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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
開館20周年記念映画会「黒い雨」
時8月12日㈯午後2時〜4時　場下井
草図書館　定40名（申込順） 申 問電
話または直接、下井草図書館（下井草
3-26-5☎︎3396-7999）

成田図書館映画会「ゆずり葉」
時8月15日㈫午後2時〜4時　場成田
図書館（成田東3-28-5）　対小学生以
上の方　定15名（申込順） 申 問電話
で、成田図書館☎︎3317-0341

うたごえサロン
時 8月18日㈮午前10時〜11時30分　
場高齢者活動支援センター（高井戸
東3-7-5）　師ボーカルトレーニング
コーチ・金澤敏子　対区内在住で60
歳以上の方　定 90名（申込順）　費
300円　申 問電話で、高齢者活動支援
センター☎︎3331-7841　他飲み物持参
 高円寺図書館
◆ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展
時8月14日㈪〜22日㈫午前9時〜午後
5時（20日午後2時〜3時15分を除く。
17日は休館）　他協力 広島平和記念
資料館
◆被爆体験伝承講話の会
時8月20日㈰午後2時〜3時15分　師
楢原泰一　対小学3年生以上の方　定
30名（申込順）　申電話または直接、
同図書館

いずれも 
場 問高円寺図書館（高円寺南2-36-25
☎︎3316-2421）
 阿佐谷図書館
◆ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展
時 8月15日㈫までの午前9時〜午後8
時（日曜日、祝日は5時まで。7日は休
館）　他協力 広島平和記念資料館

◆中沢啓治原作「はだしのゲン」上映会
時 内8月11日㈷=「はだしのゲン」▶12日
㈯=「はだしのゲン２」／いずれも午後
２時〜３時30分　定各30名（先着順）
◆井伏鱒二原作「黒い雨」上映会
時8月13日㈰午後2時〜4時　定30名
（先着順）

いずれも 
場 問阿佐谷図書館（阿佐谷北3-36-14
☎︎5373-1811）

講演・講座
家族介護教室

◆認知症に効果的なアロマオイルと使い方
時8月9日㈬午後2時〜3時　場和田ふ
れあいの家（和田3-52-4）　師日本訪
問美容サービス「にじいろカット」・林
茂人　対区内在住・在勤の方　定15名

（申込順）　申 問電話で、和田ふれあい
の家☎︎3312-9556
◆認知症サポーター養成講座
時 8月23日㈬午前10時〜11時30分　
場方南会館（和泉4-42-5）　師キャラ
バン・メイト　対区内在住・在勤の方　
定20名（申込順）　申 問電話で、ケア
24方南☎︎5929-2751　他終了後、サ
ポーターの証し「オレンジリング」を
差し上げます
◆介護保険サービスや地域のサービス
を有効に使って
時8月24日㈭午後2時〜3時　場ゆうゆ
う久我山館（久我山5-8-8）　師ケアス
テーション銀河ケアマネージャー・滑
川輝　対区内在住・在勤の方　定20名

（申込順）　申 問電話で、ケア24久我
山☎︎5346-3348
◆はじめての介護保険　認定調査の受
け方〜何を聞かれる　どう伝える
時8月31日㈭午後3時〜4時30分　場ケ

ア24善福寺（西荻北4-31-11）　師東
京都介護支援専門員研究協議会理事・
井上研一　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

子ども博物館教室
「プラ板でキーホルダー作り」
　縄文土器に描かれている文様を観察
し、プラスチックの板に土器や埴

は に

輪
わ

の
絵を描き、キーホルダーを作ります。
時 8月19日㈯・20日㈰午前10時〜正
午　場郷土博物館　対小学3年生〜中
学生　定各20名（抽選）　申往復ハガ
キ・Eメール（記入例。2名まで連記可）
に参加者全員の氏名（フリガナ）、学
校名・学年も書いて、8月11日（必着）
までに郷土博物館（〒168-0061大宮
1-20-8 kyodo-m@city.suginami.
lg.jp）　問同館☎︎3317-0841　他保護
者同伴の場合は保護者の入館料（100
円）がかかります

みどりの講座　
葉脈標本でしおりを作ろう
時 8月19日㈯午前10時〜11時30分　
場阿佐谷地域区民センター（阿佐谷南
1-47-17）　対区内在住・在勤・在学で
小学生以上の方（小学生は保護者同
伴）　定16名（抽選）　費100円（保険
料含む）　申往復ハガキ（記入例）に
小学生は保護者の氏名（フリガナ）も
書いて、8月10日（必着）までにみどり
公園課みどりの計画係　問同係

涼を呼ぶ苔
こ け

玉作り
時 8月20日㈰午前10時〜正午　場下
高井戸区民集会所（下高井戸3-26-
1）　師アトリエパルテール主宰・高倉
りこ　対区内在住の方　定25名（申込
順）　費1500円　申 問電話で、下高井

戸区民集会所☎︎5374-6191
妊活ひろば　
みんなで語る「つどい」の場
時8月20日㈰午後1時
30分〜4時30分　場
杉 並 保 健 所 （ 荻 窪
5-20-1）　内ミニ講座

「夫婦の上手なコミュ
ニケーション術」、体験プログラム「妊
娠力を高めるヨガ」、お話会　師不妊カ
ウンセラー・池田麻里奈（上写真）ほ
か　対区内在住・在勤・在学の方（カッ
プルでの参加も可）　定15名（申込順）　
申問電話で、杉並保健所健康推進課☎︎
3391-1355　他動きやすい服装で参加
▶協力 PICA

小児科医からのメッセージ
時8月31日㈭午前10時〜11時30分　場
上井草保健センター（上井草3-8-19）　
内赤ちゃんの病気の対応、小児科医へ
の上手なかかり方について　師石川小
児科医院院長・小口美香　対第1子が
1歳未満の保護者　定20名（申込順）　
申 問電話で、8月30日までに上井草保
健センター☎︎3394-1212

男女平等推進センター講座「私の働き
方を見つける〜ワークライフバランス」
時 9月2日㈯午後2時
〜4時　場あんさんぶ
る荻窪（荻窪5-15-
13）　師チャレンジ＆
グロー代表・小紫恵
美子（右上写真）　対 20歳以上の女
性　定30名（申込順）　申NPO法人
ビーシーアンドミー HP https://www.
bc-lab.net/suginamiから8月24日
までに申し込み　問同団体☎︎050-
3695-1340　他生後7カ月〜就学前
の託児あり（事前申込制）

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。
※往復ハガキ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

ハガキ・ファクス・Ｅメール申し込み記入例

　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。今川館は第1月曜日、第3木曜日は休館。いずれも、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
高円寺東館（高円寺南1-7-22
☎︎ FAX3315-1816）

健康空手～初歩から気軽に空手・
古武術に挑戦

8月14日から毎月第2・4月曜日、午前10時〜11時30分　定
10名（申込順）　費1回300円

堀ノ内松ノ木館（松ノ木2-38-6
☎︎ FAX3315-7760）

「菓子教室」身近な材料で
お菓子作りの楽しさを

毎月第4火曜日、午前10時〜正午　対中学生以上の方　定
各12名（申込順）　費1回500円（別途材料費500円）

井草館（井草2-15-15
☎︎ FAX3390-9672）

「収納プランニング講座」
実践的な講座です

8月22日㈫午前10時〜正午・27日㈰午後2時〜4時　師戸
田里江　定各15名（申込順）　費1回1080円

今川館（今川4-12-10
☎︎ FAX5303-1501）

シニアのためのパソコンサロン
（初級）

8月26日から毎月第2・4土曜日、午前10時〜正午　定各10
名（申込順）　費1回1200円　他お持ちの方はパソコン持参

阿佐谷北館（阿佐谷北6-26-13
☎︎ FAX3338-0436）

iPadを楽しもう
体験会と購入前サポート 8月19日㈯午後1時〜3時　定6名（申込順）　費1000円

大宮前館（宮前5-19-8
☎︎ FAX3334-9640）

自分でできるリンパケア 
姿勢改善で体機能アップ

8月15日から毎月第3火曜日、午前10時〜11時45分　定各15
名（申込順）　費1回500円

上高井戸館（高井戸東2-6-17
☎︎ FAX3306-0441）

立体「オリガミ」で
オリジナルうちわを作ろう！

8月25日㈮午前10時〜正午　定12組24名（申込順）　費1組
900円（うちわ代追加別途600円）　他2人1組で参加

　　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

　保護動物の譲渡活動団体を運営する講
師が、動物の愛護活動について分かりやす
く説明します。
時9月22日㈮午後6時30分〜8時30分　場
セシオン杉並（梅里1-22-32）　内講演会、
トークショー、ミニライブ、詩の朗読　師日
本獣医生命科学大学獣医学部准教授・水越
美奈、ミグノンプラン代表・友森玲子、「ほぼ
日刊イトイ新聞」主宰・糸井重里、作家・町田
康、歌手・akikoほか　定500名（申込順）　
申往復ハガキ（記入例。1枚3名まで）に参
加人数も書いて、9月8日（必着）までに杉並
保健所生活衛生課（〒167-0051荻窪5-20-
1）　問同課☎︎3391-1991

動物愛護週間講演会

▲町田康 ▲akiko
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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。

野菜を育てて、おいしく食べよう
〜ブロッコリーの苗植え体験 子育て

　自分で苗を鉢に植え、持ち帰って育て
てみましょう。
時 場 師9月3日㈰▶Ａ会場（中村幸雄さ
ん農地〈上高井戸１丁目〉）＝①午前10
時〜11時②11時30分〜午後0時30分③
2時〜３時▶Ｂ会場（内藤松幸さん農地

〈上高井戸１丁目〉）＝④午前10時30分〜
11時30分⑤午後1時〜2時⑥2時30分〜
3時30分　対区内在住の5歳〜小学生と
その保護者　定各回15組（抽選）　申
ハガキ・ファクス（12面記入例）に希望
時間（第3希望まで）、親子の氏名（フリ
ガナ）、お子さんの年齢も書いて、8月18
日（必着）までに杉並保健所健康推進
課栄養指導担当（〒167-0051荻窪5-20-
1FAX3391-1377）　問同担当☎︎3391-1355　
他8月下旬に当落通知を発送。汚れても
いい服装で、軍手・筆記用具など持参。
会場などの詳細は、当選者へ通知

布ぞうり作り
時9月4日㈪午前10時30分〜午後3時30
分　場環境活動推進センター　対区
内在住･在勤･在学の方　定10名（抽選）　
費1000円　申往復ハガキ（12面記入
例）で、8月14日（必着）までに環境活
動推進センター（〒168-0072高井戸
東3-7-4）　問同センター☎︎5336-7352　
他昼食持参。長寿応援対象事業
小学校低・中学年の子育てに

「コーチング」
時 9月5日㈫・12日㈫午前9時30分〜
11時30分（全2回要出席）　場子ども
家庭支援センター（阿佐谷南1-14-8）　
師コミュニケーション・ファーム代表　
高野まゆみ　対区内在住で小学1〜4年
生の保護者　定15名（申込順）　申 問
電話で、8月18日までに子ども家庭支
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

仕事力アップ講座「アサーティブ・
コミュニケーションセミナー」

　相手も自分も大切にする「伝え方」を
身に付けましょう。
時 内9月6日㈬=基礎編▶13日㈬=実践
編／いずれも午後7時〜9時。全2回要
出席　場産業振興センター　師日本産
業カウンセラー協会シニア産業カウン
セラー・浅場このみ　対区内在住の勤
労者、区内在勤の方　定24名（抽選）　
費1000円　申ハガキ・ファクス・Eメー
ル（12面記入例）に職業、ジョイフル
杉並利用者は利用者番号とジョイフル
カフェクーポン利用の有無も書いて、

認定アロマテラピーインストラクター・
大久保まりえ　定18名（抽選）
◆料理教室「美

お

味
い

しくおしゃれにアレ
ンジ！おにぎりカフェランチ」
時9月10日㈰午前11時〜午後1時　師
杉並・ワーカーズまちの縁がわ　なか
まの家　定16名（抽選）

いずれも 
場杉並障害者福祉会館　対区内在住・
在勤・在学で障害のある方とその介助
者　費各500円　申往復ハガキ（12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、8月15
日（必着）までに杉並障害者福祉会
館運営協議会事務局（〒168-0072高
井戸東4-10-5）　問同事務局☎︎3332-
6121FAX3335-3581
 就労支援センター
◆就職活動Q＆A〜自己PR・志望動機
の書き方から面接まで
時8月19日㈯午後1時〜4時　師人事コ
ンサルタント・高橋健太郎　対44歳以
下で求職中の方　定14名（申込順）
◆就職・転職を成功させる筆記試験対
策〜模擬試験と勉強のポイントを解説
時8月22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
14名（申込順）
◆働き続けるためのコミュニケーショ
ン対応力講座
時8月25日㈮午後1時〜4時　師精神保
健福祉士・片柳光昭　対44歳以下で求
職中の方　定10名（申込順）
◆感情の表現と会話力をアップ〜仕事
をしやすくするコミュニケーション力
時 8月28日㈪午後1時〜4時　師プロ
フェッショナルコーチ・伊藤那美　対
44歳以下で求職中の方　定14名（申
込順）
◆パソコンを使って簡単！適性・適職
診断〜変化の時代は自己分析が大切
時8月29日㈫午前10時〜午後0時30分　
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）　

いずれも 
場あんさんぶる荻窪（荻窪5-15-13）　
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
 荻窪保健センター
◆新米ママの美ボディケア講座子育て
時 内 師①8月28日㈪午後1時30分〜
3時30分=講演「産後も健康的に美し
く（医療編）」（アトラスレディースク

8月18日午後5時（必着）までに産業
振興センター勤労者支援担当（〒167-
0043上荻1-2-1インテグラルタワー2階
FAX3392-7052 wakuwaku@joyful-
suginami.jp）　問同担当☎︎3391-0317　
他筆記用具持参

講演会「ストレッチとパントマイムで子育てで
疲れた体と心をリフレッシュ!!」      子育て
時9月9日㈯午前10時〜正午　場子育
てサポートセンター宮前（宮前2-24-
38）　師パントマイミスト･山本さくら　
対就学前のお子さんとその保護者　定
15名（申込順）　申 問電話で、子育て
サポートセンター宮前☎︎3333-4699　
他車での来場はできません
農業公園「子どものための
農業体験教室（秋・冬講座）」こども

　土作りから秋冬野菜を栽培、調理し
て食べるところまで体験します。
時9月10日㈰・18日㈷、10月1日㈰・22
日㈰、11月5日㈰・19日㈰、12月3日
㈰・17日㈰／いずれも午前10時〜正
午。計8回　場成田西ふれあい農業公
園（成田西3-18-9）　対区内在住の小
学3〜6年生　定20名（抽選）　費5000
円　申往復ハガキ（12面記入例）に
学校名・学年、保護者の氏名（フリガ
ナ）も書いて、8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9月10日

（説明会）、12月3日（昼食会）は保護
者要出席。結果は8月下旬に通知　

杉並でくらす外国人のための
にほんご教室
時9月19日〜12月1日の火・金曜日、午
後6時30分〜8時30分（11月3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（12面記入例）
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。またはハガキ（12面記
入例）で、社会教育センター（〒166-
0011梅里1-22-32セシオン杉並内）▶申
込期限 9月12日（必着）　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9月15日㈮午後
6時30分からセシオン杉並で実施　
 杉並障害者福祉会館
◆スキンローションとリップクリーム
を作るアロマの楽しみ方教室
時9月3日㈰午前10時〜正午　師AEAJ

リニック院長・塚田訓子）、骨密度測
定　②30日㈬午前10時〜午後0時30分
=実技「親子で楽しくボディケア（運
動編）」（助産師・南俊江）、講演「簡
単・健康バランスごはん（栄養編）試
食付き」（栄養士・古澤滋子）／全2回
要出席　対区内在住で生後3〜6カ月未
満のお子さん（第1子）とその保護者　
定20組（申込順）　申電話で、8月25
日までに同センター　他①はだしにな
りやすい服装で、筆記用具持参②動き
やすい服装で、バスタオル・汗拭きタ
オル・飲み物持参
◆始めたいひとのウオーキング講座
〜歩いて延ばそう健康寿命　　シニア
時 9月13日㈬・20日㈬・27日㈬午後1
時30分〜3時30分（計3回）　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）　
申往復ハガキ（12面記入例）で、8月
20日（必着）までに同センター　他
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 
場杉並保健所（荻窪5-20-1）　問荻窪
保健センター☎︎3391-0015

スポーツ①
競技大会
区民体育祭

◆誰でも参加出
で

来
き

る水上レクリエー
ション
時9月3日㈰午前9時〜午後4時（受け
付けは3時30分まで）　場高井戸温水
プール（高井戸東3-7-5）　内自由水
泳、フィンスイミング、ウオーキング
ほか　対区内在住・在勤・在学の方

（小学3年生以下は16歳以上の保護者同
伴）　費100円　問区アクアレクリエー
ション協会・野田☎︎3331-8778（午後
1時〜7時）　他水着・キャップ・タオル
持参。オムツのとれていない乳幼児は
参加できません
◆弓道（中高生）
時9月3日㈰午前9時〜午後5時　場上
井草スポーツセンター（上井草3-34-
1）　内種目 団体・個人の部　対区内
在住・在学の方　費中学生200円。高
校生300円　申往復ハガキ（12面記
入例）で、8月24日（必着）までに区
弓道連盟・横山賢次（〒167-0052南
荻窪1-13-11）　問横山☎︎3334-5664　
他高校生は弓道着着用

杉並区総合文化祭
 ◆書道展作品
時展示 10月6日㈮〜10日㈫午前10時〜午後5時　内漢字・仮名・現代書な
ど。作品が縦の場合は半切、横の場合は半切2分の1以内（幅95cm）の額
装または軸装のもの（仮表装・色紙掛不可。1人1点）　対区内在住・在勤で
18歳以上の方　申往復ハガキ（12面記入例）に作品名と大きさも書いて、
9月10日（消印有効）までに区書道人協会・鳥居冬樹（〒168-0063和泉
4-7-7）　問鳥居☎︎3321-9846
 ◆写真展作品
時展示 10月13日㈮〜17日㈫午前10時〜午後5時（13日は午後1時から）▶
表彰式 17日㈫午後4時　内テーマ 自由▶サイズ 四ツ切・ワイド四ツ切。
Ａ4判は不可。マット台紙（額）は用意します▶審査 全日本写真連盟関東
本部委員・大久保辰朗　費1点1000円（1人2点以内。申込時に持参）　申8
月25日〜27日午前10時〜午後5時にセシオン杉並へ作品を持参　問区フォ
ト連合会・服部☎︎3332-8780　他①応募作品は基本的に全て展示②肖像
権は個人の責任とします③入賞は1人1賞

 ◆杉並アマ美連盟美術展作品
時展示 10月19日㈭〜23日㈪午前10時〜午後5時　内日本画または洋画
で10号までの額装のもの（1人1点）　対区内在住・在勤の方（学生を除く）
申往復ハガキ（12面記入例）に日本画・洋画の別、作品名と大きさも書い
て、9月30日（消印有効）までに杉並アマ美連盟・海津陽子（〒166-0003
高円寺南5-27-20-302）　問海津☎︎5306-1673　他批評会 10月21日㈯

（洋画＝黒澤信男、日本画＝下島洋貫）

 ◆短歌大会作品
時 10月22日㈰午後1時〜4時30分　費出詠料1200円（当日）　申ハガキ

（12面記入例）に未発表の作品（1人1首）も書いて、9月10日
（必着）までに区短歌連盟事務局（〒168-0081宮前3-14-2渡
辺方）　問渡辺☎︎3332-7160　他9月20日作品集発送。10月
7日互選締め切り。大会当日歌会および講演会あり（歌人・梅内
美華子）

　※会場は、いずれもセシオン杉並（梅里1-22-32）です。

作品募集
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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

スポーツ②
◆ソフトテニス〜秋季大会
時 9月3日㈰午前9時〜午後7時（予
備日10日㈰）　場松ノ木運動場（松
ノ木1-3-22）　内種目（男女別） 一
般、シニア一部（45歳以上）、シニア
二部（60歳以上）▶チャレンジの部
ベテラン（70歳以上）、初中級者（年
齢制限なし）、男女混合（ミックスペ
アも可）　対区内在住・在勤・在学で小
学4年生以上の方（中学生・ジュニア
選手を除く）　費1組1000円　申ハガ
キ（12面記入例）に種目も書いて、8
月23日（必着）までに区ソフトテニス
連盟・毒島智和（〒168-0071高井戸
西1-5-38-403）　問毒島☎︎090-4004-
7987（午後7時〜9時）
◆ペタンク大会
時 9月11日㈪午前9時〜午後4時（予
備日12日㈫）　場桃井原っぱ公園（桃
井3-8-1）　対区内在住・在勤・在学
の方　定 40名（先着順）　費 300円　
問区ペタンク連盟・溝田☎︎090-7016-
7006
◆バドミントン①団体②小学生
時①9月18日㈷＝男子1･2部､ 女子1部
A▶30日㈯＝女子1部B〜D▶10月13
日㈮＝女子2部②９月24日㈰／いずれ
も午前9時　場①上井草スポーツセン
ター（上井草3-34-1）②高円寺体育
館（高円寺南2-36-31）　内種目 ①
複（1チーム3組）②単＝小学6年生以
下、5年生以下、4年生以下の部（男
女区別なし）　対区内在住･在勤･在
学の方　費①1チーム5000円（高校
生4000円）②300円をゆうちょ銀行
｢10010-9-026441区バドミントン連
盟｣ へ振り込み　申申込書（区体育
館で配布）に振替受領書の写しを添
えて、①は9月1日②は9月5日（いず
れも必着）までに区バドミントン連盟
①村本ひろみ（〒168-0081宮前4-8-
6）②山本正枝（〒166-0003高円寺
南2-20-35）へ郵送　問山口☎︎090-
8491-5663
◆アクアスロン大会
時 9月23日㈷午前9時　場上井草ス
ポーツセンター（上井草3-34-1）　内
種目 スイム150m・ラン2600m=一
般A男女（高校生〜39歳）、一般B男
女（40歳以上）▶スイム150m・ラン
1950m=中学生男女（学年別）▶ス
イム150m・ラン1300m=小学生男女

（学年別）　対区内在住・在勤・在学で
小学生以上の方　定100名（申込順）　
費 2000円（中学生1000円。小学生
500円）　申申込書（区体育館で配
布）に参加費を添えて、9月18日（必
着）までに区トライアスロン連合事
務局・中野昭二（〒167-0041善福寺
3-13-19フレンド商会内）へ現金書留
で郵送・持参　問中野☎︎3399-3659
◆剣道
時10月22日㈰午前9時〜午後5時　場
日本大学第二学園（天沼1-45-33）　
内種目 団体戦 高校男女・中学男女
▶個人戦 一般男子（年齢別）・一般
女子・高校男女・中学男女　対区内在
住・在勤・在学で中学生以上の方　費
1人500円を、ゆうちょ銀行 ｢00100-
9-172667杉並区剣道連盟｣ へ振り込
み　申申込書（9月7日から区体育館
で配布）を、9月22日（必着）までに

区剣道連盟事務局（〒168-0073下高
井戸1-3-14ハイムMYM201 FAX 6768-
9934）へ郵送・ファクス　問同事務
局・菊地☎︎090-4055-7032
◆空手道
時11月12日㈰午前9時〜午後5時　場
日本大学鶴ケ丘高等学校（和泉2-26-
12）　内種目 組手・形個人戦（年齢
別、男女別）　申 問申込書（電話で、
区空手道連盟・山口☎︎3395-2311へ請
求）に参加費を添えて、9月1日（必
着）までに同連盟・山口剛平（〒167-
0041善福寺1-16-23）へ現金書留で
郵送　他対象・費用はお問い合わせく
ださい
スポーツ教室
ゴルフ基礎講座
時8月30日〜9月29日、10月11日〜11
月10日①水・金曜日の午前10時30分
〜11時50分②水曜日の午後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
ハガキ・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2-8-3 FAX 042-
463-5750）　問畔蒜☎︎090-5560-
0424　他振り替え受講可。無料貸し
出しクラブあり

カラダを動かそう運動教室
◆9・10月の運動不足改善　カラダ若
がえろう教室
時9月2日〜10月28日の土曜日、午前10
時15分〜11時5分（計8回。9月23日を
除く）　内バランス＆体幹トレーニング　
対20〜64歳の方　費8640円　
◆9月の丈夫な足腰をつくろう教室 シニア
時①9月6日㈬・20日㈬・27日㈬午前10
時〜11時30分②9月11日㈪・25日㈪午
後1時〜2時（計5回）　内①筋力トレー
ニングマシン運動②無理のない体操
＆身体の機能改善運動　対65歳以上
で医者から運動制限を受けていない方　
費5400円

いずれも 
場ヴィムスポーツアベニュウ（宮前
2-10-4）　定各15名（申込順）　申 問
電話で、8月25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）　他同講座の受講経験
者はご遠慮ください

硬式テニス教室
①入門②初中級レベル
時9月8日〜29日の毎週金曜日①午前
11時〜午後1時②午後1時〜3時（各計
4回。予備日10月6日㈮・13日㈮）　場
松ノ木運動場　師内山汐里　対区内
在住・在勤・在学で15歳以上の①テ
ニス未経験者②教室未経験者（中学
生を除く）　定各10名（抽選）　費各
6000円　申往復ハガキ（12面記入
例）で、8月15日（必着）までに松
ノ木運動場（〒166-0014松ノ木1-3-
22）　問同運動場☎︎3311-7410

シニア・ヘルシー体操Ⅱ
時 9月5日〜10月24日の毎週火曜日、
午後1時15分〜2時45分（計8回）　場
高円寺体育館　師宮崎輝美　対区内
在住・在勤で50歳以上の方　定20名

（抽選）　費 6400円　申往復ハガキ
（12面記入例）で、8月14日（必着）
までに高円寺体育館（〒166-0003
高円寺南2-36-31）　問同体育館☎︎
3312-0313　他車での来館はできま
せん
 永福体育館
①ボクシングフィットネス教室②フラ
イデーナイトボクシング　
時9月15日〜10月20日の毎週金曜日
①午後7時15分〜8時②8時〜8時45
分（各計6回）　師①美香②白井・具志
堅スポーツジム講師　晝間貴司　対区
内在住・在勤・在学で15歳以上の初心
者（中学生を除く）　定各30名（抽選）　
費各3000円　
◆親子リトミック体操（秋教室）子育て
時9月25日〜11月20日の月曜日、午前
9時45分〜10時45分（10月9日を除く。
計8回）　師みやざき由実　対区内在住
で2・3歳の未就園児とその保護者　定
20組（抽選）　費6000円（子育て応援
券利用可）

いずれも 　
場 問永福体育館（〒168-0064永福
3-51-17☎︎3328-3146）　申往復ハガキ

（12面記入例）で、8月20日（必着）ま
でに同体育館　
 荻窪体育館
①Sunday!親子体操Ⅱ　　　　子育て
時9月3日〜11月5日の毎週日曜日⑴午
前10時〜11時⑵11時〜正午（各計10
回）　師Ti Amo　対区内在住で⑴3
〜5歳未満⑵1歳半〜3歳未満のお子さ
んとその保護者（各教室初日の年齢）　
定各16組（抽選）　費各7500円　申
往復ハガキ（12面記入例）にお子さん
の氏名（フリガナ）も書いて、8月12
日（必着）までに同体育館
②体幹エクササイズⅡ
時9月4日〜11月20日の月曜日⑴午後7
時〜7時50分⑵8時〜8時50分（9月18
日、10月9日を除く。各計10回）　師
佐々木達也　対区内在住・在勤・在学
で15歳以上の初心者（中学生を除く）　
定各20名（抽選）　費各5500円　申
往復ハガキ（12面記入例）で、8月11
日（必着）までに同体育館
③ピラティスナイトⅡ　
時9月4日〜11月13日の月曜日⑴午後
7時〜8時⑵8時〜9時（10月9日を除
く。各計10回）　師小澤純子　対区
内在住・在勤・在学で15歳以上の初心
者（中学生を除く）　定各20名（抽選）　
費各5500円　申往復ハガキ（12面記
入例）で、8月10日（必着）までに同
体育館
④シニア・チャレンジスポーツ教室　
初めてのソシアルダンス　秋
時9月5日〜26日の毎週火曜日、午前11
時〜午後1時（計4回）　師区ダンスス
ポーツ連盟　対区内在住・在勤で50歳
以上の方　定男女各10名（申込順）　費
2200円　申往復ハガキ（12面記入例）
で、8月14日（必着）までに同体育館
⑤⑴マタニティヨガⅡ⑵産後エクササイズⅡ
時 9月16日〜11月25日の土曜日⑴午
前10時〜11時30分⑵11時30分〜午
後1時（11月11日を除く。各計10回）　
師Yumi　対区内在住・在勤で⑴妊娠
4カ月〜出産直前の方⑵出産後1年以
内の方　定⑴18名⑵20名（いずれも
抽選）　費各8000円　申往復ハガキ

（12面記入例）で、8月14日（必着）

までに同体育館

いずれも 　
場 問荻窪体育館（〒167-0051荻窪
3-47-2☎︎3220-3381）　他②③⑤2歳
〜就学前の託児あり（事前申込制。1
回500円。定員あり）
 下高井戸運動場
◆ONEDAYフットサルゲーム  OVER40
時 8 月19日 ㈯ 午 後 7 時 〜 9 時 　 師
S-FUEGO・井口真　対40歳以上の方
が過半数のチーム（親子での参加も
可）　定5チーム（申込順）　費1チー
ム5000円　申電話で、同運動場　他
トレーニングシューズ、スパイク不可
◆はじめての親子体操Ⅱ　　　子育て
時9月2日〜11月18日の第1・3土曜日①
午前9時〜10時②10時15分〜11時15分

（各計6回）　師パオパオスポーツクラ
ブ　対区内在住で①3・4歳②2・3歳の
お子さんとその保護者　定各15組（申
込順）　費各4500円　申往復ハガキ

（12面記入例）で、同運動場
いずれも 

場 問下高井戸運動場（〒168-0073下
高井戸3-26-1☎︎5374-6191）
 上井草スポーツセンター
◆チャレンジスポーツ①跳び箱②鉄棒
③マット運動　　　　　　　   こども
時 対①8月13日㈰②15日㈫③16日㈬
午前9時45分〜10時30分=小学3・4年
生▶10時45分〜11時30分=4歳〜未
就学児▶11時45分〜午後0時30分=小
学1・2年生▶0時45分〜1時30分=3・
4歳（①を除く）　師海老澤恭介ほか　
定①各12名②③各14名（いずれも申
込順）　費各610円　他運動しやすい
服装で、タオル・飲み物持参
◆弓道･アーチェリー認定講習会
　弓道場の利用には利用者証（一定
の技量を認定）が必要です｡ 段位な
どのない方は講習会に参加し、認定を
受けてください。技量に応じた利用者
証を発行します。
時アーチェリー 8月19日㈯▶弓道
26日㈯／いずれも午前9時〜午後1時　
対 16歳以上で弓道またはアーチェ
リー経験がある方　定各36名（申
込順）　他弓具一式と、弓道は道衣、
アーチェリーは運動着持参
◆わくわく親子体操　　　　　子育て
時 9月3日㈰午前10時〜11時　師海
老澤恭介　対 3歳以上の未就学児と
その保護者　定 15組（申込順）　費
610円　他運動できる服装で参加
◆はじめてのバランストレーニング
時 9月3日㈰午前11時30分〜午後0時
30分　師谷口博史　対15歳以上の方

（中学生を除く）　定 40名（申込順）　
費 610円　他スポーツウエア・室内
履き・飲み物持参
◆フライングディスク教室
　障害のある方も楽しめます。
時 9月3日㈰午後1時10分〜2時40分　
対小学生以上の方　定30名（申込順）　
費200円　他運動できる服装で、室内
履き持参

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　
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 催し
原爆と人間展　8月8日㈫〜10日㈭午前
9時30分〜午後5時（8日は午後1時から。
10日は午後4時まで）／区役所1階ロビー
／広島・長崎の被爆の実相を伝える写真
パネルの展示ほか／問杉並光友会・原田
☎︎3314-4661
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します　8月13日㈰

（開催日が異なる銭湯あり）／区内各銭
湯／460円。小学生180円。幼児80円／
問各銭湯（午後1時以降）
座の市　8月19日㈯午前11時〜午後6時

（売り切れ次第終了）／座・高円寺／交流
自治体・山梨県忍野村産とうもろこしな
どの物産品販売／問座・高円寺☎︎3223-
7500
音泉コンサート「うた、ピアノ、フルー
ト＆合唱」　8月19日㈯午後2時〜3時30
分／浴風会（高井戸西1丁目）／曲目 わ
らべうたメドレーほか／区内在住の方ほ
か／200名（先着順）／問音泉コンサー
ト・松林☎︎3334-1888／車椅子席あり
第20回夏休み杉並将棋祭り　8月20日
㈰午前10時〜午後4時／セシオン杉並
／区内在住の方ほか／2000円。高校生
以下・女性1000円／問棋友館☎︎5377-
9123（火〜土曜日午後2時〜5時30分）
納涼大会　民謡舞踊大会　8月27日㈰午
前10時〜午後6時／勤労福祉会館／区内
在住・在勤・在学の方／問区民謡連盟・
長崎☎︎042-494-4138
西荻映像祭2017　8月23日㈬〜27日㈰
／ビリヤード山崎（西荻北3丁目）ほか

／アーティストが西荻窪でつくった映像
作品を発表／問TERATOTERA事務局☎︎
090-4737-4798
秋の土曜フォーラム「落語と美術の出会
い」　9月9日㈯午後2時〜5時／杉並公会
堂／出演 落語家・古今亭志ん彌ほか▶
演目 古典落語「井戸の茶碗」／中学生
以上の方／170名（申込順）／2800円／
申 問電話で、NPO法人美術教育支援協
会☎︎3398-9155
 講演・講座
すぎなみ「名店」創業セミナー　8月30
日㈬、9月13日㈬・27日㈬、10月11日㈬・
25日㈬午後2時〜5時（全5回要出席）／
産業振興センター／中小企業診断士・原
島純一ほか／都内で飲食店・小売店を
始めたい女性、39歳以下または54歳以
上の男性／30名（申込順）／申Eメー
ル（12面記入例）に性別、創業したい
飲食業の種類も書いて、8月21日までに
NPO法人CBすぎなみプラス info@cb-
sugiplu.org／問同団体☎︎6383-0875
初心者のための健康マージャン教室　9
月6日〜30年2月28日の水曜日①午前10
時〜午後1時②1時30分〜4時30分（各計
25回。30年1月3日を除く）／麻雀クラ
ブ「東京」（高円寺南1丁目）／日本健康
麻将協会のレッスンプロ／区内在住で55
歳以上のマージャン初心者／各16名（抽
選）／1回1500円（別途テキスト代1000
円）／申往復ハガキ（12面記入例）で、
8月15日（必着）までに日本健康麻将
協会杉並統括支部・白壁ひろ子（〒167-
0052南荻窪2-6-14-108）／問白壁☎︎
090-8620-9425
シンポジウム「生きること・逝くこと」
～人生最終章への備え　9月8日㈮午後
0時30分〜4時／有楽町朝日ホール（千
代田区）／樋口恵子ほか／区内在住・在
勤の方／600名（申込順）／申ファクス

（12面記入例）に申し込み理由も書いて、
浴風会ケアスクール FAX3334-2694／問
同団体☎︎3334-2149
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　9月9日㈯
午後2時〜4時20分／阿佐谷地域区民セ
ンター／医師ほか／90名（先着順）／
問NPO法人腎臓サポート協会事務局☎︎
6380-6731
弁護士に学ぼう！相続トラブル回避セミ
ナー　9月27日㈬午後2時〜3時30分／産
業商工会館／弁護士・杉浦正敏／区内在
住の方／25名（申込順）／1500円／申
問電話で、9月26日までに杉並青色申告
会☎︎3393-2831／長寿応援対象事業
高千穂大学公開講座　8月26日㈯、9月
2日㈯・9日㈯・20日㈬午前10時40分〜
午後0時10分・1時〜2時30分（計8回）
／高千穂大学／昔話の魅力／高千穂大
学教授・立石展大ほか／区内在住・在
勤・在学で18歳以上の方／100名（申込
順）／500円／申往復ハガキ（12面記入
例）で、高千穂大学公開講座係（〒168-
8508大宮2-19-1）／問同大学学務部教
務課☎︎3313-0146
東京女子大学　夏季特別講座「高齢社
会の眼の健康とQOL」　9月2日㈯①午
前10時〜正午＝高齢者の眼の病気と治療
の現状（杏林大学医学部眼科学教授・平
形明人）②午後1時〜3時＝高齢の眼をい
たわる社会インフラの進歩（東京女子大
学教授・小田浩一）▶3日㈰③午前10時
〜正午＝ロービジョンケア・眼科で受け
られるリハビリサービス（杏林アイセン
ター・ロービジョン外来視能訓練士・新
井千賀子）④午後1時〜3時＝QOLの維
持・見えにくくなっても楽しく活動的な生
活（杏林アイセンター・ロービジョン外
来歩行訓練士　尾形真樹）／東京女子
大学／区内在住・在勤・在学の方／各日

各回250名（申込順）／各日各回1000円
（学生500円）／申ハガキ（12面記入例）
に学生か否かも書いて、8月24日（必
着）までに東京女子大学教育研究支援課

（〒167-8585善福寺2-6-1）／問同課☎︎
5382-6470／託児あり（事前予約制）
学校開放公開講座　パソコン基礎講座

（もう一度一から）　9月2日㈯・16日㈯・
30日㈯、10月7日㈯・14日㈯・28日㈯午
後1時30分〜3時45分（計6回）／東田
中学校／国安忠男／区内在住・在学の方
／30名（抽選）／申往復ハガキ（12面
記入例）で、8月15日（必着）までに東
田文化スポーツクラブ・嶋川康夫（〒166-
0015成田東4-1-9）／問嶋川☎︎3311-
2476／筆記用具持参。Windows8.1、
Office2013を使用
 その他
税金なんでも相談会　8月9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
税理士による相続税無料相談会　8月19
日㈯午前9時30分〜午後1時／東京税理
士会杉並支部（阿佐谷南3丁目）／申問
電話で、8月18日までに東京税理士会杉
並支部☎︎3391-1028／1人40分程度
シルバー人材センターリサイクル自転
車の販売　8月21日㈪〜23日㈬午前11時
〜午後4時（荒天延期）。販売初日は午
前9時30分から整理券配布／リサイクル
自転車作業所（永福2丁目）／販売価格

6700円〜（先着順）／問同作業所☎︎
3327-2287

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

 妙正寺体育館
◆鉄棒チャレンジ教室　　　　こども
時対8月19日㈯①午前9時20分〜10時
5分=小学3・4年生②10時15分〜11時
=4歳〜未就学児③11時10分〜11時55
分=小学1・2年生④午後0時5分〜0時
50分=3・4歳　師潘鎮浩　定各12名

（申込順）
◆ふわふわトランポリン体験教室 

こども
時対8月21日㈪①午後1時30分〜2時=
小学3・4年生②2時15分〜2時45分=4
歳〜未就学児③3時〜3時30分=小学
1・2年生④3時45分〜4時15分=3・4歳　
師潘鎮浩、野口奈保　定各10名（申
込順）

いずれも 
場 問妙正寺体育館（清水3-20-12☎︎
3399-4224）　費各610円　申電話ま
たは直接、同体育館　他運動しやすい
服装で参加
その他   
「杉並区キンボールスポーツ交流大
会」の実行委員を募集します

　30年1月28日㈰に大宮前体育館（南
荻窪2-1-1）で実施する「杉並区キン
ボールスポーツ交流大会」の企画・運
営を、お手伝いしてくれる方を募集し
ます。
申 問電話で、8月18日までにスポーツ
振興課事業係　他月1回程度実行委員
会を開催（次回は9月21日㈭午後5時
30分から区役所で実施）

　米国の本格的ビッグバンドが、おなじみのグレン・ミラーやジャズのスタンダード
ナンバーをお届けします。日本を代表するジャズシンガー・豊田チカがジョイント
する豪華版です。

【日　時】  9月12日㈫午後7時
【場　所】セシオン杉並（梅里1-22-32）
【費　用】S席2500円、A席2000円（全席指定）ほか
【申し込み】チケット販売窓口 コミュかるショップ（区役所1階）、
　　　　　 阿佐谷ジャズストリート実行委員会
　　　　　 ☎080-4117-5075（午前10時〜午後5時）

【問い合わせ】同実行委員会

【日　時】 9月15日㈮午後7時
【場　所】 杉並公会堂（上荻1-23-15）
【内　容】 出演 藤岡幸夫（指揮）、山下洋輔（ピアノ）ほか
 ▶曲目 ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」ほか

【対　象】 小学生以上の方
【定　員】 1000名（申込順）
【費　用】 Ｓ席5300円ほか
【申し込み】チケット販売窓口 杉並公会堂☎5347-4450、
 チケットぴあ☎0570-02-9999（Pコード315-920）

【問い合わせ】 杉並公会堂
【その他】 託児あり。電話で、マザーズ☎0120-788-222（月〜金曜日
　　　　 午前10時〜午後5時〈正午〜午後1時、祝日を除く〉）

日本フィル杉並公会堂シリーズ

©青柳聡
▲藤岡幸夫

©Jimmy&Dena Katz

▲山下洋輔

▲豊田チカ
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