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区からのお知らせ

平成30年（2018年）9月15日

▶音楽＝教育芸術社「小学生の音楽」▶図画工作＝日本
文教出版「図画工作」▶家庭＝開隆堂出版「わたしたち
の家庭科」▶保健＝学研教育みらい「新・みんなの保健」
問 済美教育センター管理係☎3311-0021

生活・環境
都市計画案の縦覧と意見書の提出

保険・年金
国民年金への切り替えをお忘れなく
国民年金制度では、他の公的年金に加入しておら
ず、国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方に、
国民年金への加入が義務付けられています。
加入種別は次の3種類に分かれていて、届け出は加
入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。
◇国民年金の加入種別
▶第1号被保険者＝自営業・学生・アルバイトなどで、
次の第2号被保険者・第3号被保険者以外の方▶第2
号被保険者＝厚生年金に加入している方▶第3号被保
険者＝第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者が退職すると第1号被保険者となる
ため、届け出が必要です。また、その方に扶養されて
いた配偶者（第3号被保険者）がいる場合、その方も
第1号被保険者への切り替えが必要です。
第1号被保険者への切り替えの手続きは、国保年金
課国民年金係（区役所中棟2階）または区民事務所で
行ってください。必要書類などの詳細は、お問い合わ
せください。なお、第2号被保険者・第3号被保険者へ
の加入手続きは勤務先を通して行います。
問 国保年金課国民年金係

子育て・教育
新しい 乳 ・ 子 医療証を送付します
現在、中学3年生までの年齢に該当している方に交
付している 乳 ・ 子 医療証（びわ色）の有効期限は9月
30日です。
9月末に、10月1日から使用できる医療証（若草色）
をお送りします（郵送先は、医療証に記載の住所で
す。居住状況の確認のため、それ以外の住所に送付
することはできません）。
新しい医療証の有効期限は31年9月30日です。ただ
し、31年3月に中学校を卒業する方の 子 医療証と、4
月に小学校に入学する方の 乳 医療証の有効期限は31
年3月31日です。小学校に入学する方の 子 医療証（有
効期間が31年4月1日〜9月30日）は、31年3月末まで
に送付する予定です。
乳・子 医療証をお持ちでない方はお問い合わせくだ
さい。なお、生活保護（医療扶助）を受給している方
や児童福祉施設等に入所している方などは、対象にな
らない場合があります。
問 子育て支援課子ども医療・手当係

区立学校で使用する教科書が採択されました
8月8日㈬に開催された教育委員会で、31・32年度に区
立中学校で使用する道徳の教科書、31年度に区立小学
校で使用する教科書（道徳を除く）が採択されました。
なお、小学校の教科書については、29年度に新た
に文部科学省の検定を受けた教科書がないため、25
年度の検定合格図書の中から採択が行われました。
採択された教科書（見本）は、教科書センター（堀ノ
内2-5-26済美教育センター内）のほか、区政資料室（区
役所西棟2階。土・日曜日、祝日を除く）で閲覧できます。
◇区立中学校使用教科書（道徳）
▶東京書籍「新しい道徳」
◇区立小学校使用教科書
▶国語＝光村図書出版「国語」▶書写＝光村図書出版
「書写」▶社会＝東京書籍「新編 新しい社会」▶地図
＝帝国書院「楽しく学ぶ 小学生の地図帳」▶算数＝教
育出版「小学算数」▶理科＝大日本図書「新版 たのし
い理科」▶生活＝大日本図書「新版 たのしいせいかつ」

凡例

時 日時

場 場所

問 問い合わせ

内 内容

他 その他

師 講師

「都市計画法」の規定に基づき、関係区の住民およ
び利害関係人は縦覧期間中に意見書を提出することが
できます。
内 東京都市計画道路の変更（補助線街路第61号線〈東
京都決定〉）▶縦覧期間＝9月19日㈬〜10月3日㈬（土・
日曜日、祝日を除く）▶縦覧場所＝東京都都市整備局都
市づくり政策部都市計画課、区都市整備部管理課（区
役所西棟5階）。区ホームページからもご覧になれます
▶意見書の提出＝意見書（書式自由。区ホームページ
からも取り出せます）に、都市計画案の名称・日付・住
所・氏名を書いて、10月3日（必着）までに東京都都市
整備局都市づくり政策部都市計画課（〒163-8001新宿
区西新宿2-8-1第二本庁舎）へ郵送・持参 問 東京都
都市整備局都市計画課☎5388-3225、区都市整備部管
理課 他 区では都への意見書とは別に意見を募集。提
出された意見は、区長意見などの作成の参考資料とし
て使用し、東京都には提出されません。意見書（書式自
由。区ホームページからも取り出せます）を、10月3日
（必着）までに区都市整備部管理課へ郵送・持参

旧料金の事業系有料ごみ処理券をお持ちの方へ
事業系有料ごみ処理券は、
「平成29年10月改定」
と記載された新料金の券のみ使用できます。
お手元に残った旧料金の事業系有料ごみ処理券は、
新料金との差額を支払った上で新料金の券と交換する
か、払い戻しをすることができます。対象の券種・必
要な書類については、事前にお問い合わせください。
なお、20年3月〜25年9月に交付した券の交換・払
い戻しができる期間は10月31日までとなっていますの
で、それまでにお問い合わせください。
問 ごみ減量対策課管理係、杉並清掃事務所☎33927281、同事務所方南支所☎3323-4571

健康・福祉
高齢者インフルエンザ予防接種
65歳以上の方等へ、9月末に「予防接種予診票」を
送付します。
内 対象者＝区内在住で、12月31日現在次の①②のいず
れかに該当する方①満65歳以上の方②満60〜64歳で、
心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障害がある身体障害
者手帳1級相当の方（②に該当し接種を希望する方は、
10月1日以降に福祉事務所・保健センター・杉並保健
所保健予防課のいずれかへ身体障害者手帳または医師
の証明を持参し、予診票をお受け取りください）▶自
己負担額＝2500円（生活保護、中国残留邦人等生活
支援給付を受給中の方は、費用が免除されます。詳細
は、お問い合わせください）▶接種期間＝10月1日㈪〜
31年1月31日㈭（期間内1回）▶接種場所＝東京23区、
三鷹市・武蔵野市の契約医療機関（上記以外の場所で
接種を希望する方は、接種を希望する医療機関がある
市町村へお問い合わせください） 問 杉並保健所保健
予防課☎3391-1025、各保健センター（荻窪☎33910015、高井戸☎3334-4304、高円寺☎3311-0116、上
井草☎3394-1212、和泉☎3313-9331）

採用情報

※応募書類は返却しません。

済美教育センター理科指導員（嘱託員）
内 小中学校教育課程の理科実験観察授業、自動車での

実験機材運搬▶勤務期間＝11月1日〜31年3月31日（5回
まで更新可。ただし、65歳に達した年度末で退職）▶
勤務日時＝月16日。原則、月〜金曜日の午前8時30分〜
午後5時15分（土曜日への振り替えあり）▶勤務場所＝
済美教育センター▶資格＝次の要件を全て満たす方①
学校教育法に定める大学または大学院で、天文学・物

理学・地球科学・生物学・化学のいずれかを専攻②大
学卒業以上で、教育職員免許法に定める小学校または
中学校の教員免許（理科）を有する③小中学生への理
科・科学の指導経験がある④普通自動車第一種免許を
有する▶募集人数＝1名▶報酬＝月額18万4900円〜▶そ
の他＝有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給（上
限あり） 申 履歴書（区ホームページから取り出せます）
に志望動機（様式自由。800字以内）、教員免許状の写
しを添えて、封筒に「理科指導員応募」と書いて、9月
28日午後5時（必着）までに済美教育センター管理係
（〒166-0013堀ノ内2-5-26）へ郵送・持参 問 同係☎
3311-0021 他 書類選考合格者には面接を実施

ゆりかご面接員（助産師・保健師）
内 妊婦および産後の母子の保健指導（面接・電話・

訪問）等▶勤務期間＝11月1日〜31年3月31日（更新
可）▶勤務日時＝月16日。原則、月〜金曜日午前8時
30分〜午後5時15分▶勤務場所＝高円寺保健センター
（高円寺南3-24-15）▶資格＝助産師または保健師▶募
集人数＝1名▶報酬＝時給1670円▶その他＝有給休暇
あり。社会保険加入。交通費支給（上限あり） 申 履
歴書を、9月28日午後5時（必着）までに子育て支援
課母子保健係（区役所東棟3階）へ郵送・持参 問 同
係 他 書類選考合格者には面接を実施

施設情報
勤労福祉会館・西荻地域区民センターの休館
大規模改修工事のため、31年6月1日㈯〜32年10月
末（予定）の間休館します。
休館期間中は、近隣の地域区民センター、区民集
会所、区民会館などの施設をご利用ください。
問 西荻地域区民センター☎3301-0811

募集します
地域運営学校の学校運営協議会委員
内 31年1月から学校運営協議会に出席（月1回程度）

ほか▶募集校・人数＝杉並第三小学校（高円寺南
1-15-13）＝4名、沓掛小学校（清水3-1-9）＝1名▶
資格＝募集校の通学区域または隣接する通学区域に
在住・在勤・在学で、31年1月1日現在18歳以上の方
▶報酬＝4000円（協議会出席1回につき） 申 申込書
（学校支援課〈区役所東棟6階〉、各募集校で配布。区
ホームページからも取り出せます）に作文「学校運営
協議会委員を志望する理由」（800字程度）を添え
て、10月15日午後5時（必着）までに同課へ郵送・持
参 問 同課 他 書類選考合格者には面接を実施（10
月下旬〜11月下旬）。応募書類は返却しません

ゆうゆう館協働事業実施団体
31年4月からゆうゆう館（荻窪・上高井戸・梅里堀
ノ内・井草・大宮堀ノ内）で協働事業を実施する団体
を募集します。募集要項は9月20日から区ホームペー
ジでご覧になれます。
対 4月1日現在、都内で活動しているNPO法人および
公共・公益的な事業を実施していて、次の①②いず
れかの要件を満たす団体①区内に事務所を置いてい
る②区内で活動をしている 申 申請書（10月9日か
ら高齢者施策課施設担当〈区役所東棟1階〉で配布）
を、10月22日〜30日に同担当へ持参（要予約）
◆募集説明会
時 10月5日㈮午後2時〜3時30分 場 区役所第4会議
室（中棟6階） 申 電話で、高齢者施策課施設担当
いずれも

問 高齢者施設課施設担当

相談
シニアのための就業・起業・地域活動個別相談
時 10月6日㈯午前9時〜午後5時（1人45分程度） 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

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）
Eメールアドレス HP ホームページアドレス
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その他

折り畳み式防鳥用ボックスの
申し込み募集

住民基本台帳の閲覧状況の公表
4〜6月の住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の
一部の写しの閲覧状況を区ホームページで公表してい
ます。
◆住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・
住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。
閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で前
述4項目の閲覧が可能となります。
◆閲覧が認められる理由
・原則、以下の理由以外認められません。
・官公庁が職務として請求する場合
・公益性の高い調査研究に利用する場合
・公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
※閲覧の際は区職員が立ち会います。
問 区民課住民記録係

ごみのカラス被害対策のため、ごみ集積所で使用する折り畳み式
防鳥用ボックスを、抽選で配布しています。
サイズ 大＝幅180㎝×高さ66㎝×奥行き60㎝
▶小＝幅120㎝×高さ66㎝×奥行き60㎝
配布予定数 600台
申込期限 10月31日（必着）
応募要件
・5世帯以上で使用するごみ集積所を管理している方
・交換を希望する場合は、5年以上使用し、かつ破
損したものが対象
申し込み 往復はがきに設置するごみ集積所の住

所・略図、代表者・申込者（代表者と異なる場合）
の住所、氏名、電話番号、希望するサイズ（大・小
いずれか）を書いて、杉並清掃事務所（〒166-0015
成田東5-15-20）
問い合わせ 杉並清掃事務所☎3392-7281、同事
務所方南支所☎3323-4571
その他 ごみ集積所の状況により通行の妨げにな
るなど影響がある場合は配布できません。抽選結果
の通知は11月下旬、配布は31年2月以降を予定

10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。
保健センター名

☎3311-0116

〜10時15分

☎3394-1212

−

−

18日㈭
午後1時30分
〜3時30分

午後

☎3313-9331

19日㈮
午前9時15分
〜10時15分

−

午前

和泉

（和泉4-50-6）

−

23日㈫
午前10時30分
〜午後0時30分

午後

（上井草3-8-19）

24日㈬
午前9時
〜10時

15日㈪
午後1時30分
〜4時

1日㈪・22日㈪
午後1時30分
〜3時30分
(22日は生後9カ月頃
から)

午前

上井草

5日㈮
12日㈮
19日㈮

30

午後

25日㈭

1

3日㈬
10日㈬
24日㈬

午前

高円寺

（高円寺南3-24-15） 午前9時30分

計測は 歳の誕生月まで

1日㈪
（高井戸東3-20-3） 午前9時15分
☎3334-4304
〜10時

1日㈪
15日㈪
5日㈮
2日㈫
16日㈫
4日㈭
24日㈬
10日㈬

19日㈮
午後1時15分
午後1時55分
10 午後2時35分
9

30

1

18日㈭
10
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分
1

15

3
−

2

30
11日㈭
24日㈬

23日㈫
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

ものわすれ相談
（予約制）

心の健康相談
（予約制）

22日㈪
午後1時30分

10日㈬・15日㈪
午後1時30分

2日㈫
午後1時30分

18日㈭・30日㈫
午後1時30分
26日㈮
午前9時30分

26日㈮
午後1時15分

11日㈭
午後1時30分
19日㈮
午後2時

−

1日㈪
午前9時30分

15日㈪
午後1時30分

−

18日㈭
午後1時45分

2日㈫
午後1時30分

12日㈮
午前9時
〜正午

4日㈭
午前9時
〜正午

同日午前９時〜９時 分に
栄養・健康ミニ講座開催︵予約不要︶

高井戸

4日㈭

18日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

上の前歯が生えた生後 カ月〜 歳 カ月のお子さん

−

17日㈬
午前10時30分
〜午後0時30分

1

12日㈮
26日㈮
午前＝ 時〜 時 分︑午後＝ 時 分〜 時 分

24日㈬
午後1時30分〜
3時30分
★9月18日から電話で申
し込み。(35名｡申込順)

午後

22日㈪
午後1時30分
〜4時

乳幼児歯科相談 歯みがきデビュー教室 栄養・食生活相談
（予約制）
（予約制）
（予約制）

午前

離乳食講習会

午後

☎3391-0015

3日㈬
10日㈬
17日㈬

平日パパママ学級
（予約制）

午後 時 分〜４時︒母子健康手帳持参︒週数制限なし︒
初産の方優先︵荻窪保健センターは初産の方のみ︶

（荻窪5-20-1）

11日㈭
午前9時15分
〜10時15分

母親学級
（予約制）

午前

荻窪

子育て相談・交流

45

2日㈫
午前9時
〜正午

※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。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

歯の健康相談

13日㈯午後2時〜4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会 (阿佐谷南3-34-3☎3393-0391)へ。

急病診療と医療情報案内
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

時 9月25日㈫午後3時〜5時

問

場 産業商工会館（阿佐谷南3-2-19） 内 傾聴・質

申 ファクスで、9月25日までに頌栄保育園

問 同園・東郷☎ FAX 3399-8585

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

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

☎

新任・潜在保育士研修会

歯科保健医療センター（荻窪5-20-1杉並保健所内）

大雨で被害に遭われた方へ
被害に遭われた住宅等に対して、被害認定調査を行い、り災証明書を発行し
ます。また、被害の程度によっては、区からの支援等が受けられる場合があり
ます。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問 り災証明書については地域課地域係、支援等については保健福祉部管理課
地域福祉係

歯 科 日曜日・祝日：午前9時〜午後5時（受け付けは4時まで）

その他の医療機関案内、
急病対応の説明

☎

杉並区急病医療情報センター

（または☎5347-2252）

土・日曜日、祝日：24時間／平日：午後8時〜翌日午前9時

☎

東京都医療機関案内サービス（ひまわり）

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。

※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

区内空間放射線量等測定結果
8月に実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育園等
の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常はありませんでした。詳細
は、区ホームページでご覧になれます。
問 空間放射線量率の測定については、環境課放射能対策担当。区立小中学校・

保育園等の給食食材の放射能濃度測定については、学務課・保育課。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衛生検査係☎3334-6400

杉並区役所 ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
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子どもセンターの利用が予約制になります

9月20日〜26日は動物愛護週間です

保育施設の利用相談および申し込みで混雑が予想される10・11月は「予約
制での利用」となります（申込順）。
予約制利用となる期間
10月1日㈪〜11月22日㈭（土・日曜日、祝日を除く）
利用予約の受け付け
9月19日㈬〜11月22日㈭午前8時30分〜午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
に電話または各窓口で予約してください。
※電話がつながりにくい場合があります。ご了承ください。
※予約の状況によっては、利用希望日時の予約ができない場合もあります。
※利用希望日が11月26日㈪以降の場合は、通常通り希望日の1カ月前から事前
予約できます。
利用予約先・問い合わせ〈子どもセンター〉
施設名
荻窪

所在地

電話番号

荻窪5-20-1杉並保健所4階

☎5347-2081

高井戸

高井戸東3-20-3高井戸保健センター2階

☎5941-3839

高円寺

高円寺南3-24-15高円寺保健センター2階

☎3312-2811

上井草

上井草3-8-19上井草保健センター1階

☎3399-1131

和泉4-50-6和泉保健センター1階

☎3312-3671

和泉

――― 問い合わせは、杉並保健所生活衛生課管理係☎3391-1991へ。
私たち人間と同じように命あるものである動物の愛護と適正な飼育について
関心と理解を深める機会になります。
この機会に、私たちの身近にいる動物、特に犬や猫について、もう一度考え
てみましょう。
飼い主の皆さんへ
●一度飼い始めたら最後まで責任を持ってください
●動物の遺棄（犬や猫を捨てるなど）は違法行為で、罰則規定もあります
●基本的なしつけをし、動物のための防災用品（5日分以上の餌と水など）を
用意してください
犬の飼い主の皆さんへ
●犬は柵、おり、その他囲いの中、または固定した物に綱や鎖でつないでおく
●散歩のときは、リードにつなぐ
●散歩前にできるだけトイレを済ませる。散歩に出掛けるときはちり紙、袋、
水（尿を洗い流すためのもの）などを必ず持っていく
●無駄ぼえをするような場合は、室内へ入れる、散歩に連れて行く、カーテン
などで外からの刺激を遮断するなどストレスを和らげるよう努める
●生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射をして、鑑札・注射済票を犬の首
輪などに着ける
猫の飼い主の皆さんへ
●交通事故防止や感染症予防のため、室内で飼育する
●やむを得ず飼い猫を屋外で飼育する場合は、繁殖制限をするため不妊・去
勢手術をする

特別養護老人ホーム
「リバービレッジ杉並」
が
開設します
――― 問い合わせは、高齢者在宅支援課施設入所係へ。
31年3月に特別養護老人ホーム（小規模多機能型施設併設）「リバービ
レッジ杉並」が開設します。
内 所在地＝清水3-3▶運営法人＝真光会▶概要＝全室個室で10〜12名を1つの

生活単位とする、ユニット型特別養護老人ホーム 対 原則、要介護3以上で、
在宅で介護を受けることが困難な方 定 入所60名。ショートステイ10名 費
月額7万〜22万円程度（介護度および入所者・世帯員の所得により異なりま
す） 申 申込書（区内特別養護老人ホーム、ケア24、高齢者在宅支援課〈区
役所西棟2階〉で配布。区ホームページからも取り出せます）を、9月18日か
ら区内特別養護老人ホームへ持参 他 すでに区内および区外協力特別養護老
人ホームへ入所申し込みをしている方で、
「リバービレッジ杉並」へ入所を希
望する方も改めて変更の申し込みが必要

飼い主のいない猫のお世話をする皆さんへ
●新しい飼い主を探すよう努める
●不妊・去勢手術をする
●餌はできるだけ決めた時間に与える。また、必ず土地の管理者の許可を得る
●食べ残しは片付けて、周囲を清潔に保ち、置き餌はしない
●ふん・尿の始末をきちんと行う。トイレの設置も行う

杉並どうぶつ相談員制度
区では20年度から杉並どうぶつ相談員（杉並区動物適正飼養普及員）
の制度を設けています。
この相談員は、動物の飼い方や、飼う上でのマナーの向上に関する普及
啓発活動を行う区民ボランティアで、区と協働し、地域の身近な相談員と
して活動しています。
区は今後も、人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、ご理
解とご協力をお願いします。

9月24日〜30日は結核予防週間「その咳、本当に風邪ですか？」
――― 問い合わせは、杉並保健所保健予防課感染症係☎3391-1025へ。

結核は「現代の病気」
結核は過去の病気だと思われがちですが、今でも
日本で毎年1万7500人近くが発症し、約1900人が死
亡している国内最大級の感染症です。
都内では年間約2500人が新たに発症しています。
杉並区の29年の新規患者数は93人でした。

結核ってどんな病気？
結核は結核菌を肺に吸い込むことで起こる感染症
です。ただし結核に感染しても必ず発症するわけで
はなく、免疫力で結核菌の増殖を抑えきれなくなる
と発症します。
感染した人が発症するのは10人に1人か2人といわ
れています。感染してから2年以内に発症することが

多いですが、中には10年以上たって発症する場合も
あります。

予防接種や健診が大切
乳幼児は結核を発症すると重症化しやすいため、
1歳までにBCG接種を受けましょう。
また高齢者は、咳やたんの症状がなくても食欲低
下や体重減少、誤嚥性肺炎などで結核が発見される
例が多く出ています。年1回の健診で胸部エックス線
検査を受けることが大切です。
ご えん

こんなときはすぐに受診してください
初期症状は咳・たん・発熱と風邪に似ており、発
見が遅れることがあります。このような症状が2週間

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。

以上続くときは、まず呼吸器科のある医療機関を受
診しましょう。結核は早めに発見してきちんと治療
すれば治る病気です。早期発見は結核の重症化を防
ぐだけでなく、大切な家族や周囲の人々への感染を
防ぐためにも重要です。

規則正しい生活、適度な運動、
バランスのとれた食事
結核の発症には、体力（抵抗力・免疫力）が大き
く関与しています。過労や睡眠不
足、不規則な生活習慣、無理な
ダイエット、ストレス、糖尿病等
による免疫低下などは、発症の引
き金になるので注意しましょう。
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いま、地域の現場に元気なシニアの力が必要です

元気シニアの保育・介護サポート
スタッフ就業体験セミナー

おおむね55歳以上の方が福祉施設での就業を目指すための講座です。特別な
資格がなくても大丈夫。新たな挑戦をしてみませんか。

時 場 内 下表のとおり 対 区内在住のおおむね55歳以上で、福
祉施設での就業を希望する方 定 40名（抽選） 申 はがき・
ファクス・Eメール（12面記入例）に希望コース（保育・介護）
も書いて、9月25日（必着）までにゆうゆう高円寺南館（〒1660003高円寺南4-44-11FAX 5378-8179 takebouki̲suginami@
tempo.ocn.ne.jp）。講演（下記オープニングイベント）のみ
希望の場合は、その旨を記入 問 同館☎5378-8179

4 つのステップとスケジュール
ステップ

日程

1

10月4日㈭

はじめに

内容

午後1時30分〜
2時30分

2時30分〜
4時30分

オープニングイベント
講演「『働くこと』から考えるシニア世代の生活設計」
場 ゆうゆう高円寺南館 師 経済ジャーナリスト・荻原博子（右写真） 定 60名（抽選）

参加者の体験談 ●オリエンテーションと体力測定（握力測定・片足立ち測定） 場 ゆうゆう高円寺南館
●講座（計2回） 場 ゆうゆう高円寺南館
●実地研修（計2回、各回2時間） 場 保育サポートスタッフコース＝区内保育園▶介護サポートスタッフコー
ス＝区内特別養護老人ホーム

2

10月13日㈯〜24日㈬

3

11月1日㈭〜30日㈮

4

10月27日㈯、11月17日㈯、
12月1日㈯

受講生交流会

12月1日㈯・8日㈯・15日㈯

保育施設・介護施設で働くための講座・個人情報保護研修

現場を知る
体験しましょう

フォローアップ

就業体験（謝礼あり〈1時間1000円〉） 週2回、1回3時間程度、全8回
内保育園▶介護サポートスタッフコース＝区内特別養護老人ホーム

場 保育サポートスタッフコース＝区

場 ゆうゆう高円寺南館
場 ゆうゆう高円寺南館

※講座終了後、保育施設・介護施設での就業につながります。詳細は、ゆうゆう高円寺南館へ。

男女平等推進センター

連続講座「私も活躍できますか？〜法律から現実へ」
時 場 ①10月20日㈯＝中央図書館（荻窪3-40-23）②27

日㈯＝ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）／いずれも
午後1時30分〜4時（計2回） 内 ①「女性差別撤廃条
約」からつながる法律いろいろ②より良い日本のあり方
をめざして〜男女平等への道のり 師 ①津田塾大学教
授・武田万里子②佛教大学教授・若尾典子 対 区内在

住・在勤・在学の方 定 50名（申込順） 申 問 電話・
ファクス（12面記入例）で、10月10日までに男女平等
推進センター☎3393-4410 FAX 3393-4716（午前9時〜午
後5時。月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く） 他 生後7
カ月〜就学前の託児あり（事前申込制）▶企画・運営＝
杉並女性団体連絡会

パパとママの素敵なパートナーシップ⑵「家事分担の話し合い方」
ゴードン・メソッド「親業」＠すぎなみ FAX 3394-3076
並（天沼3-19-16）
katou.noriko@nifty.com 問 同団体☎3394-3076
他 生後7カ月〜就学前の託児あり（事前申込制〈10月10
田智代 対 子育て中の親、プレパパ・プレママ 定 40
名（申込順） 申 ファクス・Eメール（12面記入例）で、 日まで〉。定員あり）
時 10月21日㈰午前10時〜正午

場 ウェルファーム杉

師 親業シニアインストラクター・内

受 け よ う ！ が ん 検 診
▲

がんは早期発見・早期治療が大切！
がんの種類によって差はありますが、多くのがんは早期に発見し、適切な治療を受
ければ治ります。また、発見が早いほど身体的・経済的負担も少なくて済みます。定
期的に検診を受診して早期発見・早期治療を目指しましょう。

がん検診を受ける年齢はなぜ決まっているの？
り かん

がんは年齢や性別でかかる割合（罹患率）が大きく異なります。例えば、乳がんは
40歳代から、胃がんは50歳代から罹患率が高くなります。このため、がんに罹患する可
能性の高い年代から検診を行っています。対象年齢になったらがん検診を受けましょう。

区で受けられるがん検診は？
受診できる年齢

性別

費用

胃がん（バリウム）

40歳以上

男女

500円

胃がん（内視鏡）★

50歳以上

男女

1000円

肺がん

40歳以上

男女

500円

子宮頸がん★

20歳以上

女性

500円

乳がん★

40歳以上

女性

500円

40歳以上

男女

200円

50・55・60・65・70歳

男性

500円

大腸がん
前立腺がん

無料マッサージの体験
時 10月10日㈬午前10時〜午後3時

場

同会館 対 区内在住・在勤・在学の方
定 30名（抽選） 申 往復はがき（12面
記入例）で、9月27日（必着）までに同
会館（〒167-0052南荻窪3-28-10） 問
同会館☎ FAX 3333-3444（午前9時〜午
後5時。土・日曜日、祝日、第3月曜日を
除く）

9月は、がん征圧月間です。区では、年齢に応じた各種がん検診
を実施しています。この機会に、ぜひ受診しましょう！
――― 問い合わせは、杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015へ。

出典＝東京都福祉保健局（承認番号30福保保健第497号）

けい

杉並視覚障害者会館
「杉並アイプラザ」

週末に乳がん検診を！
平日の受診が難しい方などに
向けて、杉並保健所で、週末
乳がん検診を実施します。
日時 10月20日㈯・21日㈰午前
9時〜午後3時30分
場所 杉並保健所（荻窪5-20-1）
内 問診・乳房エックス線検査（マンモグラフィー） 対 区内に住
民登録があり、29年4月1日〜申込日現在に乳がん検診を受診して
いない40歳以上（昭和54年3月31日以前生まれ）の女性で、次の
①〜④に当てはまらない方①乳腺の疾病治療中・手術後・経過観
察中②妊娠中・授乳中・断乳直後（6カ月以内）③豊胸術・水頭
症シャント術をしている④心臓ペースメーカーを入れている 定
各日50名（申込順） 費 500円（クーポンをお持ちの方は無料）
申 9月18日から電話で、杉並保健所健康推進課健診係☎33911015 他 撮影技師は女性

★は隔年受診。その他は毎年受診（前立腺がんを除く）

広告

はじめての遺言・相続・墓じまい

初回相談無料

※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。

☎050-3555-7830 杉並区阿佐谷南 1-47-17 阿佐谷地域区民センター内
中野・杉並行政書士事務所 行政書士 桝田卓
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舞台発表

時 内 右表のとおり（時間・内容な

ど詳細は、区ホームページ参照。ま
たはお問い合わせください） 場
セシオン杉並 費 一部有料 問 社
会教育センター（〒166-0011梅
里1-22-32セシオン杉並内☎33176621）

10月6日㈯

歌謡大会

10月7日㈰

民謡舞踊大会

10月13日㈯

吟剣詩舞道大会

10月14日㈰

コーラス大会

10月20日㈯

親子で楽しくフェスティバル

10月21日㈰

日本舞踊大会（区民招待枠は左記参照）10月27日㈯
三曲演奏会

費 3000円

10月28日㈰

競技会・講演会

囲碁大会 参加者募集
時 10月28日㈰午前9時30分〜午後4時45分

洋舞フェスティバル

内 個人戦、4〜7名による団

体戦／いずれも段級位差1につき1子のハンディキャップ戦、置き石最大
6子、持ち時間各35分。団体戦の成績は団体メンバーの個人成績の合計
対 区内在住・在勤・在学・区内団体所属の方 費 1人1000円 申 はがき・
Eメールに氏名（団体の場合は代表者名）
・段級位・連絡先を書いて、10
月5日（必着）までに囲碁連合会・椎井康雄（〒167-0051荻窪3-47-21206 yshii@sepia.ocn.ne.jp） 問 椎井☎090-9543-6720 他 賞品あり。
10月中旬にグループ分けを通知。5段以上の成績優秀者は23区対抗囲碁
大会に招待

日本舞踊大会に100組200名を招待（抽選）

歴史文化講演会

10月13日㈯

費 300円

将棋大会

10月14日㈰

費 1000円ほか

マジック大会

10月20日㈯

俳句大会

10月21日㈰

短歌大会

10月27日㈯

囲碁大会

左記参照

点茶会

10月21日㈰

費 1000円

作品展示
華道展

9月28日㈮〜10月3日㈬

書道展

10月5日㈮〜9日㈫

絵手紙展

10月5日㈮〜9日㈫

区民写真展

10月13日㈯〜17日㈬

アマ美連盟美術展

10月19日㈮〜23日㈫

美術作品展

10月26日㈮〜30日㈫ 30日＝ギャラリートーク

区民文化の日「あなたが主役の文化の祭典」

申 往復はがき（12

作品展示

11月1日㈭〜3日㈷

面記入例）で、9月30日（消印有効）までに社会教
育センター 問 舞踊連盟・若柳☎090-8442-9980

舞台発表

11月3日㈷ オープニング＝三曲協会 フィナー
レ＝天沼中学校・和田中学校吹奏楽部

時 10月27日㈯正午〜午後5時

すぎなみスポーツアカデミー指導者養成講習会
A2コース（専門・ジュニア）

か ら だ

幼児〜15歳の子どもたち対象の正しい知識に基づいた身体づくり、動きづくりを通した運動支
援について学ぶための講習会です。

時 10月13日㈯午前9時15分〜午後5時40分、27日㈯午前9時30分〜午後4時30分、11

月10日㈯午前9時30分〜午後5時、24日㈯午前9時30分〜午後5時、12月1日㈯午前9
時30分〜午後5時30分（計5回） 内 「ジュニア期のスポーツの考え方」ほか、認定試
験 場 荻窪体育館（荻窪3-47-2） 対 区内在住・在勤・在学で20歳以上の方 定
20名（抽選） 費 9800円 申 往復はがき（12面記入例）に指導している方はス
ポーツの種目と対象者も書いて、10月1日（必着）までに杉並区スポーツ振興財団

身近なまちのお風呂屋さんで
楽しく健康づくり
区内在住で60歳以上の方を対象に、区が杉並
浴場組合に委託して行う健康事業です。参加した
方は、当日100円で入浴できます。
時 場 内 下表のとおり 師 杉並区シルバー人材センターほか 定 会場により異なります
（先着順。★印は予約制） 問 各公衆浴場（午後1時以降） 他 てぬぐい体操は手拭
い持参。満員の場合は、安全上お断りする場合あり。長寿応援対象事業

（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷ビル8階）。または同財団 HP http://
sports-suginami.org/から申し込み 問 同財団☎5305-6161 他 認定試験に合格
すると杉並区公認ジュニアスポーツ指導者および日本スポーツ協会公認ジュニアス
ポーツ指導員として認定（ただし、日本スポーツ協会のジュニアスポーツ指導員の認
定にはスポーツリーダーの資格保有が条件）。日本スポーツ協会の資格取得者は別
途講座終了手続きとして6480円、認定手数料1万3000円（計1万9480円）が必要

浴場名（所在地）

電話番号

内容・日時

杉並湯
（梅里1-13-7）

☎3312-1221

健康エアロビクス 10月10日㈬、11月14日㈬、12
月12日㈬午後2時30分

健康エアロビクス★ 10月6日㈯、11月3日㈷、12月1
ゆ家和ごころ吉の湯
☎3315-1766 日㈯▶てぬぐい体操★ 10月21日㈰、11月18日㈰、
（成田東1-14-7）
12月16日㈰午後0時30分
さくら湯
（和田3-11-9）

☎3381-8461

健康エアロビクス★ 10月16日㈫・27日㈯、11月20
日㈫・24日㈯、12月18日㈫・22日㈯午後2時15分

第二宝湯
（本天沼2-7-13）

☎3390-8623

気功太極拳 10月14日㈰・28日㈰、11月11日㈰・
25日㈰、12月9日㈰・23日㈷午後2時

井草湯
（下井草5-3-15）

☎6913-7226

健康エアロビクス 10月3日㈬、11月7日㈬、12月5
日㈬午後1時15分

秀の湯
（桃井4-2-9）

☎3399-6112

てぬぐい体操 10月12日㈮、11月9日㈮、12月14日
㈮午後2時

てぬぐい体操★ 10月3日㈬・17日㈬、11月7日㈬・
弁天湯
☎3312-0449
21日㈬、12月5日㈬・19日㈬午後2時
（高円寺南3-25-1）

文化湯
（西荻北4-3-10）

☎3390-1051

自 彊 術 10月14日㈰、11月11日㈰、12月9日㈰午
後2時30分

元気塾椅子に座って健康体操 10月21日㈰、11月4
なみのゆ
☎3337-1861
日㈰・18日㈰、12月2日㈰午後1時30分
（高円寺北3-29-2）

湯の楽代田橋
（和泉1-1-4）

☎3321-4938

てぬぐい体操 10月9日㈫・23日㈫、11月13日㈫・
27日㈫、12月11日㈫午後1時30分

てぬぐい体操★ 10月3日㈬、11月7日㈬、12月5日
小杉湯
☎3337-6198
㈬午後2時30分
（高円寺北3-32-2）

大黒湯
（和泉1-34-2）

☎3328-2137

てぬぐい体操 10月14日㈰・28日㈰、11月11日㈰・
25日㈰、12月9日㈰・23日㈷午後1時30分

太極拳★ 10月3日㈬・10日㈬、11月7日㈬・21日
玉の湯
☎3338-7860
㈬、12月5日㈬・19日㈬午後1時45分
（阿佐谷北1-13-7）

大和湯
（和田1-71-18）

☎3381-3452

健康エアロビクス 10月14日㈰・28日㈰、11月11日
㈰・25日㈰、12月9日㈰・23日㈷午後1時45分

10〜12月のまちの湯健康事業
浴場名（所在地）

電話番号

内容・日時

「広報すぎなみ」は新聞折り込みでの配布のほか、区施設、区内各駅、交番・駐在所、公衆浴場、郵便局、病院、スーパー・コンビニエンスストア（一部の
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防災まちづくりフェア

災害から命を守り、財産を守り、生活を守る。そのためにで
きることを、今考えてみませんか。
――― 問い合わせは、市街地整備課耐震改修担当へ。

日 時 9月27日㈭・28日㈮午前10時〜午後4時

耐震化・不燃化の取り組み

区役所1階ロビー
●VR体験・ARアプリ紹介
・熊本地震の被災地にいるかのような体験ができます
・29年度に公表した地震被害シミュレーションの結果
を、ARアプリで確認できます（10月公開予定）
●耐震無料相談会・建築総合無料相談会（杉並建築設
計事務所協会・東京都建築士事務所協会杉並支部）
ブロック塀の相談も承ります（写真等を持参）
●ガスの安全対策を紹介（東京ガス）
止まったガスメーターの復帰方法を体験できます

2階区民ギャラリー

●減災についてのパネル展示
耐震化・不燃化・狭あい道路拡幅整備など、地震に
よる被害を最小限にするための取り組みや助成制度を
紹介します

東 京 都 主 催

●地震保険の紹介（日本損害保険協会）
※28日のみ。
地震保険（政府と損害保険会社が共同
運営）の必要性などを紹介します

●起震車体験（雨天中止）
※正午〜午後1時30分は休止。
その他 スタンプラリー同時開催

景品として、名前や連絡先を書いた
紙を入れられる笛を差し上げます

不燃化に関する助成
木造住宅密集地域を対象に、老朽建築物の除却費
や戸建て建て替え費の一部助成を行っています。ま
た、震災救援所周辺等においては、耐火性能の高
い建築物を建築する方に建築資金の一部を助成しま
す。詳細は、お問い合わせください。
問 市街地整備課不燃化推進係
不燃化促進住宅をご利用ください
自己居住用住宅を耐火建築物などに建て替える場
合、工事期間中の一時移転先として不燃化促進住宅
を利用できます。詳細は、お問い合わせください。
問 市街地整備課不燃化推進係

内容

耐震キャンペーン

いつ起こるか分からない巨大地震から私たちの命を守
るため、建築物の耐震化に向けた具体的な対策を進めま
しょう。
申 一部必要

●地震時の備え（杉並消防署）※27日のみ。
家具類の転倒・落下防止対策や、その
ための器具などを紹介します

青梅街道側入り口前

●地震被害シミュレーション結果報告の展示、熊本地
震パネル展示

時 場 内 定 右表のとおり

●防災用品のあっせん品展示
保存食や簡易トイレなどの避難・防災用
品や、感震ブレーカーを展示します

建築物耐震化助成
昭和56年5月以前に建築された建物を対象に、耐
震診断や耐震改修等の耐震化助成を行っています。
また、木造住宅は、昭和56年6月〜平成12年5月に建
築された建物の耐震化助成や、耐震シェルター等設
置助成制度があります。
詳細は、各案内パンフレット（市街地整備課〈区
役所西棟3階〉、図書館、区民事務所で配布）をご覧
いただくか、お問い合わせください。
問 市街地整備課耐震改修担当

問 耐震キャンペー

ン事務局☎6261-6604 FAX 6303-0886（午前9時〜午後6時）
他 申し込み方法などの詳細は、東京都耐震ポータルサイト
HP http://www.taishin.metro.tokyo.jp/参照

日時・場所・定員

時 場 9月21日㈮＝東京大学地震研究所（文京区）、荻窪コーエイマンション（杉並区）▶10月
防災体験・耐震改修
27日㈯＝立川防災館（立川市）▶11月9日㈮＝清水建設技術研究所（江東区）▶12月7日㈮＝
バスツアー（現地見学）
東京大学地震研究所（文京区） 定 各30名（申込順）

建物の耐震改修工法 時 ①9月28日㈮〜30日㈰午前10時〜午後6時（30日は4時30分まで）②11月3日㈷〜５日㈪午
前10時〜午後5時 場 ①新宿駅西口広場イベントコーナー②有楽町駅前広場
等の展示会
時 10月10日㈬〜12日㈮午前10時30分〜午後5時30分（予定） 場 都政ギャラリー（新宿
震災写真・都の取り組 区西新宿2-8-1） 内 展示内容＝東日本大震災や熊本地震、大阪府北部での地震などの震
み等のパネル展示
災写真、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進に関する取り組み、ブロック塀の安全点検
方法など

耐震フォーラム「首都
時 10月12日㈮午後1時〜4時30分
直下地震への備え」
耐震化個別相談会

時 10月12日㈮午後2時30分〜5時

場 都民ホール（新宿区西新宿2-8-1） 定 250名（申込順）
場 都政ギャラリー（新宿区西新宿2-8-1） 定 30組（申込順）

東京二十三区清掃一部事務組合

杉並清掃工場環境フェア2018
日時

10月6日㈯午前10時〜午後4時

場所

杉並清掃工場（高井戸東3-7-6）

――― 問い合わせは、杉並清掃工場☎3334-5301、区ごみ減量対策課事業計画係へ。

使用済み小型家電（15品目）を回収します

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＝最大辺が30㎝を超えるものは回収
することができません。粗大ごみ受付センターへお申し込みください
問 ごみ減量対策課事業計画係 他 水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計も回収

フードドライブを行います

家庭で使いきれない食品（未利用食品）がありましたら、お持ちください。集まった食品は、区内の
子ども食堂、杉並区社会福祉協議会、NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンに提供します。
内 食品の条件＝①未開封で包装・外装が破損していない（米を除く）②瓶詰・冷凍・冷蔵でない③賞
味期限まで2カ月以上あり、明記されている（米、塩等を除く）④商品説明が外国語のみでない▶食
品例＝国産米（精米から2年以内）、インスタント・レトルト食品、缶詰、乾物・乾麺、粉物、調味料、
菓子、飲料（アルコール類を除く）、乳児用食品（粉ミルクほか） 問 ごみ減量対策課事業計画係 他
受け取り時に、種類や条件などを確認。食品の状態によってはお持ち帰りいただく場合があります

内 エコクイズ、工場見学会、小学生環
境作品展示、ごみぱっくん号収集体
験、燃料電池自動車・働く車の展示、
アンネのバラのボランティア紹介など

同時開催

すぎなみエコ路地フェスタ2018
ストップ地球温暖化 いま私たちにできること
――― 問い合わせは、環境活動推進センター☎5336-7352へ。
時 10月6日㈯・7日㈰午前10時〜午後4時

センター（高井戸東3-7-4）ほか
ンプラリーほか

場 環境活動推進

内 ワークショップ、スタ

講演会「今日かららくちんエコライフ」
時 10月7日㈰午前10時〜正午

場 杉並

清掃工場
議理事・鈴木靖文（右写真） 対 区内在
住・在勤・在学の方 定 100名（申込
順） 申 電話で、環境活動推進センター
師 NPO法人地球環境市民会

の店舗を除く）などにあります。高齢や体が不自由などの事情で、入手が困難な方への郵送、また「点字広報」
「 声の広報」のお申し込みは広報課へ。
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自治体

イベント名

概要

時 10月8日㈷ 場 小千谷市総合体育館 内 コース＝16㎞、8㎞、3.5㎞ 費 500円。小中学
生300円（当日申し込みは700円。小・中学生400円。未就学児はいずれも無料） 申 申
小千谷トリム・ 込書（小千谷市生涯学習課まで問い合わせ。区ホームページからも取り出せます）に参
新潟県
加料（定額小為替または現金書留）を添えて、9月30日（消印有効）までに小千谷トリ
ウオーキング
小千谷市
大会
ム・ウオーキング大会事務局（〒947-0035新潟県小千谷市大字桜町4915小千谷市総合
体育館内）へ郵送・持参（持参の場合は10月5日午後5時まで） 問 小千谷市生涯学習課
☎0258-83-0077 他 小学3年生以下は、引率者同伴

「てくてく」は、春と秋の年2回、区で発行している
交流自治体の色々な情報をお伝えする情報誌です。
「てくてくスポーツ」では、スポーツに特化した情報
をお知らせします。

時 12月2日㈰

東京都
青梅市

第80回記念
奥多摩渓谷
駅伝競走大会

――― 問い合わせは、文化・交流課交流推進担当へ。

場 青梅市役所（青梅市東青梅1-11-1）ほか

HP https://www.city.ome.tokyo.jp/taiiku/okutamakeikokuekiden.html参照 対 高校
生以上の方 定 270チーム（申込順） 費 1万5000円。大学の部1万3000円。高校の部1
万円。女子の部8000円／いずれも1チーム 申 郵便振替用紙（青梅市スポーツ推進課へ
問い合わせ）に必要事項を記入の上、郵便局から振り込み 問 青梅市スポーツ推進課☎
0428-22-1111

角川庭園の催し

田舎暮らし体験住宅および体験型ツアー説明会

南伊豆町に新たな田舎暮らし体験住宅が
オープンしました！

名月を楽しむ会

9月24日㉁

の だ て

庭園での野点を楽しむ
時 午後5時・5時30分・6時（各回30分） 定 各回8名（先着順）
時は室内で茶会を開催（各回4名〈先着順〉）

区の交流自治体である静岡県南伊豆町の「お試し移住」
の新たな施設として、築100年以上の古民家を改修した
「上賀茂・田舎暮らし体験住宅」がオープンしました。
「お試し移住」事業や体験住宅、現地体験型ツアー（10
月13日㈯開催）についての説明会を開催します。

他 雨天

琴の演奏を楽しむ
時 内 午後5時〜6時30分＝野点の合間に演奏、7時〜7時30分＝琴の演奏会
▶演奏＝山田流・伊豆川真理子 他 雨天時は室内で演奏（20名〈先着順〉）

時 9月29日㈯午後2時〜4時 場 区役所第5・6会議室（西棟6階） 内 ①田舎暮ら
し体験住宅について②体験型ツアーについて 対 区内在住の方 定 30名（申込
順） 申 電話で、南伊豆町企画課地方創生室☎0558-62-1121。または南伊豆町
HP http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018060500017/から申し
込み 他 ①②どちらかのみの参加も可

竹灯籠のライトアップ
庭園を竹の灯籠で幻想的に演出します。 先着50名に
ト
木製キーホルダープレゼン
時 午後6時〜8時 他 雨天・強風時は中止
配布＝午後4時30分から

「月」をテーマにした書や絵画の作品展
時 内 午前9時〜午後5時▶作者＝中江麻祐子ほか

稲刈り＆イセエビ祭りツアー

おはなしの国で、抹茶を楽しもう

南伊豆町へ行って、見て、暮らしに触れよう！

小学生以下のお子さんを対象にお話の会と茶会を行います。
師 NPO法人むさしの児童文化協会
学生以下の方（保護者同伴可） 定 20名（先着順）

区の交流自治体である静岡県南伊豆町で、現地体験型ツアー
を開催します。南伊豆町の暮らしに触れ、旬のイセエビを楽しむ
ツアーです。この機会に南伊豆町の自然や暮らしを体験してみて
はいかがでしょうか。
時 10月13日㈯午後1時〜14日㈰午後2時30分

内 大会概要については同大会

時 10月6日㈯午前10時〜正午

対小

「すぎなみの俳句」を募集します

場 集合・解散＝南伊豆町役場（静岡

内 募集作品＝兼題「すぎなみの自然 くらしを詠む」、未発表自作（季節
は自由）。何句でも投句可▶選考委員＝炎環主宰・石寒太ほか 申 応
募用紙（区民センター、ゆうゆう館などで配布）に作品、氏名（俳号、
ニックネームでも可）を書いて、12月28日（必着）までに角川庭園へ持
参 他 表彰あり。表彰作品一覧とすべての応募作品を掲載した句集を発
行（31年5月予定）
いずれも
場 問 角川庭園（荻窪3-14-22☎6795-6855）

県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1） 内 稲刈り、民宿への宿泊（イセエビ料理付き）、
ジオトレッキング、南伊豆町の食材を使った昼食 対 区内在住の方 定 10名（抽
選） 費 1万2000円（子ども料金の設定あり。別途交通費） 申 電話で、10月3日ま
でに南伊豆町企画課地方創生室☎0558-62-1121。または南伊豆町 HP http://www.
town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018073000054/から申し込み 他 公共交通
機関利用の場合は、伊豆急下田駅〜町役場の送迎あり
いずれも
問 文化・交流課地方創生担当

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。

す ぎ な み 学倶 楽 部

第126号

歴史資料集コーナーの紹介
親族と偶然にも知り合い、狄嶺が残した膨大な遺品の存
すぎなみ学倶楽部では、読者から寄せられた情報や資
在を知る機会を得ました。郷土博物館と区民ライターが
料などを元に記事を作成することがあります。
協働をして、高井戸の「狄嶺文庫」から長野県茅野市の
29年8月15日号で「中島飛行機」や「都電杉並線」に
書庫に移されていた品々を調査。狄嶺の肖像写真が貼ら
関する資料を募集したところ、中島飛行機の元社員のご
れた、現在の手帳型になる前の珍しい形のパスポートも
家族から、大切に保管していたさまざまな思い出の品を
見つかり、海外旅行で収集したホテルのパンフレットの
提供いただきました。その中に中島飛行機製エンジンを
中には、そのホテルにも残っていない希少なものもあり
搭載し、昭和12（1937）年に東京とロンドン間の飛行で
ました。
日本初の国際記録を樹立した「神風」号の置物がありま
すぎなみ学倶楽部では、こうした資料の一部をデジタ
す。朝日新聞社主催の飛行イベントの記念品で、当時、
ル画像にし、
「歴史資料集」コーナーで公開しています。
中島飛行機に勤めていた設計技師が破損部分を修理した
「神風」号の置物や狄嶺のパスポートなどを、いろいろ
痕が残る貴重な品です。
な角度から撮影して掲載しています。博物館で見ている
また、区内の戦争証言を集めている時に、大正から昭
ように眺めることができますのでご覧ください。 （北）
和初期の高井戸に暮らしていた農の哲人「江渡狄嶺」の
え

ど てきれい

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。

▲「神風」号の置物

すぎなみ学倶楽部
ホームページ
▶歴史▶歴史資料集

問 産業振興センター観光係☎5347-9184

