
 保険・年金
国民年金保険料の納付は、口座振替がお得です

　国民年金保険料の納付は、日本年金機構から送付
する納付書で納めていただくほか、便利で安心、確実
な口座振替がご利用になれます。
　口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とす
ことにより月々50円割引される早割制度や、さらに割
引額が多い6カ月前納・1年前納・2年前納もあり、現金
納付よりもお得です。
　口座振替を希望する方は、納付書または年金手帳、
通帳、金融機関届出印を持参の上、預貯金口座をお持
ちの金融機関または年金事務所へお申し出ください。
　なお、29年度6カ月前納（4～9月分）、1年前納、2
年前納の申し込みは締め切りました。10月～30年3月
の6カ月前納を希望する場合は、8月31日までにお申し
込みください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

介護保険高額介護サービス費の基準が変わります

　8月から一般世帯の方の高額介護サービス費の上限
額が、月額3万7200円から月額4万4400円になります。
　次の①②いずれにも該当する方は、新たに年間上
限額44万6400円（3万7200円×12カ月）が適用され
ます（3年間の時限措置）。
◇要件
①同じ世帯の全ての65歳以上の方（サービスを利用
していない方を含む）の利用者負担割合が1割
②世帯が現役並み所得者世帯（※）に該当しない
※同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方
がいて、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が
520万円以上（単身の場合は383万円以上）。

問介護保険課給付係

 生活・環境
地籍調査を実施します

　道路や水路などの官有地に接する土地所有者（登
記簿上の所有者）や境界などを調査・測量します。

　阿佐谷北1丁目内の一部の土地所有者は、現地立ち
会いをしていただく必要があります。
内調査期間＝7月～30年2月▶対象地域＝阿佐谷北1丁
目、和泉1・4丁目、方南1丁目　問土木管理課道路台帳係

「史跡玉川上水」整備活用のための作業説明会

　東京都水道局では「史跡玉川上水整備活用計画」
に基づき、水路・のり面の保全等のための樹木のせん
定・伐採等の作業を行います。その作業について、説
明会を開催します。
時8月2日㈬午後6時30分～8時　場久我山会館（久
我山3-23-20）　問東京都水道局経理部☎ 5320-6388
または区生涯学習推進課文化財係　他計画の詳細は、
東京都水道局 HPhttp://www.waterworks.metro.
tokyo.jp/kouhou/pr/tamagawa/参照

「東京外かく環状道路」オープンハウス開催

　東京外かく環状道路（関越～東名）は、区内の善
福寺全域・西荻北4丁目・久我山4丁目地域に、大深度
地下トンネル方式で整備されます。
　事業概要や最近の進

しん

捗
ちょく

状況をパネル・模型などを
用いて個別に情報提供・説明などを行うオープンハウ
スを開催します。
時7月30日㈰午後1時～5時　場井荻小学校（善福寺
1-10-19）　問東京外かく環状国道事務所☎ 0120-34-
1491、区都市計画課　他駐車場はありません

 子育て・教育
子育て応援とうきょうパスポート

　東京都では、中学生以下のお子さんがいる世帯や妊娠
中の方に対して、企業や店舗等が商品の割引や粉ミルク
のお湯など、さまざまなサービスを善意で提供する「子
育て応援とうきょうパスポート事業」を実施しています。　
　運営サイトHPhttp://kosodate.pass.metro.tokyo.
jp/では、利用者がサービスを受ける
際に必要となるパスポート（右画像）
の配信や利用できるお店の検索、子
育てを応援する企業・店舗等の協賛
店登録が行えます。
問東京都福祉保健局少子社会対策部
計画課子育て応援事業担当☎ 5320-
4115

児童手当などの現況届の提出はお済みですか

　児童手当・児童育成手当・児童育成（障害）手当を
受給している方へ、現況届用紙を5月末に郵送しました。
まだ提出していない方はお早めに提出してください。

問児童手当・児童育成手当は子育て支援課子ども医
療・手当係、児童育成（障害）手当は障害者施策課障
害者福祉係

 募集します
「わがまちの警察官」を推薦してください

　区では、日頃から地道に警察活動を推進し、犯罪の
抑止に顕著な成果を挙げた警察官を「わがまちの警
察官」として顕彰しています。
　杉並・高井戸・荻窪警察署に勤務する、区民の安全・
安心のために活躍している警察官を推薦してください。
申郵送・ファクス・電話・Eメールに所属する警察署・
推薦する警察官の氏名・推薦理由を書いて、8月14
日（必着）までに危機管理対策課 FAX 3312-3326
KIKIKANRI-K@city.suginami.lg.jp　問同課

ゆうゆう館下半期団体利用申請を受け付けます

　10月～30年3月の間、定期的にゆうゆう館の利用を
希望する団体の利用申請を受け付けます。
　抽選は8月16日㈬～21日㈪に行います。詳細は、各
ゆうゆう館へお問い合わせください。
対区内在住で60歳以上の方が8割以上で構成される5
名以上の団体、高齢者支援団体（さざんかーど登録
団体で、高齢者の社会参加の支援を目的とした活動を
実施している団体）　申直接、7月24日～8月7日に利
用を希望するゆうゆう館　問各ゆうゆう館または高齢
者施策課施設担当

すだちの里すぎなみ利用者

　すだちの里すぎなみ（今川2-14-12）は、地域生活
移行型の知的障害者入所施設です。利用者は、地域
生活に向けた訓練などを行っています。入所後は、地
域生活が可能になった方から区内のグループホームな
どへ順次移行していきます。
内募集人数＝若干名　申募集要項（障害者施策課地
域ネットワーク推進係〈区役所東棟１階〉、福祉事務
所〈荻窪＝荻窪5-15-13☎ 3398-9104／高円寺＝高円
寺南2-24-18☎5306-2611／高井戸＝高井戸東3-26-
10☎3332-7221〉で配布。区ホームページからも取
り出せます）を確認の上、申込書を8月10日午後5時
までに障害者施策課地域ネットワーク推進係へ持参　
問同係

SUGINAMI  INFORMATION

区からのお知らせ

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
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（予約制）
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※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。チェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。

8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。
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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。

 採用情報　※応募書類は返却しません。
特別区職員

①Ⅲ類
内第1次試験日＝9月10日㈰▶受験資格＝日本国籍を
有し、平成8年4月2日～12年4月1日に生まれた方▶試
験区分＝事務
②経験者
内第1次試験日＝9月3日㈰▶採用区分、試験・選考区
分、主な受験資格＝下表のとおり

採用
区分

試験・
選考区分

主な受験資格
（30年3月31日現在）

２
級
職

事務 ・日本国籍を有し、昭和61年4月2日～平成2年4月1
日に生まれた方
・民間企業等における業務従事歴が4年以上ある方
（1つの民間企業等での経験のみを対象とし、複数
の経験は通算しない）

土木造園
（土木）

建築

福祉

・昭和61年4月2日～平成2年4月1日に生まれた方
・民間企業等における業務従事歴が4年以上ある方
（1つの民間企業等での経験のみを対象とし、複数
の経験は通算しない）
・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する方
または保育士資格を有し、都道府県知事の登録を
受けている方

３
級
職
（
主
任
主
事
Ⅰ
）

事務 ・日本国籍を有し、昭和56年4月2日～61年4月1日に
生まれた方
・民間企業等における業務従事歴が8年以上ある方
（1年以上の期間について、複数のものを通算する
ことができる。ただし、そのうち1カ所は、継続した
4年以上の経験を有すること）

土木造園
（土木）

建築

福祉

・昭和56年4月2日～61年4月1日に生まれた方
・民間企業等における業務従事歴が8年以上ある方
（1年以上の期間について、複数のものを通算する
ことができる。ただし、そのうち1カ所は、継続した
4年以上の経験を有すること）
・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有する方
または保育士資格を有し、都道府県知事の登録を
受けている方

３
級
職
（
主
任
主
事
Ⅱ
）

事務

・日本国籍を有し、昭和47年4月2日～56年4月1日に
生まれた方
・民間企業等における業務従事歴が13年以上ある方
（1年以上の期間について、複数のものを通算する
ことができる。ただし、そのうち1カ所は、継続した
4年以上の経験を有すること）

（注１）Ⅰ類採用試験【一般方式】（5月7日第1次試験実施）に申し込ん
だ方は、経験者採用試験・選考の申し込みはできません。
（注２）Ⅰ類採用試験【土木・建築新方式】と経験者採用試験・選考（9
月3日第1次試験実施）の双方に申し込むことはできません。

③Ⅰ類（土木・建築新方式）
内第1次試験日＝9月3日㈰▶受験資格＝日本国籍を有
し、昭和61年4月2日～平成8年4月1日に生まれた方▶
試験区分＝土木造園（土木）、建築

いずれも 
▶試験・選考案内（申込書）の配布場所＝人事課人
事係（区役所東棟5階）、区民事務所、地域区民セン
ター、図書館、就労支援センター（荻窪5-15-13あん
さんぶる荻窪4階）、特別区人事委員会事務局任用課　
申インターネット＝7月31日午後5時（受信有効）ま
でに特別区人事委員会HPhttp://www.tokyo23city.
or.jp/saiyou-siken.htmから申し込み▶郵送＝申込
書を、7月27日（消印有効）までに特別区人事委員会
事務局任用課採用係（〒102-0072千代田区飯田橋
3-5-1）　問特別区人事委員会事務局任用課採用係☎ 
5210-9787、区人事課人事係　他採用予定数などの
詳細は、試験・選考案内参照

身体障害者対象　特別区職員（Ⅲ類事務）
内受験資格＝次の全てに当てはまり日本国籍を有す
る方①身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者
手帳の交付を受けている②昭和61年4月2日～平成12
年4月1日生まれ③通常の勤務時間（原則として週38
時間45分、1日7時間45分）に対応できる④活字印刷
文または点字による出題に対応できる／詳細は、選考
案内を参照▶採用予定人数＝33名▶第1次選考日＝9
月10日㈰▶選考案内（申込書）の配布場所＝人事課
人事係（区役所東棟5階）、区民事務所、地域区民セ
ンター、図書館、就労支援センター（荻窪5-15-13あ
んさんぶる荻窪4階）、福祉事務所、障害者福祉会館、
障害者交流館、特別区人事委員会事務局任用課　申
インターネット＝8月7日午後5時（受信有効）までに
特別区人事委員会HPhttp://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htmから申し込み▶郵送＝申込書を、8
月3日（消印有効）までに特別区人事委員会事務局任
用課（〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1）　問同課採
用係☎ 5210-9787または区人事課人事係

 区以外の求人  
地域包括支援センターケア24成田職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成な

ど▶勤務日時＝月～金曜日午前9時～午後7時（実働
8時間）、土曜日午前9時～午後1時／交代制。祝日を
除く▶勤務場所＝ケア24成田▶資格＝保健師、看護
師、社会福祉士、主任介護支援専門員のいずれか▶
募集人数＝1名▶報酬＝当運営法人規定による　申電
話連絡の上、履歴書に職務経歴書、資格証の写しを
添えて、ケア24成田（〒166-0016成田西3-7-4）へ
郵送・持参　問ケア24成田☎ 5307-3822　他書類選
考合格者には面接を実施

 その他
区割り変更に伴う地域説明会の日程について

　６月９日㈮に衆議院議員選挙区に関する改正公職選
挙法が可決、成立しました。投票所等の変更について
の説明会を下記のとおり開催します。
時 場①7月23日㈰午後１時＝方南和泉会議室（和泉
4-42-5）②25日㈫午後7時＝方南区民集会所（方南
1-27-8）　問選挙管理委員会事務局

みどりの実態調査を行います

　区では、区内のみどりの状況を把握するため、5年
ごとにみどりの実態調査を実施しています。樹木や樹
林などの現地調査で調査員がご自宅を訪問することが
あります。また、接道部や壁面の緑化状況の調査も行
いますので、ご協力をお願いします。
問みどり公園課みどりの計画係

　区は、次のとおり区内の空間放射線量等の測定を実施しました。測定結
果の詳細は、区ホームページでご覧になれます。

空間放射線量率の測定　問環境課放射能対策担当
　区内3カ所（区役所・杉並保健所・高井戸保健センター）で6月6日㈫に測定
しました。
　区内8カ所（桃井第五小学校・久我山小学校・松ノ木中学校・高円寺東保育
園・妙正寺公園・塚山公園・荻窪南保育園・松ノ木保育園）で6月23日㈮に測定
しました。
　6月の測定結果は0.03～0.08マイクロシーベルト／時で当初の測定より下降
または横ばい状態です。

区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定
問学務課、保育課
　6月30日現在、区立小中特別支援学校、保育園等の給食食材、計3431検体
（うち29年度分120検体）を検査した結果、健康に影響を与えるものではあり
ませんでした（23年10月から実施）。

※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☎3391-1991。

区内空間放射線量等測定結果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。

☎3391-1599  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

☎3398-5666  歯科保健医療センター （荻窪5-20-1杉並保健所内）

☎#7
ナミーキュウキュウ

399　　  杉並区急病医療情報センター
（または☎5347-2252）

☎5272-0303  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

平成29年（2017年）7月15日　No.2207

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ
住民税（特別区民税・都民税）
夜間電話相談 時7月24日㈪午後5時～8時30分 問納税課☎5307-0634～6

シニアのための就業・起業・
地域活動個別相談

時 8月5日㈯午前9時～午後5時（1人45分）　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

行政相談（特設相談）
（国の仕事等の苦情や要望）★ 時8月7日㈪午前10時～午後4時　場区役所1階ロビー 問区政相談課

※★は当日、直接会場へ。

 各種相談

審議会等のお知らせ

都市計画審議会
時8月1日㈫午前10時～正午　場区役所第3・4
委員会室（中棟5階）　内東京都市計画公園（第
4・4・12号杉並南中央公園）の変更案［杉並区
決定］、東京都市計画生産緑地地区の動向につい
て、阿佐ケ谷駅北東地区のまちづくりの取り組
みについて　対区内在住・在勤・在学の方　問
都市計画課



情報公開制度

　区では、昭和62年に「杉並区情報公開条例」を制定し、区民の皆さんに
区が管理・保有する情報の公開を求める権利を保障するとともに、区の説明責
任を明らかにしています。
◇情報公開請求
　個人に関する情報や、法律・条例などにより公開できないと定められている
情報などを除き原則公開します。どなたでも区が管理・保有する情報の公開

（閲覧・写しの交付など）を請求することができます。
　窓口、郵送・ファクスによる請求の受け付けに加え、7月から新たに電子申
請による請求の受け付けを開始しました。
　28年度の運用状況は、表1・2のとおりです。

個人情報保護制度

　区では、昭和62年に「杉並区個人情報保護条例」を制定し、区民の皆さん
の個人情報の保護に努め、適正に取り扱うため、管理や利用について次のよ

うなルールを定めるとともに、区が管理する自己情報の開示等を求める、区民
の皆さんの権利を保障しています。
◇個人情報の適正な収集・管理等
●本人からの収集を原則とし、適法、公正な方法により必要な範囲で個人情

報を収集します。
●個人情報を適正に管理するため、漏えい防止などの必要な措置を取ります。
●本人の同意がある場合のほか、法令に定めがある場合や緊急かつやむを得

ない場合などを除き、収集した個人情報の目的外利用や外部提供をするこ
とはありません。

　28年度の運用状況は、表3のとおりです。
◇自己情報の開示請求等
　どなたでも自分の個人情報が記載された、区が管理・保有する公文書など
の開示（閲覧・写しの交付など）を請求することができます。また、個人情報
に事実の誤りがあるときや、条例に違反して収集、利用または提供されている
ときは、その情報の訂正・利用中止・消去の請求ができます。
　28年度の運用状況は、表4・5のとおりです。

表１  請求情報内容別の請求状況
請求情報内容の区分 件　数

委託・契約に関するもの 66
組織・職員に関するもの 20
土木・建築に関するもの 8
環境・衛生に関するもの 9
会議資料に関するもの 15
学校・教育に関するもの 24
意見・要望に関するもの 0
その他 46

合　計 188

表５  可否決定状況
可否決定の区分 件　数

開示 11
一部開示 17
非開示（不存在） 6
非開示（不存在以外） 0
存否応答拒否 0
取り下げ 0
翌年度へ繰り越し 3

合　計 37

表３  個人情報の登録業務などの件数
内　容 件　数

業務登録 1248
外部委託 633
目的外利用 1294
外部提供 697
外部結合 93

表４  自己情報開示等の請求状況
内　容 件　数

開示（閲覧・写しの交付） 37
訂正 0
消去 0
目的外利用・外部提供の中止 0

合　計 37

表２  可否決定状況
可否決定の区分 件　数

公開 49
一部公開 95
非公開（不存在） 13
非公開（不存在以外） 1
存否応答拒否※ 2
取り下げ 18
翌年度へ繰り越し 10

合　計 188
※存否応答拒否＝公開請求に関する情報の存

否を明らかにするだけで非公開情報を公開
することになるときは、その存否を明らか
にせず、請求を拒否すること。

28年度の情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況
―――問い合わせは、情報政策課情報公開係へ。
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　区では、天沼3丁目にある荻窪税務署および国家公務員宿舎の跡地（天沼3-19-16）に、「複合施設棟」と「特別養護老人ホーム棟」の2つの建物からなる「（仮
称）天沼三丁目複合施設」を整備します。そこで、区民の皆さんに親しみを持って利用していただけるよう、この複合施設全体の愛称を募集します（愛称は9月中
旬までに決定し、その後「広報すぎなみ」、区ホームページで公表する予定です）。　　　　　　　　　　　　　　   　―――問い合わせは、保健福祉部管理課へ。

誰もが気軽に利用できる
区民の福祉と暮らしのサポート拠点
　区内の在宅医療の推進や、区民が抱える困難な生活課題の解決を支
援する在宅医療・生活支援センターをはじめ、区民の福祉や暮らしをサ
ポートする施設・事業を集約し、相互の連携を図ることで、高齢者や障害

（児）者、子どもなど、幅広く区民の生活を支える拠点としていきます。

（仮称）天沼三丁目複合施設のコンセプト

（仮称）天沼三丁目複合施設の愛称を募集します

※写真は複合施設棟のイメージです。

（仮称）
天沼三丁目複合施設

複合施設棟
（30年春開設予定）

特別養護老人ホーム棟
（33年度開設予定）

乳幼児親子から高齢者まで、
多世代が利用できる「複合施設棟」　 
　現在あんさんぶる荻窪にある福祉事務所や消費者センターなど
の移転に加え、新たに在宅医療・生活支援センターのほか、子育
ての相談や乳幼児親子が気軽に集える場である子ども・子育てプラ
ザ、文化や趣味の活動等に利用できる集会室などを設置。区民の
生活を支え、多世代が利用できる、地域に開かれた施設とします。 

区内最大級の規模の特別養護老人ホームと
在宅療養生活を支援する施設を併設した
「特別養護老人ホーム棟」

　区内最大級の規模（定員200名以上）の特別養護老人
ホームに、緊急時や軽度障害者にも対応するショートス
テイを整備するとともに、診療所、訪問看護ステーショ
ン、看護小規模多機能型居宅介護事業所などを併設。医
療が必要な入居者にも対応できる体制を整えるとともに、
区民の在宅療養生活を支援していく施設とします。

応募方法
応募用紙（区役所1階ロビーで配布）・ハガキ・ファクス・Eメールに愛称（フリガナ。1枚1提案）とその理由、住所、氏名を書いて、8月10日（必着）
までに保健福祉部管理課FAX5307-0774 hoken-kanri@city.suginami.lg.jp

複合施設棟の整備施設
4階 多目的集会室、ボランティアセンター等
3階 在宅医療・生活支援センター、消費者センター、成年後見センター
2階 杉並福祉事務所、杉並区社会福祉協議会

1階 子ども・子育てプラザ、就労支援センター、
生活自立支援窓口「くらしのサポートステーション」 

特別養護老人ホーム棟の整備施設
特別養護老人ホーム（ショートステイ含む）、診療所、
訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事
業所、居宅介護支援事業所、障害者相談支援事業所

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
  杉並区高円寺北 1-21-5　高円寺 Loop7 4F-730分でわかる　はじめての遺言・相続広告

※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。



永福和泉地域区民センターまつり
ごみ減量対策課のイベント

肝炎ウイルス検査を受けましょう
7月28日は日本（世界）肝炎デー、7月24日～30日は肝臓週間

　区は、区内で行われる文化・芸術活動事業に係る経費の一部を助成する
ことで、区民の文化・芸術活動への参加や鑑賞機会の拡充を進めています。
助成金を活用し、事業の質を高め、地域への広がりを見せながら、持続力
を持って杉並の文化・芸術を向上させることができる事業を募集します。

―――問い合わせは、文化・交流課文化振興担当へ。

募集期間と提出先
募集期間　7月18日～8月18日午後5時（必着）
申し込み　募集要項（文化・交流課〈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）を確認の上、申込書を文化・交流課
へ郵送・持参

その他 事業のヒアリングおよび書類の点検を行います。書類の提出前に
必ず文化・交流課へ相談してください

助成金の種類
文化芸術活動事業
　区内在住の個人または区内に活動拠点を持つ団体が、区内で実施する杉
並の魅力を高める質の高い文化芸術活動事業や、区民が参加・体験し、地
域に広く波及していく文化芸術活動事業に対し、その事業に係る経費の一
部を助成します。

大会等参加事業
　国内外で活躍する優秀な区民の文化芸術活動を支援・育成するため、国
内の全国規模のコンクールおよび海外有名コンクール・大会等に出場し、
実績を残した区内在住の個人および区内に活動拠点を持つ団体に対し、参
加費相当等の一部を助成します。

レガシーの創出に向けた新たな文化芸術の創造
～杉並から国内外へ文化を発信

　新たに追加するテーマは、杉並が持つ文化・芸術・人材等の既存資源
を活用し、新しい価値観・感動を生み出すことで、「SUGINAMI」を
国内外へ発信していくことを目指すものです。また、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組みの一環であることか
ら、このテーマに限り、24年6月以降杉並区文化芸術活動助成金の交付
を3回受けている個人・団体でも応募が可能です。募集開始は12月ごろ
を予定しています。

30年度より「企画提案事業」として新たなテーマが追加されます

杉並区文化芸術活動助成事業を募集します
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使用済み小型家電15品目を回収
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＝①最大辺が30㎝を超えるものは回収する
ことができませんので、粗大ごみ受付センターへお申し込みください②携帯電
話等の個人情報は消去してください。SDカード等の記憶媒体や電池類は取り
除いてください　他水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計も同時回収

フードドライブ
　フードドライブとは、家庭で余っている食品を持ち寄り、広く地域の福祉団
体や施設などに寄付する活動です。食品ロスの削減と食品等の有効利用を目的
として実施します。余っている食品がありましたら、ご持参ください。
内食品の条件＝①未開封②包装・外装が破損していない③賞味期限が9月1日
以降である④冷凍・冷蔵、瓶詰でない▶食品の例＝缶詰、インスタント・レトル
ト食品、乾物・乾麺、菓子・飲料（アルコール類は除く）、調味料、粉物、乳
児用食品、米（精米から2年以内）　他⑴受け取りの際に種類や条件などを確
認⑵状態によってはお持ち帰りいただく場合があります

時7月30日㈰午前10時～午後3時　場永福和泉地域区民センター（和泉3-8-
18）　他永福和泉地域区民センターまつりは7月29日・30日開催

杉並保健所ではB型・C型肝炎ウイルスの検査を無料で実施
しています
　15歳以上の区民でこれまでに検査を受けたことがなく、職場や他の制
度で検査を受ける機会のない方が対象です。
時検査日＝毎月第1・3水曜日（30年1月は第3水曜日のみ。3月は第1水
曜日のみ）▶結果日＝検査日翌週の水曜日／いずれも午前9時～9時30
分に受け付け　場杉並保健所3階（荻窪5-20-1）　内血液検査（B型肝
炎＝HBs抗原検査、C型肝炎＝HCV抗体検査）

―――問い合わせは、杉並保健所保健予防課☎3391-1025へ。

　東京都内にはＢ型・Ｃ型肝炎ウイルスに感染している人が20～30万人いると推
計されています。感染しても自覚症状が無いことが多く、知らないうちに肝硬変
や肝がんに進行する可能性があります。
　肝炎を進行させないためには、専門医による健康管理・治療が必要です。感
染しているかどうかは検査をしないと分かりません。感染を早期に発見するため
に検査を受けましょう。

延長期間　8月27日までの土・日曜日、祝日
延長後の利用時間　午前8時30分～午後6時
自転車などの貸出時間　午前9時～午後5時30分
その他　車での来園はご遠慮ください

杉並児童交通公園の利用時間延長

　杉並児童交通公園（成田西1-22-13）の利用時間を延長します。
―――問い合わせは、杉並児童交通公園管理事務所☎3315-4564へ。

―――問い合わせは、ごみ減量対策課事業計画係へ。

　10月１日㈰から以下のとおり改定します。新しい事業系有料ごみ処理券は、
10月１日㈰から区内の有料ごみ処理券取扱所で販売します。
事業系有料ごみ処理券の改定後の料金
◇小・10ℓ＝760円▶中・20ℓ＝1520円▶大・45ℓ＝3420円／いずれも１セット10枚
◇特大・70ℓ＝2660円／１セット５枚
　現行券（「平成25年10月改定」と記載された券）は、10月31日㈫まで使用で
きます。
　現行券は、11月１日㈬以降、以下の問い合わせ先で、現行料金と新料金の差
額を支払った上で、新しい券と交換（以下「差額交換」）するか、還付します。
　現行券より前に発行した券（以下「旧券」）をお持ちの方は、早めにお問い合
わせください。10月2日㈪から、現行券の1つ前に改定された旧券に限り差額交
換、還付を行います。
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

事業系有料ごみ処理券改定のお知らせ

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。

いずれも 
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児童館・図書館　8月の行事
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児童館 日　時 内容・対象・定員・参加費

阿佐谷
☎3337-7481

8月1日㈫～4日㈮
午前10時45分～11時30分 小学生の水あそび　対小学生

阿佐谷南
☎3315-0439

8月25日㈮
午後2時30分～4時 ビンゴ＆かき氷大会　対小学生

高円寺中央
☎3315-0395

8月9日㈬
午前10時45分～11時15分

みんなでおどろうフラダンス　対小
学生　定30名（事前申込制）

高円寺南
☎3315-1866

8月29日㈫～31日㈭
午後1時30分

なつやすみビデオシアター　対幼児
とその保護者、小学生

高円寺東
☎3315-1802

8月21日㈪・23日㈬・25日㈮・
28日㈪・30日㈬
午後1時15分

夏休みシアター　対乳幼児は保護者
同伴

図書館 日　時 内容・対象・定員・申し込み方法など

中央
☎3391-5754

8月5日㈯
午後2時～4時

科学の本のブックトーク　対小学生　定20
名（事前申込制）　申7月18日から同図書館

8月23日㈬
午後3時～4時

夏のスペシャルおはなし会　対幼児～小
学生

永福
☎3322-7141

8月2日㈬
午前11時～11時45分

ちょっぴりこわいおはなし会　対幼児～小
学校低学年　定65名

8月23日㈬
午前10時30分～正午

永福かがく研究所「光るスライムをつくろ
う！」　対小学生　定20名（事前申込制）　
申8月7日から同図書館

柿木
☎3394-3801

8月19日㈯
午後3時～4時

夏休み工作会「エコーマイクを作ろう」　対
幼児～小学生（未就学児は保護者同伴）　
定20名(事前申込制）　申8月5日から同図書
館

高円寺
☎3316-2421

8月5日㈯
午後2時～3時30分

科学こうさく会「マスキングテープでつくる
マジックボックス」　対幼児～小学生（幼児
は保護者同伴）　定20名(事前申込制）　申7
月21日から同図書館

宮前
☎3333-5166

8月23日㈬
午後3時～4時

こわーいおはなし会　対幼児～小学生　定
50名

成田
☎3317-0341

8月7日㈪
午後2時～3時

夏休み工作会「のびる棒をつくろう」　対幼
児～小学生（幼児は保護者同伴）　定12名

（事前申込制）　申7月17日から同図書館

8月12日㈯
午後6時30分～
7時15分

夜の怪談おはなし会　対小学生とその保護
者　定15組（事前申込制）　申7月22日から
同図書館

8月14日㈪
午後2時～3時

夏休み工作会「オリジナル芳香剤をつくろ
う」　対小学生　定12名（事前申込制）　申
7月24日から同図書館

8月22日㈫
午後2時～2時45分

英語おはなし会
「成田図書館英語えほんライブ」

西荻
☎3301-1670

8月5日㈯
午後2時～3時

夏休み工作会「くるくるまわるマスコットを
つくろう」　対5歳～小学3年生（未就学児は
保護者同伴）　定20名（事前申込制）

8月7日㈪
午後1時30分～2時

ハンドベルサマーコンサート　対幼児とその
保護者　定20組(事前申込制）　申7月18日
から同図書館

8月19日㈯
午後2時

おばけ？かいじゅう？なつのおはなしかい　
対幼児～小学生とその保護者

8月26日㈯
午後2時30分～
3時15分

夏休み！英語絵本おはなし会はじまる
よ！　対小学1～3年生　定 20名(事前申
込制）　申8月1日から同図書館

　表中に（事前申込制）の記載があるものは、電話または直接、各児童館または各図書館（申込順）。その他の催しは当日、直接会場へ（先着順）。

〈児童館の行事〉　問各児童館

〈図書館の行事〉　問各図書館

児童館 日　時 内容・対象・定員・参加費

下井草
☎3396-8888

8月25日㈮
午後3時～6時40分

納涼親子映画会　対幼児～高校生
（幼児は保護者同伴）　定350名（入

場券を配布します）

高井戸
☎3334-0902

8月2日㈬・3日㈭
午後6時～8時30分

高井戸ちびっ子ぼんおどり大会
（会場＝高井戸地域区民センター）

成田
☎3315-1865

8月1日㈫～4日㈮・8日㈫・9
日㈬・17日㈭・18日㈮・22日
㈫～24日㈭
午前10時30分～11時45分

ちゃぷちゃぷビーチ・プールとたらい
で水あそび　対乳幼児とその保護者

馬橋
☎3330-0794 8月3日㈭～5日㈯ まばしじどうかんキャンプ　他詳細

は、お問い合わせください

桃井
☎3396-4527

8月28日㈪
午後1時30分～3時30分

鉄道模型を運転しよう　対幼児とそ
の保護者、小学生

図書館 日　時 内容・対象・定員・申し込み方法など

阿佐谷
☎5373-1811

8月1日㈫～10日㈭ 阿佐谷図書館しごと場見学「教えて！あさが
やぶんしにゃん」　対小中学生

8月20日㈰
午前11時～11時30分 親子で楽しむ夏のスペシャルおはなし会

8月26日㈯
午後4時～4時30分

背筋がゾクッと！夏のこわ～いおはなし会　
対5歳以上の方　定30名

南荻窪
☎3335-7377

8月8日㈫・9日㈬
午前9時30分～正午

わたしも　ぼくも　としょかんいん　対小
学生　定各10名（事前申込制）　申7月24日
から同図書館

8月19日㈯
午後2時～3時30分

なつやすみ　おたのしみ会　工作会　対
小学生　定 15名（事前申込制）　申 8月1
日から同図書館

高井戸
☎3290-3456

8月2日㈬・9日㈬・
16日㈬・23日㈬
午後3時30分～4時

中高生による読み聞かせ　対幼児～小学生

方南
☎5355-7100

8月2日㈬
午後3時～4時 こわ～いおはなし大会　対小学生以上の方

8月23日㈬
午後3時～4時

夏のスペシャルおはなし会「みーんなあつま
れ！」　対幼児以上の方

8月26日㈯
午後3時

わくわくひろば映画会「ふるさと再生日本の
昔ばなし」

8月29日㈫
午前10時～
午後0時30分

木の枝が紙に変身！　対小学3年生以上の方
定8名（事前申込制）　申8月15日から同図
書館

今川
☎3394-0431

8月16日㈬
午後3時～4時

おはなし会＆工作会「オリジナルスタンプを
つくっちゃおう」　対幼児～小学生

8月29日㈫
午後7時～8時

夜のおはなし会　対小学生（保護者による
送迎が必要）　定25名（事前申込制）　申8
月1日から同図書館

　この他にも、図書館では夏休み期間中に読書にチャレンジすると、スタンプを押したり
シールがもらえるイベントを実施します。詳細は各図書館へお問い合わせください。
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時 場下表のとおり　対区内在住・在勤・在学の方（小学3年生以下の
児童は、水着を着用した16歳以上の保護者同伴。また、夜間プールの
午後6時30分以降は小学4～6年生の児童も保護者同伴。付き添いの
保護者1名に対して、2名までの児童が利用できます〈保護者にも利用
料金がかかります〉）　問学校支援課学校開放担当　他①水着を着用
していない方は、プールサイドに入れません②スイミングキャップ持参
③自動車・バイク・自転車での来校はご遠慮ください④光化学スモッグ
注意報等により利用できなくなる場合があります⑤阿佐ケ谷中学校は
工事に伴い期間中エレベーターを利用できません

福島県南相馬市歴史と文化・そして復興の姿を！
南相馬体験ツアー
　NHKドラマのロケ地見学や、震災により作物が作れなくなった農地で新た
に取り組んでいる藍の収穫や染め物体験のほか、農家民宿で地元の人たちと
交流します。
時10月14日㈯～16日㈪（2泊3日7食付
き）　場集合・解散＝区役所　対区内在
住・在勤・在学の方　定30名（申込順）
　費 2万円　申ハガキ・ファクス(12
面記入例。参加者全員分)に性別も書
いて、東交観光バス田舎体験・南相馬
ツアー担当係（〒166-0003高円寺南
3-4-2 FAX3313-7109)　問杉並区交流
協会☎5378-8833

※⑴開放時間 ＝午前9時30分～正午、午後1時～4時（最終日は3時30分まで）。
阿佐ケ谷中学校（夜）は午後5時30分～8時30分（最終日は8時まで）。

　⑵いずれも遊泳時間は終了時間の10分前まで。

 お近くのプールでひと泳ぎしませんか。

学校名 開放期間
方南小学校 8月3日㈭～12日㈯
八成小学校 8月14日㈪～23日㈬
馬橋小学校 8月7日㈪～18日㈮

堀之内小学校 8月19日㈯～28日㈪
阿佐ケ谷中学校（昼・夜） 8月2日㈬～13日㈰

井荻中学校 7月22日㈯～31日㈪
天沼中学校 8月13日㈰～22日㈫

杉並和泉学園 8月9日㈬～18日㈮
松溪中学校 7月30日㈰～8月8日㈫

夏季プール開放日予定表

1回200円
※区内在住・在学で中学生

以下の方は無料。

交流自治体関連の催し
福島県南相馬市歴史と文化・そして復興の姿を！
南相馬体験ツアー

区立小中学校の
　プールを開放します

7月29日土 午前10時～午後5時
　一部企画には定員があり、開催時間が異なります。詳細はチラシ（区立施設、区体育施設、図書館などで配布）または区ホームページをご覧ください。

※上履き、飲み物、タオル持参。

映画上映会（定各回50名〈先着順〉）
●「オリンピック・ハイライト」  1964年東京オリンピック懐かしの映像
時午前10時15分～10時45分、午後4時10分～4時40分
●「茄子　アンダルシアの夏」ドキドキ！自転車レース短編アニメ
時午前11時～11時50分
●「42～世界を変えた男～」伝説の黒人メジャーリーガーの感動映画
時午後1時35分～3時55分

ミニ講演会「パラリンピック自転車競技に出場して」
時午後1時～1時20分　師1996年アトランタパラリンピック金メダリ
スト・小川睦彦　定50名（先着順）

スポーツ関連図書展示（貸し出しできます）
時 8月2日㈬まで

オリンピック・パラリンピック種目を体験しよう！
　ボルダリング・ボッチャ・スポーツ義足体験、オリンピック選手による新体操教
室、パラリンピック選手によるゴールボール教室など

オリンピック・パラリンピックパネル・用具展示コーナー
　オリンピック・パラリンピックに関するちょっといい話のパネル展、各種目の用
具の展示

ブラインドクライミングワークショップ
　視覚障害者クライミングのパイオニア・小林幸一郎さんの講演とブラインドクラ
イミング体験

ボール遊び教室「バルシューレ」
　ドイツ生まれのボール遊びプログラムで、スポーツ種目につながる動きを学ぶ

クイズにトライ！
　オリンピック・パラリンピックにまつわるクイズに挑戦して賞品をゲット

荻窪体育館（荻窪3-47-2） 問スポーツ振興課 中央図書館（荻窪3-40-23） 問中央図書館
☎3391-5754

静岡県南伊豆町「子ども漁村交流ツアー」
　静岡県南伊豆町への交流体験ツアーです。カッター（手漕ぎボート）やシー
カヤックなどのアクティビティ、干物づくり体験など、魅力たっぷりの南伊豆町
を満喫できます。野外炊飯、キャンプファイア、自然体験は南伊豆町の子どもた
ちと一緒に行います。

時8月22日㈫午前8時～24日㈭午後5時（2泊3日）　場集合・解散＝区役所　内22
日＝干物づくり体験、野外炊飯、キャンプファイア（宿泊＝南伊豆臨海学園）▶23
日＝自然体験（宿泊＝民宿）▶24日＝
遊歩道トレッキング　対区内在住・在
学の小学4～6年生　定40名（申込順）
費 6000円　申南伊豆町 HP http://
www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
inquiry/12/から7月24日午前9時～28
日午後5時に申し込み　問南伊豆町企
画課地方創生室☎0558-62-1121
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