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支えあい共につくる
安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並

新型コロナウイルスに関する
最新情報はこちらで
ご確認ください
　区では、区ホームページやツイッター
で、随時情報をお伝えしています。

新型コロナウイルス
感染症情報

（区ホームページ）

杉並区公式ツイッター
（地震・水防情報等）
@suginami_tokyo

2面に続く

さらなる感染拡大への備えを

区内でも新型コロナウイルスの感染者が増加しています。今回の補正予算ではさらなる感染拡大への備えとして、PCR検査体制の強化や
感染拡大により影響を受けた商店街や事業者等に対する支援、区立学校における1人1台タブレットPCの配備など約25億円の補正予算を
編成しました。

■ PCR検査体制の強化 …………………………………………………………………… 2億9349万円
　今後のさらなる感染拡大の第2波・第3波に備え、感染の疑いのある患者および濃厚接触者等が速やかに検査を
受診できるよう、区内の1日当たりのPCR検査可能数を、現行の70件から300件程度まで拡大するなどPCR検査体
制を強化します。

■問 杉並保健所健康推進課☎3391-1355、杉並保健所生活衛生課☎3391-1991、杉並保健所保健予防課☎3391-1025

●(仮称)病院設置型PCR検査スポットの運営支援 

　より多くの検体採取を目的に、区内感染症診療協力医療機関が設置
する、軽症者・無症状者を対象としたPCR検査スポットの運営に必要
な人件費を助成します。

●PCR検査を実施する診療機関等への運営支援 

　診療所を含めた区内医療機関が、唾液を中心としたPCR検査の検体
採取を実施する場合に、その運営費を助成します。

●PCR検査機器等の追加整備 

　杉並保健所生活衛生課分室（旧杉並区衛生試験所）で検体の検査判定
を実施する準備を進めていますが（5月20日に補正予算計上）、1日当た
りの検査可能件数の増加を図るため、PCR検査機器等を追加配備します｡

●バスによる移動式PCR検査スポットの新設 

　区内各所で区がPCR検査を実施できるよう、陰圧装置や除菌システ
ムを完備したバスを1台導入します。

■ 新型コロナウイルス感染症クラスター予防対策 …………………………… 707万円
　いわゆる「夜の街」におけるクラスター発生を防止するため、区内のバー・キャバレー・スナック等の経営者、従業
員を対象とした感染症対策の充実・強化に向けた専門家による研修や、区との意見交換会等を行います。また、当該
研修会等に参加し、かつ感染症対策に取り組む経営者と従業員を対象に、PCR検査を実施します。

■問 杉並保健所健康推進課☎3391-1355、杉並保健所保健予防課☎3391-1025
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1面の続き

新型コロナウイルス｜次の症状がある方はご相談ください

杉並区帰国者・接触者電話相談センター
☎3391-1299（平日午前9時～午後5時）

新型コロナ受診相談窓口
(帰国者・接触者電話相談センター）
☎5320-4592
(平日午後5時～翌日午前9時。土・日曜日、祝日は終日）

●息苦しさ（呼吸困難)、強いだるさ（
 けんたい

倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある
●重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制
剤や抗がん剤等を用いている方

●上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている
症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があります。強い症状と思う場合にはすぐに
ご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

その他の補正予算内容

その他の事業の概要

■ 区立学校における情報教育の推進と
　 感染症対策･学習保障等の支援

……………………………… 14億4137万円

●児童・生徒1人1台タブレットPC配備

●学校再開に伴う感染症対策・学習保
　障等の支援

●感染症対策のためのマスク等購入

　新型コロナウイルス感染症への対策を講じながら、より確実に子ども
の学びの機会を確保するため、区立学校の全児童・生徒に1人1台のタブ
レットPCを配備するとともに、感染症対策や児童・生徒への学習保障の
取り組みを校長判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、各区立学校に対
して200万～400万円を配分します。また、集団感染リスクを避けるため
に必要なマスクや手洗いせっけんなどを各区立学校に配布します。

■問 教育委員会事務局庶務課、学務課、済美教育センター☎3311-0021

■ 商店街および飲食店等の支援 …… 3億8236万円

●｢(仮称)お買い物で当たる！ 商店街応援キャンペーン」事業への
　助成
●中小事業者環境整備支援事業

　区内商店街が実施する「(仮称)お買い物で当たる！ 商店街応援キャンペーン｣
事業に対して補助金を交付し、商店街の利用促進を図ります。また、区内飲食
店等に対して、アクリル板や消毒用アルコール等の購入費用の助成を行い、事
業の再開および継続を支援します。

■問 産業振興センター☎5347-9134

■ 障害福祉・介護保険サービスの
     事業継続支援 ………………………………… 1億2360万円
　新型コロナウイルス感染拡大による利用者減などの影響を受けた障害福祉
サービス事業所および介護保険サービス事業者に対し、引き続きサービスの
提供を行えるよう「事業継続支援金」を助成します。

■問 障害者施策課、介護保険課

　区民の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、5月上旬～6
月中旬の間は、１週間当たり10人未満で推移してきましたが、6月下
旬から増加に転じています。感染症の拡大を防ぐために、マスク着用
や手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保など、一人一人ができる
対策の徹底に努めましょう。

区内でも
新規感染者数が
増加しています。

●区立施設等における新しい生活様式への対応••••••• 7410万円
　区民が安心して区立施設等を利用できるよう、サーモグラフィカメラや
  ひまつ

飛沫防止シートの設置など、各種の感染予防対策を講じます。

●区立施設トイレ手洗い場などの自動水栓化•••••••• 6942万円
　感染リスクを減らすため、多くの区民が利用する区立施設等（区有建物
に限る）のトイレ手洗い場などについて自動水栓化します。

●オンラインを活用した会議・相談等の実施••••••••• 4696万円
　人と人との接触を避けるなどの観点から、会議や区民との相談業務等を
オンライン形式で実施できる環境を整備します。

●児童虐待対策の強化••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  380万円
　外出自粛等の影響により児童虐待相談件数が増加傾向にある中、児童虐
待防止を図るため、日帰り型のショートステイ事業の新設、家事援助サー
ビスの拡充を行います。

●建築確認等の手続きの簡素化•••••••••••••••••••••••••••••• 570万円
　対面による接触時間の短縮とサービスの向上を図るため、建築確認など
の行政手続きにおいて、区と民間建築審査機関との書類のやり取りをオン
ライン化するとともに、証明書等交付機を導入します。

●地域コミュニティーバスの運行支援•••••••••••••••••••••••••••• 520万円
　南北バス「すぎ丸」が引き続き区民の身近な足として事業を継続できるよう、
運行する事業者に対して、減収を軽減するための助成を行います。

●小学校移動教室継続に係る事業者支援••••••••••••••••••••••• 2500万円
　小学校の移動教室を次年度以降、安定的に実施できるよう、富士学園、弓ヶ浜クラ
ブ運営事業者に対し、今年度の中止に伴う減収を軽減するための助成を行います｡

●雇用維持・雇用機会の確保••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1659万円
　新型コロナウイルス感染症の影響により失業した方等の雇用を創出し、区民
サービスの向上を図るため、建築確認のデータ照合等を委託します。

●行政のデジタル化の推進••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 510万円
　遠隔型や非接触型の業務・サービスの必要性が高まる中、外部コンサルタント
を活用し、区業務の分析を行った上で、行政手続きの簡素化やデジタル化の検討
を進めます。

●高齢者のためのウィズコロナ応援事業••••••••••••••••••••••••• 680万円
　コロナ禍で閉じこもりがちとなった高齢者に対して、

 へいそく

閉塞感や不安感を和らげ
元気づけるため、音楽・映像コンテンツを制作し、ネット配信および介護施設等
へのDVDの配布を行います。
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5月25日
緊急事態宣言解除

6月下旬より
新規感染者が
増加傾向に！

区内の新型コロナウイルス新規感染者数（7月27日午後3時現在）区内の新型コロナウイルス新規感染者数（7月27日午後3時現在）
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　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別
給付金を支給します。

―――問い合わせは、子ども家庭部管理課子ども医療・手当係☎5307-0785へ。

給付対象者 給付額 申請の要否 必要書類 給付時期

基本給付

①6月分の児童扶養手当を受給している方

・1世帯5万円
・�第2子以降1人
につき3万円

不要 不要
7月下旬以降に児
童扶養手当の受給
口座に振り込み

②�公的年金等を受給していて、6月分の児童扶養手当が全額停
止（児童扶養手当の認定を受けていなくても、申請すれば、同
様の理由で全額または一部停止となる方を含む）となり、収入
（平成30年中）が児童扶養手当の支給制限限度額未満の方

必要

・申請書
・収入に係る申立書
・�申し立て内容を証
明する書類
・�戸籍謄本（ひとり
親の手当を受けて
いる方は不要）
・�その他の添付書類
が必要な場合あり

審査終了後、口座
に振り込み③�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収

入が児童扶養手当の支給制限限度額未満となっている方

追加給付 基本給付金対象の①または②に該当する方で、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方 1世帯5万円

 ●対象者・給付額等　�下表参照

 ●申請方法
　申請書等（子ども家庭部管理課子ども医療・手当係で配布〈区ホーム
ページからも取り出せます〉）を同係へ郵送、または直接窓口へ。
　なお、ひとり親の手当（児童扶養手当・児童育成手当）の認定を受けて
いる方へ、申請書等を7月下旬に送付しました。

※�児童扶養手当の支給制限限度額の例＝児童2人を扶養し、給与収入のみの場合、収入が412万5000円未満であれば、支給制限限度額未満となります。

 ●申請期限　�3年2月28日（消印有効）

 ●その他
・�申請者に生計を同じくする扶養義務者（父母、兄姉弟妹など）や配偶者
がいる場合は、その方についても書類の提出が必要です。
・申請の窓口相談は電話でご予約ください。
・�必要書類や給付金に関する詳細は、区ホームページ（右
2次元コード）をご覧になるか、お問い合わせください。

「ひとり親世帯臨時特別給付金」
の申請を受け付けています

新型コロナウイルス感染症に関する生活資金の支援

8月31日です
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者への支
援として実施している、店舗家賃負担助成金・廃業経費補助金
の申請期限は8月31日（消印有効）です。締め切り直前は、手続
きに時間がかかる場合がありますので、早めの申請にご協力くだ
さい。申請方法などの詳細は、区ホームページ（右2次元コード）
をご覧ください。

　国の「雇用調整助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請をサポート
するため、ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）に申請支援窓口を設置しています。制度の説明や申
請書類の記入のサポート等を社会保険労務士が行います。電話で予約が必要です。

問産業振興センター就労・経営支援係☎5347-9077

▲店舗家賃負担
　助成金

▲廃業経費
　補助金

―――問い合わせは、産業振興センター家賃助成担当☎5347-9135へ。

特別定額給付金特別定額給付金
（1人につき10万円）の
申請はお済みですか？

 雇用調整助成金、 
 新型コロナウイルス感染症対応 
 休業支援金・給付金 
の申請支援窓口を設置しています

——問い合わせは、杉並区特別定額給付金
コールセンター☎0120-798-063

（土・日曜日、祝日を含む午前8時半～午後6時半）へ。

　区が各世帯主へ発送した郵送申請書類に
必要事項を記入し、「本人確認書類」と「受
取口座の確認書類」の写しを添付の上、返信
用封筒（切手不要）により、申請してくださ
い。申請期限は、8月24日（消印有効）
です。
　なお、基準日（4月27日）現在、区に住民
登録のある方で、申請書がまだ届いていない
方、またはオンライン申請をした方で、給付
金が振り込まれていない方は、上記コールセ
ンターへお問い合わせください。

店舗家賃負担助成金・廃業経費補助金の
申請締め切りは
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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

区からのお知らせ

給者証を、愛の手帳3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症
の方は身医療証を再取得できる場合がありますので、
ご相談ください。
①�後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、2年度（元
年中）の住民税が非課税
②�その他の健康保険被保険者証をお持ちで、2年度
（元年中）所得が基準額以下
◆変更事項があった方へ
　加入している健康保険や住所、氏名などに変更が
あった場合は、変更届を提出してください。
問障害者施策課障害者福祉係

ロタウイルスワクチンが子どもの定期予防接種
になります
　10月1日から、子どもの定期予防接種の対象疾病と
して、ロタウイルスが追加されます。対象者には、順
次、予防接種予診票を送付します。
内開始時期 10月１日の接種から▶接種時期・接種回
数 ロタリックス（１価）＝生後6～24週、計2回▶ロ
タテック（5価）＝生後6～32週、計3回／いずれかの
同一ワクチンで接種完了。いずれも27日以上の間隔
が必要　対8月1日以後に生まれたお子さん　問保健
予防課☎︎3391-1025、各保健センター

 子育て・教育
中学校卒業程度認定試験
　病気などにより義務教育を猶予または免除された

方、猶予または免除を受けず今年度の終わりまでに中
学校を卒業できないと見込まれることについて、やむ
を得ない事由があると文部科学大臣が認めた方など
に対し、中学校卒業程度の学力があるかを認定する
試験を行います。この試験は、文部科学省が実施し、
合格者には高等学校への入学資格が与えられます。
内願書受付期間 7月6日～9月4日▶試験日 10月22
日㈭▶合格発表 12月1日㈫▶受験
案内等配布場所 東京都教育庁地域
教育支援部義務教育課小中学校担
当（新宿区西新宿2-8-1東京都庁第
二本庁舎）　問文部科学省総合教育
政策局生涯学習推進課認定試験第
一係・第二係☎︎5253-4111

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

 区以外の求人  
杉並障害者福祉会館受付職員（夜間管理業務）
内勤務期間 9月1日～3年3月31日（更新可。ただし、
70歳に達した年度末で退職）▶勤務日時 月12日程度。
午後4時50分～9時（10時までの場合あり）▶勤務場
所 杉並障害者福祉会館▶資格 区内在住で70歳未
満の方▶募集人数 1名▶報酬 時給1300円　申履歴
書を、8月17日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）へ郵送・持参　
問同事務局☎︎3332-6121　他書類選考合格者には面
接を実施

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

住まいの修繕・増改築無料相談
★

時8月3日㈪・7日㈮・17日㈪・21日㈮・24日㈪・28日㈮・31
㈪午後1時～4時　場区役所1階ロビー

問東京土建杉並支部☎︎3313-1445、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時8月4日㈫・18日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図
面などがある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック
塀の現況写真等を持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎︎6276-9208、区市街地整
備課耐震改修担当

住宅の耐震無料相談会・ブロッ
ク塀無料相談会★

時8月12日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などが
ある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況
写真等を持参

問市街地整備課耐震改修担当

マンション管理無料相談
時8月13日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対
区内在住のマンション管理組合の役員・区分所有者等　定 3組
（申込順）

申杉並マンション管理士会HPhttp://suginami-mankan.org/から申
し込み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同会事
務局 FAX 3393-3652へファクス　問同会事務局☎︎3393-3680、区住
宅課管理係

行政書士による相談
時8月14日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相
続・遺言・離婚・金銭問題等書類手続きに関すること　定 6名
（申込順）　他1人30分

申電話で、8月7日～13日午前8時30分～午後5時に東京都行政書士
会杉並支部☎︎0120-567-537　問同支部

行政相談★
時 8月14日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　
内年金・福祉・道路などの苦情・相談

問区政相談課

弁護士による土曜法律相談
時8月15日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12
名（申込順）　他1人30分

申電話で、8月11日～14日午前8時30分～午後5時に専門相談予約
専用☎︎5307-0617。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）で
予約　問同課

専門家による空
あき

家
や

等総合無料
相談

時 8月20日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場相談室
（区役所西棟2階）　対区内の空家等の所有者等（親族・代理人を
含む）　定各1組（申込順）�　他1組45分

申電話または直接、住宅課空家対策係（区役所西棟5階）。または
申込書（区ホームページから取り出せます）を、8月18日（必着）
までに同係 FAX5307-0689へ郵送・ファクス　問同係

不妊専門相談
時8月20日㈭午後1時30分・2時10分・2時50分・3時30分　場
杉並保健所（荻窪5-20-1）　対区内在住・在勤・在学の方　定各
1組（申込順）

申電話で、杉並保健所健康推進課☎︎3391-1355。または申込書（区
ホームページから取り出せます）を、同課 FAX 3391-1377へファクス　
問同課

不動産に関する無料相談 時8月20日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所１階ロビー
申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎︎3311-4937（平
日午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）　問同支部、区住宅課

 8 月の各種相談

 保険・年金
国民年金保険料は前納がお得です
　毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月末日です
が、まとめて前払いすると割引となる「前納制度」が
あります。
　例えば、10月分～3年3月分（6カ月分）をまとめて
現金やクレジットカードで納付する場合、毎月納付す
るよりも800円割引になります。また、前納制度と口
座振替をセットにすることでさらに割引額が大きくな
ります。
　10月分～3年3月分（6カ月分）の口座振替での前納を
希望する場合は、8月31日までにお申し込みください。
問杉並年金事務所☎︎3312-1511

 健康・福祉健康・福祉
障受給者証・身医療証の更新
　現在お使いの障受給者証・身医療証（以下「医療
証等」）の有効期限は8月31日です。新しい医療証等
は8月20日㈭に発送します。なお、2年度（元年中）
所得が基準額を超えている場合、9月からの受給資格
は喪失します。
　現在お使いの医療証等は9月30日までに障害者施策
課（区役所東棟1階）、福祉事務所、区民事務所へお
返しください。
◆�以前医療証等を受給していたが、現在受給資格を

喪失している方へ
　次の①②の条件のいずれかを満たしている方で、
身体障害者手帳1・2級（内部障害は3級まで）、愛の
手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方は障受

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
●�大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！�感染症防止対策
　区立施設・区事業を段階的に再開しています。
利用者・参加者の皆さんも下記の対策にご協力
をお願いいたします。

　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】
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 施設情報施設情報
セシオン杉並（高円寺地域区民センター・社会
教育センター）の休館
　セシオン杉並（高円寺地域区民センター・社会教育
センター）は、建築後30年以上経過し、設備の老朽
化が著しいため、大規模改修工事を実施します。これ
に伴い、3年4月1日㈭～4年12月末（予定）の期間休
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。
　なお、セシオン杉並内の高円寺区民事務所は、3年
2月1日㈪に地域包括支援センターケア24松ノ木2階
（松ノ木3-3-4）に仮移転します。
問同地域区民センター☎︎3317-6611、同区民事務所
仮移転は、区民課管理係

 税金
インターネット公売の実施
　滞納税金に充当するため、滞納者から差し押さえた
財産のインターネット公売を実施します。
内「Yahoo!� JAPAN�ID」を取得し、公売参加申し込
みを行う必要があります。詳細は、区ホームページ参
照▶日程等 参加申し込み 8月14日㈮午後1時～31日
㈪午後11時▶入札 9月4日㈮午後1時～6日㈰午後11
時▶公売予定物品 野球関連グッズ、アニメフィギュ
アほか
◆下見会
時8月20日㈭午前10時～午後3時　場納税課（区役所
中棟2階）　他要事前連絡

いずれも�
問納税課公売・調整担当

 その他
「外出手段にお困りの方へのおでかけガイド〜移
動サービス・車編」の発行
　高齢や障害により外出が難しい方の日常生活や社会
参加をサポートするための冊子です。介護タクシーや
NPO団体などの選び方、利用方法、関連する制度に
ついての情報を掲載しています。
内配布場所 杉並区外出支援
相談センターもび～る（荻窪
5-18-11）、地域包括支援セン
ターケア24、障害者施策課
（区役所東棟1階）、介護保険
課（東棟3階）　問杉並区外
出支援相談センターもび～る
☎︎5347-3154

２年度
区胃がん検診について

胃 内 視 鏡 検 査

黙とうをささげましょう

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い延期していた胃がん検診（胃内視鏡検査）を9月1日から開
始します。過去に受診されていても、申し込みが必要となりますのでご注意ください。

対50歳以上の方（3年3月31日時点）　定2400名（申込順）　申インターネット 東京電子
自治体共同運営サービスHPhttps://www.e-tokyo.lg.jpから申し込み（右2次元コード）
▶郵送 はがき（9面記入例）に「胃内視鏡検査希望」と書いて、同係（〒167-0051荻
窪5-20-1）▶窓口 本人確認できるもの（保険証・運転免許証等）を同係へ持参

●��新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっては、検診を休止する場合があります。受診券を受
け取りましたら、できるだけ早めの予約をお願いします。

●��感染症予防対策として、各自でマスクをご用意いただき、必ずマスクを着用した上で、お越しください。
●��密集・密接を防止するため、必ず電話等で検診の事前予約をした上で、受付時間を守って受診し

てください。

　間もなく、広島と長崎の75回目の原爆の日を
迎えます。
　戦争や核兵器による惨禍を二度と繰り返さな
いために、原爆死没者・戦没者の冥福と世界の
恒久平和の実現を祈念し、それぞれの時刻に合
わせて１分間の黙とうをささげましょう。家庭
や地域、職場で平和の尊さを見つめ直し、平和
の誓いを新たにしましょう。

● 広島＝8月6日㈭午前8時15分
● 長崎＝8月9日㈰午前11時2分
● 全国戦没者追悼式＝8月15日㈯正午

問区民生活部管理課庶務係

75回目の原爆の日

　国勢調査はインターネット（パソコン、ス
マートフォン、タブレット）から24時間いつで
も回答できます。
　インターネットで回答した世帯は、紙の調査票
を提出する必要はありません。
　詳細は、総務省ホームペー
ジ（国勢調査2020総合サイト
〈右2次元コード〉）をご覧くだ
さい。

問区民生活部管理課統計係☎5307-0621

10月1日に実施します！シリーズ⑤

インターネット回答に
ご協力ください！

―――問い合わせは、健康推進課健診係☎3391-1015へ。

平和への祈りを込めて

受診に際してのお願い

　児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成を受けている方へ、7月末に現況届用紙を郵送
しました。特別児童扶養手当を受けている方には、8月上旬に現況届用紙を郵送します。
　現況届は、引き続き支給要件に該当するかを確認するためのものです。8月1日現在の状況
を記入して、いずれも8月31日までに提出してください。提出がないと手当や医療費の支給が
できなくなります。
　各制度とも所得制限があります。詳細は、各係までお問い合わせください。なお、審査結果
については、児童扶養手当が10月下旬以降、ひとり親医療費助成が12月下旬以降にそれぞ
れ送付する予定です。

現況届の提出をお忘れなく
～提出期限は8月31日

―――問い合わせは、危機管理対策課、防災課へ。

8月5日㈬午前11時ごろ
防災行政無線を用いた
情報伝達試験を行います

※�国から緊急情報（地震・武力攻撃など）が発信
されると、区の防災行政無線から自動的に放
送されるシステム。

　全国瞬時警報システム（Jアラート※）の情報
伝達を確実に行うため、防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達試験を行います。

放送内容
①�チャイム音
②「これは、Ｊアラートのテストです。」
　�（3回繰り返し）
③「こちらは、ぼうさいすぎなみです。」
④�チャイム音

児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成

問子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

問子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

特別児童扶養手当 問障害者施策課障害者福祉係
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◇閲覧・意見募集期間（必着）　8月31日まで　　　　　　◇閲覧場所　区政資料室（西棟2階）、区民事務所、図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中央図書館を除く）

【ご意見をお寄せください】

区民意見を
募集します

杉並区災害廃棄物処理計画（案）
◇目的
　大規模地震や近年多発・激甚化している集中豪雨などの自然災害によって発
生する災害廃棄物を迅速かつ適正に処理することにより、区民の生活環境の
保全と公衆衛生の確保、早期の復旧、復興を図ることを目的として策定します。

◇概要
●災害廃棄物処理の基本方針の策定
　災害廃棄物の処理を進めるに当たり、被災者の立場に配慮した処理のあり
方を検討し、基本方針を定め、具体的な処理を推進します。
●対象
　地震災害（地震動により直接に生じる被害およびこれに伴い発生する津波、
火災、爆発、その他の異常な現象により生じる被害）および風水害（大雨や台

風、低気圧、竜巻などの突風により生じる被害）を対象とします。
●災害廃棄物対策
　平常時および発災後の初動期、応急・復旧期といった各段階において、取り
組むべき事項について整理し実行します。

◇閲覧場所
　ごみ減量対策課（区役所西棟7階）、杉並清掃事務所（成田東5-15-
20）、同事務所方南支所（方南1-3-4）、同事務所高円寺車庫（高円寺南
2-36-31）
◇意見提出・問い合わせ先
　ごみ減量対策課 FAX3312-2306 gomigen-k@city.suginami.lg.jp

マイナンバー制度　特定個人情報保護評価書（案）
◇特定個人情報保護評価
　マイナンバーの利用に当たりプライバシーや個人情報へ及ぼす影響を事前
に評価し、その保護の措置を講じるものです（詳細は、個人情報保護委員
会HPhttps://www.ppc.go.jp/legal/assessment/参照）。

◇国民健康保険に関する事務
　マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」
の3年3月開始に向けて、国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評
価書の記載内容を一部修正します。

◇予防接種に関する事務
　特定個人情報保護評価指針により、特定個人情報保護評価を公表してか
ら5年が経過することから、予防接種に関する事務の特定個人情報保護評価
を再実施します。

◇マイナンバー制度に関する問い合わせ先
●�マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-0178▶IP電話等☎050-

3816-9405（いずれも平日午前9時30分～午後8時。土・日曜日、祝日午
前9時30分～午後5時30分〈年末年始を除く〉）
●�外国語（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）での相談☎

0120-0178-26

◇意見提出・問い合わせ先・閲覧場所

評価書の名前 意見提出・問い合わせ先 閲覧場所

国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護
評価書（案）

国保年金課国保資格係 FAX5307-0685
kokuhonenkin-k@city.suginami.lg.jp 国保年金課管理係（区役所東棟2階）

予防接種に関する事務の特定個人情報保護評価
書（案）

保健予防課保健予防係 FAX3391-1927
yobo-k@city.suginami.lg.jp 保健予防課保健予防係（荻窪5-20-1）

――― 問い合わせは、土木計画課へ。台風・大雨に備えて準備を
日ごろからの備え

防水板の設置

土のう

水害出前講座

　水害ハザードマップで浸水区域とその深さ
および避難所などを確認しておきましょう。
また、強風により鉢植えなどが飛ばされない
ように対策をしましょう。

　建物への浸水防止対策として、玄関や半地下
駐車場出入り口などへの防水板の設置も効果的
です。区では防水板設置工事の助成をしていま
す。工事業者をお探しの方は、ご相談ください。
問東京土建杉並支部まちづくりセンター
☎3317-0450

　浸水被害の多い地域には、土のう保管場所から
自由に土のうを持ち出すことができます（「わが
家の水害ハザードマップ」または下2次元コード
参照）。また、事前に土のうの配布
を希望される方は、お問い合わせく
ださい。
問杉並土木事務所☎3315-4178

　水害ハザードマップの使い方や区の水害対策など役立つ情報について区の職
員が出向いてお話しします。自治会や地域のグループなどで申し込みできます。

家族で
話してお

こう

◇意見提出方法
　はがき・封書・ファクス・Ｅメール・閲覧場所にある意見用紙に書いて各意見提出先。ご意見には、住所・氏名（在
勤の方は、勤務先の名称と所在地、在学の方は学校名と所在地、事業者の方は事業所の名称と所在地、代表者の氏
名）を記入（区ホームページにもご意見を書き込めます）。
※�いただいた主なご意見の概要とそれに対する区の考え方などは、後日公表する予定。



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。
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　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、家で過ごす時間が長くなり、心身の機能の低下が懸念されています。感染を恐れるあまり外出を
控えすぎて「生活不活発」にならないよう、感染防止対策をとりながら、介護予防・フレイル（虚弱）予防にも取り組んでいきましょう。

――― 問い合わせは、荻窪保健センター☎3391-0015へ。

❶  人混みを避けて、一人や少人数でできる散歩・運動や身体活動を増やしましょう
❷  低栄養を予防し、免疫力を低下させないため、バランスよく3食取りましょう
❸  家族や友人と電話やメールなどを利用して交流し、互いに支え合いましょう
❹  マスクを着けて運動するときは身体に大きな負担のかかる活動は避け、休憩や小まめな水分

補給を心掛けましょう。屋外で人と十分な距離が確保できる場合はマスクを外しましょう

 介護予防・フレイル予防 

「ウオーキング講座」歩いて延ばそう健康寿命
　ウオーキングの認知症予防効果や、習慣化するためのこつを学び
ます。
時9月8日㈫・14日㈪・29日㈫午前10時～正午（全3回要出席）　場
荻窪保健センター　師NPO法人杉並さわやかウオーキング　対区内
在住の65歳以上で、日常生活に介助の必要がない方　定15名（抽選）　
申はがき（9面記入例）で、8月20
日（必着）までに同センター（〒167-
0051荻窪5-20-1）　他筆記用具、お
持ちの方は「はつらつ手帳」持参。
ウオーキング記録ノートを差し上げま
す。長寿応援対象事業

公園から歩く会
　区内の公園から、体力に合わせたコースをそれぞれのペースに合わ
せて歩きます。
時9月1日㈫～3年3月24日㈬午前10時～正午（天候等により、中止の
場合あり）　場区内12カ所の公園等　対区内在住の65歳以上で、自
立して所定時間内に3～5㎞程度歩
ける方　他歩きやすい服装で、飲
み物・帽子・手袋持参。ポール・
ステッキの使用不可。詳細は、区
ホームページ参照（右2次元コード）

　区政への意見や要望など、区民の皆さんからの声
は、区民サービスの向上や事務の改善を図る上で、大
変貴重なものです。元年度中に区へ寄せられた意見
等の総数（当課受け付け件数）は976件でした。
　本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴
う、区施設の閉館や保育園の休園、学校の休校等に
関する意見が多く寄せられました。意見を区の目標お
よび施策別に分類（右図参照）すると、保育園や学
校、図書館等を含む「人を育み共につながる心豊か
なまち」への意見が最も多く、次いで、公園や路上
喫煙、清掃等を含む「みどり豊かな環境にやさしいま
ち」となっています。
　なお、区の所管外（国や都、その他公共機関等）
への意見等は、個人情報に配慮した上で、各関係機
関へ連絡しています。

　区政へのご意見・ご要望等は、区ホームページ
（右下2次元コード）・ふれあい通信（区長へのはが
き）・郵送・ファクス・電話などからお寄せいただけ
ます。ふれあい通信は、区役所、
区民事務所、地域区民センターな
どに配置してあります。
問区政相談課 FAX3312-3531

｜ 元年度に寄せられたご意見などの概要を紹介します ｜
元年度ご意見・ご要望の「杉並区基本構想（10年ビジョン）」に掲げる目標および施策別件数

お待ちしています　区民の皆さんの  声

予防の
ポイント

暮らしやすく快適で魅力あるまち
120件　12.3%

（放置自転車対策、道路・住宅、
産業振興、都市農業など）

みどり豊かな環境にやさしいまち
176件　18%

（みどり・公園、ごみ・リサイクル、公害防止など）

健康長寿と支えあいのまち
92件　9.4%

（区民健診、健康づくり、救急医療、
高齢者・障害者施策、介護保険制度など）

人を育み共につながる心豊かなまち
403件　41.3%

（保育、子育て支援施策、学校教育、
学校施設の整備、図書館、体育施設、

文化・芸術、地域活動、男女共同参画など）

参加と協働による地域社会づくり
8件　0.8%

（NPO等活動、地域人材育成、
協働の推進など）

持続可能な行財政運営の推進
35件　3.6%

（行財政運営、区組織体制、
区立施設再編・整備など）

その他
75件　7.7%

（職員対応、庁舎管理、その他）

総 数
976件

災害に強く安全・安心に暮らせるまち
67件　6.9%

（震災・災害対策、危機管理対策など）

新しい生活様式で

内容を変更して
一部再開
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広告

3年4月開園
予定

　｢新しい生活様式」が求められ、地域で過ごす時間が増え
た今、改めて荻窪について仲間と語り、共に考えてみません
か。どんな時でも地域に根を張る、荻窪のヒト、モノ、コト
を観て、聴いて、描いて、荻窪をもっと豊かな街に。大人塾
で出会う仲間とともに、「新・荻窪はっけん」の探検へ！ 

9月19日㈯ 仲間をはっけんの巻／オリエンテーション
コース紹介、自己紹介、缶バッジワークショップ

12月12日㈯ はっけん伝　まとめの巻
はっけん伝草案づくり（「荻窪の記憶」プロジェクト・松井和男)

3年1月9日㈯ はっけん伝　仲間に発表の巻

1月30日㈯ すぎなみ大人塾合同成果発表会

10月10日㈯
まちの「知りたい」を、はっけんの巻
はっけんメニューづくり（ogibon編集長・松崎淳一、バイオリニ
スト・尾池亜美〈ビデオレター〉、荻窪音楽祭実行委員長・水島隆
明）

11月14日㈯ 「知りたい」を、実践の巻
はっけん伝の企画化・具体化（野鳥写真家・西村眞一）

※いずれも午後1時30分～4時30分（1月30日のみ、午後1時30分～5時）

■時■内右表のとおり　■場荻窪地域区民センター（荻窪2-34-20) ほ
か　■師学びの案内人＝エンパブリック・高橋明子ほか　■対区内在
住・在勤・在学の方　■定20名（抽選)　■費一部実
費（保険料等)　■申 ■問電話・Eメール（9面記入例
〈右2次元コードからも申し込めます〉）で、8月
28日までに社会教育センター☎3317-6621　 
shakyo-c@city.suginami.lg.jp　■他託児あり（要予約
〈1歳～就学前〉）

荻窪荻窪
9月新規開講・受講者募集

農 福 連 携 農 園 区民ボランティアを区民ボランティアを区民ボランティアを区民ボランティアを
　区では、井草三丁目での農業と福祉の連携による農園の開園に向け、準備を進めていま
す。この農園で農作物の栽培作業やイベントの運営などのお手伝いを一緒にしていただける
区民ボランティアを募集します｡  

 ̶̶問い合わせは、産業振興センター都市農業係☎5347-9136へ｡

農福連携農園運営の取り組み
●障害者・高齢者などの生きがい創出や健康増進を図ります。
●若者などの就労支援を行います。
●幼児の食育・自然体験などを実施します。
●収穫物の提供を通じて、福祉施設などの運営支援を図ります。
●区民参加による農園運営を行います。

募集します募集します募集します募集します
  活動日時・活動場所等

●活動日時＝原則、月～金曜日午前9時30分～11時30分・午後2時
～4時（時間帯は変更になる可能性あり。イベントが休日の場合
は、休日に活動）
●活動場所＝農福連携農園（井草3-19）

  活動内容

●専門知識を持つ運営業者の指導を受けた上
　での農作業
●福祉施設などの団体利用者の農業体験補助
●農業体験イベントなどの補助

  応募資格

●区内在住・在勤・在学で平日に参加できる18歳以上の方
●事前講習会に参加できる方（9月中旬～下旬に実施予定)

  募集人数　　10名程度（抽選）

  応募方法

　申込書（産業振興センター都市農業係で配布。区ホームページから
も取り出せます）を、8月28日（必着）までに同係（〒167-0043上荻
1-2-1Daiwa荻窪タワー2階）へ郵送・持参。結果は郵送にて通知

  登録期間

　3年4月～4年3月末の1年間（2回まで更新可）。なお、10月～3年3
月は事前講習期間とし、当農園の運営に関する知識・技術を深めます

  その他

●ボランティア従事期間中（講習中を含む）は、区がボランティア保険
に加入
●登録した方には「農福連携農園ボランティア登録証」を発行

農福連携事業とは
　農福連携は、農業と福祉それぞれが抱える課題を共に
解決していくための取り組みです。
　区では、新鮮な農産物の供給にとどまらず、災害時の
防災空間、環境保全、体験・学習・交流などの多様な機
能を持つ貴重な都市農地の保全を図りながら、障害者な
どの社会参加の促進など、福祉分野で農地を活用してい
く取り組みを行うこととしました。

｢“新”荻窪はっけん伝」第1章
～今だからこそ
　　知ろう・つながろう・伝えよう

自分をふりかえり、社会とのつながりを見つける大人の放課後



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

イイベントベントひろばひろば
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シニア

9801）　他実施団体＝荻窪地域区民セ
ンター協議会
シニアのための
就業・起業・地域活動個別相談
時 8月19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 職 業 紹介士・橋詰 信子ほ
か　対区内在住･在勤でおおむね55歳
以上の方　申 問電話・ファクス・Ｅ
メール（記入例）で、ゆうゆう高円寺
南館☎ FAX5378-8179 takebouki_
suginami@tempo.ocn.ne.jp　他1
人45分程度
水素で動く次世代自動車
「H2なみすけ号」の体験乗車会
時8月22日㈯午後1時30分・2時・2時
30分・3時・3時30分（各回30分）　場
日通自動車学校（宮前5-15-1）　対区
内在住・在勤・在学の方（小学生以
下は保護者同伴）▶運転資格 普通自
動車運転免許を有する方　定各回4名

（申込順）　申電話で、8月21日正午ま
でに環境課環境活動推進係　他運転し
やすい服装・靴で参加。車での来場不
可。チャイルドシート3台あり。日通自
動車学校の無料バス利用可。参加者に
はなみすけグッズをプレゼント

講演・講座①
小児科医からのメッセージ�

　初めてのお子さんの病気への対応

催し
平和のためのポスターコンクール
作品募集
内「あなたが思う戦争のない平和な
世界」や「平和の大切さ・戦争の悲
惨さ」などを表す作品（1人1点。自
作・未発表のもの）▶大きさ A3判〜
B3判　対区内在住・在学の小学4年
生〜中学生　申9月11日（必着）まで
に▶区内在学生 各学校へ提出▶区外
学校生 作品の裏面右下に学校名、学
年、氏名（フリガナ）、電話番号、作
品に込めた思いなどコメントを書い
て、区民生活部管理課庶務係（区役
所西棟7階）へ郵送・持参　他入賞作
品の著作権は区に帰属し、学校名・学
年・氏名を公表の上、展示会やカレ
ンダー作成など
の平和推進事業
に使用。11月頃
に応募作品返却

（入賞作品は年
度末に返却）
荻窪の記憶3
南荻窪・宮前100年の歴史

　中央線の南に広がる南荻窪と宮前の
歴史をご案内します。
時8月23日㈰までの午前9時〜午後5時

（月曜日、第3木曜日〈祝日の場合は翌
日〉休館）　場 問郷土博物館分館（天
沼3-23-1天沼弁天池公園内☎5347-

や、上手な小児科へのかかり方などを
お話しします。
時 8月20日㈭午前10時〜11時30分　
場上井草保健センター（上井草3-8-
19）　師石川小児科医院院長・小口美
香　対区内在住・在勤・在学で1歳未
満（第1子）のお子さんの保護者　定
10組（申込順）　申 問電話で、同セン
ター☎3394-1212

時8月29日㈯午後2時30分〜5時　場
ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）
師NPO法人太陽光発電所ネットワー
ク・田中稔　対区内在住・在勤・在
学の方　定 50名（申込順）　申ファ
クス・Eメール（記入例）で、8月
20日までに杉並エネルギー会議・樋
口☎ FAX 3390-1025 ace_office@
machiyume.com　問同団体・樋口、
環境課環境活動推進係　他講演会後、
なんでも相談（設置相談を含む）を実
施▶実施 杉並エネルギー会議
声出し・脳トレ・ゆる体操
時9月9日㈬・23日㈬、10月14日㈬・
28日㈬、11月11日㈬・25日㈬午前10
時〜11時20分（計6回）　場高齢者活
動支援センター　師日本ゆる協会公
認ゆる体操正指導員中級・川合圭子　
対区内在住の60歳以上で自立して歩
くことができ、あおむけで寝られる
方　定15名（抽選）　費1500円　申

環境講演会「太陽光発電FIT期間満
了後の賢い選択」

往復はがき（記入例）で、8月9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　他動きやすい服
装で参加

時 9月17日㈭・28日㈪午前9時30分
〜11時30分（全2回要出席）　場杉並
子ども家庭支援センター（阿佐谷南
1-14-8）　師生涯学習開発財団認定
コーチ・高野まゆみ　対区内在住で小
学1〜4年生のお子さんの保護者　定
15名（申込順）　申 問電話で、杉並子
ども家庭支援センター☎5929-1901

（午前9時〜午後7時〈日曜日、祝日を
除く〉）　他筆記用具持参。お子さん
の同席不可
�産業振興センター都市農業係
◆農業公園「子どものための農業体験
教室（2020秋冬講座）」� こども
　土作りから秋冬野菜を栽培、調理し
て食べるところまでを体験します。
時 9月6日㈰・20日㈰、10月4日㈰・
18日㈰、11月1日㈰・15日㈰・23日
㈷、12月6日㈰午前10時〜正午（全8
回要出席）　対区内在住の小学3〜6年
生　定16名（抽選）　費5000円　申
往復はがき（記入例）に学校名・学
年・保護者氏名（フリガナ）も書いて、
8月13日（必
着）までに同
係　他説明会

（ 9月6日）は
保護者要出席。
結果は8月下旬
に通知
◆農業公園「テーブル菜園体験教室
（2020秋冬講座）」

　しゃがんで行う農作業が困難な方や
車椅子を使用している方を対象とした
秋冬野菜を育てる講座です。
時9月9日・16日・30日、10月14日・
28日、11月11日・25日／いずれも水
曜日、午前10時30分〜11時30分（計
7回。雨天中止）　対区内在住の方　
定10名（抽選）　費1000円　申往復
はがき（記入例）で、8月13日（必
着）までに同係　他結果は8月下旬に
通知

いずれも 
場成田西ふれあい農業公園（成田西
3-18-9）　問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☎5347-9136）

子どもの心を育てるコーチング「小
学校低・中学年」

こども 子育て

ゆうゆう館名 内容 日時

高円寺東館（高円寺南1-7-22
☎ FAX3315-1816）

大人のピラティス
～体幹を鍛え美しい姿勢に★

8月28日から毎月第4金曜日、午後1時30分〜2時30分　定12名
（申込順）　費1回500円

堀ノ内松ノ木館（松ノ木2-38-6
☎ FAX3315-7760）

「話す 書く 私の歴史」
自分の歩みをふり返る★

毎月第1水曜日、午後2時〜3時30分　定8名（申込順）　費1回
600円（別途材料費100円）

久我山館（久我山5-8-8
☎ FAX3332-2011） ダーツ初心者どなたでも講座 毎週火曜日、午後1時〜2時30分　師日本ダーツ協会　定15名

（申込順）　費1回700円（別途資料代700円）

上荻窪館（上荻3-16-6
☎ FAX3395-1667）

抗がん剤治療の患者さんへタオル帽子
を作ろう★ 9月1日から毎月第1火曜日、午前10時〜正午　定14名（申込順）

高円寺南館（高円寺南4-44-11
☎ FAX5378-8179）

シニアの仲間にパソコンを教えてみま
せんか？★

8月22日〜9月12日の毎週土曜日、午前10時〜正午（計4回）　定
10名（申込順）　費2000円

※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。★は長寿応援対象事業。

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。

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。

　新型コロナウイルスの感染状況によっては、本紙および過去
の「広報すぎなみ」掲載の催しや募集の内容等が中止または延
期になる場合があります。最新情報は、各問い合わせ先にご
確認いただくか、区ホームページをご覧ください。

【重要なお知らせ】

●体調不良時の利用自粛　　　●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保　　　　●室内の定期的な換気
●�大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

　区立施設・区事業を段階的に再開しています。利用者・参加者の皆さんも
下記の対策にご協力をお願いいたします。

●！�感染症防止対策
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講演・講座②
�就労支援センター
◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時 8月19日㈬午前10時〜11時30分　
対求職中の方
◆会社の調べ方をマスターしよう〜目
からウロコ企業研究のWebテクニック
時8月21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
◆ハローワーク職員が解説する「60歳
からの再就職」〜杉並の事例紹介
時 8月27日㈭午前10時〜11時30分　
対おおむね60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8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
�杉並障害者福祉会館
◆障害者のための「一日リトミック教
室」
　体の動きを音楽に結びつけてリズム
感覚を育てながら、珍しい楽器を鳴ら
してみましょう。
時9月20日㈰午前10時30分〜正午　師
音楽療法士・小方久美子、及川飛鳥　
定15名（抽選）　申往復はがき（9面記
入例）に障害の状況、在勤・在学の方
は勤務先・学校名、手話通訳を希望の
場合はその旨も書いて、8月20日（必
着）までに同会館運営協議会事務局
◆アロマ教室「折

おりはな

花ペーパーディフュー
ザーとアルコールハンドジェル」
時 9月27日㈰午前10時〜正午　師
AEAJ認定アロマテラピーインストラク
ター・大久保まりえ　定18名（抽選）　
費600円（材料費）　申往復はがき（9
面記入例）に障害の状況、在勤・在学
の方は勤務先・学校名、介助者名、手
話通訳をご希望の場合はその旨も書い
て、8月20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☎3332-6121）

スポーツ
競技大会
区民体育祭
◆ペタンク大会
時9月5日㈯午前9時〜午後4時（予備
日=6日㈰）　場桃井原っぱ公園（桃井
3-8-1）　対区内在住・在勤・在学の方　
定40名（先着順）　費300円　問区ペ
タンク連盟・髙部☎3396-8455
◆弓道（高校生）
時9月6日㈰午前9時〜午後5時　場上
井草スポーツセンター（上井草3-34-
1）　内種目 団体・個人の部　対区内
在住・在学の高校生　費300円　申往
復はがき（9面記入例）で、8月19日

（必着）までに区
弓道連盟・佐藤多
紀（〒168-0065
浜田山1-18 - 6 ）　
問 佐 藤 ☎ 0 9 0 -
1858-4240　他
弓道着着用
◆ソフトテニス〜秋季大会
時①9月6日㈰②13日㈰、午前9時〜午
後7時　場松ノ木運動場（松ノ木1-3-
22）　内種目 ①一般の部（男女別）
▶チャレンジの部 ベテラン（80歳以
上）、初中級者（年齢制限なし）、男女
混合（ミックスペアも可）②シニアの
部＝シニア50（50歳以上）、シニア60

（60歳以上）、シニア70（70歳以上）　
対区内在住・在勤・在学で中学生以上
の方（部活動所属の中高生、ジュニア
選手は除く）　費1組2000円　申はがき

（9面記入例）に種目も書いて、8月22日
（必着）までに区ソフトテニス連盟・毒
島智和（〒168-0071高井戸西1-5-38-
403）　問毒島☎090-4004-7987（午
後7時〜9時）
◆サッカー〜冬季大会
時9月27日〜12月13日の日曜日・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（高校生は除
く）▶シニア 区内在住・在勤で40歳
以上の男性　費1チーム1万円　申 問
電話で、8月19日までに区サッカー連
盟・大槻☎090-9833-5041（午前9時
〜午後10時）
◆バドミントン①小学生②団体
時①9月22日㈷②9月27日㈰＝男子
1・2部、女子1部A▶10月3日㈯＝女
子1部B〜D▶9日㈮＝女子2部／①午
前9時〜午後0時30分②午前9時〜午
後4時30分　場①高円寺体育館（高
円寺南2-36-31）②大宮前体育館

（南荻窪2-1-1）、上井草スポーツセ
ンター（上井草3-34-1）　 内種目
①単＝5年生・6年生（交流試合・講
習会）②複（1チーム3組交流試合）　
費①300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②1チーム5000円（高校
生4000円）　申申込書（区体育館で
配布）に振替受領書の写しを添えて、
①9月4日②9月10日（いずれも必着）
までに、区バドミントン連盟①山本正
枝（〒166-0003高円寺南2-20-35）
② 村 本 ひ ろ み

（〒168-0081宮
前4-8-6）へ郵
送 　 問 ① 山 本
☎090 -1124 -
6391② 村本 ☎
3332-4685
スポーツ教室
秋季ソフトテニス教室
時8月29日〜10月17日の毎週土曜日、
午後3時〜5時（予備日=10月24日。計
8回）　場松ノ木運動場（松ノ木1-3-
22）　師区ソフトテニス連盟　対区内
在住・在勤・在学で中学生以上の方　
定20名（申込順）　費3000円　申往
復はがき（9面記入例）に、性別・経
験年数も書いて、8月15日（必着）ま
でに区ソフトテニス連盟・福浦貴子

（〒167-0035善福寺4-5-6-209）　問福
浦☎090-5524-0971（午後7時〜9時）
太極拳講習会
時9月7日〜28日の毎週月曜日、午前9
時15分〜10時45分（計4回）　場妙正

寺体育館（清
水3-20-12）　
対区内在住・
在勤・在学の
方 　 定 2 0 名

（申込順）　申
往復はがき・ファクス・Eメール（9
面記入例）で、8月30日（必着）ま
でに区太極拳連盟・下川和久（〒167-
0051荻窪5-14-4-304 FAX3391-3515
yawaragiwushu@gmail.com）　問下
川☎3391-3515　他動きやすい服装
で、体育館履き持参
�スポーツハイツ
◆2020チャレンジフィットネス
時 内下記のとおり　費各1100円　申
電話で、8月31日までに同施設

クラス名 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15分〜2
時15分、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。予約制）

月・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・
水・金曜日午前10時
〜11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 。
予約制〈全2回
要出席〉）

火・金曜日午後1時30
分〜2時

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

◆ノルディック・ウオークで免疫力
アップ！
　善福寺川緑地等で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9月13日㈰午前10時30分〜11時45
分（雨天中止）　師全日本ノルディッ
ク・ウオーク連盟講師・健康運動指導
師　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
電話で、9月11日までに同施設　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
◆パパあつまれ、子育て応援運動講座
� 子育て
時 内9月22日㈷①午前10時〜11時＝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
〜未就学児②生
後6カ月〜3歳未
満のお子さんと
その保護者　定各20組（申込順）　費
各1100円（保険料含む。子育て応援
券利用可）　申電話で、同施設

いずれも 
場 問スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21☎
3316-9981）　他長寿応援対象事業

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

時内下表のとおり　場高齢者活動支援センター（高井戸東3-7-5）　対区内在住で60歳以上の方　定40名
（抽選）　申右2次元コードから申し込み。または往復はがき・ファクス（9面記入例）で、8月14日（必
着）までに杉の樹大学運営事務局（〒150-0036渋谷区南平台町4-8-508 FAX5784-0533）　問同事務局☎
6427-1085

2年度杉の樹大学中期講座内容一覧（全8回要出席）
日程 内　　　容

9月8日 チームづくりをはじめよう！
9月15日 善福寺川が紡ぐみんなの未来
9月29日 60代からの生きがい・キャリアデザイン〜「ちぇぶら体操」付き
10月6日 マスメディアも渇望する超地元情報とは
10月13日 持続可能なソーシャル・ビジネスのつくり方
10月20日 高円寺演芸まつり〜街とボランティアが支える「まつり」
10月27日 江戸時代の杉並区〜青梅街道沿道の村々
11月10日 杉並で私たちができること

※いずれも火曜日。午前10時～正午。

 中 期 受 講 生 募 集 
もっと広がる、もっとつながる、杉並ではじめる「学び」の暮らし。もっと広がる、もっとつながる、杉並ではじめる「学び」の暮らし。

2年度　杉の樹大学
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�荻窪体育館
◆タイ式ヨガ　ルーシーダットン秋
時9月1日〜10月27日の火曜日▶コース

午前9時30分〜10時20分・10時30分
〜11時20分・11時30分〜午後0時20
分（9月22日㈷を除く。各計8回）　師
亜紀　対区内在住・在勤・在学で15歳
以上の初心者（中学生を除く）　費各
4800円　申往復はがき（9面記入例）
で、8月11日（必着）までに同体育館
◆体幹エクササイズ秋
時 9月2日〜11月25日の水曜日▶コー
ス 午後6時〜6時50分・7時〜7時50
分・8時〜8時50分（第3水曜日を除く。
各計10回）　師佐々木達也　対区内在
住・在勤・在学で15歳以上の初心者

（中学生を除く）　費各6000円　申往
復はがき（９面記入例）で、8月11日

（必着）までに同体育館
◆①はじめてバレエ秋②かろやかバレ
エ秋③しなやかバレエ秋
時9月3日〜10月22日の毎週木曜日▶
コース ①午前9時〜10時20分②10時
30分〜11時50分③正午〜午後1時20分

（各計8回）　師内村なつみ　対区内在
住・在勤・在学の15歳以上の女性（中
学生を除く）で①初心・入門者②はじ
めてバレエ経験者で初級者③はじめて・
かろやかバレエ経験者で中級者　費各
8400円　申往復はがき（9面記入例）
で、8月12日（必着）までに同体育館
◆ヨガ〜体幹を強くするヨガ
時9月4日〜10月23日の毎週金曜日▶
コース 午前9時30分〜10時20分・10
時30分〜11時20分・11時30分〜午後
0時20分（各計8回）　師ume　対区
内在住・在勤・在学で15歳以上の初心
者（中学生を除く）　費各4800円　申
往復はがき（9面記入例）で、8月14日

（必着）までに同体育館
◆ピラティスナイト秋
時9月7日〜10月26日の毎週月曜日▶
コース 午後6時30分〜7時20分・7時
20分〜8時10分・8時10分〜9時 （各計
8回）　師小澤純子　対区内在住・在

勤・在学で15歳以上の初心者（中学生
を除く）　費各4800円　申往復はがき

（９面記入例）で、8月12日（必着）ま
でに同体育館

いずれも 
場 問荻窪体育館（〒167-0051荻窪
3-47-2☎3220-3381）　定各10名（抽選）　
他各教室1人1コースのみ申し込み可
�下高井戸運動場
◆かけっこクリニックⅡ� こども
時9月16日〜11月4日の毎週水曜日①
午後3時30分〜4時15分②4時20分〜
5時5分③5時15分〜6時④6時5分〜6
時50分（各計8回。予備日=11月11日・
18日）　師渡邉高博ほか　対区内在
住・在学の小学①1年生②2年生③④
3〜6年生（3年生以下は保護者同伴）　
定各25名（抽選）　費各8000円　申
往復はがき（9面記入例）で、8月15日

（必着）までに同運動場
◆元Jリーガーが教える　サッカークリ
ニックⅡ� こども
時9月16日〜11月4日の毎週水曜日①午
後4時〜5時30分②5時30分〜7時（各
計8回。予備日=11月11日・18日）　師
JOIN代表小針清允ほか　対区内在住・
在学の小学生　定各20名（抽選）　費
各8000円　申往復はがき（9面記入例）
で、8月17日（必着）までに同運動場

いずれも 
場 問下高井戸運動場（〒168-0073下
高井戸3-26-1☎5374-6191）
�高円寺体育館
◆シニアセルフケア体操Ⅱ
時9月1日〜10月27日の火曜日、午後1
時15分〜2時45分（9月22日㈷を除く。
計8回）　師HIKARU　対区内在住・在
勤でおおむね50歳以上で医師からの運
動制限がない方　定8名（抽選）　費
6400円　申往復はがき（9面記入例）
で、8月11日（必着）までに同体育館
◆踊ってみよう！阿波踊り教室
時9月2日〜10月14日の水曜日、午後7
時15分〜8時45分（9月9日を除く。計
6回）　師杉谷ゆき絵　対区内在住・在

�催し
朗読動画絵本配信　「ちいちゃんのか
げおくり」（8月31日㈪まで）と「ラン
ドセルをしょったじぞうさん」を朗読
動画絵本としてYouTube「杉並区公式
チャンネル」で配信中／問スイミー事
務局・長谷川☎5934-7659
座の市　8月15日㈯午前11時〜午後5時

（売り切れ次第終了）／座・高円寺／杉
並で採れた野菜や区交流自治体の物産
品の販売ほか／問座・高円寺☎3223-
7500
�講演・講座
子育て学級（幼児クラス）　8月25日
㈫午後2時〜4時／東京衛生アドベン
チスト病院（天沼3丁目）／同病院小
児科医師・保田典子／10名（申込順）
／2200円／申 問電話で、東京衛生ア
ドベンチスト病院健康教育科☎3392-
6151
初心者のための健康マージャン教室
　9月1日〜3年2月16日の火曜日（1月

5日を除く）①午前10時〜午後1時②1
時30分〜4時30分（各計24回）／麻雀
クラブ「東京」（高円寺南1丁目）／日
本健康麻

マージャン

将協会認定レッスンプロ／区
内在住のおおむね55歳以上のマージャ
ン初心者／各12名（抽選）／1回1500
円（初回のみ別途テキスト代1000円）
／申往復はがき（９面記入例）で、8
月15日（必着）までに日本健康麻将協
会杉並統括支部・白壁ひろ子（〒167-
0052南荻窪2-6-14-108）／問白壁☎
090-8620-9425
初級簿記講座　9月2日〜10月21日の
毎週水曜日、午前9時30分〜正午（計
8回）／産業商工会館／東京税理士会
杉並支部所属税理士／区内在住・在勤
の方／20名（申込順）／1万5000円／
申 問電話で、8月27日までに杉並法人
会☎3312-0912
河北医療財団　河北健康教室
◆ピロリ菌と胃炎と胃がんについて
　9月1日㈫午後1時〜2時／河北総合
病院（阿佐谷北1丁目）／同病院消化
器内視鏡診断・治療部部長　山下浩子
／30名（申込順）
◆CKD（慢性腎臓病）の発見、予防、
治療、食事を学ぼう　9月4日㈮午後

1時30分〜3時10分／河北総合病院
（阿佐谷北1丁目）／同病院腎臓内科
医 師 ・ 銭 谷 慕 子 ほ か ／ 3 0 名 （ 申 込
順）
◆乳がんの最新の診断と治療　9月12
日㈯午前11時〜正午／河北総合病院

（阿佐谷北1丁目）／同病院乳腺外科
部長・安田秀光／30名（申込順）
◆疾病予防・健康増進のための予防リ
ハビリ　9月29日㈫午後2時〜4時／河
北総合病院（阿佐谷北1丁目）／河北
リハビリテーション病院院長・宮村紘
平ほか／30名（申込順）

いずれも 
申 問 電 話 で 、 河 北 医 療 財 団 広 報 ☎
3339-5724（平日午前9時〜午後5時

〈祝日を除く〉）
�その他
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 洋 服 の お 直
し　月〜金曜日午前10時〜午後4時

（祝日を除く）／①ズボン裾丈直し②
スカートウエスト直しほか／①1000
円〜②2200円〜ほか／申直接、シル
バー人材センターしろがね工房（阿
佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷ビル7
階）へ持ち込み／問同工房☎5378-
8028

税金なんでも相談会　8月7日㈮午後1
時〜4時・26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〉）／1人45分程度
東京税理士会杉並支部
◆税金なんでも相談会　8月11日㈫午
前10時〜正午、午後1時〜4時／同支
部（阿佐谷南3丁目）
◆税理士による相続税無料相談会　8
月22日㈯午前9時30分〜午後1時／同
支部（阿佐谷南3丁目）

いずれも 
申問電話で、前日までに同支部☎3391-
1028／1人40分程度
シルバー人材センターリサイクル自転
車の販売　8月17日㈪〜19日㈬午前11
時〜午後4時／リサイクル自転車作業
所（永福2丁目）／販売価格 6800円
〜／17日のみ往復はがき（9面記入例）
で8月6日（必着）までに同センター

（〒166-0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿
佐ケ谷ビル6階）／問リサイクル自転
車作業所☎3327-2287（土・日曜日、
祝日を除く）

勤・在学で15歳以上の方（中学生を除
く）　定8名（抽選）　費 4800円　申
往復はがき（9面記入例）で、8月11日

（必着）までに同体育館
◆背骨コンディショニングⅢ
時 9月7日〜10月26日の毎週月曜日、
午後7時15分〜8時45分（計8回）　師
小林伸江　対区内在住・在勤・在学で
15歳以上の方（中学生を除く）　定8名

（抽選）　費6400円　申往復はがき（9
面記入例）で、8月11日（必着）まで
に同体育館

栄養・健康ミニ講座
　健康を維持し、毎日を生き生きと過ごすために、今すぐ生活で生かせるヒ
ントを学びにきませんか。
対区内在住・在勤・在学の方　申問電話で、各センター

講座内容 場　所 日程
高血圧の予防は、まず減塩
から！
〜無理なく、おいしく食べる
コツ

荻窪保健センター
（荻窪5-20-1☎3391-0015） 8月14日㈮

高井戸保健センター
（高井戸東3-20-3☎3334-4304） 9月3日㈭

おいしい食事で糖尿病の怖
い合併症を防ごう！
〜野菜たっぷり料理で、体
重や血糖値をコントロール！

高円寺保健センター
（高円寺南3-24-15☎3311-0116） 9月15日㈫

※いずれも午前10時〜10時45分。

※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。

　区内の小中学校で今人気の給食レシピを大公開！ 現場の栄養
教諭と調理師が自宅でつくるこつもご紹介します。

8月1日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

大人気！杉並区の給食をおうちで再現してみよう！

・ YouTube杉並区公式
チャンネル

・  J:COM東京 地上デジ
タル11ch　（午前9時、
午後8時から毎日放送）

視聴方法

管理栄養士による

◆いきいきスポーツ教室Ⅰ
時9月11日〜11月27日の毎週金曜日、
午前9時〜10時50分 （計12回）　師戸
井田ノリシゲ、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45名（抽選）　費6600円　申
往復はがき（9面記入例）で、8月14 
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）　他車・バ
イクでの来館不可
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お知らせ 高齢や体が不自由などさまざまな事情で、「広報すぎなみ」の入手が困難な方には配送します。申し込みは広報課へ。

世帯と人口
 (住民基本台帳) 
7月1日現在( )は前月比

世
帯
数

日本人のみの世帯 合　計
外国人のみの世帯
日本人と外国人の世帯

人 

口(

人)

合　計
日本人
外国人

男 女 小　計

　｢フェアリーテイル」のストーリーやキャラクターをパネル展示などで紹介しています。

■時 8月30日㈰まで、午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで。30日は午後4時閉館。月曜日〈祝日の場
合は翌平日〉休館)　■場 同施設（上荻3-29-5）

アニメ フェアリーテイル展

　プレーパーク（冒険遊び場）は、自分の責任で自由にやりたい
遊びを、思い切り遊ぶことができます。ロープ遊具・泥遊び・木工作・水遊び・たき火など、
普段の公園ではできない遊びができます。

■時 ①8月2日㈰・29日㈯②12日㈬・22日㈯・23日㈰／いずれも午前10時～午後4時　■場 ①井草森公園
(井草4-12-1）②柏の宮公園（浜田山2-5-1)　■他 未就学児は保護者同伴

スタンプラリー
　会場内の記念スタ

ンプを全

て集めて、企画展
開催記念

カードを手に入れよ
う！

問い合わせは 東京工芸大学　杉並アニメーションミュージアム☎3396-1510

問い合わせは 座・高円寺☎3223-7500

問い合わせは 児童青少年課☎3393-4760

問い合わせは 学校支援課学校開放担当☎5307-0764

学校名 開放期間
8月3日㈪～10日㈷
8月13日㈭～20日㈭

桃井第二小学校・桃井第五小学校・方南小学校
馬橋小学校・杉並和泉学園・阿佐ケ谷中学校

区立学校の
プール開放

※いずれも午前9時30分～正午、午後1時30分～4時の入れ替え制。各回定員40名程度（先着順)。
※阿佐ケ谷中学校のみ、午後5時30分～8時30分も開放。

劇場へいこう！  ｢フランドン農学校の豚
～注文の多いオマケ付き」

　宮沢賢治のふたつの「食」に関わるお話からできた、
｢命の大切さ」について考えさせられる作品です。

■時 8月28日㈮～9月13日㈰　■場 同施設（高円寺北2-1-2)　■費 3000円。16・17歳の方
は2000円　■申 座・高円寺チケットボックスで、前売りのみ取り扱い（午前10時～午
後7時、月曜日を除く)　■他 子育て応援券利用可

子どもプレーパーク（冒険遊び場）

 313,630(  47減)
 11,713(167減)
 2,659(     5減)

576,652
(223減)

268,014(    9減)
8,688(107減)

559,172(   32減)
 17,480(191減)

291,158(  23減)
8,792(  84減)

328,002
(219減)

すぎなみの8月は楽しいことがいっぱい！  いろいろな体験をしに出掛けよう！

アニメ

観 劇

遊 び

プール

©真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京

ワークショップ
　実際にアニメで使用された動画見本をトレースしてコマ撮りアニメーションを制作してみよう！■時 8月23日㈰まで、平日午後1時から（土・日曜日、祝日は午前11時から、最終受け付けは午後4時)

参加無料

入場無料

中学生以下は
無料(電話で、要予約）

無料
(直接会場へ）

みんなが描いたフェアリーテイルのキャラクターが
動きだすぞ！
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