




 健康・福祉
国保特定健診を受けましょう

　生活習慣病の早期発見のため実施しています。
　未受診の方には、ご案内のはがきを送付します。年
に一度の健診を受診しましょう。
対杉並区国民健康保険加入の元年度中に40歳になる
方、または41～69歳で平成30年度国保特定健診未受
診の方　問国保年金課医療費適正化担当　他受診券
（7月に送付済み）を紛失の場合は再発行可

 生活・環境
地域清掃活動でまちを美しくしませんか

内ごみ袋の提供（20枚程度。原則年1回）、火バサミ
の貸し出し　対区内で地域清掃活動を行う団体・個
人　申「地域清掃活動」計画書（環境課〈区役所西
棟7階〉、地域課地域活動係〈各地域区民センター内〉
で配布。区ホームページからも取り出せます）を、環
境課または地域課地域活動係へ持参　問環境課庶務
係　他西荻地域活動係は杉並会館（上荻3-29-5）で
受け付け

 施設情報
図書館の臨時休館

　南荻窪図書館は11月30日㈯まで空調設備・照明設
備の改修工事、特別整理（蔵書点検）のため臨時休
館中です。
◆貸し出し・返却窓口の開設
　次の期間は南荻窪図書館に予約資料の貸し出し・返
却窓口を開設し、予約で取り寄せた区立図書館（南荻
窪図書館所蔵の資料を除く）の資料の貸し出し・返却
を行います。
▶開設期間＝10月15日㈫～11月28日㈭（月～土曜日
午前9時～午後8時、日曜日・祝日午前9時～午後5時
〈10月17日㈭、11月5日㈫・12日㈫～14日㈭・21日㈭
を除く〉）
問南荻窪図書館☎3335-7377

 採用情報　※応募書類は返却しません。
 区以外の求人  
地域包括支援センターケア24久我山　常勤職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成ほか
▶勤務日時＝月～金曜日、午前8時45分～午後5時45分
または午前10時～午後7時、土曜日午前9時～午後6時
／いずれも交代制。祝日を除く▶勤務場所＝ケア24久
我山▶資格＝保健師、地域ケア等の経験のある看護師、
社会福祉士、主任介護支援専門員のいずれか▶募集人
数＝2名▶報酬＝当運営法人規定による　申電話連絡の
上、履歴書・職務経歴書・資格証の写しを、ケア24久
我山（〒168-0082久我山3-47-16）へ郵送・持参　問
同施設☎5346-3348　他書類選考後に面接を実施

地域包括支援センターケア24松ノ木　常勤職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成ほ
か▶勤務日時＝月～土曜日、午前8時45分～午後5時
15分・午前10時45分～午後7時15分（交代制。祝日
を除く）▶勤務場所＝ケア24松ノ木（松ノ木3-3-4）
▶資格＝介護支援専門員、主任介護支援専門員のい
ずれか▶募集人数＝2名▶報酬＝当運営法人規定によ
る　申履歴書・職務経歴書・資格証の写しを、河北
医療財団経営・人事企画課（〒166-8588阿佐谷北
1-7-3）へ郵送　問同課☎5327-6226　他書類選考
後に面接を実施

地域包括支援センターケア24梅里　契約職員

内高齢者に関する総合相談、介護予防プラン作成ほ
か▶勤務日時＝月～土曜日、午前8時30分～午後5
時15分（週1回程度遅番あり。月1回程度土曜日勤務
あり。祝日を除く）▶勤務場所＝ケア24梅里（梅里
1-7-17）▶資格＝保健師、地域ケア等の経験のある
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＝21万2160円～　申履歴
書・志望動機（書式自由。800字程度）・資格証の写
しを、杉並区社会福祉協議会（〒167-0032天沼3-19-
16ウェルファーム杉並）へ郵送・持参　問同協議会
☎5347-1010　他書類選考後に面接を実施

 相談
シニアのための就業・起業・地域活動個別相談

時11月2日㈯午前9時～午後5時　場ゆうゆう高円寺南
館（高円寺南4-44-11）　師キャリアコンサルタント・
中村康雄　対区内在住・在勤でおおむね55歳以上の
方　申 問電話・Eメール（12面記入例）で、ゆうゆう

高円寺南館☎5378-8179 takebouki_suginami@
tempo.ocn.ne.jp　他1人45分程度

 その他
震災救援所訓練にご参加ください

　区では、区立の小中学校等を震災救援所（震災時
の避難・救援活動の拠点）としており、震災時に備え
て訓練を実施しています。
時 場11月2日㈯午前10時～11時30分＝阿佐ケ谷中学
校（阿佐谷南1-17-3）▶9日㈯午前11時～午後1時＝
高井戸第四小学校（西荻南1-8-16）▶10日㈰午前10
時～正午＝天沼小学校（天沼2-46-3）　問防災課

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

（予約制）
歯みがきデビュー教室
（予約制）

栄養・食生活相談
（予約制）

ものわすれ相談
（予約制）

心の健康相談
（予約制）

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015
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27日㈬
午後1時30分
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★電話で申し込み。
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8日㈮
午前9時～正午

25日㈪
午後1時30分

7日㈭
13日㈬
28日㈭

午後1時30分午
後 14日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

11日㈪
午前9時15分
～10時

　－
19日㈫

午後1時30分
～4時

5日㈫・25日㈪
午後1時30分～3時30分
（25日は生後9カ月

頃から）
★電話で申し込み。

午
前
11日㈪
18日㈪

15日㈮
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

7日㈭
午前9時～正午

5日㈫
午後1時30分

19日㈫
午後1時30分
29日㈮

午前9時30分午
後 1日㈮

高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116

28日㈭
午前9時30分
～10時15分

1日㈮
8日㈮
15日㈮

－
11 日㈪

午後1時30分
～3時30分

午
前

5日㈫
19日㈫

21日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

19日㈫
午前9時～正午

14日㈭
午後1時30分
22日㈮

午後1時15分

8日㈮
午前9時30分
28日㈭
午後2時午

後 7日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

27日㈬
午前9時
～10時

　－
28日㈭

午後1時30分
～4時

26日㈫
午前10時30分
～午後0時30分

午
前 27日㈬ 12日㈫

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

－ 12日㈫
午後1時30分

11日㈪
午後1時30分午

後 13日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

15日㈮
午前9時15分
～10時15分

5日㈫
12日㈫
19日㈫

6日㈬
午後1時30分
～4時

21日㈭
午後1時30分～3時30分
（生後9カ月頃から）
★電話で申し込み。
（28名。申込順）

午
前 14日㈭

－ － 21日㈭
午後1時45分

12日㈫
午後1時30分午

後 27日㈬

※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。

11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。

令和元年台風第15号で被災された方が
災害援護資金貸付の対象になりました
　令和元年台風第15号により住居、家財に被害
を受けた世帯および世帯主が負傷した世帯を対
象に、災害援護資金の貸し付けを行います。対
象となる被害の程度は、家財の被害がおおむね
1/3以上、住宅が半壊以上、世帯主の1カ月以上
の負傷です。世帯の所得制限があります。詳細
は、お問い合わせください。　
問保健福祉部管理課地域福祉係

◇日本赤十字社での受け付け
①令和元年台風第15号千葉県災害義援金
【受付期間】　12月30日㈪まで
【入金方法】「ゆうちょ銀行・郵便局　口座記号
番号00100-8-451648　口座加入者名　日赤令和
元年台風第15号千葉県災害義援金」へ振り込み
②令和元年8月豪雨災害義援金
【受付期間】　2年2月28日㈮まで
【入金方法】「ゆうちょ銀行・郵便局　口座記号
番号00120-7-696975　口座加入者名　日赤令和
元年８月豪雨災害義援金」へ振り込み
※ いずれも受領証の発行は、通信欄に「受領証
希望」と記入。窓口での取り扱いの場合、振
込手数料はかかりません。
◇区役所にも義援金箱を設置します
【設置期間】①12月27日㈮②2年2月28日㈮まで
【設置場所】保健福祉部管理課地域福祉推進担
当（区役所西棟10階）、区民課区民係（東棟1
階）／休業日を除く
問保健福祉部管理課地域福祉推進担当

義援金にご協力をお願いします
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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。

   「第39回全日本バレーボール小学生大会全国大会」において優勝した東
京杉一クラブ男子チームが9月17日㈫、区長を表敬訪問しました。
　全国大会は48チームが集まり、
とどろきアリーナ（川崎市）ほか
で3日間にわたって開催されまし
た。奈良県代表と行われた決勝戦
では、2-0（21-12、21-17）で勝
利し優勝しました。
問スポーツ振興課事業係

バレーボールの東京杉一クラブが
6年ぶり3度目の優勝

　9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、環境課公害対策係。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

区内空間放射線量等測定結果

タブレット端末と付属機器を
寄贈いただきました

切り取って見やすいところに張っておきましょう！

医療機関案内・急病相談
機関 平日 土・日曜日、

祝日

杉並区急病医療
情報センター
☎#7399

（または☎5347-2252）

午後8時～
翌日午前9時

午前9時～
翌日午前9時

東京都医療機関・
薬局案内サービス
（ひまわり）
☎5272-0303

24時間受け付け

東京消防庁
救急相談センター
☎#7119

（または☎3212-2323）

24時間受け付け

急病診療のご案内
※必ず事前に電話で相談！　※保険証・医療証を忘れずに！　
※ 中学生以下の受診は、保護者または保護者に代わる方が
事前相談の上、付き添いをお願いします。

機関 診療科目 平日 土曜日 日曜日、祝日 備考

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）
☎ 3391-1599

小児科 午後7時30分
～10時30分 受け付けは

終了30分前まで。
受診前にお電話ください。
※土・日曜日、祝日の午後
　5時以降小児科は、1歳
　以上が診療対象。

   内科・
   小児科・
耳鼻咽喉科

午後5時～
10時

午前9時～
午後10時

外科 午前9時～
午後5時

急病診療医療機関
（当番医）の案内は

☎ #7399
（または☎5347-2252）

   内科・
   小児科・

午前9時～
午後5時

受け付けは
終了30分前まで。
受診前に医療機関へ
お電話ください。

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）
☎3398-5666

歯科 午前9時～
午後5時

受け付けは
終了1時間前まで。

受診前にお電話ください。

10月22日は
祝日です。

　8月26日㈪、ベストサポートシステムズの石塚
代表取締役（写真左）が区役所を訪問し、区へ
50台のタブレット端末と付属機器を寄贈いただ
きました。同社からの寄贈は、平成28年度から
続いて4度目になります。寄贈品は区立小中学校
の特別支援学級で活用しています。
問特別支援教育課☎5929-9481

　口座振替申請書を金融機関または納税課へ提出してください。ま
た、キャッシュカードで簡単に申し込み手続きができる「ペイジー口
座振替受付サービス」もあります。いずれも詳細は、区ホームペー
ジをご覧ください。

便利・安心な口座振替

問納税課

特別区民税・都民税第３期分の
納期限は10月31日㈭です
　金融機関、コンビニエンスストア、区民事務所などで納付してくださ
い。インターネットバンキングを利用できる方は、携帯電話やスマート
フォンから「モバイルレジ」が利用できます。口座振替の方は、10月
31日㈭に指定の口座から振り替えます。預金残高をお確かめください。

　天皇陛下の御即位を公に宣明される「即
そく

位
い

礼
れい

正
せい

殿
でん

の儀
ぎ

」が行われる
ことを記念し、区役所1階ロビーに記帳所を設置します。
▶設置期間＝10月21日㈪～25日㈮（22日㈷を除く）
問総務課

天皇陛下御即位記念記帳所を
設置します

▲杉並区スポーツ栄誉章を授与しました

※ 即位礼正殿の儀が挙行される10月22日㈷は、慶祝事業の一環として郷土博
物館（大宮1-20-8）を無料公開します。

養育家庭になりませんか
―――問い合わせは、杉並子ども家庭支援センター☎ 5929-1902へ。

　養育家庭（ほっとファミリー）制度は、いろいろな事情で親と一緒に暮ら
すことのできない子どもたちを一定期間家庭に迎え、一緒に生活して養育す
る東京都が推進している制度です。
　親の入院などで短期間の預かりが必要な場合もあります。幼稚園・保育
園・学校に通い続けるためには、学区内の養育家庭でお預かりいただくのが
理想です。全小学校区に養育家庭の登録ができるよう、力を貸してください。

主な要件
●養子縁組を目的としない。
●都内在住の夫婦である（配偶者のいない場合は、一定の条件あり）。
●家族の構成に応じた適切な居住環境がある。
●養育期間は短期から可能。
●委託期間中の子どもの養育費等は都が基準に基づいて支払う。
※詳細は、東京都杉並児童相談所☎ 5370-6001にお問い合わせください。

養育家庭体験発表会
　より多くの方に養育家庭の制度を知っていただくために、体験発表会を
開催します。
時11月16日㈯午後2時～4時　場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　定
50名程度（先着順）　他2歳～就学前の託児あり（5名程度〈申込順〉。事
前申込制）

おめでとうございま
す

令和元年（2019年）10月15日　No.2264



民営化宿泊施設を
ご利用ください
富士学園（山梨県南都留郡忍野村忍草 2997）

世界遺産富士の麓でめぐる冬のバスツアー
（1泊2日。2食付き）
時 内 費下表のとおり　場集合・解散＝JR荻窪駅・阿佐ケ谷駅、京王線明
大前駅　他最少催行人数＝各20名

出発日 内容 料金

12月3日㈫

冬こそインドア！社会科見学！　山梨県
立リニア見学センターと富士山絶景の沼
津御用邸、注目のかねふくめんたいパー
ク伊豆見学も

1万9000円～

2年1月23日㈭

富士山　知られざる世界文化遺産構成資
産を巡る旅！　河口浅間神社、冨士御室
浅間神社、船津胎内樹形、須山浅間神社
と春を待つ熱海梅園で梅観賞

1万8000円～

2月3日㈪

空気の澄んだ冬は絶好の富士山観賞日
和！　長池親水公園と忍野八海散策、岩
本山公園で梅と富士山の景色を堪能、世
界遺産韮山反射炉見学

1万8500円～

  冬季割引料金
割引適用期間　11月1日～2年3月31日（12月31日～2年1月3日を除く）
料金（1泊2食付き）　4600円～

いずれも
申 問あんしん宿予約センター☎0120-844-891（午前9時～午後5時）　
他料金は区民補助金適用後・小学生以上の区民1名あたりの金額（未就
学児・区外の方の料金は、お問い合わせください）。65歳以上・障害者
の区民は、上記料金から1000円引き。小学生が夕食を子ども用の食事に
変更した場合は、550円引き

―――問い合わせは、土木管理課自転車対策係へ。

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
～放置ゼロ キレイな街で おもてなし

　東京都最低賃金は、10月1日から、時間額1013円に改正されました。
都内で働く全ての労働者に適用されます。都では最低賃金の引き上げ
に向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成
金制度を設けています。

問東京都最低賃金について＝東京労働局労働基準部賃金課☎ 3512-
1614▶東京都最低賃金および業務改善助成金について＝東京働き方
改革推進支援センター☎ 0120-232-865

　期間中の平日、地元の小中学生や町会、商店会、ボランティアなどの地域の
皆さんや、警察、鉄道・バス事業者などの関係機関と協力して、自転車放置防
止を呼び掛ける啓発活動を行います。

10月22日㈷～31日㈭

　2年3月に発行予定の「障害者のてびき」は、区が行っている障害
者福祉サービスを中心に、障害のある方の地域生活を支える各種制
度や施設案内をまとめたものです。
内募集概要＝規格＝A4判・約150ページ▶発行部数等＝2万4000部
予定（区内の障害者がいる世帯などに3年に1度配布）▶広告規格・
掲載料＝下表のとおり（いずれも刷色は2色）　申申込書（障害者施
策課〈区役所東棟1階〉で配布。区ホームページからも取り出せま
す）に広告原稿を添えて、11月18日（必着）までに同課へ郵送・持
参　問同課管理係　他内容を審査し、掲載の可否を後日通知（申し
込み多数の場合は抽選）

種類・規格
（縦×横）

位置
（本文中に指定） 掲載料

5号・270㎜×174㎜ 1ページ全面 10万円

6号・131㎜×174㎜ 1ページ2分の1面 5万円

7号・131㎜×84㎜ 1ページ4分の1面 2万5000円

8号・62㎜×84㎜ 1ページ8分の1面 1万2000円

「障害者のてびき」に
広告を掲載しませんか

東京都最低賃金改正のお知らせ

 実施駅　高円寺駅、阿佐ケ谷駅、荻窪駅、西荻窪駅、永福町駅、井荻駅

自転車の「放置」とは
　いかなる理由にかかわらず、道路などの公共の場所において、「自転車から離
れ、直ちに移動させることができない状態」をいいます。
なぜ、自転車の放置はいけないの？
　歩道や車道に放置された自転車は、歩行者やほかの車両の通行の妨げになり、
歩行者が接触・転倒してけがをする原因となります。また、緊急車両の通行を
妨げて、救援救助の活動を遅滞、妨害することになります。さらに、まちの美
観も損ねます。
自転車の放置禁止区域での撤去等について
　放置禁止区域内に放置された自転車は、警告後も移動がない場合、置いてい
た時間・理由にかかわらず随時撤去します。放置禁止区域外（私道・私有地を
除く）の放置自転車も、区民の良好な生活環境が阻害されている場合は警告後
撤去します。
　撤去した自転車は集積所で保管され、返還の際は撤去手数料として5000円が
必要です。撤去日の翌日から30日間を経過しても引き取りがない場合は、条例
に基づき処分します。
自転車駐車場をご利用ください
　上井草北、阿佐ケ谷東、高井戸北、方南町東、久我山北、高円寺北、新高円
寺地下、荻窪東地下の各区営自転車駐車場では、入庫から１時間まで無料で利
用できるスペースも用意しています。またほとんどの駅周辺には、1・2時間ま
で無料で利用できる民営の自転車駐車場があります。
　詳細は、「すぎナビ」または「杉並区自転車駐車のご案内」（各区民事務所で
配布）をご覧ください。
民営自転車駐車場育成補助金の交付
　民営自転車駐車場を建設する場合、補助金制度があります。4月1日から台数
制限をなくし、対象範囲を広げるなど交付要件を緩和しました。土地活用等で
お悩みの方はご相談ください。そのほか、管理費やバイク駐車場建設費への補
助金もあります。

杉並区×セブン-イレブン
　地域の方に安心と便利を届けるセブン-イレブンのお仕事を始めてみま
せんか。杉並区とセブン-イレブン・ジャパンの地域活性化包括連携協定
に基づく取り組みとして開催します。

時 内11月8日㈮午後1時～2時＝セブン-イレブンの仕事内容の説明
▶2時～4時＝セブン-イレブンやハローワークによる個別相談、レ
ジ操作体験　場区役所第5～7会議室（西棟6階）　問セブン-イレブ
ン・ジャパン立川地区事務所☎ 042-527-7914、区産業振興セン
ター就労・経営支援係☎ 5347-9077

シ ニア向けお仕事説明会

※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。

広告

事業者の
皆さま

お得です！
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図 書 館 日 時 イベント名・対象・定員・申し込み方法ほか

永福
（永福4-25-7☎3322-7141）

11月6日㈬まで
児童特集展示「ぼくのわたしのおすすめの本」　夏休みに子どもたちが書いたおすすめの本
とコメントを展示
一般特集展示「何度も読んだ本」　図書館員が何度も読んだおすすめの1冊を紹介

10月18日㈮～11月10日㈰ どくしょチャレンジ！！　本のリストから読書にチャレンジ

11月9日㈯午後2時～3時 人形劇「おはなしトランクwithプチトマト」　内出演＝パペットシアタートランク、プチトマ
ト　対幼児～小学生　定60名（先着順）

柿木
（上井草1-6-13☎3394-3801）

10月26日㈯午後2時～3時 子ども映画会「おしりたんてい①ププッとかいけつ！おしりたんてい　とうじょう！」　対幼
児～小学生のお子さんとその保護者　定40名（先着順）

11月6日㈬～9日㈯午前9時～午後5時 子どもの本のリサイクル　図書館で役目を終えた本を1人10冊まで差し上げます

高円寺
（高円寺南2-36-25☎3316-2421）

10月27日㈰～11月10日㈰ 子どもの本のリサイクル　図書館で役目を終えた本を1人5冊まで差し上げます

11月9日㈯午後2時～2時40分 人形劇「3びきのこぶた」「てぶくろ」　内出演＝茜
あかね

舎　対幼児～小学生のお子さんとその
保護者

11月10日㈰午後2時～3時30分 科学遊びの会「パタパタくんをつくろう」～いろいろなじしゃく　対小学生

宮前
（宮前5-5-27☎3333-5166）

10月27日㈰午後1時30分～3時 16ミリフィルムこども映画会　定40名（先着順）

11月4日㉁午後2時～3時50分
杉並で生まれた作家「太宰治」～生誕110年を記念して　おとなのための朗読会　内出演＝
朗読四重奏あいたくて▶演目＝「燈籠」「津軽」ほか　対中学生以上の方　定40名（申込
順）　申電話または直接、宮前図書館

成田
（成田東3-28-5☎3317-0341）

10月26日㈯午前11時～11時45分 秋の大きなおはなし会　対幼児～小学生　定30名（先着順)
10月26日㈯午後2時～3時、4時～5時 DVD上映会「杉並ゆかりの文化人　ジャズピアニスト　山下洋輔」　定各20名（先着順）
10月27日㈰午後2時～3時 DVD上映会「杉並ゆかりの文化人　小説家　角田光代」　定20名（先着順）
11月1日㈮～3日㈷午前9時～午後7時
（3日は2時まで） リサイクルフェア　図書館で役目を終えた本を差し上げます

11月4日㉁午前11時～11時45分 劇団どろんこ座の紙芝居＆工作会　対幼児～小学生　定30名（先着順)

西荻
（西荻北2-33-9☎ 3301-1670）

10月26日㈯午後3時～3時30分 GoGo！ハロウィンパネルシアター　内出演＝パネルシアターCOCOナッツ▶演目＝「おば
けにへんしんだ」「今夜はハロウィンナイト」ほか

10月28日㈪午後1時30分～2時 ハンドベル　オータムコンサート　内出演＝クララベル　定40名（申込順）　申電話または
直接、西荻図書館

11月8日㈮～20日㈬ こどもの本　リサイクル市　児童リサイクル本を1人10冊まで差し上げます

阿佐谷
（阿佐谷北3-36-14☎ 5373-1811）

10月26日㈯午後2時～2時45分 英語えほんライブ　定30名（先着順）　対小学生以上の方

11月3日㈷午前10時30分～正午 アニメ映画会「おまえうまそうだな」　対幼児～小学生のお子さんとその保護者　定30名
（先着順）

11月4日㉁午後2時～3時 劇団どろんこ座の紙芝居＆工作会　対幼児～小学生のお子さんとその保護者　定30名（先
着順）

11月5日㈫～12月1日㈰（なくなり次第
終了）

ブラインドブックフェア　カバーで包んだコメント付きのいろいろな本を展示・貸し出しま
す　対幼児以上の方

南荻窪
（南荻窪1-10-2☎3335-7377） 10月27日㈰から（なくなり次第終了） 文庫本カバーの配布　オリジナルブックカバーを差し上げます

※南荻窪図書館は臨時休館中です。詳細は、4面参照。
下井草

（下井草3-26-5☎3396-7999） 11月8日㈮～12月4日㈬ 展示「下井草図書館利用者の選んだおすすめ本」

高井戸
（高井戸東1-28-1☎3290-3456） 10月27日㈰～11月9日㈯ 展示「本を大切にしよう」

方南
（方南1-51-2☎5355-7100） 10月27日㈰～11月9日㈯

・児童特集展示「ぼくのわたしのおすすめ本」
・ おたのしみ読書バッグ　2019　中身は分かりません。お手製のコメントを読んで、気に
なった1袋を借りてください　対幼児以上の方　定40名（先着順）

今川
（今川4-12-10☎3394-0431）

10月28日㈪午後3時～4時 おはなし会リレー　読み聞かせボランティア4団体がリレーでお話しします
10月28日㈪から（なくなり次第終了） 本のおたのしみバッグ　テーマにちなんだ3冊を福袋にして貸し出します　対幼児～小学生

※中央図書館は、大規模改修のため2年8月末（予定）まで休館中です。

日本フィル公開リハーサル
指揮者とオーケストラの音楽づくりを間近で体験
時10月31日㈭午後1時　場杉並
公会堂（上荻1-23-15）　内出演
＝アレクサンドル・ラザレフ（指
揮。右写真）、日本フィルハーモ
ニー交響楽団（管弦楽）　対小学
生以上の方　定600名（先着順）　
問文化・交流課　他開始後の入
場不可

日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル日本フィル公開リハーサル

時11月17日㈰午前10時30分～午後3時　場セシオン杉並（梅里1-22-32）　
内紙芝居、音楽、総菜と混ぜご飯、バザー、お茶席、活動の展示▶出演＝辻
輝猛（紙芝居）、芝貞幸と浜田山・松の木ハーモニカ教室の生徒たち（ハー
モニカ合奏）、橋本芳子（一緒に歌う童謡・唱歌）　 費一部有料　問杉並ユ
ネスコ協会・朝倉☎ 090-5394-4112、社会教育センター☎ 3317-6621

©三浦興一

ユネスコ子どもも・大人も
フェスティバル
   「日本の良さを楽しもう」をテーマに、
杉並区ユネスコ協会が各種イベントを開
催します。

芸術の秋、杉並公会堂で音楽に出会おう！

です
１０月２７日㈰～
１１月９日㈯は

※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。

【参加者募集中】ポップス合唱「歌おう会」 問合せ先　utaou.123@gmail.com
０９０－２４２８－５６２５（根津）

・毎月２回土曜日。ひと月３,０００円、入会費不要。
・初心者の方も大歓迎。体験参加（無料）できます。

広告

読書週間
　今年の読書週間の標語は「おかえり、栞

しおり

の場
所で待ってるよ」 です。
　本に親しんでもらうため、区内の図書館では
本の展示などさまざまな催しを行います。

―――問い合わせは、各図書館へ。

図書館の催し　※申し込み方法の記載がない行事は当日、直接会場へ。
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「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。

　２日㈯はゴーグル型の端末による360度の立体的な映
像、座席シートの振動などで火災・地震・風水害の疑似
体験ができる「VR防災体験車」に
乗車できます。
問荻窪消防署予防課防火管理係
☎3395-0119　他車いす、身長
100㎝未満の方は映像体験のみ

　今年も「瞬
まばた

き禁止！笑いと感
動とサプライズ。」でにぎわせ
る「高円寺びっくり大道芸」のパ
フォーマーが、すぎなみフェスタ
にやってきます。

高円寺びっくり大道芸が
やってくる

災害に備えて！消防広報活動

　大船渡漁港から直送される「生さんま」を炭火焼きに
し、各日1000本（先着順）限定販売します。
時2日㈯・3日㈷午前10時から（売り切れ次第終了）　費100
円　他仕入れ状況により「解凍さんま」に変更する場合あ
り。売り上げの一部は大船渡漁港へ寄付▶協力＝魚耕

さんまの販売

大道芸

　区内店舗のおいしいものが集まるエリアや、イタリア
フェア、杉並区農業祭、交流自治体等の物産展、ともに
がんばろう日本、パン祭り&スイーツフェアなど、杉並の
魅力が勢ぞろいします。会場内には、食事・休憩スペー
スもあります。

おいしいものが勢ぞろい

時2日㈯・3日㈷午前10時30分・11時30
分・午後1時30分・2時30分（上映時間
は約30分）　定各回50名　問社会教育
センター☎3317-6621　他各回15分前から整理券を配布

プラネタリウム上映

対小学生以下　費100円　他混雑時は整理券を配布
小千谷市「巨大段ボール迷路」

定各150名（各1時間30分前から参加券を配布）

他にも楽しいイベントが
盛りだくさん！

●わくわく！アニメ制作体験
●アニメ制作会社PRコーナー
●なみすけグッズフェア

早稲田通り

西荻窪 荻窪

上井草 井荻
西武新宿線

桃井幼稚園

青梅街道

荻窪警察署荻窪警察署
荻窪
郵便局

杉並
公会堂

JR中央線

善福寺川
線
号
八
状
環

桃井原っぱ公園

桃井第一小学校
プロムナード

荻窪

桃井四丁目

荻窪
警察署前

荻窪
警察前

総合荻窪病院前

杉並会館
東京工芸大学杉並アニメーションミュージアム

［桃井原っぱ公園へのアクセス］
■JR中央線「荻窪駅」北口から
● 分2歩徒 車下」窪荻ドーナムロプ「き行」窪荻ドーナムロプ「 場り乗番4 スバ東関
● 分5歩徒 車下」前署察警窪荻「 場り乗番1・0 スバ東関
● 分0歩徒 車下」前察警窪荻「 場り乗番6 スバ武西
■西武新宿線「上井草駅」から
● 分2歩徒 車下」前院病窪荻合総「 場り乗面方窪荻・谷ケ佐阿 スバ武西

［杉並会館・東京工芸大学杉並アニメーションミュージアムへのアクセス］
■JR中央線「荻窪駅」北口から
● 分2歩徒 車下」前署察警窪荻「 場り乗番1・0 スバ東関

［桃井第一小学校へのアクセス］
■JR中央線「荻窪駅」北口から
● 分5歩徒 車下」前署察警窪荻「 場り乗番1・0 スバ東関
● 分3歩徒 車下」前察警窪荻「 場り乗番6 スバ武西

※駐車場はありません（バイク・原動機付自転車を含む）。
※自転車でご来場の場合は、係員の誘導に従い駐輪してください。

N

　すぎなみフェスタは、区民等の交流・つながりを通じて杉並の
元気を生み出すイベントです。
　会場には杉並の新鮮野菜やおいしいもの・楽しいもの・遊び・
スポーツのコーナーなど、杉並の「良さ」「魅力」「らしさ」が
盛りだくさんです。多くの皆さんのご参加をお待ちしております。
―――問い合わせは、文化・交流課すぎなみフェスタ担当へ。

　しんべヱのお団子を食べたのは誰だ!?　杉並会館
と桃井原っぱ公園で、４人の顔が描かれたスタンプを
集めよう！　犯人はその中にいるぞ！
※ラリー台紙は午前10時30分から桃井
　原っぱ公園で配布（なくなり次第終了）。

午後1時 忍たま乱太郎～幻術つかい雲黒齋の段
午後2時15分 クレヨンしんちゃん

～ぶりぶりざえもんは救いのヒーロー
午後3時30分 忍たま乱太郎～お残しは許しまへんでーの段

・・・いずれも・・・
問産業振興センター観光係☎ 5347-9184　他詳細は、区ホームページ参照▶主催＝中野・杉並・豊島アニメ等
地域ブランディング事業実行委員会

　野菜、草花、植木の即売会や試食、寄せ植
え体験など盛りだくさんのイベントです。
●杉並区農業祭記念農産物品評会   出品の農
産物は3日㈷午前10時30分から、受賞の農産
物は11時から販売
●即売会　各日午前10時から（売り切れ次第
終了）
●地産地消の食育コーナー
●園芸体験「ちょこっと園芸」　時２日㈯午
後２時30分　定20名（先着順）　費500円
●「宝船」展示　宝船の野菜は、3日㈷午後
2時から「宝分け」をします（正午から整理
券を配布。内容は選べません）。

・・・いずれも・・・
問産業振興センター都市農業係☎ 5347-9136

桃井原っぱ公園（桃井3-8-1）   杉並会館（上荻3-29-5）   桃井第一小学校（桃井2-6-1）
11月2日土 午前10時～午後3時30分 3日祝 午前10時～午後3時

杉並区農業祭
　杉並の産業の歴史や区内の特徴ある事
業所などを紹介します。また、多様な事業
所を紹介する冊子「すぎなみ産」を配布し
ます。
●事業所紹介
　区内の魅力ある事業所を紹介します。お子さんが楽し
める遊具・ユニークな製品の展示や、すぎなみ産業フェア
ならではの商品の販売もあります。
問産業振興センター就労・経営支援係☎ 5347-9077　他
主催＝すぎなみ産業フェア実行委員会

すぎなみ産業フェア

　区内のパン屋さん・和洋菓子屋さん24店舗が出店します。
問産業商工会館運営協議会☎3393-1501　他主催＝同協
議会

すぎなみパン祭り＆すぎなみスイーツフェア

ごみ収集体験をしませんか (雨天中止)
   「ごみぱっくん号」でごみの収集体験をしませんか。清
掃車の中が見えるスケルトン仕様になっており、積み込
んだごみの動きも見えます。
問杉並清掃事務所☎ 3392-7281

桃井原っぱ公園会場マップ2日日 時 1回目 午後0時15分
2回目 午後2時30分

土 3日日 時 1回目 午前11時30分
2回目 午後2時

祝

スター☆トゥインクルプリキュアショー 仮面ライダーゼロワンショー

　イベントなどの詳細が書いてあるプログラム冊子は、文
化・交流課（区役所西棟7階）、広報課（東棟5階）、各地
域区民センター（西荻地域区民センターを除く）で配布。

プログラム冊子配布場所

桃井原っぱ公園 杉並会館

桃井原っぱ公園北側

忍たま乱太郎ひろば スタンプラリー
2日㈯・3日㈷午前11時～午後4時30分日時

アクセス

ココナッツ山本
（ポール&コメディー）

ユキンコアキラ
（リズムペイント）

桃井第一小学校

キャラクターショー

●食品ロス削減イベントを行います（3日のみ）
　食べきりレシピ・試食の配布（試食は200名〈先
着順〉）
●食用油を回収します
　家庭で使い終わったてんぷら油や賞
味期限の切れた食用油を回収します。
●フードドライブを実施します
　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。
●使用済み小型家電（15品目）を回収します
　携帯電話、デジタルカメラなどをお持ちください。

・・・いずれも・・・
問ごみ減量対策課　他詳細は、お問い合わせください

・・・いずれも・・・
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

ゴールでは
ステキな
   特典も！

2日㈯午前11時45分～午後0時15分

3日㈷①午前11時～11時30分②午後1時・2時

「NO LIMITS CHALLENGE」陸上

内出演＝パラアスリート・春田
純（左写真）、義肢装具士・沖
野敦郎　他陸上競技（義足）・
ブラインドサッカーの体験会を
北側・オリパラエリアで実施

内出演＝プロフリークライ
マー・尾川ともこ（左写真）　
他②は北側・オリパラエリア
で実施

①トークショー
②ボルダリング体験教室

イタリアを「食」そう
　パスタやカルツォーネ…イタリアの名物
料理が勢ぞろい！　テント前にはイタリアの
マルシェをイメージしたベンチが並び、イタ
リアを彷

ほうふ つ

彿させる空間がフェスタ会場に現
れます。

イタリアを「感じ」よう
　ミラノにある「スカラ座」は世界で最も
有名な歌劇場。イタリアはオペラ発祥の地
なのです。一見すると敷居が高そうなオペ
ラを身近で体験できるチャンスです！ 

イタリアビーチバレーボールチームに
「千羽鶴」を送ろう
　2年7月に来日するイタリアビーチバレー
ボールチームに「千羽鶴」を作って贈りま
しょう！　折り方が分からなくても、ボラン
ティアスタッフが教えてくれます！　

イタリアを「体験」しよう
「マーブル紙」を作ってみよう
　フィレンツェの伝統工芸品として、17世
紀から受け継がれるマーブル（大理石）紙。
工程は、水の上に絵の具を垂らし、好きな
模様を描いて紙に写すだけ。自分だけのオリ
ジナルの作品が手軽に作れます。

イタリアフェア
     in すぎなみ

秋の味覚！

©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
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2日㈯大道芸エリア
3日㈷ミニイベントエリア

2日㈯ミニイベントエリア
3日㈷大道芸エリア
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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
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生涯学習・文化・芸術
60歳以上初心者初級英会話／ビック
アップル　第2・4火曜日午前9時～
10時30分／主に産業商工会館／入会
金1000円、月4200円／問宮

みや

野
の

☎ FAX
3311-4933
俳句／ともしび句会　第4金曜日午後
1時～3時／角川庭園／6カ月8000円
／問柘

つ

植
げ

☎ 090-5824-5647
川柳／柚

ゆず

柳
りゅう

会
かい

　第3月曜日午前10時～
正午／角川庭園／月1300円／問森

もり

川
かわ

☎ 3312-4848
人体クロッキー／スケッチブック　第
1・3金曜日午前9時15分～正午／荻窪
地域区民センター／月3500円／問遠

えん

藤
どう

☎ 3391-5016
ステンドグラス／ビドリオ高井戸　第
1～3土曜日午前9時～午後3時／高井
戸地域区民センター／入会金1000円、
3カ月5000円／問石

いし

坂
ざか

☎ 3303-6150
木
き

彫
ぼり

で野鳥を作る／NTバードカービ
ング　水曜日午後1時～3時（月4回）
／主に阿佐谷地域区民センター／月
2500円／問土

つち

田
だ

☎ 080-1207-0213
ペンと筆でかく「書・写経」／高南ク
ラブ　第2・4土曜日午後1時～3時／
高円寺中央会議室／月1500円／問髙

たか

橋
はし

☎ 090-1253-3419
書道／セシオン書心会　第2・4火曜
日午前10時～正午／セシオン杉並／

月2500円／問橋
はし

爪
づめ

☎ FAX3394-8513
書道／むらさき会　第2・4木曜日午
前10時～正午／高井戸地域区民セン
ター／入会金1000円、月2500円／問
沖
おき

津
つ

☎ 080-3027-0328
書道／はまなす書道会　第1～3土
曜日午後1時～8時／方南会館／1回
1000円／問 楠

くすのき

☎ 080-3025-6725
中高年初心者ピアノ／井草健康ピアノ
の会　第1・3月曜日午後4時～5時20
分／八成区民集会所／月3000円／問
小
お

野
の

寺
でら

☎ 080-6585-9032
女声合唱／コーラス「なりに」　第2・
4水曜日午前10時30分～正午／尾崎熊
野神社（成田西3丁目）／月1500円／
問田

た

代
しろ

☎ 090-5995-6876
カラオケクラブ／こまどり　第1～3金
曜日午後1時～4時／永福西町会事務
所（永福3丁目）／月500円／問戸

と

谷
や

☎ 090-8437-2953
唱歌・童謡・懐かしい歌を歌う／歌の
会「花」　第1・3木曜日午前10時～正
午／ゆうゆう浜田山館ほか／月1500
円／問杉

すぎ

長
なが

☎ 3315-8582
ウクレレ（初心者歓迎）／イリアヒ
　第2・4火曜日午後7時～8時／ゆう
ゆう高円寺北館／入会金2000円、月
4000円／問佐

さ

藤
とう

☎ 3393-4663
女声コーラス／阿佐谷合唱の会　第
2・4月曜日午後6時～8時／ギャラ
リー久

きゅう

（高円寺北3丁目）／1回1000

円／問石
いし

川
かわ

☎ 090-8563-1409
漢詩を吟じ健康を維持するとともに友好
を探る／詩吟の会　第1・3火曜日午後1
時～3時45分／高井戸地域区民センター
／月3000円／問鈴

すず

木
き

☎ 080-6539-1505
合唱／楽しいボイストレーニング「風

か

音
のん

」　第2・4火曜日午後6時～8時30
分／ゆうゆう西荻北館／月2000円／
問平

ひら

山
やま

☎ 090-1844-1949
詩吟／遙

よう

風
ふう

会　原則火曜日午前10時
～正午（月3回）／浜田山会館／月
3000円／問松

まつ

岡
おか

☎ FAX5930-1163
囲碁／あすなろ会　土曜日午後1時～
3時40分／四宮区民集会所ほか／3カ
月2000円／問武

たけ

田
だ

☎ 3396-8892
囲碁（初・中級者中心）／高井戸囲碁
クラブ　原則火・土曜日午前9時～正
午（週2回）／高井戸地域区民センター
ほか／月200円／問岡

おか

本
もと

☎ 3333-0498
一般向け健康雑誌読書会／環境倫理
研究会　第3金曜日午後3時～5時／環
境活動推進センター／実費／問笠

かさ

原
はら

☎ 
FAX3390-6079
パソコン・スマホ活用法／ラベンダー
サークル　第2・4火曜日午前9時30分
～午後0時30分／主にセシオン杉並／
月2500円／問宮

みや

内
うち

☎ 080-1147-2800

スポーツ
太極拳（陳式扇・陳式剣）／大

おお

宮
みや

前
まえ

剣
つるぎ

同好会　第1・3木曜日午前11時～
午後1時／主に荻窪体育館／月1000円
／問安

やす

木
ぎ

☎ 5932-7684
太極拳（初心者・高齢者歓迎）／太極
の会　月曜日午後3時～5時／荻窪体育
館／月1000円／問淵

ふち

☎ 090-1103-5014

自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

練功十八法・太極拳／コスモ
スの会　火曜日午後1時～2時30分
（月2回）／ゆうゆう今川館／問伊

い

藤
とう

☎ 
6913-8085　
自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

／自彊術荻窪会　木・土曜日
午前10時～11時30分／荻窪地域区民
センター／入会金3000円、月3000円
／問髙

たか

橋
はし

☎ FAX3390-6210
ヨガ／木村ヨガの会　火曜日は午後、
水・木曜日は午前（月12回）／永福和
泉地域区民センターほか／月4000円／
問松

まつ

本
もと

☎ FAX3324-2491（夜7時以降）
フラダンス／フラ　ラハイナ　水曜日
午前10時～正午（月3回）／主に杉並
会館／入会金1000円、月4000円／問
昌
しょう

子
じ

☎ 3397-2238
フリーダンス（初級・中級）／ダンス
サークル野ばら　水曜日午後1時～4
時／ゆうゆう今川館／1回100円／問
伊
い

藤
とう

☎ 6913-8085　
丁寧な指導で楽しくフォークダンス／
リリイ　月曜日午後3時～5時（月4回）
／下高井戸区民集会所／月1600円／
問大

おお

原
はら

☎ 3324-2721
ソフトテニス／コロコロ　土・日曜
日、祝日のうち月2・3回、2～3時間
／和田中学校ほか／年4000円／問新

にい

實
み

☎ 3321-7797
硬式テニス（中・上級）／スマッシュ
メーツ　土・日曜日、祝日ほか2～4時
間／区内コートほか／1回500～800円
／問斎

さい

藤
とう

☎ 5340-5656
ペタンク／ペタンクしませんか？　金
曜日午前10時～正午／妙正寺公園／
入会金1000円、年1000円／問伊

い

藤
とう

☎ 
080-5652-5448

区民主催のサークル活動をご紹介します。
活動に区は関与していません。問い合わせは、直接各掲載団体へ。

1・4・7・10月の
15日号に掲載

生涯学習・文化・芸術・その他
社会教育センター（〒166-0011梅里1-22-32☎ 3317-6621 FAX3317-6620）

スポーツ（ダンス・健康的運動を含む）
スポーツ振興課施設管理係（住所・電話は区役所宛て。 FAX5307-0693）

掲載の申し込み・問い合わせ

　歴史や著名人、グルメなど、杉並の魅力を多角的に
紹介するウェブサイト「すぎなみ学倶楽部」に、「まち
別ダイジェスト」コーナーができました。駅を中心に
区内を23に分け、エリアごとにまちの個性や見どころ、
イベント、地元商店街などの情報をまとめて紹介して
います。
　杉並区に長く住んでいる方でも、住んでいる地域や
普段利用する路線以外のまちについては、案外知らな
いこともあるのではないでしょうか。例えば高円寺は、
若者のまちというイメージがありますが、駅から少し
離れると閑静な住宅街が広がり、寺院が点在していま
す。村上春樹の小説「1Q84」の舞台とされる「高円
寺中央公園」や、JR中央線高円寺駅南側を東西1600m
にわたって連なる「桃園川緑道」など、子どもと一緒

に遊べる公園も多く、ファミリー層にも人気です。
　また、京王井の頭線富士見ケ丘駅には、西側に「富
士見ケ丘検車区」があり、留め置かれているカラフル
な車両が並んでいる姿を、駅のホームや線路脇のフェ
ンスの外から間近に見ることができます。駅から徒歩
8分ほどのところにある「社会福祉法人浴風会」では、
映画やドラマのロケに使用されることもあるモダンな
建物を眺めながら、敷地内の散策が楽しめます。
　順次公開していきますので、気になるまちの情報を
チェックして、新たな発見をしてみませんか。ほかに
も、杉並区統計書を基に作成した「産業の事業所数」
「年齢別人口」などのデータも掲載しており、その地域
の特徴を知ることができます。

（西）

駅ごとの個性や見どころを紹介！まち別ダイジェスト

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139号

問産業振興センター観光係☎5347-9184

▶まち別検索▶まち
別ダイジェスト

すぎなみ学倶楽部ホームページ

※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。

広告

 掲載対象は、次のものを除く活動です。
● 営利を目的とするもの
● 主な活動場所が杉並区外のもの（登山・ハイキングなどの活動を除く）
● 活動内容が政治・宗教活動であるもの
● 講師などが主催して月謝をとる教室の生徒募集
● 掲載申し込み者と講師が同じもの
● 団体の事業、社会貢献・ボランティア活動、NPOの活動
● 多額の費用を必要とするもの
● 売名行為と考えられるもの
● 特定の個人または団体を誹

ひ

謗
ぼう

・中傷するもの
● その他公序良俗に反することなど、区が不適当と判断したもの
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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/
おもちゃの病院
時10月26日㈯、11月9日㈯▶受け付け
＝午後1時30分～3時　場同センター　
師片岡末廣ほか　費実費　他1家族3
個まで
介護講談「泣いて笑って声出して ほっ
とけ心のあっぱれ介護」
時11月1日㈮午後1時30分～3時　場
同センター　師講談師真打・田辺鶴瑛　
定80名（申込順）　申 問電話または直
接、ケア24下井草（下井草2-44-4☎ 
5303-5341〈平日午前9時～午後7時。
土曜日は1時まで〉）　他長寿応援対象
事業
転倒・骨折を防ぐ6つのエクササイズ
時11月6日㈬午前10時～正午　場同セ
ンター　師桃仁堂みやた鍼

しん

灸
きゅう

院院長・
宮田秀幸　定40名（抽選）　費100円
（保険料）　申往復はがき（12面記入
例）で、10月22日（必着）までに同協
議会　他長寿応援対象事業
八成まつり
時11月10日㈰午前10時～午後3時　場
八成区民集会所（井草1-3-2）　内作品
展示、芸能発表、工作教室、模擬店、
地元産鉢花の販売ほか

西荻地域区民センター協議会
〒167-0043上荻3-29-5杉並会館地下
1階☎3301-0815
HPhttp://nisiogi-center.sakura.ne.jp/wp/
まちの成り立ちを歩いてみよう～西荻
から善福寺公園
時10月26日㈯午前10時～正午　場集
合＝JR西荻窪駅北口交番前▶解散＝善
福寺公園上ノ池内田秀五郎銅像前　内
全行程3.5㎞　師トロールの森実行委
員会・野田栄一　定20名（抽選）　申
往復はがき（12面記入例）で、10月21
日（必着）までに同協議会　他協働先
＝トロールの森実行委員会

特別講座　めったに聞けない船長の話
～海から見える世界
時 11月24日㈰午前10時～11時30分　
場西荻南区民集会所（西荻南3-5-23）　
師日本船長協会顧問・小島茂　定60
名（抽選）　申往復はがき（12面記入
例。家族の連記可）で、11月5日（必
着）までに同協議会

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/
館外講座　国会見学会
時11月6日㈬午前11時～午後2時　場国
会議事堂（千代田区永田町1-7-1）　師
衆議院議員秘書・堀越冨士夫、共同通
信論説副委員長・川上高志　定 25名
（抽選）　申往復はがき（12面記入例）
で、10月27日（必着）までに同協議会
地域ふれあいマチネコンサート「音楽の旅」
時11月9日㈯午後1時～4時　場同セン
ター　内出演＝杉並弦楽合奏団、野崎
海芋（朗読）と高橋由紀子（ピアノ）、
中島満音（ソプラノ）とアマービレピ
アノトリオ、加藤丈陽（クラリネット）
と菊地沙織（ピアノ）、松岡直子（ピ
アノ）▶曲目＝同協議会ホームページ
参照　定80名（先着順）
背骨を整えよう！腰痛スッキリ体操
時11月15日㈮・29日㈮、12月6日㈮午
前9時30分～11時30分（計3回）　場
同センター　師背骨コンディショニン
グ協会講師・高橋晃史　対区内在住・
在勤の方　定30名（抽選）　費200円　
申往復はがき（12面記入例 ）で、11
月3日（必着）までに同協議会
秋を楽しむ木の実工作教室
　リース・ブローチ・ドア飾りなどを
作ります。
時11月24日㈰午後1時～3時　場同セ
ンター　師自然観察の会・杉並　山室
京子　定20名（抽選）　費200円　申
往復はがき（12面記入例）で、11月10
日（必着）までに同協議会

富士山は生きている～歴史に見る大噴
火と今後
時12月1日㈰午後1時30分～3時　場同
センター　師元NHK解説委員・伊藤
和明　定50名（抽選）　費200円　申
往復はがき（12面記入例）で、11月17
日（必着）までに同協議会
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/
みんなでレクリエーションスポーツ
「阿佐谷レクスポ2019」
　障害のある方もない方も気軽にスポー
ツ（ダーツ・輪投げ）を楽しみましょう。
時11月17日㈰午後2時～4時　師NPO
法人プロップＫ理事長・石山恵子　定
60名（先着順）　
南米アンデスの民族音楽はいかが！
時11月24日㈰午後2時～3時30分　内
出演＝ロス・ボラーチョス▶曲目＝
「コンドルは飛んで行く」「花祭り」
「君偲

しの

ぶ夜」ほか　定 70名（抽選）　
申往復はがき（12面記入例）で、11月
10日（必着）までに同協議会
新元号を言

こと

祝
ほ

ぎ、万葉集の世界へご一
緒に「万葉集～令和の出典」
時12月15日㈰・16日㈪午後2時～4時
（計2回）　師学習院大学講師・田中洋
子　定 70名（抽選）　申往復はがき
（12面記入例）で、11月30 日（必着）
までに同協議会　

いずれも 
場阿佐谷地域区民センター　他長寿応
援対象事業
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/
きた！きた！高円寺まつり in 高円寺
フェス2019
時10月26日㈯・27日㈰午前11時～午
後4時　場高円寺北区民集会所（高円
寺北3-25-9）　内ストーンペインティン
グ・缶バッジ（各100円）、苗木dｅ募
金（各日100鉢）、作品展示ほか
楽しいユニカール
時11月12日～26日の毎週火曜日、午後
1時30分～3時30分（計3回）　場同セ
ンター　師高橋悦子　定30名（抽選）　
費各回100円（保険料）　申往復はがき
（12面記入例）で、10月31日（必着）
までに同協議会　他長寿応援対象事業
ふれあいコンサート
　元日本フィルハーモニー交響楽団の

団員による弦楽四重奏です。
時11月16日㈯午後2時～3時　場同セ
ンター　内出演＝三好明子、金本順子
（いずれもバイオリン）、山下信三（ビ
オラ）、大石修（チェロ）　定80名（先
着順）
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/
上高井戸集会所まつり
時11月10日㈰午前10時～午後2時30
分　場上高井戸区民集会所（上高井
戸1-15-5）　内高井戸囃

ばや

子
し

、各種演芸、
作品展示、野菜・草花の販売、模擬店
ほか　他車での来場不可
みんなで歌ってリフレッシュ！ピアノ
伴奏で歌謡曲などを歌います
時11月13日㈬・20日㈬午前10時～正
午（計2回）　場同センター　師歌謡学
院院長・村上ヒロ子　定40名（抽選）　
費 100円　申往復はがき（12面記入
例）で、10月28日（必着）までに同協
議会　他長寿応援対象事業
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/
あなたに合った歩き方セミナー
　最新の歩行姿勢測定システムで歩き
方の解析体験をします。
時11月14日㈭午前10時～正午・午後
2時～4時　師フットコンサルタントプ
ロ・亀井絹代　対区内在住・在勤・在
学の方　定各20名（抽選）　申往復は
がき（12面記入例）で、11月7日（必
着）までに同協議会
杉並区の歴史的建造物～井の頭線沿線
を中心に
時11月18日㈪午後1時30分～3時30分　
師杉並たてもの応援団・桑田仁　定40
名（抽選）　申往復はがき（12面記入
例）で、11月11日（必着）までに同協
議会　他11月16日㈯～19日㈫午前10時
～午後4時30分、同センターで「杉並
たてもの応援団」による写真展も開催
手作りクリスマスリース
時11月28日㈭午後1時～4時　師清家
眞弥　対区内在住・在勤・在学で小
学生以上の方　定 20名（抽選）　費
2000円　申往復はがき（12面記入例）
で、11月11日(必着)までに同協議会

いずれも 
場永福和泉地域区民センター　他長寿
応援対象事業

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。は、地域の団体との協働事業です。は、地域の団体との協働事業です。は、地域の団体との協働事業です。

（月～金曜日午前8時30分～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）。

毎月15日号に掲載

地域区民センター協議会が企画する催し・講座など

※物産展等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。

交流自治体からのお知らせ

※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。

安心の料金体系
　ご相談無料

全国仲人連合会東高円寺支部
　０３－３３１８－００１２結婚を親身になってお手伝いします＊親御様も歓迎広告

令和元年（2019年）10月15日　No.2264

自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

青梅市
物産展 10月21日㈪・23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

じゅうなど特産品の販売

文化・交流課
写真展 10月21日㈪～25日㈮午前8時30分～午後5時（22日㈷を除く。21日は10時から。25日は4時まで）　

場区役所2階区民ギャラリー　内御嶽渓谷など青梅市観光スポットの写真を展示

群馬県東吾妻町 吾妻の朝市 10月24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

北海道名寄市 秋の特産展 10月25日㈮午前11時～午後7時・26日㈯午前10時～午後4時　場区役所青梅街道側入り口前　内
もち米、カボチャ、タマネギ、ニンジン、トマトジュースほかの販売

新潟県小千谷市 おぢやフェア 10月27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ほか特産品の販売　他車での来場不可

小千谷市産業開発セン
ター☎ 0258-83-4800



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
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催し
すぎのき生活園　陶芸作品展
時10月23日㈬～25日㈮午前8時30分
～午後5時（25日は4時まで）　場区役
所1階ロビー　内知的障害のある利用
者が制作した作品の展示　問同園☎
3399-8953
次世代育成基金活用事業実施報告会
時 内10月27日㈰午後1時＝Embassy 
Journey（大使館めぐり）～日本の中
の外国へ行こう▶3時＝「ITにふれる
キッカケ」～杉並こどもIT Day　場区
役所第5・6会議室（西棟6階）　問児
童青少年課☎3393-4760
区立中学校連合文化祭
時 内下表のとおり　場セシオン杉並
（梅里1-22-32）、久我山会館（久我山
3-23-20）　問済美教育センター教育指
導係☎3311-0021

日程 時間／内容 会場

11月9日㈯

午前10時20分～10時
30分／開会式

セシオ
ン杉並午前10時30分～午後

0時25分／音楽発表
会

午前9時20分～正午
／書評座談会 久我山

会館午後1時30分～4時30
分／英語学芸発表会

11月9日㈯
～11日㈪

午前9時30分～午後5
時
● 美術科、技術・家庭
科作品展
● 杉並子どもサイエン
ス・グランプリ2019
中学校の部

セシオ
ン杉並

11月10日㈰
午前9時30分～午後3
時30分／演劇発表会

午後3時40分／閉会式

 

角川庭園　詩歌館まつり
時10月27日㈰午後1時～4時　場同庭
園（荻窪3-14-22）　内茶室について学
び茶会を楽しむ　師建築史家・松本祐
介、茶会席主・夏雪　定20名（先着
順）　問同庭園☎6795-6855　他同時
に、酔一路による俳句版画展開催
聞いて楽しむお話の世界
時11月1日㈮午後2時～3時30分　場高
円寺図書館（高円寺南2-36-25）　対中
学生以上の方　定30名（先着順）　問
高円寺図書館☎ 3316-2421　他共催＝
杉並おはなしの会「三つのりんご」
大田黒公園
「ピアノのサロンコンサート」
時11月17日㈰午後1時・3時（各60分
程度）　場同公園　内出演＝福原まり
▶曲目＝スペイン舞曲集より「オリエ
ンタル」ほか　対区内在住の方　定
各45名（抽選）　費各2000円　申往
復はがき（記入例。連記可）で、10月
28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

農業公園「秋の収穫体験2」
時 11月23日㈷午前10時～11時30分
（雨天中止）　場成田西ふれあい農業
公園（成田西3-18-9）　対区内在住の
方（小学生以下は保護者同伴）　定20
組（抽選）　費 1組500円　申往復は
がき（記入例）に代表者以外の参加者
名・年齢も書いて、10月22日（必着）
までに産業振興センター都市農業係

（〒167-0043上荻1-2-1Daiwa荻窪タ
ワー2階）　問同係☎5347-9136　他
11月上旬に結果を通知
 郷土博物館
◆10月の年中行事「荒

こ う

神
じ ん

さまのおたち」
時10月19日㈯～31日㈭午前9時～午後
5時（21日㈪・28日㈪を除く）
◆古民家で昔の農家のくらし体験「か
まどでご飯を炊こう」
時11月4日㉁午後1時30分～3時30分
（荒天中止）　定50名（先着順）

いずれも 
場 問郷土博物館（大宮1-20-8☎ 3317-
0841）　費100円（観覧料。中学生以
下無料）

講演・講座① 
人生100年時代のセカンドライフ
起業～自分の価値を仕事にする
時10月23日㈬・30日㈬午後1時30分～
4時30分　場ゆうゆう高円寺南館（高
円寺南4-44-11）　師ドリームゲート起
業アドバイザー・松延健児、NPO法人
竹箒の会・橋詰信子　対区内在住・在
勤でおおむね55歳以上の方　定各20
名（先着順）　問ゆうゆう高円寺南館
☎ 5378-8179
大人のスキンケア講座
時10月26日㈯午後2時～3時30分　場
高井戸図書館　師化粧品会社ブラン
ドマーケティング担当・廿楽葉子　定
30名（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）
英語教育講座「うたって♪おどって♪
親子で楽しく英語あそび」　　子育て
時 10月27日㈰午前10時30分～11
時30分　場宮前図書館（宮前5-5-
27）　師Grow More English Salon主

宰　マイケル・ネルセスツエン、Jun　
International　Preschool校長・榛谷
都　対就学前のお子さんとその保護者　
定40名（申込順）　申 問電話で、宮前
図書館☎ 3333-5166
たすけあいネットワーク（地域の目）
全体連絡会
　あんしん協力員・協力機関が、講演
や日頃の活動の事例発表等を通じて、
見守り力の向上を図ります。
時10月30日㈬午後1時30分～4時　場
セシオン杉並（梅里1-22-32）　師牧田
総合病院地域ささえあいセンターセン
ター長・澤登久雄ほか　定578名（先
着順）　問高齢者在宅支援課高齢者見
守り連携係
点字教室（後期・中級）
時10月30日、11月6日・20日、12月11
日・18日、2年1月15日・29日、2月5
日・19日・26日／いずれも水曜日、午
後1時30分～3時30分（計10回）　場
杉並視覚障害者会館（南荻窪3-28-10）　
対視覚障害のある方、一般の方で同会
館の点字教室初級の修了者　定20名
（申込順）　申 問電話で、10月28日ま
でに杉並視覚障害者会館☎ 3333-3444
（午前9時～午後5時〈第3月曜日を除
く〉）
小児救急普及事業「新米パパママへ
～小児科医からのメッセージ」
　赤ちゃんがかかりやすい病気とその
手当て、上手な小児科医へのかかり方
などをお話しします。
時11月5日㈫午後1時30分～3時　場高
円寺保健センター（高円寺南3-24-15）　
師杉並堀ノ内クリニック・粂川好男　
対区内在住で0歳児（第1子）の保護者　
定25名（申込順）　申 問電話で、高円
寺保健センター☎ 3311-0116　他筆記
用具持参
消費者講座「巧妙化するネットトラ
ブル～最近のトラブル事例と対応策」
時11月12日㈫午後1時30分～3時30分　
場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
師ECネットワーク・原田由里　対区内
在住・在勤・在学の方　定40名（申込
順）　申 問電話で、消費者センター☎ 
3398-3141　他1歳～就学前の託児あ
り（定員4名。電話で、10月24日まで
に同センター）
若さの秘

ひ

訣
け つ

はお口から～
「キレイな口もと応援教室」
時 内 師11月13日㈬＝「歯周病専門医
に聞く！健

けん

口
こう

情報お口チェック」（久
我山あおぞら歯科医院歯科医師・好士
哲雄）ほか▶20日㈬＝「メディカル
アロマ活用術・ハンドトリートメント
体験」(Lavandulaアロマセラピスト・
仲俣千鶴）ほか／いずれも午前10時
～正午（全2回要出席）　場高井戸保
健センター（高井戸東3-20-3）　対区
内在住・在勤で69歳以下の方　定20
名（申込順）　申 問電話で、高井戸保
健センター☎ 3334-4304

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

　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木曜日休館。★は長寿応援対象事業。

ゆうゆう館の催し

ゆうゆう館名 内容 日時
堀ノ内松ノ木館（松ノ木2-38-6
☎ FAX3315-7760）　

フラワーアレンジ
花のある暮らしをあなたへ★

11月5日から毎月第1火曜日、午後2時～3時30分　定各12名（申
込順）　費1回600円（別途花代1100円）　

方南館（方南1-51-7
☎ FAX3324-1171）

落語さろん
笑って楽しく脳トレしましょう★

11月9日から毎月第2土曜日、午前10時30分～11時30分・第4土曜
日、午後4時30分～5時30分　定各15名（申込順）　費1回600円。
小学生以下300円

今川館（今川4-12-10
☎ FAX5303-1501）

昼下がりコンサート
秋のシャンソン★ 10月30日㈬午後2時～3時20分　定40名（申込順）　費800円　

高井戸西館（高井戸西1-17-5
☎ FAX3332-1076）

初心者のための
元気の出るヨガ★

10月27日から毎月第2・4日曜日、午後2時～3時30分　定各20名
（申込順）　費1回500円　

西荻北館（西荻北2-27-18
☎ FAX3396-8871）

新感覚の「パステルアート」を
楽しもう★

11月12日から毎月第2火曜日、午後1時30分～3時　定各15名（申
込順）　費1回600円　

久我山館（久我山5-8-8
☎ FAX3332-2011）

「もったいない」の心をつなぐ
地域交流バザー

11月9日㈯午前10時～午後3時▶物品受付期間（要事前予約）＝11
月1日㈮～7日㈭午前11時～午後7時（日曜日、祝日は3時まで）

大宮堀ノ内館（堀ノ内1-27-9
☎ FAX3317-9156） コーラス　リリィの会★ 11月13日から毎月第2・3・4水曜日、午後1時～3時　師森野信生

定12名（申込順）　費月1500円　　



※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。
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杉並区で働いている登録ヘルパー
研修
　登録ヘルパーとしてやっていくこつ
や知恵など実技も交えた研修と交流の
場です。
時11月15日㈮午後6時30分～8時30分　
場産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）　
師ひまわり介護センター・内田元子　
対区内介護事業所在勤の登録ヘルパー　
定60名（申込順）　申申込書（介護保
険課事業者係〈区役所東棟3階〉、各
ケア24で配布。区ホームページからも
取り出せます）を、11月5日までに同
係FAX5307-0794 kaigo-jigyoshien@
city.suginami.lg.jpへファクス・Eメー
ル　問同係
美文字講座
時11月17日㈰午前10時～正午　場下
高井戸区民集会所（下高井戸3-26-1）　
師中村波響　対区内在住で15歳以上
の方（中学生を除く）　定25名（申込
順）　費500円　申 問電話で、下高井
戸区民集会所☎ 5374-6192　他託児
あり（定員あり。事前申込制）
ホップ！ステップ！短期就活パック！
就職活動のエッセンスが学べる4日間
時11月19日㈫・21日㈭・26日㈫午前
9時30分～11時30分、28日㈭午前9時
30分～午後3時30分（計4回）　場ウェ
ルファーム杉並（天沼3-19-16）　対44
歳以下で求職中の方　定10名（申込
順）　申 問電話で、11月1日までに就労
支援センタージョブトレーニングコー
ナー☎ 6383-6500　他事前説明会あ
り。詳細はお問い合わせください
大切な人に届けよう、
はじめての絵てがみ講座
時 11月25日㈪午前10時～11時30分　
場高齢者活動支援センター　師PFCア
ドバイザー・井上幸知子、小野美恵子　
対区内在住で60歳以上の方　定25名
（申込順）　費300円　申 問電話または
直接、高齢者活動支援センター（高井
戸東3-7-5☎ 3331-7841）
12月の休日パパママ学級
時12月7日㈯・15
日㈰午前9時30分
～正午、午後1時
30分～4時　場
杉並保健所（荻
窪5-20-1）　内お
産の進み方、もく
浴実習、パパの妊婦体験、赤ちゃんの
抱っこと着替えなど　師助産師等　
対区内在住で、開催日現在妊娠24週
～36週6日の初産のカップル（各回24
組）　申杉並区休日パパママ学級 HP
https://poppins-education.jp/
parentsclass_suginami/から11月5日
までに申し込み　問ポピンズ杉並区
休日パパママ学級担当☎ 3447-5826　
他応募者多数の場合は出産予定日な
どで調整し、結果は11月14日までに
通知。持ち物は決定通知書を参照。
車での来場不可
家族介護教室
◆ゆとり介護でいこう～認知症ケアを
実践しよう
時10月23日㈬午後1時30分～3時　場
ゆうゆう堀ノ内松ノ木館（松ノ木2-38-
6）　師介護老人保健施設シーダ・ウ
オーク介護福祉士　対区内在住・在
勤の方　定30名（申込順）　申 問電話
で、ケア24松ノ木☎ 3318-8530

◆スマイルシニアを目指す！親子体操
教室！　えがおで健康生活プロジェクト
時10月26日㈯午後1時30分～3時　場
リバービレッジ杉並（清水3-3-13）　
師運動とマッサージのリハビリデイ
サービスえがお・福島頼太、千葉智礼　
対区内在住・在勤の方　定30名（申
込順）　申 問電話で、ケア24清水☎ 
5303-5823
◆民法大改正「相続に関わるチェックポ
イント」
時10月29日㈫午後1時30分～3時　場
方南会館（和泉4-42-5）　師ファイナン
シャルプランナー・下宮みゆき　対区
内在住・在勤の方　定30名（申込順）　
申問電話で、ケア24方南☎ 5929-2751
◆家族で学ぶ相続の話～相続法の大改
正をふまえて
時10月29日㈫午後1時30分～3時　場
セシオン杉並（梅里1-22-32）　師プ
ラス相続手続センター・長谷川耕太　
対区内在住・在勤の方　定35名（申
込順）　申 問電話で、ケア24梅里☎ 
5929-1924
◆肺炎・骨折について学ぼう～血管年
齢・骨密度の測定ができます
時10月30日㈬午後1時30分～3時30分　
場ゆうゆう高円寺南館（高円寺南4-44-
11）　師理学療法士ほか　対区内在住・
在勤の方　定35名（申込順）　申 問電
話で、ケア24高円寺☎ 5305-6151
◆自宅でできる転倒予防体操
時11月5日㈫午後1時30分～2時30分　
場ふれあいの家しもいぐさ正吉苑（下
井草4-22-4）　師介護福祉士・小宮敦　
対区内在住・在勤の方　定10名（申込
順）　申 問電話で、ふれあいの家しも
いぐさ正吉苑☎ 3390-8074
◆人生を自分らしく締めくくりたい～
備えておくべき5つの事
時11月13日㈬午後2時～4時　場認知
症介護研究・研修東京センター（高
井戸西1-12-1）　師浴風会病院内科医
師・佐藤純一　対区内在住・在勤の方　
定30名（申込順）　申 問電話で、ケア
24高井戸☎ 3334-2495
 環境活動推進センター
◆ネイチャーゲーム　葉っぱがいっぱい
時11月10日㈰午後1時15分～3時45分
（雨天中止）　場集合＝井草森公園管理事
務所前（井草4-12-1）　師すぎなみシェ
アリングネイチャーの会　対区内在住・
在学で4歳以上の方（小学3年生以下は
保護者同伴）　定30名（申込順）　費100
円（保険料）　申電話で、同センター
◆布ぞうり作り
時11月15日㈮午前10時30分～午後3
時30分　場同センター　対区内在住・
在勤の方　定10名（抽選）　費1000円　
申往復はがき（12面記入例）で、10月
28日（必着）までに同センター　他長
寿応援対象事業
◆フリーマーケットin高井戸
時11月17日㈰午前10時～正午　場同
センター　対区内在住・在勤の方　定
募集区画＝16区画（抽選）　申往復は
がき（12面記入例）で、10月28日（必
着）までに同センター　他業者出店不
可。車での搬出入・来場不可。当選権
利譲渡不可。出品物は衣類・子ども用
品・アクセサリー・雑貨
◆武蔵野の湧水池、秋の殿ヶ谷戸庭園
を訪ねて
時 11月22日㈮午前10時～正午　場

殿ヶ谷戸庭園（国分寺市南町2-16）▶
集合・解散＝同庭園入り口前　師自然
観察の会・杉並　山室京子、六車貴美
子　対区内在住・在勤・在学の方　定
24名（抽選）　費400円（保険料含む）　
申往復はがき（12面記入例）で、10月
29日（必着）までに同センター
◆ふろしきで包んで、結んで、おしゃれ
にエコしよう
時11月23日㈷午前10時～正午　場同
センター　師ふろしき文化研究家・善
財裕美　対区内在住・在勤・在学の
方　定20名（申込順）　申電話で、同
センター　他2歳～就学前の託児あり
（100円〈保険料〉。事前申込制）
◆かんきょう講演会「未来のために
知っておきたい海とプラスチックの話」
時 11月26日㈫午後1時15分～2時45
分　場杉並清掃工場（高井戸東3-7-
6）　師大阪商業大学公共学部准教授・
原田禎夫　対区内在住・在勤・在学
の方　定80名（申込順）　申電話で、
同センター。またはEメール（12面
記入例）で、NPO法人すぎなみ環境
ネットワーク kouza@ecosuginet.
jp　他工場見学あり。長寿応援対象
事業

いずれも 
問環境活動推進センター（〒168-
0072高井戸東3-7-4☎ 5336-7352）
 就労支援センター
◆MOS検定Excel2013～PCスキルを
証明できる5日間対策講座
時 10月17日㈭または24日㈭午前10
時～正午のうち15分程度＝ガイダン
ス、個人面談▶10月31日㈭、11月1日
㈮・5日㈫～7日㈭午前10時～午後3時
＝MOS　Excel対策5日間コース（全6
回要出席）　師PC専任講師・小林理佳　
対求職中の49歳以下で、エクセルの
基礎知識がある方　定14名（申込順）　
他同講座受講経験者は受講不可。事前
にテキストの購入が必要
◆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11月2日㈯午前10時～11時　対求職
中の方　定20名（申込順）　他当日参
加も可
◆求職者のためのパソコンセミナー①
パワーポイント基礎②ワード基礎
時①11月11日㈪②18日㈪午前10時～
午後3時　師PC専任講師・木内恵里
子、前田ふみ子　対 44歳以下で求職
中の方　定各14名（申込順）
◆面接のポイント～マナー・自己PR・
想定外の質問への応答
時11月12日㈫午後1時～4時　師人事
コンサルタント・髙橋健太郎　対44
歳以下で求職中の方　定20名（申込
順）
◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時11月13日㈬午前10時～正午　対求
職中の方　定20名（申込順）
◆働き続けるための「ためない」「く
さらない」コミュニケーション対応力
時11月15日㈮午後1時30分～4時30分　
師公認心理師・片柳光昭　対44歳以
下で求職中の方　定10名（申込順）

いずれも 
場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
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

 杉並障害者福祉会館
◆障害者のための「ヨガ＆ストレッチ
教室」（後期）
時11月3日㈷、12月21日㈯、2年1月12
日㈰午後1時30分～3時30分（計3回）　
師障害者スポーツ指導員・齋藤なみゑ　
対区内在住・在勤・在学で障害のある
方　定15名（抽選）　費100円（保険
料）　申往復はがき（12面記入例）に
障害の状況、手話通訳希望の有無も書
いて、10月21日（必着）までに同会館
運営協議会事務局
◆障害者のための「リトミック教室」
（後期）
時11月3日㈷、12月1日㈰、2年1月12
日㈰、2月9日㈰午前10時30分～正午
（計4回）　師音楽療法士・小方久美子、
及川飛鳥　対区内在住・在勤・在学で
障害のある方とその介助者　定 15名
（抽選）　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
名、障害の状況、手話通訳希望の有無
も書いて、10月21日（必着）までに同
会館運営協議会事務局
◆障害者のための「ダーツ体験教室」
時 11月10日㈰午前10時～正午　師
NPO法人プロップK・石山恵子　対
区内在住・在勤・在学で障害のある
方　申電話・ファクス（12面記入例）
で、11月9日までに同会館運営協議会
事務局　他手話通訳を希望の方は要
連絡
◆障害者のための「秋のパソコン教室」
はじめてのパソコン（初心者向け）
時11月10日㈰・24
日㈰午前10時～正
午（全2回要出席）　
師 ITスクエア杉並　
対 区内在住・在
勤・在学で障害のある方　定5名（抽
選）　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名、
障害の状況、手話通訳希望の有無も書
いて、10月25日（必着）までに同会館
運営協議会事務局
◆障害者のための「初めての和菓子作
り　鹿

か

の子に挑戦してみよう」
時11月10日㈰午後1時～3時　師榛名
屋店主・田貝大孝　対区内在住・在
勤・在学で障害のある方　定16名（抽
選）　費600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、介助者の有
無、手話通訳希望の有無も書いて、10
月21日（必着）までに同会館運営協議
会事務局

いずれも 
場 問杉並障害者福祉会館（〒168-
0072高井戸東4-10-5☎ 3332-6121FAX
3335-3581）
 下井草図書館
◆健康講座「学んで安心、認知症と
は」
時10月27日㈰午後2時～3時30分　師
ケア24下井草職員　定30名（申込順）
申電話または直接、同図書館
◆杉並落語会「下井草寄席」
時11月4日㉁午後2時～2時40分　師杉
並江戸落語研究会　対小学生以上の
方　定40名（申込順）　申10月21日か
ら電話または直接、同図書館

いずれも  
場 問下井草図書館（下井草3-26-5☎ 
3396-7999）



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
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 荻窪保健センター
◆足腰げんき教室 シニア
時 場下表のとおり　師健康運動指導士　
定各15名（抽選）　申はがき（12面記
入例）に番号、希望会場（1カ所）も書
いて、10月30日（必着）までに同セン
ター　他飲み物・タオル・ボール・お
持ちの方は「はつらつ手帳」持参
番
号 会場 日時（全4回要出席）

19 杉並保健所（荻窪5-20-1）

12月3日～24日の毎週
火曜日、午前9時30分
～11時30分

20 新泉サナホーム（和泉1-44-19）

12月3日～24日の毎週
火曜日、午後1時30分
～3時30分

21 上井草園（上井草3-33-10）

12月6日～27日の毎週
金曜日、午前9時30分
～11時30分

◆「ウオーキング講座」歩いて延ばそ
う健康寿命 シニア
時12月6日㈮・13日㈮・20日㈮午後1
時30分～3時30分（全3回要出席）　場
同センター　師NPO法人杉並さわやか

ウオーキング　定20名（抽選）　申往
復はがき（12面記入例）で、11月15日
（必着）までに同センター　他長寿応
援対象事業

いずれも 
問荻窪保健センター（〒167-0051荻
窪5-20-1☎ 3391-0015）　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　

スポーツ
10競技大会   
杉並区区民ロードレース大会
時 2年1月12日㈰午前8時～午後1時　
場善福寺池周辺コース　内 5㎞、10
㎞　対区内在住・在勤・在学で開催
日当日15歳以上の方　定 200名（申
込順）　費1500円（振り込み。区陸上
競技協会HPhttps://www.sugi-chiiki.
com/286/参照）　申スポーツナビ
DoHPhttp://dosports.yahoo-net.jp/
runningから申し込み。または申込書
（区体育館にて配布。または区陸上競
技協会ホームページからも取り出せ
ます）を、11月30日（必着）までに
同協会（〒166-0016成田西2-5-15
suginamikurikujou1@yahoo.co.jp）
へ郵送・Eメール　問同協会☎ 090-
3203-2571（月～金曜日午前10時～
午後5時）

0スポーツ教室   
出張！夜の楽らく健康タイム
時 内①10月29日㈫＝「魅せる体幹コ
ア教室」②11月19日㈫＝「やさしい
ヨガ」③12月3日㈫＝「今から始める
筋肉体操」／いずれも午後7時15分～
8時・8時10分～8時55分　場セノン
スポーツゼロ（高円寺南2-13-5）　師
①鈴木さやか②石丸あかね③大和弘
明　対区内在住・在勤で15歳以上の
方（中学生を除く）　定各回30名（申
込順）　費各回350円。連続受講各
600円　申 問電話で、高円寺体育館
☎ 3312-0313　他車・バイクでの来
館不可
貯筋体操
　筋力トレーニングやストレッチ、バ
ランス体操で身

か ら だ

体の調子を整える高齢
者対象プログラムです。
時11月7日㈭・28日㈭午前9時30分～
10時30分　場妙正寺体育館　師潘鎮
浩　定各30名（申込順）　費各620円　
申 問電話または直接、妙正寺体育館
（清水3-20-12☎ 3399-4224）
かんたん健康講座付

つ き

ノルディック・
ウオーク講座
　善福寺川緑地で2本のポールを持っ
てノルディック・ウオークをします。
時 11月10日㈰午前10時30分～11時
45分（雨天中止）　場スポーツハイツ

（堀ノ内2-6-21）　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1100円
（保険料含む。別途ポールレンタル料
550円）　申 問電話で、11月8日までに
スポーツハイツ☎ 3316-9981　他長寿
応援対象事業
ノルディックウオーキング教室～
効果アップ美脚
時 11月14日㈭午前10時～11時30分　
場松ノ木運動場ほか　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 20名（申込順）　
費1000円（保険料含む。別途ポール
レンタル料300円）　申 問電話または
直接、11月13日までに松ノ木運動場
（松ノ木1-3-22☎ 3311-7410）　他リ
ハビリなどを目的とされる方は度合い
によって要介助人

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

 催し
更生保護女性会バザー　10月20日㈰午
前10時～午後3時／杉並第一小学校／
衣料・雑貨・手作り品・食料品などの
販売／問更生保護女性会会長・岩本☎ 
3315-5929
JA杉並中野支店展示即売会　10月25日
㈮・26日㈯午前9時30分～午後3時（売
り切れ次第終了）／JA杉並中野支店（桃
井2丁目）／杉並・中野区の生産農家が
育てた野菜・花苗の販売／問ファーマー
ズマーケット荻窪☎ 5349-8791／買い物
袋持参
すぎなりハロウィンフェスティバル　10
月26日㈯午後1時～5時／杉成商店会（成
田東1・3丁目）／①仮装パレード②お菓
子クエスト／①各120名（先着順）／問
杉成商店会☎ 3312-4078／①はファミ
リーマート成田東3丁目店で午後1時・3時
に受け付け。自転車での来場不可
第9コリアンまつり　10月27日㈰午前11
時～午後3時 ／東京朝鮮第九初級学校
（阿佐谷北1丁目）／コリアンフードの販
売、チョゴリで記念写真、雑貨・民芸品
コーナーほか／問コリアンまつり実行委
員会事務局☎3338-9525
ボーイスカウト杉並第4団バザー　10
月27日㈰午前11時15分～午後2時／カト
リック荻窪教会（高井戸東4丁目）／バ
ザー（寄贈品の販売ほか）、ゲームコー
ナー（幼児～小学生）、スカウト紹介
コーナー／問ボーイスカウト杉並第4団・
並木☎ 5930-5228
300メートルバス通りが巨大キャンバス
～バス通りにチョークで落書きしよう　
10月27日㈰午後1時～2時30分（雨天中
止。受け付けは正午～午後1時）／西荻
北4-5～30のバス通り▶受け付け＝西荻

北郵便局前（西荻北4丁目）／200名（先
着順）／200円／商店街ギャラリー・清
水☎080-3412-2439／バスは午前11時
～午後4時は迂

う

回
かい

運転
千日紅市　11月3日㈷午前11時～午後8
時30分／妙法寺（堀ノ内3丁目） ／千日
紅鉢の配布、人力車、屋台村ほか／問
妙法寺門前通り商店会・山田☎ 3311-
0725
AIRでの海外アーティストの滞在・制作
の成果発表展　11月3日㈷～23日㈷正午
～午後7時（月・火曜日は休廊日。23日
は5時まで）／遊工房アートスペース（善
福寺3丁目）／クリントン・キングほかの
作品展示／申一部必要／問遊工房アー
トスペース☎ 3399-7549／詳細は、遊工
房アートスペースホームページ参照
ぞうれっしゃ・インディラ70周年ファ
ミリーコンサート　11月4日㉁午後2時～
4時30分／セシオン杉並／出演＝杉並ぞ
うれっしゃ合唱団ほか／550名（申込順）
／1000円。3歳～高校生500円／申問電
話・Eメール（12面記入例）で、11月3日
までに杉並ぞうれっしゃ合唱団・佐藤☎ 
090-8052-5832 1952hotaru@gmail.
com
城西病院ホスピタリティコンサート　11
月8日㈮午後7時～9時／城西病院（上荻
2丁目） ／出演＝林原澄音（バイオリン）
ほか▶曲目＝チャイコフスキー「バイオ
リン協奏曲ニ長調op.35」／70名（先着
順）／問城西病院・平木☎3390-4166
わくわくフィールドSUGINAMI～秋の
自然と千利休　11月10日㈰午前10時・
10時40分・11時20分・正午・午後0時
40分・1時20分（各40分）／大田黒公
園／お茶会、自然ビンゴ／小学生～高
校生／各10名（申込順）／各100円／
申 問電話・Eメール（12面記入例）で、
10月25日までにガールスカウト東京都
第57団・島田☎ 6312-3132 info@gs-
tokyo57.main.jp
けやき並木の音楽会2019　0歳からの
ファミリーコンサート　11月16日㈯午

前10時30分～11時15分・午後1時30分
～2時15分／細田工務店（阿佐谷南3丁
目）／出演＝上石知加子（ソプラノ）ほ
か▶曲目＝「赤とんぼ」ほか／各100名
（申込順）／各1000円。小学生以下無料
／申 問電話で、二期会BLOCポケット
オペラ☎ 050-5215-2287
杉並フィルハーモニー　定期演奏会　
11月17日㈰午後2時～4時／杉並公会堂
／曲目＝メンデルスゾーン「交響曲第5
番『宗教改革』」ほか／900名（先着
順）／問杉並フィルハーモニー管弦楽
団・吉岡☎3394-6873
色とりどりのコンサート2019～ソロと
アンサンブルによる　11月23日㈷午後
1時～6時／セシオン杉並／出演＝三谷
温ほか▶曲目＝ショパン「バラード第4
番」ほか／500名（抽選）／3000円。高
校生以下1500円。未就学児無料／申往
復はがき（12面記入例）で、11月10日
（消印有効）までに国民音楽協会（〒168-
0074上高井戸2-17-27）／問同協会・野
村☎ 070-5555-5920／就学前のお子さ
んは親子室のみ可▶区内在住・在勤・在
学の方150組300名を招待（抽選）＝往
復はがき（12面記入例）に「区民無料招
待」、在勤・在学の方は勤務先所在地ま
たは学校名も書いて、同協会
「西高の夕べ」TALK＆MUSIC　11月
23日㈷午後2時～4時30分／杉並公会
堂／出演＝JR東海取締役名誉会長・葛
西敬之▶講演＝東海道新幹線から超電
導リニアへ▶演奏＝Take the B（rass） 
train！／1000名（先着順）／問西高会
☎ 3332-1688（月～金曜日午前9時～午
後4時）
フィルモア合奏団　フィルモアコン
サート　11月24日㈰午後2時～4時／セ
シオン杉並／出演＝関根志郎（指揮）ほ
か▶曲目＝ロドリーゴ「アランフェス協
奏曲」ほか／578名（申込順）／1000
円／申問電話・ファクス（12面記入例）
で、フィルモア合奏団事務局☎ 3392-
1077FAX3392-1079／区民100名を招待

（抽選）＝往復はがき（12面記入例。2
名まで連記可）で、11月5日（必着）ま
でに同事務局（〒167-0051荻窪5-22-
7-101クレモニア内）
アテフ・ハリム物語コンサート　パート
2　12月5日㈭午後7時～8時45分／杉並
公会堂／出演＝アテフ・ハリム（バイオ
リン）ほか▶曲目＝マスネ「タイスの瞑

めい

想
そう

曲」ほか／192名（申込順）／4000
円。小～大学生1500円ほか／申 問電話
で、A&A art☎ 3392-2955／区民3組6
名を招待（抽選）＝はがき（12面記入
例）で、11月12日（必着）までにA&A 
art（〒167-0032天沼3-34-37-101）
ボーイスカウト杉並第9団
◆わくわくフィールドSUGINAMI～カ
シモンGO！　10月27日㈰午後2時30分
～4時30分／柏の宮公園／ポイントラ
リー、ゲーム／年中～小学3年生／150名
（申込順）／申「杉並9団」ホームページ
から申し込み／当日参加も可
◆ボーイスカウト杉並第9団バザー　
11月4日㉁午前11時～午後2時30分／浜
田山キリスト教会（浜田山4丁目）／中
古・新品物品・食品販売、屋台／区内
在住の方

いずれも 
問ボーイスカウト杉並第9団・津村☎ 
090-2465-6634
 講演・講座
薬と健康の週間イベント　10月22日㈷
午後1時～5時／セシオン杉並／認知症予
防ゲーム、ヨガ講座ほか／区内在住の方
／150名（先着順）／問杉並区薬剤師会
☎ 3393-3080（月～金曜日午前9時～午
後5時〈祝日を除く〉）／お持ちの方は
お薬手帳持参
認知症サポーター養成講座　10月25日
㈮午後2時～3時30分／立正佼成会（和
田1丁目）／キャラバン・メイトほか／区
内在住・在勤・在学の方／30名（申込
順）／申問電話で、ケア24和田☎ 5305-
6024／終了後、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

講演・講座② 



※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。
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 杉並区スポーツ振興財団
◆さわやかスポ・レク大会
時11月4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）　
内下表のとおり。スタンプラリー方式で
好きな種目に参加可　費200円。中学生
以下100円（保険料含む）　他主催＝杉
並区スポーツ・レクリエーション協会　

会場 種目
開会式＝午前11時15分～11時35分

ア
リ
ー
ナ

半
面
A

● 健康体操＝午
前9時～10時
40分
● チア・HIPHOP
演技＝午前11
時35分～11時
55分
● 綱引き＝午前11
時55分～午後
1時30分

● バウンドテニス
＝午後1時30分
～3時15分
● ミニテニス＝午
後3時15分～5時

半
面
B

● ソフトバレー
ボール＝午後1時
30分～3時15分
● インディアカ＝
午後3時15分～5
時

小体育
室
　

●ユニカール＝午前9時30分～11時
● スポレク太極拳、スポーツ吹き
矢＝午前11時35分～午後1時30
分　
● スポーツチャンバラ＝午後1時30
分～3時15分
● ビリヤード、ダーツ＝午後3時15
分～5時

グラウ
ンド

●  スポーツデビュー、ペタンク、ウ
オーキング＝午後1時30分～5時

ホール
（正面・
左奥）

● プールで魚釣り＝午前9時30分～
午後4時

◆知的障害者水泳教室　
時11月16日㈯、12月7日㈯午前9時～11
時　場杉十小温水プール（和田3-55-
49）　師ヴィムスポーツアベニュウほ
か　対区内在住・在勤・在学・通所で
知的障害のある小学生以上の方（小学
生は水着着用の保護者同伴）　定各10
名（申込順）　費各100円　申電話で、
同財団　他申込時にアンケートあり
◆スポーツを始めよう！スロージョギ
ング教室
時11月29日㈮、12月6日㈮・13日㈮午後
7時～9時（計3回）　場荻窪体育館（荻
窪3-47-2）　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
（抽選）　費3000円　師日本スロージョ
ギング協会・讃井里佳子　申往復は
がき（12面記入例）で、同財団（〒166-
0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷ビ
ル8階）。または同財団ホームページHP
http://sports-suginami.org/から申し込
み▶申込締め切り＝11月15日（必着）

いずれも 
問杉並区スポーツ振興財団☎ 5305-
6161　
 上井草スポーツセンター
◆プレキッズ＆マミーサッカー教室
 子育て
時 内11月6日㈬・20日㈬・27日㈬午前
10時～10時50分＝2歳児▶11時～11時

50分＝3・4歳児　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520円（子育
て応援券利用可）
◆親子サッカー70 子育て
時 内11月10日㈰午前9時30分～10時40
分＝3歳～未就学児▶11時～午後0時10
分＝小学1～5年生　対区内在住・在勤
（保護者）・在学（在園）の3歳～小学5
年生のお子さんとその保護者　定各30
組60名（申込順）　費各1組730円
◆大人のサッカー教室　試合たくさん
クラス
時11月17日㈰午前11時20分～午後0時
50分　対区内在住・在勤・在学で20
歳以上のサッカー・フットサルの元経
験者　定20名（申込順）　費520円

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）　師FC東京普及
部コーチ　申電話または直接、上井草
スポーツセンター
 荻窪体育館
◆集まれ！小学生ソフトバレーボール
 こども
時11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

◆気軽にフィットネスⅡステップアッ
プヨガ
時11月3日㈷・10日㈰・17日㈰午後1
時～2時30分　師山本美也子　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（申込順）　費
各550円　申実施日7日前の日曜日午後
4時から電話で、同体育館
◆Saturday Brunch TimeⅡ（自由参
加型）～リセットヨガ
時11月9日㈯・23日㈷午前11時15分～午
後0時45分　師梅田可織　対区内在住・
在勤・在学で15歳以上の方（中学生を除
く）　定各50名（先着順）　費各550円
◆障害者ユニカール体験教室
時11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
◆障害者サウンドテーブルテニス体験
教室　
時11月16日㈯午後1時～3時　師佐野
守　対区内在住・在勤・在学で15歳以
上の方（中学生を除く）　定15名（申
込順）　費100円　申電話で、11月11
日までに同体育館

いずれも 
場 問荻窪体育館（荻窪3-47-2☎ 3220-
3381）

大家さんのための帳簿の書き方講習会
　10月28日㈪～31日㈭午前9時30分・
10時30分・午後1時30分・2時30分・3
時30分（各1時間）／荻窪青色申告会（荻
窪5丁目）／荻窪青色申告会事務局職員
／不動産所得のある個人事業者／各日各
回3名（申込順）／各回500円／申 問電
話で、荻窪青色申告会☎ 3393-1951
「体芯力（大腰筋）」体操、頑張らな
い筋力トレーニング　10月28日㈪午前
10時～11時30分／産業商工会館／日
本体芯力協会会長・鈴木亮司／区内在
住で原則60歳以上の方／15名（申込
順）／申 問電話・ファクス（12面記入
例）に性別も書いて、10月22日までに
シルバー人材センター☎ 3317-2217 FAX
3317-9090
シニアのための健康エアロビクス講習会
　10月30日㈬午後1時30分～3時／セシ
オン杉並／ラビアンローズインストラク
ター／区内在住でおおむね60歳以上の方
／60名（先着順）／300円／問ラビアン
ローズ・高嶋☎ 080-6533-2141／運動の
できる服装で、飲み物持参
石けん作り体験　11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〈水曜日を除く〉）
絵本の読み聞かせ講座「ガルドン昔話
の魅力、ご存知ですか？」　11月2日㈯
午後2時～3時40分／高井戸地域区民セ
ンター／出演＝えほん教育協会会長・
浜島代志子▶演目＝「あかずきん」ほ
か／子育て中の方、教育関係者ほか／
40名（申込順）／1500円。中学生以下
無料／申往復はがき（12面記入例）に
お子さんの同伴の有無・人数も書いて、
10月31日（必着）までにこどもの成
長を護

まも

る杉並ネットワーク・井原太一
（〒168-0073下高井戸2-10-21-611）
／問井原☎ 070-6611-2925／詳細は、
同団体ホームページ参照

青梅市文化財ハイキング「御岳渓谷付
近の文化財を巡る」　11月3日㈷午前10
時～午後2時（雨天中止）／▶集合＝JR
青梅線御嶽駅前／区内在住・在勤・在
学の方／20名（申込順）／申問電話で、
青梅市郷土博物館☎ 0428-23-6859
剪
せん

定
てい

講習会　11月3日㈷午後1時～4時
30分／柏の宮公園 ／植木剪定の基礎知
識（講義）、きんもくせい・もち・もっ
こく等の剪定（実習）／柏の宮公園く
らぶ・柏の宮植木応援団／区内在住・
在勤・在学の方／20名（申込順）／
300円（保険料含む）／申往復はがき
（12面記入例）で、10月26日（必着）
までに柏の宮公園くらぶ植木応援団事
務局（〒167-0022下井草2-22-8川浪
方）／問同事務局・川浪☎080-6519-
6859／作業しやすい服装で、筆記用
具、手袋、お持ちの方は剪定ばさみ、
刈り込みばさみ、剪定のこぎり持参
外国人のための茶道体験　11月6日㈬
午後1時30分～3時30分・5時30分～7
時30分／杉並区交流協会（阿佐谷南1
丁目）／茶道裏千家・山中宗靖／各30
名（申込順）／各300円／申問電話・E
メール（12面記入例）に国籍も書いて、
杉並区交流協会☎ 5378-8833 info@
suginami-kouryu.org
税理士によるそこが知りたかったシリー
ズ　11月7日㈭午前9時30分～11時30分
／産業商工会館／決算書の読み方・使
い方／東京税理士会杉並支部所属税理
士・斎藤英一／区内在住・在勤の方／
20名（申込順）／2000円／申問電話で、
11月5日までに杉並法人会☎ 3312-0912
経済と都市を考える～エネルギー・エ
コロジーの視点を踏まえて　11月9日
㈯午後1時30分～3時30分／高井戸地
域区民センター／経済地域研究所代
表・飯倉穣／区内在住で60歳以上の方
／90名（先着順）／300円／問杉の樹
大学同窓会・原山☎ 090-9973-6587
around杉並健康ライフセミナー　11月
10日㈰午前10時45分～11時45分＝オト

ナのがん教育▶午後1時～2時15分＝災
害時に病院はどうなる？皆

みんな

はどうする？
▶3時～4時＝災害時の医療体制につい
て（震災編）／阿佐谷地域区民センター
／東京大学医学部付属病院放射線科准
教授・中川恵一ほか／各80名（申込順）
／申 問電話で、around杉並健康ライフ
2019事務局☎ 3339-5724（月～金曜日
午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）
歴史講演会「青梅街道の昔」　11月16
日㈯午後1時30分～3時30分／阿佐谷地
域区民センター／杉並郷土史会顧問・
真板道夫／80名（先着順）／500円／
問杉並郷土史会・新村☎ 3397-0908
ハーブ講座「全身に使える紫根の万能
ハーブ軟膏

こう

クリーム作り」　11月23日
㈷午後1時30分～3時／方南会館／い
りたに内科クリニックハーブカウンセ
ラー・武内成江／区内在住・在勤・在
学の方／20名（申込順）／1000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（電話は月～金曜日午前9
時～午後5時）／長寿応援対象事業
杉並青色申告会
◆弁護士に学ぼう！相続に関する民法
改正説明会　10月29日㈫午後2時～3
時30分／産業商工会館／配偶者の居住
権保護、遺産分割や遺言状、遺留分等
相続に関する見直し／弁護士・杉浦正
敏／区内在住の方／25名（申込順）／
1500円／申電話で、10月28日までに
同会／長寿応援対象事業
◆記帳確認と中間決算指導会　11月1日
㈮～29日㈮午前9時～午後4時（土・日
曜日、祝日を除く）／同会（阿佐谷南3
丁目）／同会職員／区内の個人事業主
で確定申告をする方／各日15名（申込
順）／1回1000円／申電話で、各開催
日の3日前までに同会／1人1時間程度
◆わが国におけるキャッシュレス社会
の現状と課題　11月1日㈮午後3時～4
時30分／新東京会館（阿佐谷南1丁目）

／区内在住・在勤・在学の方／70名
（申込順）／申電話・Eメール（12面記
入例）で、10月30日までに同会
◆講演会　たこ焼き屋から3年で保険
契約数世界一を獲得した仕事術　11月
6日㈬午後2時～3時30分／産業商工会
館／ジブラルタ生命保険・南哲也／区
内在住の方／50名（申込順）／申電話
で、11月5日までに同会

いずれも 
問杉並青色申告会☎ 3393-2831
seminar@aoiro.org
 その他
土曜無料公証相談　11月2日㈯、12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☎ 3391-7100FAX3391-7103／
1人45分程度
裁判所の調停委員による無料調停相談
会　11月9日㈯午前10時～午後3時30分
／武蔵野公会堂（武蔵野市）／土地建
物、金銭債務、近隣問題、医療過誤、夫
婦関係、扶養、相続等のもめごとについ
ての相談／問東京民事調停協会連合会
☎ 5819-0267（午前10時～午後4時）
成年後見制度・遺言・相続相談会　11月
9日㈯午後1時～4時／ウェルファーム杉
並／司法書士ほか／区内在住の方／12組
（申込順）／申問電話で、11月8日までに
杉並区成年後見センター☎ 5397-1551
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がある
方のための掃除や食事作りほか▶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
（10月28日㈪午後1時30分～3時30分）






