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井草地域区民センター協議会
〒167-0022下井草5-7-22
☎3301-7723
HPhttp://www.igusahome.sakura.ne.jp/

「コミュニティ・すくーる」井草地域の
自然今昔～未来に向けて
時8月27日㈰午後1時～3時　師東京大
学総合研究博物館・須田孫七　定50
名（抽選）　費100円　申往復ハガキ
(12面記入例)で、8月22日（必着）ま
でに同センター　他長寿応援対象事業
井草の自然めぐりとビオトープの手
入れ
時9月2日㈯・23日㈷午前9時30分～正
午（計2回）　師井草・水とみどり支援
隊メンバーほか　定40名（抽選）　費
100円　申往復ハガキ(12面記入例)
で、8月22日（必着）までに同セン
ター　他長寿応援対象事業
井草センターまつり
時①9月9日㈯②10日㈰午前10時～午
後4時（10日は3時まで）　内①ビンゴ
大会ほか②ピエロ風船ほか▶両日＝模
擬店、芸能発表、作品展示ほか
おもちゃの病院
時9月23日㈷▶受け付け＝午後1時30
分～3時　師片岡末廣ほか　費実費　
他1家族3個まで

いずれも 
場井草地域区民センター

西荻地域区民センター協議会
〒167-0034桃井4-3-2
☎3301-0815
HPhttp://nisiogi-center.sakura.ne.jp/wp/

初心者でも楽しめる手話ダンスにチャ
レンジ！
時9月5日㈫午前10時～正午　場西荻
地域区民センター　師NPO法人手話
ダンスYOU＆I指導者・松邑絹子　定
25名（抽選）　費30円（保険料）　申
往復ハガキ(12面記入例)で、8月28日
（必着）までに同センター　他タオル、
動きやすい服装、上履き、飲み物持
参。長寿応援対象事業
家庭でアロマテラピー（セルフケア）
時9月8日㈮午前10時～正午　場西荻
南区民集会所（西荻南3-5-23）　師ア
ロマテラピーインストラクター・岩崎
恵美　定25名（抽選）　費500円　申
往復ハガキ(12面記入例)で、8月28日
（必着）までに同センター　他筆記用
具持参。長寿応援対象事業
講演会「発達障害（自閉スペクトラム
症）がある人への理解とは」
時9月9日㈯午後1時～2時30分　場西
荻地域区民センター　師信州大学医学
部付属病院・本田秀夫　定340名（先
着順）　他車椅子席あり（事前申込制。
5席。電話で、同センター）

荻窪地域区民センター協議会
〒167-0051荻窪2-34-20
☎3398-9127
HPhttp://ogikubokyougikai.sakura.ne.jp/

「防災フォーラム」みんなの安心・安
全フェスタ
時9月10日㈰午前10時～午後4時　場
荻窪地域区民センター　内 師講演会
「今、直下型地震が発生したら、あな

たならどうしますか？」（NPO法人防
災サポートおぢや・佐藤知巳）ほか
阿佐谷地域区民センター協議会

〒166-0004阿佐谷南1-47-17
☎3314-7215
HPhttp://www.asagaya-kyogikai.org/
2017ワクワク！どきどき？科学で遊
ぼう
時9月24日㈰午後1時～4時　内日時計
作りほか　師サイエンスホッパーズほか
すぎなみ歴史探訪～古代・中世の杉並
の姿と近代杉並の発展
時9月30日㈯、10月7日㈯午後1時30分
～3時30分（計2回）　師前郷土博物館
長・寺田史朗　定70名（抽選）　申往
復ハガキ（12面記入例）で、9月14日
（必着）までに同センター　他長寿応
援対象事業

いずれも 
場阿佐谷地域区民センター
高円寺地域区民センター協議会

〒166-0011梅里1-22-32
☎3317-6614
HPhttp://www.koenji-kyogikai.org/
健康講演会
時 9月8日㈮午後2時～4時　師MRO
（J）認定オステオパス・佐藤行夫ほか　　
定30名（抽選）　費100円（保険料含
む）　申往復ハガキ(12面記入例)で、8
月24日（必着）までに同センター
こどもフェア2017！
時9月16日㈯午前10時～午後3時　内
「生命の壁画」展示、プラネタリウム、
ママcafe、お料理教室、将棋道場、親
子でキンボール、スタンプラリーほか 
楽しい健康体操
時9月20日～10月4日の毎週水曜日、午
後1時30分～3時30分（計3回）　師澤
靜子　定30名（抽選）　費100円（保
険料）　申往復ハガキ（12面記入例）
で、9月7日（必着）までに同センター

いずれも 
場高円寺地域区民センター　対区内在
住・在勤・在学の方
高井戸地域区民センター協議会

〒168-0072高井戸東3-7-5
☎3331-7980
HPhttp://takaido-kyogikai.sakura.ne.jp/

防災フォーラム2017
時9月2日㈯午前10時30分～正午　場
高井戸地域区民センター　内 師「3・
11～震災について」（東京消防庁）、
非常食・防災グッズ配布　定 150名
（先着順）
永福和泉地域区民センター協議会
〒168-0063和泉3-8-18
☎5300-9412
HPhttps://www.sugi-chiiki.com/eifuku-izumi/
これからの人生を笑顔に
～介護・医療について
時9月2日㈯午後1時30分～3時　場永
福和泉地域区民センター　師看護師・
山田剛司　定 40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　他長寿応援対
象事業
土曜日の音楽会「ウクレレと歌の夕べ」
時9月9日㈯午後6時～7時　場下高井
戸区民集会所（下高井戸3-26-1)　内
出演＝ザ・グレイシス▶曲目＝カイマナ
ヒラ、もみじほか　定80名（先着順）
日フィルと方南エイサー・新泉バトン
クラブが浜田山会館にやってくる
時9月10日㈰午前10時～正午　場浜田
山会館（浜田山1-36-3）　定150名（先
着順）
秋色スワロフスキーネックレス作り
時9月22日㈮・29日㈮午後1時30分～
4時 (計2回）　場永福和泉地域区民セ
ンター　師アトリエまーじゅ主宰・豊
岡たま江　定20名（抽選）　費2000円　
申往復ハガキ(12面記入例)で、9月11
日（必着）までに同センター　他長寿
応援対象事業
下高井戸区民集会所まつり発表団体・
模擬店募集
時10月9日㈷午前10時～午後3時　場
下高井戸区民集会所（下高井戸3-26-
1）　内集会所を利用しているグループ
または周辺地域に住んでいる方（業者
出店不可）　申往復ハガキに「まつり参
加希望」と代表者氏名・住所・電話番
号・参加内容・発表内容（音楽・ダン
スなどは1グループ30分程度）・希望時
間・参加人数・必要備品を書いて、8月
27日（必着）までに同センター（抽選）

詳細・問い合わせは、各地域区民センター協議会へ
（月～金曜日午前8時30分～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）。
は、地域の団体との協働事業です。

詳細・問い合わせは、各地域区民センター協議会へ

毎月15日号に掲載

　8月15日は終戦の日です。28年に区が発行した「杉並
区戦後70年事業 区民の戦争戦災証言記録集」によると、
昭和16年に開戦し、3年以上続いた太平洋戦争では、区
内で計18回の空襲があり、全焼した家屋は1万棟以上、
罹
り

災
さい

者は約4万3000人と、甚大な被害を受けました。毎
年この時期になると、平和の尊さをあらためて感じます
が、普段何気なく歩いている区内にも、平和を願うシン
ボルがあることをご存じでしょうか。
　高井戸中学校にある「アンネのバラ」は、生徒と地域
の人々が平和への願いを込めて育てています。第二次世
界大戦時にナチスの強制収容所で15歳の若さで亡くなっ
たユダヤ人の少女、アンネ・フランクについて、国語の
授業で取り上げた「アンネの日記」を通して知った生徒
たちの平和への願いに応えて、昭和51年にアンネの父か
ら寄贈されました。当時3本だった苗は、今では200株近
くにまで増え、毎年5月と10月頃に校庭に美しく咲くバラ

が一般公開されます。
　荻窪体育館の一角にある不思議な形の石碑「オーロラ」
の碑は、かつてこの場所に原水爆禁止署名運動の拠点と
なった旧杉並区立公民館があったことから、公民館跡地
の記念碑として建立されました。昭和29年にビキニ環礁
で行われたアメリカの水爆実験に反対する原水爆禁止署
名運動は、この公民館に集う区民が声を上げたことをきっ
かけに始まりました。署名の人数は区内外を合わせて約
27万人で、そのうち区民が約21万人でした。当時の区の
人口は約39万人で、半数以上の区民が署名したことにな
ります。この活動をきっかけに、「杉並」の名が全国に知
られることとなったと言っても過言ではありません。
　すぎなみ学倶楽部では、戦争の爪痕を垣間見ることが
できる施設や、戦争体験者の貴重な証言集も掲載してい
ます。先人から学び、平和のありがたさを実感できるコ
ンテンツです。ぜひ一度ご覧ください。　　　　　   （七）

平和を願うシンボル

す ぎ な み 学 倶 楽 部
毎月15日号は「すぎなみ学倶楽部」からちょっといい話をお届けします。

第113号

問産業振興センター観光係☎5347-9184

▶歴史

すぎなみ学倶楽部
ホームページ
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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
東京2020大会　啓発パネル展示

　女子美術大学学生の協力により、障
害者スポーツの内容や選手村の様子な
どの情報のパネル展示を行います。
時8月24日㈭〜9月1日㈮午前8時30分
〜午後5時　場区役所1階ロビー　問
文化・交流課オリンピック・パラリン
ピック連携推進担当

講演・講座 
男女平等推進センター講座

「子育て中の働き方」⑴ 　  
　子育てと仕事の両立や、多様な働き
方のヒントを探すワークショップや交
流会もあります。
時 9月12日㈫午前10
時〜正午　場あんさ
んぶる荻窪(荻窪5-15-
13)　師キャリアカウン
セラー・曽山恵理子

（右上写真）　対父親・母親・プレパ
パ・プレママ　定30名（申込順）　費
500円　申Eメール（記入例）で、9月4
日までにこどもコワーキングbabyCo
babyco@suginami-kodomo.net　問
同団体☎5335-7320　他生後7カ月〜
就学前の託児あり（事前申込制）　

障害者のためのパソコン講習会
「三つ折りリーフレットを作ってみよう！」
時9月17日㈰・18日㈷・23日㈷・24日㈰
①午前10時〜午後0時30分②1時30分〜
4時（各計4回）　場杉並障害者福祉会館　
内基本操作、図の挿入ほか　対区内在
住・在勤・在学で障害のある方　定各10
名（抽選）　費各1000円　申往復ハガ
キ（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と所在地、手

話通訳を希望の方はその旨も書いて、8月
30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☎3332-6121FAX
3335-3581　他①②連続受講可

サイエンスワークショップ2017
音の実験とエコーマイクを作ろう
時 9月18日㈷午後2時〜4時　場井草
中学校（上井草3-20-11）　師原田佐
和子　対区内在住・在学で小学3年生
以上の方　定30名（申込順）　申 問電
話・ファクス・Eメール（記入例）に学
生は学校名・学年も書いて、社会教育
センター☎︎ 3317-6621FAX3317-6620
SHAKYO-C@city.suginami.lg.jp

家族介護教室
◆すぎなみ介護大学「グループホーム
体験講座」
時8月27日㈰午後2時〜4時　場ニチイ
ケアセンター荻窪（荻窪1-15-13）　師
杉並区グループホーム連絡会　対区
内在住・在勤の方　定15名（申込順）　
申 問電話で、ニチイケアセンター荻窪
☎5349-7982
◆認知症サポーター養成講座
時8月29日㈫午後1時
30分〜3時　場介護
老人保健施設シーダ・
ウオーク（桃井3-4-9）　
師キャラバン・メイ

ト、ケア24上荻職員ほか　対区内在住・
在勤の方　定20名（申込順）　申 問電
話で、ケア24上荻☎5303-6851　他講
座終了後に認知症サポーターの証し「オ
レンジリング」を差し上げます
◆今から備えておくための有料老人
ホームの選び方
時8月30日㈬午後2時〜3時30分　場
高円寺中央会議室（高円寺南2-32-5）　

師民間介護施設紹介センター・関口光
博　対区内在住・在勤の方　定30名

（申込順）　申 問電話で、ケア24梅里
☎5929-1924
◆介護予防、認知症予防に効果的なこと
時8月31日㈭午後2時〜4時　場ゆうゆ
う上高井戸館（高井戸東2-6-17）　師
認知症介護研究・研修東京センター研
修企画主幹　中村考一　対区内在住・
在勤の方　定20名（申込順）　申 問電
話で、ケア24高井戸☎3334-2495
◆「認知症かなと思ったら＠さくらカ
フェ」〜受診の流れと診療の実際
時 9月1日㈮午後1時30分〜3時　場
シーダHATA101（久我山3-26-5）　師
浴風会病院認知症疾患医療センター医
療相談・支援室長補佐　高橋智哉　対
区内在住・在勤の方　定 15名（申込
順）　費200円　申 問電話で、ケア24
久我山☎5346-3348
◆認知症予防　歌と楽しく音楽脳トレ
 シニア
時9月2日㈯午前10時〜11時30分　場
ジャパンケア成田（成田西3-7-4）　師
ピアニスト・高木亜砂、ケア24成田職
員　対区内在住でおおむね65歳以上
の方　定 25名（申込順）　申 問電話
で、ケア24成田☎5307-3822
◆腰痛・膝痛を予防し、家庭でできる
リハビリを学びましょう！
時9月10日㈰午後2時〜3時30分　場
上荻ふれあいの家（上荻2-26-7）　師
理学療法士・内藤東　対区内在住の
方、デイサービス利用者とその家族　
定20名（申込順）　申 問電話で、上荻
ふれあいの家・松永☎3301-2256 
 環境活動推進センター
◆ラップの芯で作るレジ袋ハンガー
時8月29日㈫午後1時30分〜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 12名（申込
順）　費200円　他長寿応援対象事業
◆アクリル毛糸を使って蛇口ピカピカ
たわし作り
時 9月8日㈮午前10時30分〜午後0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

（申込順）　費1個100円　他長寿応援
対象事業
◆夜の生きもの観察会　五感をすまし
て感じてみよう
時9月15日㈮午後6時30分〜8時30分　
場集合＝都立和田堀公園内ひょうたん
池と釣り堀（武蔵野園）の間の広場

（大宮2-23） 　師プロ・ナチュラリスト　
佐々木洋、環境カウンセラー・福岡清
治郎　対区内在住・在学で5歳以上の
方（小学生以下は保護者同伴）　定40
名（申込順）　費100円（保険料）　他
長袖・長ズボンで、懐中電灯持参
◆かんきょう講演会　かいぼりで劇的
水辺のビフォーアフター
　井の頭池などのかいぼりと協働事例
を通して、和田堀池の再生について考
えます。
時9月16日㈯午後2時〜4時　場阿佐谷
地域区民センター（阿佐谷南1-47-17）　
師NPO法人生態工房理事・片岡友美　
対区内在住・在勤・在学の方　定50
名（申込順）　他長寿応援対象事業
◆着物や洋服のリメイク
時9月25日㈪午後1時30分〜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（申込
順）　費600円　他長寿応援対象事業

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）

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

　　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

　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8月31日まで休館。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

桃井館（桃井1-35-2　　　　
☎ FAX 3399-5025）

「使ってみようスマホ講座」
①体験編②実践編

①9月19日㈫②26日㈫午後2時〜4時　定各20名（申込順）　費1回
500円

阿佐谷館（阿佐谷北2-18-17
☎ FAX5364-9360）

ベークアートの世界へようこそ
／パンで作るカップ 8月29日㈫午前10時〜午後1時　定16名(申込順）　費800円

高井戸東館（高井戸東3-14-9
☎ FAX 3304-9573） 日本フィル出張コンサート 10月4日㈬午後1時〜3時　定28名（申込順）

上高井戸館（高井戸東2-6-17
☎ FAX 3306-0441）

脳トレ　次の一手
「初めて学ぶ囲碁講座」

9月11日から毎月第2・4月曜日、午後1時30分〜4時30分　定16名
（申込順）　費1回700円（別途教材費1080円）

梅里堀ノ内館（堀ノ内3-37-4
☎ FAX 3313-4319） スポーツ吹き矢講座

毎月第1日曜日、午前10時〜午後3時・毎月第3・4土曜日、午後1時
30分〜3時30分　定各10名（申込順）　費各回500円（別途マウス
ピース代100円）

四宮館（上井草2-28-3
☎ FAX 3396-7692） はじめての消しゴムはんこ

8月29日㈫午前10時〜正午　師ゆめはんこ　対小学生以上の方（小
学3年生以下は保護者同伴）　定15名（申込順）　費500円（別途材
料費500円）

馬橋館（高円寺南3-29-5
☎ FAX 3315-1249） 書道教室

9月6日から毎月第1・3水曜日、午前10時〜11時30分　師春風香葉　
定12名（申込順）　費1回1000円（別途初回材料費1000円）　他申
し込み受け付け＝9月1日〜

時 8月25日㈮午後2時〜4時　
場すぎなみ協働プラザ（阿佐
谷南1-47-17）　師天沼小学
校校長　申 問電話・Eメール

（記入例）で、すぎなみ協働
プラザ☎3314-7260 info@
nposupport.jp

子どもの
発達障害を
考える

すぎなみ
地域づくり勉強会

もしかして、うちの子…
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※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

10月の休日パパママ学級
時 10月8日㈰・28日㈯午前9時30分
〜午後0時30分、1時30分〜4時30分　
場杉並保健所（荻窪5-20-1）　内もく
浴実習、パパの妊婦体験、お産に向
けた話など　師助産師ほか　対区内
在住で開催日現在妊娠24週以上37週
未満の初産のカップル　定各回24組　
申杉並区休日パパママ学級 HP http://
bbff.or.jp/sugi-papamama/から8月
21日〜9月15日に申し込み　問ベビー
＆バースフレンドリー財団杉並区休日
パパママ学級担当☎6804-9570　他
母子手帳・筆記用具持参。結果は9月
25日ごろ通知。応募者多数の場合は出
産予定日などで調整。車での来場不可
 荻窪保健センター
◆キレイな口もと応援教室
時 内 師①9月12日㈫
＝来て・見て・やって　
いろいろお口のチェッ
ク「歯医者さんから聞
けるお得な健

け ん

口
こ う

情報」
（田村歯科医院歯科医師・田村仁志〈上

写真〉）②15日㈮＝笑顔が輝くメイク
術＆フェイスストレッチでイキイキと

（資生堂ジャパンビューティーセラピス
ト）／いずれも午前10時〜正午。計2
回　場荻窪保健センター　対区内在
住・在勤で64歳以下の女性　定18名

（申込順）　申電話で、同センター　他
皮膚疾患等を治療中の方、化粧品アレ
ルギー体質の方はご遠慮ください。②
は参加者自身でメイク
◆10月の足腰げんき教室	 シニア
時 場下表のとおり　内筋力やバランス
能力の強化に効果的なボールを使った
体操など　師健康運動指導士　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　定各15名（抽選）　
申ハガキ（12面記入例）に希望会場1
カ所・番号（下表参照）も書いて、8
月22日（必着）までに同センター
番
号 会場 日時（各計4回）

13 杉並保健所
(荻窪5-20-1)

10月3日〜24日の毎
週火曜日､ 午前9時
30分〜11時30分

14
高井戸保健セン
ター(高井戸東
3-20-3)

10月3日〜24日の毎
週火曜日､ 午後1時
30分〜3時30分

15 和泉サナホーム
(和泉4-16-10)

10月6日〜27日の毎
週金曜日､ 午後1時
30分〜3時30分

いずれも 　
問荻窪保健センター（〒167-0051荻
窪5-20-1☎3391-0015）
 就労支援センター
◆男性セミナー！暗いイメージで損し
ないための〜笑顔が生まれる伝え方
時9月1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
下で求職中の男性　定14名（申込順）
◆あなたの働きたいを全力でサポート
〜就労支援センターの上手な活用法
時9月2日㈯午前10時〜11時　対求職中
の方　定14名（申込順）　他当日参加可
◆求職者のためのパソコンセミナー①
ワード基礎②エクセル応用
時①9月4日㈪②11日㈪午前10時〜午
後3時　師PC専任講師・小林理佳、木
内恵里子　対 44歳以下で求職中の方　
定各14名（申込順）
◆ストレスと上

う

手
ま

くつきあい、心を元
気にする方法
時9月5日㈫午前10時〜正午　対求職

中の方　定14名（申込順）
◆職場での不安・焦り・混乱を上手に
伝えるスキルを身に付ける
時 9月8日㈮・15日㈮午後1時〜4時

（計2回）　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）
◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時9月13日㈬午前10時〜正午　対求職
中の方　定14名（申込順）
◆今を生き抜くための〜時代に振りま
わされない働き方
　変化の激しい今の時代を生きていく
ために、必要な情報と世の中が求める
働き方を学びます。
時 9月14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
54歳以下で求職中の方　定14名（申
込順）
◆こんな会社がいい会社！安心して働
くために知っておくべき知識とマインド
時9月16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　対おおむね44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

初心者向け男性料理教室
時 9月11日㈪午前9時30分〜午後0時
30分　場高齢者活動支援センター　
内献立＝炊き赤飯、簡単ローストビー
フ、ジャガ芋のおかか煮、いも煮風
汁、ヨーグルトムース　師すぎなみ栄
養と食の会栄養士・奥本典子　対区内
在住で60歳以上の男性　定30名（抽
選）　費700円（保険料含む）　申往復
ハガキ(12面記入例)で、8月25日（必
着）までに高齢者活動支援センター

（〒168-0072高井戸東3-7-5）　問同セ
ンター☎3331-7841　他エプロン、三
角巾・布巾・筆記用具持参。抽選結果
は、8月26日以降ハガキで通知

スポーツ①
競技大会
区民体育祭
◆ハゼ釣り
時9月24日㈰午前6時　場千葉県木更
津市木更津漁港▶集合＝JR荻窪駅西口
南側すずらん通り入り口付近　対区内
在住・在勤・在学の方（中学生以下は
高校生以上の同伴者が必要）　定50名

（申込順）　費男性7000円。女性4000
円。中学生以下3000円（保険料含む）　
申 問電話・ハガキ・ファクス（12面
記入例）に参加人数と参加者全員の
氏名・年齢も書いて、9月18日（必着）
までに区釣魚連合会事務所・太田秀治

（〒168-0081宮前5-24-8☎︎ FAX 3334-
0349〈電話は午前9時〜午後5時〉）　
他雨具・長靴・弁当持参
◆サッカー〜冬季大会
時9月24日〜12月の日曜日・祝日、午前
9時〜午後5時　場井草森公園運動場

（井草4-12-1）、下高井戸運動場（下高
井戸3-26-1）、上井草スポーツセンター

（上井草3-34-1）　内種目＝高校生、一
般、シニアの部　対高校生＝区内高等
学校の代表▶一般＝区内在住・在勤で
18歳以上の男子（高校生を除く）▶シ
ニア＝区内在住・在勤で40歳以上の男

子　費1チーム1万円　申 問電話で、8
月20日までに区サッカー連盟・大槻☎︎
090-9833-5041（午前9時〜午後10時）
◆弓道（一般）
時10月1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・在勤・在学の方ほか　費
1人500円　申往復ハガキ（12面記
入例）で、9月20日（必着）までに区
弓道連盟・中田龍治（〒166-0016成
田西3-20-32）　問中田☎3391-2587　
他弓道着で参加
◆バレーボールシニア大会
時10月8日㈰午前9時　場①高円寺体
育館（高円寺南2-36-31）②上井草ス
ポーツセンター（上井草3-34-1）、区
立中学校　内種目＝①男子②女子／い
ずれも9人制　対区内在住・在勤で、
29年度の年齢が男子40歳以上・女子
50歳以上で編成されたチーム　費 1
チーム4000円　申申込書（区体育館
で配布）を、9月22日（必着）まで
に区バレーボール協会・小山美千代

（〒167-0032天沼2-19-2）へ郵送　問
小山☎3392-2033　他代表者会議を9
月30日㈯午後3時から荻窪体育館（荻
窪3-47-2）で開催。車での来場不可
◆バドミントン（一般の部）
時①10月8日㈰②22日㈰午前9時　場
大宮前体育館（南荻窪2-1-1） 　内種目
＝①単＝男子1・2部、女子1・2部▶複
＝女子シニア45歳以上1・2部②複＝男
子1・2・3部、女子1・2部　対区内在
住・在勤・在学の方　費単800円。複
1組1600円をゆうちょ銀行「10010-9-
026441杉並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）に振替受領証の写しを添えて、①
は9月16日②は10月6日(いずれも必着)
までに区バドミントン連盟・山口由記
子 (〒168-0073下高井戸3-33-2)へ郵
送　問山口☎090-8491-5663
スポーツ教室

 荻窪体育館
◆シニアチャレンジスポーツ教室　初
めての太極拳
時8月27日㈰午前9時〜10時30分　師
区太極拳連盟　対区内在住・在勤で
50歳以上の初心者　定30名（先着順）　
費550円
◆小学生集まれ！ソフトバレーボール
	 こども
時9月3日㈰午前9時〜11時　師区ソフ
トバレーボール連盟　対区内在住・在
学の小学生　定 15名（先着順）　費
100円　他体育館履き持参
◆障がい者ユニカール体験教室
時9月10日㈰午前11時〜午後1時　師
日本ユニカール協会理事・石井功樹　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）　定20名（先着順）　
費100円
◆脳トレリズム体操Ⅱ
時 9月11日〜11月27日の月曜日、午
前11時〜午後0時30分（計10回。9月
18日、10月9日を除く）　師斉藤なみ
ゑ　対区内在住・在勤で50歳以上の
方　定20名（抽選）　費8000円　申
往復ハガキ（12面記入例）で、8月24
日（必着）までに同体育館
◆ヨガⅡ　
時9月26日〜11月28日の毎週火曜日、
午前10時〜11時・11時〜正午（各計

10回）　師畑ひろみ　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26日（必着）までに同体育館　
他2歳〜就学前の託児あり（事前申込
制。1回500円。定員あり）

いずれも 　
場 問荻窪体育館（〒167-0051荻窪
3-47-2☎3220-3381）
 上井草スポーツセンター
◆気楽にわいわいフットサル
時9月2日㈯午前9時15分〜10時45分　
師FC東京普及部コーチ　対区内在住・
在勤・在学で20歳以上のフットサル
(サッカー)未経験・初心者　定 30名

（申込順）　費510円　申電話または直
接、同センター
◆親子サッカー教室70	 子育て
時9月30日㈯午前9時〜10時10分　師
FC東京普及部コーチ　対区内在住・
在勤（保護者）・在園の年中長とその
保護者　定15組30名（申込順）　費1
組720円　申電話または直接、同セン
ター
◆キッズエンジョイサッカー交流会
	 子育て
時 9月30日㈯午前10時30分〜正午　
師FC東京普及部コーチ　対区内在住・
在勤（保護者）・在学の小学生とその保
護者（子どもだけの参加も可）　定40
名（申込順）　費1人510円　申電話ま
たは直接、同センター
◆プレキッズ＆マミーサッカー教室
	 子育て
時 9月6日㈬・13日㈬・20日㈬▶2歳
児＝午前10時〜10時50分▶3・4歳児
＝11時〜11時50分　師FC東京普及部
コーチ　対区内在住・在勤（保護者）・
在園で2〜4歳のお子さんとその保護者　
定各日各回20組40名（申込順）　費各
日各回1組510円（子育て応援券利用
可）　申電話または直接、同センター
◆初めてラッコ	 こども
時9月7日〜12月22日の木・金曜日、午
前11時〜11時40分（祝日、第3木曜日、
11月17日㈮を除く）　対2歳半〜3歳で
オムツのとれたお子さん　定各回10名

（先着順）　費初回無料。2回目以降1回
320円（初回時に別途指定帽子代308
円）　他水着・タオル持参

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）
 松ノ木運動場
◆小学生チャレンジ広場・かけっこ教
室Ⅱ①小学1・2年生②3〜6年生こども
時9月13日㈬①午後3時〜4時15分②4
時30分〜5時45分（予備日9月20日㈬）　
師武井隆次　対区内在住・在学の小学
生　定各30名（申込順）　費各100円　
申電話または直接、同運動場
◆ノルディックウオーキング教室
時9月14日㈭午前9時〜11時　師NPO
法人日本ノルディックウオーキング協
会マスタートレーナー・長谷川佳文　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
方（中学生を除く）　定30名（申込順）　
費1000円（保険料含む）　申電話で、
9月13日までに同運動場

いずれも 　
場 問松ノ木運動場（松ノ木1-3-22☎︎
3311-7410）



No.2209　平成29年（2017年）8月15日 

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
①幼児水泳教室2
②小学生水泳教室2 こども
時9月19日〜11月21日の火曜日①午後4
時30分〜5時30分②5時30分〜6時30
分（10月3日、11月7日を除く。各計8回）　
場杉十小温水プール　師高橋あづさ
ほか　対区内在住で①5・6歳の未就学
児②小学1〜3年生　定各15名（抽選）　
費各8000円　申往復ハガキ（12面記入
例）で、8月22日（必着）までに杉十小
温水プール（〒166-0012和田3-55-49）　
問同プール☎3318-8763　他保護者の
送迎が必要。駐車場はありません

弓道一般講習会
時9月23日㈷午後1時30分〜5時　場上
井草スポーツセンター（上井草3-34-
1）　対区内在住・在勤・在学で高校
生以上の弓道経験者　定30名（抽選）　　
申往復ハガキ（12面記入例）で、9月
16日（必着）までに区弓道連盟・中
田龍治（〒166-0016成田西3-20-32）　　
問中田☎︎ 3391-2587（午前8時〜午後
8時）　他弓道着で参加

アーチェリー初心者教室
時10月7日〜30年3月25日の第1・3土
曜日・第2・4日曜日、午後1時〜5時

（計22回）　場上井草スポーツセンター
（上井草3-34-1）　対区内在住・在勤・

在学で小学4年生以上の方（小学生は
保護者同伴）　定15名（抽選）　費1カ
月分無料。それ以降は1回500円（中学
生以下300円）。または会員登録する
と、年間6850円（65歳以上6200円。
中学生以下3800円。いずれも保険料
含む）で参加可　申ハガキ（12面記
入例）で、9月30日（必着）までに区
アーチェリー協会・小杉英雄（〒167-
0042西荻北4-33-12）　問小杉☎
3390-6839（午前9時〜午後9時）　他
弓具の無い方には貸し出しあり

区民のための卓球教室
時10月11日㈬・13日㈮・18日㈬・20日
㈮午後1時30分〜4時（計4回）　場バタ
フライ卓球道場（阿佐谷南1-7-1）　対
区内在住・在勤・在学の方　定 40名

（先着順）　費3000円　問横尾☎3315-
4862（午前10時〜午後5時）　他シュー
ズ・ラケット持参。車での来場不可
 高円寺体育館
◆コアトレーニングⅡ
時9月15日〜11月24日の金曜日、午後
7時〜8時・8時〜9時(各計10回。11
月3日を除く)　師鈴木さやか　費各
6500円　申往復ハガキ(12面記入例)
で、8月31日（必着）までに同体育館
◆背骨コンディショニングⅡ　
時10月16日〜12月4日の毎週月曜日、午
後7時〜8時30分(計8回)　師小林伸江　

費6400円　申往復ハガキ(12面記入例)
で、8月25日（必着）までに同体育館

いずれも 
場 問高円寺体育館（〒166-0003高円
寺南2-36-31☎3312-0313）　対区内在
住・在勤・在学で15歳以上の方（中学
生を除く）　定各20名（抽選）　他2歳
〜就学前の託児あり(事前申込制。1回
500円。定員あり)。車・バイクでの来
館はできません
 スポーツハイツ
◆ノルディック・ウオークをはじめよう
時9月3日㈰午前10時（雨天中止）　師
全日本ノルディック・ウオーク連盟公認
指導員　大方孝　対3㎞程度歩ける方　
定 20名（申込順）　費 1080円（保険
料含む。別途ポールレンタル料540円）　
申電話で、同施設　他ウエストバッグ
またはリュックサック・飲み物・タオル・
帽子等持参。長寿応援対象事業
◆パパあつまれ、子育て応援運動講座
	 子育て
時 内9月23日㈷①午前10時〜11時＝パ
パといっしょに泳ごう（親子水泳）②11
時15分〜正午＝ベビースイミング　師
スポーツハイツベビークラス・親子水
泳担当インストラクター　対①3歳以上
の未就学児②生後6カ月〜2歳のお子さ
んとその保護者　定各20組（申込順）　
費各1080円（保険料含む。子育て応援

券利用可）　申電話で、同施設
◆ワンコインチャレンジ・フィットネス
時 内下表のとおり　費1回540円　申
②⑤は電話で、同施設　他長寿応援対
象事業
ワンコインチャレンジ・フィットネス

クラス
（内容）

日時
（9月1日㈮〜14日㈭）

① アクアエクササ
イズ （ 体 力 増
進・筋力向上）

月・木曜日午前10時15
分〜11時15分、火曜日
午後1時〜2時、金曜日
午前11時15分〜午後0
時15分

② 流 水 健 康（ 流
水機を利用した
軽有酸素運動）

月・木・土曜日午後0
時15分〜1時15分

③ ビギナー
　（初心者水泳）

日曜日午前11時30分〜
午後0時45分、火・木
曜日午後6時30分〜7
時45分

④ マスターズ
　 （成人水泳、初

心者〜上級）

月〜土曜日午後1時〜2
時15分、火・水・金曜
日午後7時30分〜8時
45分、土曜日午後6時
30分〜7時45分

⑤ 骨盤エクササイ
ズ30（骨盤の
ゆがみとストレ
ス解消）

月・木曜日午後1時30
分〜2時、金曜日午後1
時〜1時30分

⑥ ナ イト フ リ ー
（プール・ジム・
ジャグジーの自
由利用）

月〜土曜日午後5時〜8
時、日曜日午後4時〜6
時

いずれも 　
場 問スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21☎︎ 
3316-9981) 

 催し
あかりフェスタ2017　8月24日㈭午後6
時30分〜8時30分（雨天中止）／梅里公
園／平和への祈りを込めた願い事をつる
すイベントほか／問あかりフェスタ実行
委員会事務局・浜田☎3315-5960
kids産業商工フェスタ　8月25日㈮午前
10時〜午後5時／産業商工会館ほか／一
部有料／問みんなでkids陶芸・谷口☎︎ 
070-5451-7281／詳細は、同団体ホーム
ページ参照
防災フェスタ in 和田堀公園　9月10日㈰
午前10時〜午後2時（荒天中止）／和田
堀池西側・けやき広場（大宮2丁目）／か
まどベンチ等公園内の防災施設体験、消
防署出張講座ほか／問善福寺川緑地サー
ビスセンター☎︎ 3313-4247／防災デイ
キャンプあり（小学生以上の方〈小学生
は保護者同伴〉。15組〈申込順〉。1人50

円。電話で、同センター）。詳細はお問い
合わせください
杉並混声合唱団定期演奏会　9月16日
㈯午後2時30分〜5時30分／杉並公会堂
／出演＝小林光雄（指揮）ほか▶曲目
＝「土の歌」ほか／1190名（申込順）／
2000円／申 問電話・Eメール（12面記
入例）で、杉並混声合唱団・内藤☎︎ 090-
4758-2610 toiawase@sugikon.org
秋の名曲コンサート　オペラ「ラ・ボ
エーム」公演　9月24日㈰午後6時30分
〜9時／セシオン杉並／出演＝青木素子

（ソプラノ）ほか／区内在住の方／550名
（申込順）／4000円／申 問電話・ファク
ス（12面記入例）で、9月20日までに美
しい日本の歌の会・池川☎︎ FAX3391-8253
／区民150名を招待（抽選）=往復ハガ
キ（12面記入例）で、8月31日（必着）
までに同会（〒166-0004阿佐谷南3-34-
15池川方）
アルプスに響くスイスヨーデルと民族音
楽の調べ　9月29日㈮午後6時30分〜8
時30分／杉並公会堂／出演＝リザ・シュ
トルほか／700名（申込順）／4500円。
大学生2000円。高校生以下1000円／申

問電話で、リザ・シュトル　プロジェク
ト☎090-9151-8600
日本公認会計士協会東京会杉並会主催

『婚活パーティー』　9月30日㈯午後5時〜
8時／荻窪タウンセブン（上荻1丁目）／
区内在住・在勤で20歳以上の独身者／男
女各40名（抽選）／男性4000円。女性
3000円／申問電話・Eメール（12面記入
例）に性別も書いて、9月23日までに日本
公認会計士協会東京会地区会課☎3515-
1187 tokyo-chikukai@sec.jicpa.or.jp

（電話は土・日曜日、祝日を除く）
 講演・講座
石けん作り体験　9月1日㈮午前10時30
分〜正午／環境活動推進センター／区内
在住・在勤・在学の方／10名（申込順）
／申 問電話で、NPO法人すぎなみ環境
ネットワーク☎︎ 5941-8701（午前9時〜
午後5時）
歴史講演会　杉並にお墓のある上総国
飯野藩　保科家の歴史　9月2日㈯午後
1時30分〜3時30分／阿佐谷地域区民セ
ンター／新宿歴史博物館学芸員・今野慶
信／500円／問杉並郷土史会・新村☎︎ 
3397-0908

地域ささえあいサポーター育成講座　9
月2日㈯午後2時〜5時／セシオン杉並／
外出困難者の理解、傾聴、歩行介助実技
ほか／区内在住・在勤・在学の方／申
問電話で、NPO法人おでかけサービス
杉並☎6425-8584
講座「誰に聞けばいいかわからない高齢
者向け住まいの探し方、選び方」　9月3
日㈰午前10時〜11時30分／方南会館／ベ
ネッセ介護相談室相談員・塩見真人／区
内在住・在勤・在学の方／40名（申込順）
／600円／申 問電話・Eメール（12面記
入例）で、「そら」ガーデン堀ノ内住宅
事務局☎︎ 070-3175-6779 horinouchi_
sora@yahoo.co.jp（電話は平日午前9時
〜午後5時）／長寿応援対象事業
河北健康教室「10年後も健康でいるた
めに、運動を始めましょう」　9月8日㈮
午後3時〜4時／河北総合病院（阿佐谷
北1丁目）／河北医療財団保健師ほか／
立位での運動でバランスがとれる方／18
名（申込順）／申 問電話で、同病院広
報課☎︎ 3339-5724（月〜土曜日午前9時
〜午後5時。祝日を除く）／動きやすい
服装で参加。飲料水・タオル・靴持参

情報ぽけっと
申し込みは、各団体へ

FC東京
『AJINOMOTO Day』
にご招待！ 
　親子でFC東京を応援しよう！　FC東京
『AJINOMOTO Day』にご招待！
時9月9日㈯午後7時　場味の素スタジアム

（調布市西町376-3）　内セレッソ大阪戦　
対区内在住でFC東京を応援する小学生と
その親　定100組200名（抽選）　費チケット発券手数料1枚216円　申空
メールを、8月20日までにFC東京 fctokyo3@jm.md　問杉並区スポー
ツ振興財団☎5305-6161　他申込締め切り後7日以内に当落の通知を送付

時11月9日㈭〜12日㈰（3泊4日）　場集合=成田空港（千葉県）▶解散=
羽田空港（大田区）　定30名（申込順）　費11万8000円（2名1室）　申
電話で、8月21日午前9時30分〜9月22日午後5時に東洋旅行☎6272-
6588 問杉並区交流協会☎5378-8833 他詳細は、同協会 HP http://
suginami-kouryu.org/参照。2名以外で参加する場合の費用は、お問
い合わせください

台湾友好親善ツアー 2017
　台湾南部の高雄や台南を訪ね、台
湾に残る日本文化に触れる旅です。
また、訪問先で一青妙さんによる講
演会「日本人がいま夢中になる『台
南』の魅力」も開催します。
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城郭の話～江戸城の構造とその運営に
関して　9月9日㈯午後1時30分〜3時30
分／高井戸地域区民センター／城郭愛好
家・岡山宣孝／区内在住の方／90名（先
着順）／200円／問杉の樹大学同窓会・
塩澤☎︎ 090-5499-5712
JIA杉並土曜学校「善福寺池周辺の旧
井荻村まち歩き」　9月9日㈯午後2時〜
5時／集合＝井草八幡宮／青山学院大学
教授・鳥越けい子／50名（申込順）／
500円／申ファクス（12面記入例）で、
9月7日までにJIA杉並土曜学校担当 FAX
5305-2774／問同担当☎︎ 5305-2773
東京衛生病院健康セミナー「白内障につ
いて」　9月12日㈫午後2時〜3時／東京
衛生病院（天沼3丁目）／加齢によって
誰でも発症する白内障について／同病院
眼科医師・溜友香／70名（先着順）／
問同病院健康教育科☎︎ 3392-6151
大人の楽しい折り紙　9月14日㈭午後1
時30分〜3時30分／高井戸地域区民セ
ンター／国際折り紙レタークラブ代表・
小野原勝男／区内在住・在勤の方／30
名（抽選）／500円／申往復ハガキ（12
面記入例）で、8月31日（必着）までに

生きがいクラブ杉並・小島明子（〒168-
0072高井戸東3-25-11）／問小島☎︎ 
070-5560-1587

「善福寺周辺の伝説と信仰」講演会　9
月16日㈯午後1時30分〜3時30分／西荻
地域区民センター／前郷土博物館館長・
寺田史朗／区内在住・在勤・在学の方
／50名（申込順）／300円／申ファクス

（12面記入例）で、NPO法人善福寺水と
緑の会・中島 FAX 3396-4505／問同会・
小谷☎︎ 3392-8066
杉並区交流協会
①語学ボランティア 英語スキルアップ
講座（上級）　9月15日㈮午後7時〜8時
30分／区役所分庁舎／東京女子大学   マ
シュー・ミラー／40名（申込順）／500
円／講座は全て英語で実施
②英語コミュニケーション講座（初級）
　9月25日〜10月30日の毎週月曜日①午
後1時30分〜3時②3時30分〜5時（各計
5回。祝日を除く）／杉並区交流協会（阿
佐谷南1丁目）／クリス・ストロール／各
12名（申込順）／各6500円
③ネパール語（入門）　9月28日〜10月
26日の毎週木曜日、午後３時〜４時３０

分（計5回）／杉並区交流協会（阿佐谷
南1丁目）／カティワダ　ザヌカ／12名

（申込順）／6500円
いずれも 

申Ｅメール(12面記入例)に②③は学生
は学校名も書いて、杉並区交流協会
info@suginami-kouryu.org／問同協会
☎5378-8833
チャイルドラインすぎなみ連続公開講座
　9月16日㈯、10月1日㈰・7日㈯・14
日㈯・21日㈯、11月18日㈯・25日㈯／
子どもの現状を知り、「私たちにできる
こと」を考える／区内在住・在勤の方／
各回40名（申込順）／申Ｅメール(12面
記入例)で、各開催日の前日までにチャ
イルドラインすぎなみ BYK03200@
nifty.ne.jp／問赤山☎090-6491-6880
／筆記用具持参。時間・場所などの詳
細は、区ホームページ参照
 その他
税金なんでも相談会　8月30日㈬午後6時
〜9時／東京税理士会荻窪支部（荻窪5丁
目）／申 問電話で、同支部☎︎ 3391-0411

（平日午前9時30分〜午後5時。正午〜午
後1時を除く）／相談時間は1人45分程度

土曜無料公証相談　9月2日㈯、10月7日
㈯午前9時30分〜午後0時30分／杉並公
証役場（天沼3丁目）／遺言、離婚、尊
厳死宣言、任意後見、贈与、金銭貸借、
弁済、示談などの公正証書の作成に関す
る相談／区内在住・在勤の方／申 問電
話・ファクス（12面記入例）で、各開催
日の前日午後5時までに杉並公証役場☎︎ 
3391-7100FAX 3391-7103／相談時間は1
人45分程度
ささえあいサービス　協力会員募集　
日常生活を行うのが困難な高齢者や障害
のある方への家事の援助・外出時の付き
添いなど▶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／あんさんぶる荻窪で
随時会員登録を実施。会員登録後研修
を受講（次回は9月7日㈭午前10時〜正
午に実施）
シルバー人材センター～浴衣をお作りし
ます　1枚6820円。子供用1枚6270円／
申 問電話で、杉並区シルバー人材セン
ター☎︎ 3317-2217／浴衣生地とサイズ表
持参。1カ月程度で出来上がります

※物産展は売り切れ次第終了。買い物袋持参。混雑時は人数制限あり。

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

群馬県
東吾妻町

吾妻の
朝市

8月24日㈭、9月28日㈭午前10時〜午後
1時　場区役所中杉通り側入り口前　内
高原野菜や加工品の販売

文化・
交流課

北海道
名寄市

とうもろこ
しまつり

8月30日㈬〜9月1日㈮午前10時〜午後3
時　場区役所中杉通り側入り口前　内
かぼちゃ、たまねぎ、名寄市特産のと
うもろこしの販売

福島県
北塩原村 物産展

9月7日㈭・8日㈮午前10時〜午後3時　
場区役所中杉通り側入り口前　内温泉
を煮詰めて作った「山塩」や「花豆」
などの販売

東京都
青梅市 物産展

9月11日㈪・12日㈫午前10時〜午後3時　
場区役所中杉通り側入り口前　内青梅
せんべいやまんじゅうなどの販売

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

東京都
青梅市 写真展

9月11日㈪〜15日㈮午前8時30分〜午後5時
（11日は午前10時から）　場区役所2階区民
ギャラリー　内御岳渓谷など青梅市観光ス
ポットの美しい写真の展示

文化・
交流課静岡県

南伊豆町 物産展

9月19日㈫午前10時〜午後2時30分（伊勢エ
ビみそ汁の試食サービスは午前11時から〈先
着200名〉）　場区役所中杉通り側入り口前
ほか　内干物、乾物などの海産品の販売

福島県
南相馬市 物産展 10月5日㈭午前10時〜午後2時　場区役所中

杉通り側入り口前　内漬物や野菜などの販売

新潟県
小千谷市

小千谷
フェア

8月27日㈰、9月23日㈷午前11時〜午後1時
30分　場小千谷学生寮（井草4-16-23）　内
笹団子や小千谷そばなどの販売　他車での来
場不可

小千谷市産業
開発センター
☎0258-83

-4800

交流自治体関連の催し

杉並区民向け現地体験型学びのツアー
「南伊豆町の達人に学ぶ ！ 地域資源を活用した南伊豆の創生～南伊豆町の森から学ぶこと」

　山の達人の案内により、南伊豆町の持つ地域資源やその魅力を体験していただく学びの
ツアーです。
時10月28日㈯午前8時〜29日㈰午後5時（1泊2日4食付き）　場集合・解散＝JR阿佐ケ谷駅　
内南伊豆の森歩き（ジビエ料理付き）、地域住民との交流会など　師猟師・黒田利貴男　
定20名（抽選）　費1万5000円　申9月16日午前9時から南伊豆町特設サイトHPhttp://
www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2017071000028/から申し込み　問南伊豆町
企画課地方創生室☎0558-62-1121　他「すぎなみ地域大学特別講演会『南伊豆町の達
人に学ぶ！自然との共生による地域の魅力づくり』」参加者優先

南伊豆婚カツ参加者募集

　地元産食材も堪能できる婚活イベントを、静岡県南
伊豆町で開催します。
時9月23日㈷午後1時〜6時　場下賀茂熱帯植物園（南
伊豆町）▶集合・解散＝伊豆急下田駅　対25〜45歳の
独身女性　定15名（抽選）　費3000円　申 問電話で、
南伊豆町商工会☎︎ 0558-62-0675（土・日曜日、祝日を
除く）。または同会HPhttp://www.minamiizu.or.jp/か
ら申し込み▶申込締め切り日＝9月7日

すぎなみ地域大学特別講演会
「南伊豆町の達人に学ぶ ！ 自然との共生による地域の魅力づくり」

　静岡県南伊豆町で長年にわたり杉並区の小学6年生に磯観察の指導をしてきた漁師と、野生動物対策と山林再
生など、人と動物が共存できる環境づくりのために活動している猟師。南伊豆の自然を未来につなげていく活動を
している２人の現役「りょうし」が、海と山、自然循環と地域の魅力づくりについてお話しします。
時9月15日㈮午後7時〜8時30分　場座・高円寺（高円寺北2-1-2）　師漁師・大野良司、猟師・黒田利貴男▶進
行＝すぎなみ地域大学学長・木原秋好　定150名（申込順）　申問電話で、地域課地域人材育成係☎3312-2381 ▲大野良司 ▲黒田利貴男




