑」

https://www.youtube.com/watch?v=UnQffTuSzrc&index=57
&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度45号
（平成27年2月8日号）

•平成27年度杉並区当初予算（案）の概要
•荻窪駅前で滞留者対策訓練を実施
•ワンポイント手話「楽しみ」

https://www.youtube.com/watch?v=b-
XbfKIP5v4&index=56&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGd
jY5s30ES

平成26年度46号
（平成27年2月15日号）

•杉並区振り込め詐欺根絶集会
•三谷小学校が取り組むスーパー食育スクール
•ワンポイント手話「すし、パスタ、ラーメン」

https://www.youtube.com/watch?v=2nmeJH1exL0&list=PL
0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=55

平成26年度47号
（平成27年2月22日号）

•小学生が模擬選挙を体験
•千客万来！すぎなみ商店街インフォメーション3月分
•和田商店街「どすこいマルシェ」

https://www.youtube.com/watch?v=8ZxHkpUonZg&index=5
4&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度48号
（平成27年3月1日号）

•27年度の防災まちづくりに関する区の取り組み
•自主参加型一斉防災訓練（シェイクアウト訓練）を
 実施します
•ワンポイント手話「それ、新しい服ね？」

https://www.youtube.com/watch?v=KyXcUTs_IxQ&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=53

平成26年度49号
（平成27年3月8日号）

•手ぬぐいが善福寺川の美化に一役
•第30回浜田山おやこ演劇フェスティバル

https://www.youtube.com/watch?v=spKq9UrY00g&index=52
&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES

平成26年度50号
（平成27年3月15日号）

•児童発達支援　実践研究報会
•シニア就業支援講座
•ワンポイント手話
「スマートホン、フェイスブック、ツイッター」

https://www.youtube.com/watch?v=gvbMIEBCAls&list=PL0
R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=51

平成26年度51号
（平成27年3月22日号）

•3．11区内各地で防災に関する催しを開催
•千客万来！すぎなみ商店街インフォメーション4月分
•（仮称）荻外荘公園の一部暫定開放を祝いました

https://www.youtube.com/watch?v=RN_SHjkSriw&list=PL0R
5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES&index=50

平成26年度52号
（平成27年3月29日号）

•三谷小学校の通学路に防犯カメラを設置
•すぎなみニュースリニューアルと新番組のご案内
•ワンポイント手話「遅くなってすみません」

https://www.youtube.com/watch?v=quQEWY60vWw&index=
49&list=PL0R5B6gozGKwdu4cand1RVsGdjY5s30ES
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