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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

他字幕上映
子どもプレーパーク（冒険遊び場）
があなたの「まち」にやってくる！
時2月17日㈰午前10時〜午後4時（雨
天中止）　場和田中央公園（和田1-38-
19）　内木工作やロープワーク、泥遊
び、たき火など　対高校生以下の方　
問児童青少年課計画調整担当☎3393-
4760　他汚れてもいい服装で、着替
え・飲み物・弁当など持参
 浜田山おやこ演劇フェスティバル
時2月17日㈰午後1時30分〜3時30分　
場浜田山会館（浜田山1-36-3）　内地
域の大人と子どもによる人形劇、和
太鼓、日本舞踊、手話など　定195名

（先着順）　問浜田山児童館☎3317-
5166

太陽光発電機器　情報交換会・発
電データパネル展

　区内太陽光発電設置者や専門家を交
え、情報交換会を行います。
◆パネル展
時2月25日㈪〜3月1日㈮午前8時30分

 大人がたのしむお話会
時2月9日㈯午後2時〜3時30分　場方
南図書館（方南1-51-2）　師おはなし
会ボランティア　対中学生以上の方　
定 30名（先着順）　問方南図書館☎
5355-7100
 うたごえサロン
時 2月15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100
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
 映画会「駅馬車」
時2月16日㈯午後2時〜4時　場南荻窪
図書館（南荻窪1-10-2）　定25名（先
着順）　問南荻窪図書館☎3335-7377 

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。
※往復はがき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

はがき・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

〜 午 後 5 時 　 場
区役所1階ロビー　
内 設置者の発電
データに関するパ
ネル展示、省エネ
なんでも相談
◆情報交換会
時 2月27日㈬ 午
後2時〜4時　場
区役所第5・6会
議室（西棟6階）　
内 講演「太陽光
発電の買

か い

取
と り

制度終了後の賢い選択」、
区内太陽光発電設置者からの個別事例
報告ほか　師たまエンパワー・山川勇
一郎　対区内在住・在勤・在学の方　
定40名（先着順）

いずれも 
問杉並エネルギー会議・樋口☎3390-
1025、区環境課環境活動推進係
「詩と音楽が恋をして」詩の朗読×ギ
ターの調べ×対談
時3月2日㈯午後2時
〜4時　場中央図書
館　内出演＝詩人・
谷川俊太郎（右上写
真）、ギタリスト・
福田進一（右下写
真）　対幼児以上の
方　定 60名（申込
順）　申 問2月2日か
ら電話または直接、中央図書館（荻窪
3-40-23☎3391-5754）
 津軽三味線を聴く
時 3月3日㈰午後2時〜3時30分　場
成田図書館　師津軽三味線世界大会
最上級（男性A級）3連覇達成奏者・
山中信人　対小学生以上の方　定25
名（申込順）　申 問電話または直接、
成田図書館（成田東3-28-5☎3317-

0341）

Cap講演・講座 
口
こ う

腔
く う

・栄養講座「おいしく食べよ
う噛

か

むかむ講座」　　　　　 
　嚥

え ん

下
げ

性肺炎予防、口腔ケア・体操に
ついて説明します。
時2月6日㈬午前10時〜正午　場高円
寺保健センター（高円寺南3-24-15）　
師歯科衛生士　対区内在住で65歳以
上の方　定30名（先着順）　問荻窪保
健センター☎3391-0015　他筆記用
具・飲み物・お持ちの方は、はつらつ
手帳持参

早春の親子折り紙教室「富士山の
日とひなまつり」　　　　　 
時 2月17日㈰午
後2時〜3時　場
高 井 戸 図 書 館　
師日本折

お り

紙
が み

協会
講師・藤本祐子　対 4歳以上のお子
さんとその保護者　定18組（申込順）　
申 問電話または直接、高井戸図書館

（高井戸東1-28-1☎3290-3456）
「相続の心がまえ」法律の基本を学
ぶ
時 2月19日㈫午後2時〜4時　場永福
図書館（永福4-25-7）　師弁護士・亀
井時子　対中学生以上の方　定55名

（申込順）　申問電話で、永福図書館☎
3322-7141

大田黒公園「小物づくり講習会」
　古布を使い「お雛

ひ な

さま」を作ります。
時 2月24日㈰午前9時15分〜午後0時
30分　場同公園　定20名（抽選）　費
2000円　申往復はがき（記入例）で、
2月14日（必着）までに同公園管理事
務所（〒167-0051荻窪3-33-12）　問
同事務所☎3398-5814　他針・待ち
針・はさみ・ピンセット・絹糸持参

農業公園「うどん作り講座」
　成田西ふれあい農業公園で育てた麦
でうどんを作ってみませんか。
時2月28日㈭午前10時〜午後1時　場
成田西ふれあい農業公園（成田西
3-18-9）　対高校生以上の方　定 16
名（抽選）　費1000円　申往復はがき

（記入例）で、2月11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　他結果は
2月中旬に発送

精神保健学級「対話による地域生
活の支援～統合失調症を中心に」
時3月1日㈮午後2時〜4時　場高円寺
保健センター（高円寺南3-24-15）　内
オープンダイアローグのもたらす効果、
活用方法ほか　師訪問看護ステーショ
ンKAZOC看護師・三ツ井直子　対区
内在住・在勤・在学の方　定50名（申
込順）　申 問電話で、2月22日までに
高円寺保健センター☎3311-0116

※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。いずれも長寿応援対象事業。

ゆうゆう館名 内容 日時

西荻北館（西荻北2-27-18
☎ FAX3396-8871）

「歌って元気」
人気の講座が復活

毎月第1・3月曜日、午後6時〜7時　師三上典子　定 20名（申込
順）　費1回500円

高井戸東館（高井戸東3-14-9
☎ FAX3304-9573）

無理なくできる
「ゆるやか筋トレ＆ストレッチ」

毎月第2・4日曜日、午前10時30分〜11時30分　定 15名（申込順）　
費１回600円

井草館（井草2-15-15
☎ FAX3390-9672） 津軽三味線名人の記録上映会 2月24日㈰午前10時〜正午　師冨沢満　定40名（申込順）　

高円寺北館（高円寺北3-20-8
☎ FAX3337-2266） 初心者向けフラダンス教室 毎月第2・4木曜日、午後2時〜3時30分　定 10名（先着順）　費 1

回200円

和泉館（和泉4-16-22
☎ FAX3323-5663） 初心者のマジック入門　　 毎月第2日曜日、午後3時〜4時30分　定若干名（申込順）　費 1回

500円

浜田山館（浜田山4-18-31
☎ FAX3315-7815） 楽しく笑って川柳教室 毎月第4月曜日、午後1時〜2時30分　定12名（申込順)　費1回600

円

催し

ゆうゆう館の催し 　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。

　区の交流自治体である新潟県小千谷市の物産展「小千谷フェア」
を開催します。
時2月24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
さ さ

団子や
小千谷そば、魚沼産コシヒカリ米などの特産
品、新鮮野菜や地酒などの販売　問小千谷
市産業開発センター☎0258-83-4800　他買
い物袋持参。車での来場不可

千 ア谷 ェフ小

シニア
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24梅里☎5929-1924　他終了後に認
知症サポーターの証し「オレンジリン
グ」を差し上げます
◆プロが教える体を痛めにくい自宅介
助のコツ
時2月19日㈫午前10時〜11時　場高円
寺北ふれあいの家（高円寺北3-20-8）　
師訪問医療マッサージKEiROW・伊藤
正道　対区内在住・在勤・在学の方　
定20名（申込順）　申 問電話で、高円
寺北ふれあいの家☎3330-4903
◆元気なお口でフレイル予防
時2月21日㈭午後2時〜3時30分　場ケ
ア24和田（和田3-52-4）　師歯科衛生
士・小島升子　対区内在住・在勤の方　
定15名（申込順）　申 問電話で、ケア
24和田☎5305-6024
◆詐欺の電話にゃもう出んわ
時2月22日㈮午前10時30分〜正午　場
ゆうゆう高円寺南館（高円寺南4-44-
11）　師回路亭しん劇　対区内在住・
在勤の方　定27名（申込順）　申 問電
話で、ケア24高円寺☎5305-6151
◆認知症の方を楽しく介護するヒント
時 2月24日㈰午後2時〜4時　場高
井戸西二丁目団地1号棟（高井戸西
2-5-1）　師杉並区グループホーム連
絡会　対区内在住・在勤の方　定20
名（申込順）　申問電話で、2月23日
までにグループホームなごみ高井戸
☎3247-0753
◆知っておきたい薬の知識
時2月27日㈬午後1時30分〜3時　場
方南会館（和泉4-42-5）　師杉並区
薬剤師会会員・藤井美枝　対区内在
住・在勤・在学の方　定 30名（申
込順）　申 問電話で、ケア24方南☎
5929-2751
◆知っておきたい高齢者介護のコツ

「車椅子とベッドの使い方」
時 2月27日㈬午後2時〜3時　場さん
じゅ阿佐谷 （阿佐谷北1-2-1）　師さん
じゅ阿佐谷介護福祉士　対区内在住の
方　定20名（申込順）　申 問電話で、
さんじゅ阿佐谷☎5373-3911
 環境活動推進センター
◆おもちゃのクリニック
　故障したおもちゃを、おもちゃドク

発達障害児地域支援講座実践報告
会「学齢期の発達支援を考える」

　みんなで支える支援を目指し、一緒
に考えましょう。
時3月3日㈰午後1時〜4時　場東京女
子大学（善福寺2-6-1）　師河北総合病
院・勝盛宏、東京女子大学・森田慎一
郎　定200名（先着順）　問こども発
達センター☎5317-5661　他託児あり

（5名〈申込順〉。電話で、2月20日ま
でに同センター）

講演会「アメリカ文学を読む～訳
す面白さ」
時3月3日㈰午後2時〜3時30分　場下
井草図書館（下井草3-26-5）　師翻訳
家・柴田元幸　対中学生以上の方　定
40名（申込順）　申 問電話で、下井草
図書館☎3396-7999

杉の樹大学公開講座「日本におけ
る五輪大会開催史」

　日本におけるオリンピック開催史の
概観と、前回の東京オリンピックと杉
並区との関わりを紹介します。
時3月5日㈫午後1時30分〜3時30分　
場高齢者活動支援センター（高井戸
東3-7-5）　師史文舎・藤城徹　対区
内在住で60歳以上の方　定60名（先
着順）　問杉の樹大学事務局☎6316-
3354

自分の住んでいるところを探訪し
ませんか！

　1日3000歩歩くための地域の道案内
のお話です。
時3月5日㈫午後2時〜4時　場高井戸
保健センター（高井戸東3-20-3）　師
杉並昔ばなし紙芝居一座「すかい」座
長・那須克彦ほか　対区内在住・在
勤・在学の方　定50名（申込順）　費
100円　申 問電話で、高井戸保健セ
ンター☎3334-4304　他長寿応援対
象事業▶企画 高井戸・和泉保健セン
ター健康づくり自主グループ

障害者のための料理教室「桜の香
りをのせた手巻き寿

ず

司
し

ランチ」
時3月24日㈰午前11時〜午後1時　場
杉並障害者福祉会館　師管理栄養士・
茂原秋穂　対区内在住・在勤・在学
で障害のある方とその介助者　定 16

名（抽選）　費500円　申往復はがき
（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、介助
者も参加の場合は介助者名、手話通訳
をご希望の方はその旨も書いて、3月
1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
 みどり公園課管理係
◆犬のしつけ方教室
　初歩的なしつけ方（リーダーウオー
ク、おすわりなど）を学びます。
時3月2日㈯午前10時〜11時・午後1時
〜2時　対中学生以上の飼い主1人に
つき飼い犬1頭　定各15名（申込順）　
申往復はがき（12面記入例）に飼い主
の生年月日、犬の名前・犬種・性別・
年齢（月齢）も書いて、2月18日（消
印有効）までに同係　他参加犬の条件

①生後6カ月以上②狂犬病予防接種・
混合ワクチン接種済み（当日確認でき
るものを持参）③鑑札の交付を受けて
いる（当日持参）④生理中の雌は除く
◆犬とふれあい教室　　　　   
時3月2日㈯午
前 11時 3 0 分
〜正午　対小
学生以下で犬
を飼っていな
いお子さん（未就学児は保護者同伴）　
定10名（申込順）　申往復はがき（12
面記入例）に生年月日、付き添う方の
氏名（フリガナ）も書いて、2月18日

（消印有効）までに同係　他見学可
いずれも 

場桃井原っぱ公園（桃井3-8-1）　師
NPO法人日本同伴犬協会　問みどり公
園課管理係

家族介護教室
◆認知症サポーター養成講座
時2月14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

ターが修理します（1人1点まで）。
時2月17日㈰午後1時〜4時（受け付け
は3時まで）　定10名（申込順）　費部
品代　申電話で、同センター
◆六角形のモチーフのアクリルたわし
作り
時 2月22日㈮午前10時30分〜午後0
時30分　定10名（申込順）　費100円　
申電話で、同センター　他長寿応援対
象事業
◆布ぞうり作り
時3月4日㈪午前10時30分〜午後3時
30分　定 10名（抽選）　費 1000円　
申往復はがき（12面記入例）で、2月
14日（必着）までに同センター　他昼
食持参。長寿応援対象事業

いずれも 
場 問環境活動推進センター（〒168-
0072高井戸東3-7-4☎5336-7352）　
対区内在住・在勤・在学の方
 就労支援センター
◆こんな会社がいい会社～安心して働
くための知識とマインド
　最新の労働市場を知って、目からウ
ロコの企業選択法を体得しましょう。
時2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44歳以下で求職中の方
◆仕事をしやすくするコミュニケー
ション講座～各人のタイプを知る
時 2月22日㈮午後1時〜4時　師プロ
フェッショナルコーチ・伊藤一枝　対
54歳以下で求職中の方
◆グループワークを通して学ぶ「体験
したことを活

い

かせる自分づくり講座」
　自分を見つめ直し理解した上で、他
者との関わりについて考えます。
時2月26日㈫午後1時〜4時　対求職中
の方
◆ハローワーク職員が解説する「55歳
からの再就職」～杉並の事例紹介
時 2月28日㈭午前10時〜11時30分　
対おおむね55歳以上で求職中の方

いずれも 
場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
定20名（申込順）　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

杉並区商店コンクール受賞者が
決定しました

▲ 高円寺おやなぎ歯科

▲ Soil(ソイル）

　　【区長賞】 高円寺おやなぎ歯科（新高円寺）
　歯科技工士の資格も持つ院長とスタッフが笑顔で
迎えてくれる明るくアットホームな歯科。分かりやすい
説明をモットーに納得の治療を行う。院内はバリアフ
リーでキッズルームも完備。土・日曜日も診療し、訪
問歯科治療にも力を入れている。

　　【区議会議長賞】 Soil（ソイル）（富士見ケ丘）

　「家族で行けるイタリアンレストラン」をテーマに、地
域の幅広い世代に愛されているお店。おしゃれなイン
テリアと花に囲まれた空間で食事を楽しむことができ
る。お子様向けの食器や椅子など細かい配慮が行き
届いている。

　　【東商支部会長賞】 PA
^

TISSERIE DE L’ABEILLE（パティスリー
ドゥラベイユ）（荻窪）

　「はちみつ専門店ラベイユ」から誕生したはちみつフランス菓子専門店。砂
糖や人工甘味料を使わず、世界10カ国80種類以上のはちみつの中から、
個 の々お菓子に合わせて厳選し、毎日丁寧に作っている。

　　【杉商連会長賞】 いづも仙（高円寺）

　歌舞伎揚の天乃屋の直売店。歌舞伎のイラストが描かれた粋な店内には、
ギフト商品も多く取りそろえている。お得な工場特売品もあり、年齢を問わず
人気のお店。

【その他、優秀賞3店、優良賞5店】

問杉並区商店会連合会☎3220-1221

　30年度杉並区商店コンクールの表彰式が1月30日㈬に行われました。各
賞受賞者は、杉並区商店会連合会加盟で地元に密着し、運営に創意工夫
をしており、事業所のレイアウト、照明などの空間演出、メニューや商品構
成、接客、商店街への貢献度や事業主の取り組み姿勢等が評価された事
業所です。区ホームページで受賞者一覧を掲載しています（主催 杉並区
商店会連合会▶共催 東京商工会議所杉並支部）。

こども



No.2247　平成31年（2019年）2月1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

区の後援・その他の催し・講座など

申し込みは、各団体へ

情報ぽけっと

スポーツ
競技大会
都民体育大会予選会兼春季大会 卓球
時 3月10日㈰午前9時　場荻窪体育
館（荻窪3-47-2）　内種目 男性・女
性シングルス（一般・40歳以上・50
歳以上・60歳以上・70歳以上）、男
性・女性ダブルス　対区内在住・在
勤・在学の方、東京都卓球連盟加盟
の区内チームに所属している方　費
1000円（高校生以下500円）、ダ
ブルス1組2000円を、ゆうちょ銀
行「00160-8-694963杉並区卓球連

盟」へ振り込み。未登録者は別途費
用あり　申申込書（区体育館で配
布）を、2月12日〜22日（必着）に
三浦弘子（〒168-0065浜田山2-11-
9）へ郵送　問区卓球連盟事務局・横
尾☎3315-4862

区民体育祭スケート競技会
時 3月17日㈰午前7時45分〜9時45分　
場明治神宮外苑アイススケート場（新
宿区霞ケ丘町11-1）　内種目 男性（中
学生・高校生・一般）＝500m／女性

（中学生・高校生・一般）＝300m／小
学生（男女別、低・高学年別）、45歳
以上、60歳以上男性、35歳以上女性＝

200m／ファミリーリレー（小学生1人
100mとその家族1人200mの2人組）／
1000m選手権　対区内在住・在勤・
在学の方（公認登録者を除く）　定60
名（申込順）　費500円。高校生以下無
料　申申込書（区体育館で配布）を、
2月28日（必着）までに区スケート連
盟・高林典生（〒180-0022武蔵野市
境2-12-6）へ郵送　問同連盟・柴田☎
3391-8593（午後7時〜9時）　他帽子・
手袋・スケート靴（無料貸し靴あり）持
参

ジョイ・コン・パス　マラソン大会
時3月24日㈰午前9時〜午後2時　場
都立和田堀公園陸上競技場（済美山
運動公園〈堀ノ内1-15〉）　内種目

1㎞、3㎞、5㎞、10㎞　対知的障
害があり、各種目の距離を安全に走
ることができる中学生以上の方　定
各20名（申込順）　申はがき（12
面記入例）に出場種目も書いて、2
月28日（必着）までにNPO法人東
京走友塾（〒153-0041目黒区駒場
4-5-1）　問同団体・岩田☎3467-
1751 　他各自で傷害保険・損害賠
償責任保険に加入
スポーツ教室
健康ビリヤード教室
時 2月26日〜3月28日の火・水・木曜
日、午前10時〜10時45分・11時〜11時
45分　場Billiard café Roots （阿佐谷
南1-18-6）　師有田秀彰　対区内在住・
在勤・在学で16歳以上の初心者　定各
24名（抽選）　費各900円（初回のみ
1500円）　申 問電話・Eメール（12面
記入例）で、区ビリヤード連盟・有田
☎080-2118-3355 aribilli89@gmail.
com

フライングディスク教室
　障害のある方も参加できます。
時3月2日㈯午前11時20分〜午後0時

40分　場妙正寺体育館　内握り方、
投げ方、簡単なゲーム　師村上文
隆　対小学生以上の方　定30名（申
込順）　費200円　申問電話または直
接、妙正寺体育館（清水3-20-12☎
3399-4224）　他運動できる服装で、
室内履き持参

週末スキー＆スノーボード菅平教室
時 3月8日㈮午後7時30分〜10日㈰
午後8時（2泊3日）　場菅平高原ス
キー場（長野県）▶集合・解散 JR
阿佐ケ谷駅南口　対区内在住・在
勤・在学または区スキー連盟会員で
小学生以上の方（小学生以下保護者
同伴。中学生は単独参加・友人同行
可）　定40名（申込順）　費2万9500
円。小学生2万5500円　申区スキー
連盟HPhttp://sas.sugikko.jp/から申
し込み。または往復はがき（12面記
入例）に生年月日、性別、Eメール
アドレス、技術レベル、バッジテス
ト受検希望の有無、スキーレンタル
希望の有無（借りる方は身長と靴の
サイズを記載）も書いて、同連盟・
永見晴夫（〒194-0041町田市玉川
学園5-4-4）▶申込締め切り日 2月
22日（必着）　問永見☎090-8687-
7427（午前9時〜午後7時）　他詳細
は、同連盟ホームページ参照

日高スキー研究所少年スキー教室
時3月25日㈪午後7時〜28日㈭午後7
時（3泊4日）　場菅平高原スキー場

（長野県）▶集合・解散 JR阿佐ケ谷
駅　対区内在住の小学2年生〜高校
生　定 40名（申込順）　費 4万5000
円（用具・ウエアレンタルは各2600
円）　申日高スキー研究所 HP http://
h-shonenski.jp/から3月17日まで
に申し込み　問同団体・市川☎090-
8879-3148　他保護者説明会を3月
初旬に実施

 催し　
みんなで銭湯に行こう　区内銭湯でラ
ベンダー湯を実施します　2月10日㈰

（開催日が異なる銭湯あり）／460円。
小学生180円。幼児80円／問杉並浴場
組合加盟銭湯（午後1時以降）／小学
生以下にジュースをプレゼント（数量
限定）
かるた文化祭2019　2月10日㈰午前
11時〜午後4時／細田工務店（阿佐
谷南3丁目）／①国内外のオリジナ
ル創作かるたの展示②かるた取り大
会／②60名（先着順）／問すぎなみ
Karutaプロジェクト☎090-6829-
1461
百人一首、新春親子かるた会　2月10
日㈰午後1時〜4時／天沼八幡神社（天
沼2丁目）／杉並かるた会会長・横矢
美恵子／区内在住・在勤・在学のお子
さんとその保護者ほか／50名（先着
順）／300円／問NPO法人日本児童
文化教育研究所・飯塚☎070-5558-
2996
座の市　2月16日㈯午前11時〜午後5

時（売り切れ次第終了）／座・高円寺
／杉並産野菜、交流自治体の物産品、
地方の逸品などの販売／問座・高円寺
☎3223-7500
早稲田大学グリークラブ送別演奏会
　2月18日㈪午後6時〜9時／杉並公会
堂／卒団生・現役生合同ステージ▶曲
目 「早稲田大学グリークラブ愛唱曲
集」ほか／小学生以上の方／1190名

（先着順）／問早稲田大学グリークラ
ブ事務所☎3208-4100
Suginami Show Festival 2019　2
月22日㈮午後2時〜7時／座・高円寺
／歌、漫談、バンド演奏、踊りなど／
問あおば福祉会マカナ・北島☎6279-
9579
大人のための読み語り　2月24日㈰午
後2時〜3時30分／中央図書館／赤川
次郎、宮部みゆき作品ほか1編▶出演

やよいの会／40名（先着順）／問や
よいの会・三浦☎3313-8045
城西病院ホスピタリティコンサート
　2月28日㈭午後7時〜9時／城西病院

（上荻2丁目）／出演 ロルフ・プラッ
ゲ（ピアノ）ほか▶曲目 モーツァル
ト「4手のためのピアノ・ソナタ変ロ
長調 K.358」ほか／70名（先着順）／
問城西病院・平木☎3390-4166
ひな祭りコンサート〜弦楽アンサンブ
ルと歌で楽しく集いましょう　3月9

日㈯午後1時30分〜3時30分／高井戸
地域区民センター／出演 杉並弦楽倶
楽部▶曲目 エルガー「弦楽セレナー
ド 」 ほ か ／ 区 内 在 住 で 6 0 歳 以 上 の
方／90名（先着順）／300円／問杉
の樹大学同窓会・塩澤☎090-5499-
5712
平和を願う無料映画会「夕凪の街桜の
国」上映と佐々部清監督のお話　3月9
日㈯午後1時30分〜4時20分／セシオ
ン杉並／560名（申込順）／申はがき

（12面記入例）に希望人数も書いて、
杉並女性団体連絡会映画係（〒166-
0002高円寺北2-24-5）／問同係☎
3310-0451／託児あり
 講演・講座
今のうちに知っておきたい！成年後見
お役立ちセミナー　2月15日㈮午後2
時〜4時30分／高円寺中央会議室／
成年後見制度の仕組み、ケア24の地
域住民へのサービスについて／地域
包括ケア推進員ほか／区内在住・在
勤の方／50名（申込順）／申 問電話
で、2月14日までに成年後見支援セ
ンターヒルフェ・新井☎090-1704-
2325／エンディングノートを差し上
げます
ミサワホーム　相続・空き家対策セ
ミナー　2月16日㈯午後2時〜4時／
産業商工会館／区内在住の方、区内

に土地・建物を所有している方／30
名程度（申込順）／申 問電話で、ミ
サワホーム・平田☎0120-267-330
／終了後個別相談会あり（事前予約
制）
冬鳥の探鳥と善福寺川ウオーキング
　2月17日㈰午前9時〜正午（雨天中
止）／集合 善福寺公園バス停前（善
福寺3丁目）▶解散 坂の上のけやき
公園（西荻北4丁目）／井上耀右ほか
／区内在住・在勤・在学の方（小学
生以下は保護者同伴）／30名（申込
順）／300円。小学生以下無料／申
問電話・ファクス（12面記入例）で、
NPO法人杉並環境カウンセラー協議会
☎ FAX 3392-0606（電話は午前10時〜
午後4時）／暖かい服装で、飲み物・
筆記用具・双眼鏡（貸し出し希望の方
は要事前申し込み）持参▶共催 みど
りの善福寺川を愛でる会
説明会「あんしんな地域生活と財産
管理」　2月19日㈫午後1時〜2時30
分／まちナカ・コミュニティ西荻み
なみ（西荻南2丁目）／地 域 福 祉 権
利 擁 護 事 業 、 成 年 後 見 制 度 の 説
明 ／あんしんサポート専門員ほか／
区 内 在 住 ・ 在 勤 の 方 ／ 3 0 名 （ 申 込
順）／申 問電話で、杉並区社会福祉
協 議 会 あんしんサポート係☎5347-
1020

　区と日本フィルハーモニー交響楽団は、音楽を通した
区民の豊かな交流の促進と地域文化の創造を目的に友好
提携を結んでいます。この提携に基づき、今年も出張コ
ンサートを行います。日本フィル楽団員による演奏を希望
する団体・施設等を募集します。
内募集日時 5 月 22 日㈬、6 月 17 日㈪・29 日㈯いずれも午前 11 時・午後
2 時（演奏時間は 50 分程度）▶演奏形態（編成） 楽団員 4 〜 5 人による
室内楽（原則、日本フィル側が決定）　対地域や福祉施設等の方（営利目的
等を除く）▶過去の実施先 区内私立幼
稚園、グループホーム、ふれあいの家な
ど　申はがき（封書も可）・ファクスに希
望する日時（第 2 希望まで）、応募動機、
団体名、住所、電話番号、担当者氏名を
書いて、2 月 20 日（必着）までに文化・
交流課 FAX 5307-0683　問同課　他申し込
み多数の場合は抽選。3 月 1日までに結
果を通知。音出しができる控室を必ずご
用意ください

募集します～日本フィルハーモニー交響楽団の
楽団員が出張コンサートを行います

▲出張コンサートの様子
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 スポーツハイツ
◆ここからはじめよう運動習慣
　3月1日〜8日の「女性の健康週間」に
ちなんだイベントです。
時 内 定下表のとおり　対16歳以上の
女性　費①1回540円②〜⑥1回1080円

（②のみ別途ポールレンタル料540円。
いずれも保険料含む）　申①〜③は電
話で、同施設　他参加前日までに、要
参加登録

内容・定員 日程（3 月）

①
骨 盤 エクサ
サイズ（各 5
名〈申込順〉）

6 日㈬ 午 前 11 時、
1日㈮・8 日㈮午後
1 時／各 30 分

②
ノルディック・
ウオーク（20
名〈申込順〉）

3 日㈰午前 10 時〜
11 時 30 分

③
流水健康

（各5名〈申込
順〉）

2 日㈯・4 日㈪・7
日 ㈭ 午 後 0 時 15
分／各 60 分

④ アクア
エクササイズ

4 日㈪・7 日㈭午前
10 時 15 分、1 日
㈮・8 日㈮午前 11
時 15 分、5 日㈫午
後 1 時／各 60 分

⑤ はじめて水泳

3 日 ㈰ 午 前 11 時
30 分、5 日 ㈫・7
日 ㈭ 午 後 6 時 30
分／各 75 分

⑥
成人水泳

（初級・中級・
上級）

1 日㈮・2 日㈯、4
日㈪〜 8 日㈮午後
1 時／各 75 分

※ ④〜⑥は30分前までに受け付け（先
着順）。

◆ノルディック・ウオークで健康な足づくり
時3月3日㈰午前10時（雨天中止）　師
全日本ノルディック・ウオーク連盟ウ
オーキングライフマイスター　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

いずれも 
場 問スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21☎
3316-9981）
 ヴィムスポーツアベニュウ
◆丈夫な足腰をつくろう教室　　  シニア
時 内3月6日㈬・13日㈬・20日㈬・27日
㈬午前10時〜11時30分＝筋力トレーニ
ングマシン運動▶3月11日㈪・18日㈪・
25日㈪午後1時〜2時＝無理のない体操
＆身体の機能改善運動／計7回　対65
歳以上で医師から運動制限を受けてい
ない方　費7560円
◆運動不足改善　カラダ若がえろう教室
時3月9日〜4月27日の毎週土曜日、午
前10時15分〜11時5分（計8回）　対20
歳〜64歳の方　費8640円

いずれも 
場 問ヴィムスポーツアベニュウ（宮前
2-10-4☎3335-6644〈午前11時〜午後
5時〉）　定15名（申込順）　申電話で、
2月20日までにヴィムスポーツアベニュ
ウ　他同講座受講経験者を除く
その他
オリンピアンが伝える
スポーツで育む子どもの未来

　オリンピック大会に出場し、現役
引退後、子どもたちを指導している
講師による講演会です。
時2月20日㈬午後7時〜8時30分　場
杉並公会堂（上荻1-23-15）　師渡邉
高博（陸上）、千田健太（フェンシン
グ）　対区内在住・在勤・在学で中学
生以上の方　定180名（申込順）　申
問電話または申込書（募集チラシ裏
面。区内体育施設で配布）をファクス
で、杉並区スポーツ振興財団☎5305-
6161 FAX5305-6162

東京衛生病院「子育て学級　幼児クラ
ス（1歳〜未就学児）」　2月20日㈬、
3月20日㈬午前10時〜正午／同病院

（天沼3丁目）／健康や基礎体力維持の
方法、鬱にならないためのコーチング
講座、子どもへの接し方ほか／同病院
小児科医師・保田典子／生後6カ月〜
就学前のお子さんの保護者／各10名

（申込順）／各2000円／申 問電話で、
同病院健康教育科☎3392-6151
ケアハウスから地域へ発信！知恵袋講
座「万葉集〜悲劇の皇子たち」　2月
22日㈮午前10時〜11時15分／浴風会
ケアハウス／元中学校教諭・貝瀬弘子
／区内在住の方／100名（申込順）／
申往復はがき（12面記入例）で、2月
15日（必着）までに浴風会ケアハウス

（〒168-0071高井戸西1-12-1）／問同
施設☎3334-2597
図書館めぐり〜大学図書館をのぞいて
みよう　2月23日㈯午前9時45分〜午
後0時30分／集合 方南図書館▶解散

東京立正短期大学図書館（堀ノ内2
丁目）／NPO法人すぎなみムーサ／区
内在住・在勤・在学で20歳以上の方／
20名（申込順）／500円（保険料含む）
／申 問電話・ファクス（12面記入例）
で、2月18日までにNPO法人すぎなみ
ムーサ・石田☎ FAX 3310-3243
講演会「社会の中で働く力を育てるた

めに」　2月25日㈪午前10時〜正午／
高円寺障害者交流館／障害児・者の就
労について／西村周治／障害がある方
の家族・支援者／70名（先着順）／
500円／問杉並区手をつなぐ育成会・
大森☎090-7706-2184
日本語スピーチ大会観覧者募集　3月
2日㈯午後1時30分〜5時／座・高円
寺／200名（申込順）／申 問電話・E
メール（12面記入例）で、杉並区交流
協会☎5378-8833 info@suginami-
kouryu.org／和楽器の演奏あり
原爆の図第10部「署名」をみよう　①
3月4日㈪〜9日㈯午前10時〜午後8時

（4日は午後2時から。9日は6時まで）
＝展示②9日㈯午後6時30分＝記念講
演「原水禁署名運動から核兵器禁止条
約へ」（ICAN国際運営委員・川崎哲）
／セシオン杉並／②560名（先着順）
／①300円ほか②700円ほか（いずれ
も高校生以下無料）／問原爆の図第10
部「署名」を展示する杉並区民の会事
務局・齋藤☎070-6977-2247／詳細
は、同団体ホームページ参照
清流会杉並会公演　3月9日㈯午前10
時30分〜午後6時30分／勤労福祉会館
／新舞踊ほか▶出演 宗山流胡蝶ほか
／366名（申込順）／指定席2000円。
自由席1000円／申 問電話で、清流会
杉並会・杉田☎090-8024-2698／区

民10組20名を招待（抽選） はがき
（12面記入例）で、2月10日（必着）
までに同会・杉田浩子（〒167-0053
西荻南2-27-2）
河北健康教室「今からでも遅くない！
認知症予防」　3月9日㈯午後2時〜3時
30分／河北総合病院（阿佐谷北1丁目）
／河北健診クリニック看護師ほか／45
名（申込順）／申問電話で、河北医療
財団広報室☎3339-5724（月〜金曜日
午前9時〜午後5時〈休日を除く〉）
玉川上水ウオーク約11㎞　3月29日
㈮午前9時〜午後3時（荒天中止）／
集合 JR青梅線拝島駅北口▶解散 西
武国分寺線鷹の台駅／区内在住・在勤
で小学生以上の方（小学生は保護者同
伴）／45名（申込順）／300円（保険料
含む）／申はがき（12面記入例）で、3
月23日（必着）までにNPO法人杉並さ
わやかウオーキング・藤森良経（〒168-
0073下高井戸5-21-3）／問藤森☎080-
1193-3105／健康保険証・帽子・飲み
物・弁当・手袋・雨具・敷き物持参
 その他
相続、離婚、金銭問題等書類・手続無
料相談会　2月4日㈪午後1時〜4時／高
円寺パルプラザ（高円寺南3丁目）／区
内在住・在勤・在学の方／問東京都行
政書士会杉並支部☎0120-567-537
シルバー人材センターリサイクル自転

車の販売　2月18日㈪〜20日㈬午前
11時〜午後4時（初日は午前9時30分
から整理券を配布）／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）／問リサイクル
自転車作業所☎3327-2287（土・日曜
日、祝日を除く）
税理士による税務相談〜税理士記念日
　2月23日㈯午前10時〜正午・午後1
時〜4時／東京税理士会杉並支部（阿
佐谷南3丁目）／申 問電話で、2月
21日までに東京税理士会杉並支部☎
3391-1028／1人40分程度
税理士記念日の税金なんでも相談会　
2月26日㈫午前9時〜正午・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
あなたの力を地域でいかしてみません
か？「ささえあいサービス」　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／会員登録後、
研修を受講（3月5日㈫午前10時〜正
午に実施）

　スポーツ教室などの関連情報は「マイスポーツすぎなみ」をご覧ください。
内配布方法 新聞折り込み。区体育施設でも配布。杉並区スポーツ振興財団HP
http://sports-suginami.org/からもご覧になれます　問杉並区スポーツ振興財
団☎5305-6161

2 月 1日発行「マイスポーツすぎなみ」

時内対定下表のとおり　場杉並障害者福祉会館　費教材費　申往復はがき
（12面記入例）に在勤・在学の方は勤務先または学校の名称、所在地も書い

て、2月22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☎3332-6121 FAX3335-3581（午前8時
30分〜午後5時）　他初級クラスは抽選。中級・通訳者養成クラスは、3月9日
㈯に選考面接。詳細は後日通知

クラス 対象※ 日時 定員

初級
（計38回）

手話学習経験のない方 昼間部 4月6日〜32年
2月22日の毎週土曜日、
午前10時〜11時40分

夜間部 4月4日〜32年
2月20日の毎週木曜日、
午後7時〜8時40分

※ 応用クラスの夜間部は
ありません。

各50名

中級
（計38回）

手話学習経験１年程度の方 各40名

通訳者養成基本
（計38回）

手話学習経験２年以上で
手話通訳者を目指す方 各30名

通訳者養成応用
（計32回）

手話学習経験３年以上で、
杉並区手話通訳者認定試
験を目指す方

20名

※ いずれも区内在住・在勤・在学の高校生以上で、年間を通して受講できる方。

手話講習会
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