




 保険・年金
年金生活者支援給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額
やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せして支給される制度
です。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは
原則不要です。
　今年度、新たにこの制度の対象となり得る方には、
10月中旬以降、日本年金機構から請求書が送付され
ますので、必要事項を記入の上、同機構へ返送してく
ださい。指定された期日までに請求し、要件に該当す
ると、8月分から支給されます。
問ねんきんダイヤル☎ 0570-05-1165（050で始まる
電話からは☎ 6700-1165）

 生活・環境
（仮称）荻外荘公園の都市計画に関する説明会

　区取得予定地（荻窪2-42-12）を（仮称）荻外荘公
園の一部として拡張するにあたり、都市計画に関する
説明会を開催します。
時 10月27日㈫午後7時　場荻窪地域区民センター
（荻窪2-34-20）　申問電話で、10月26日までにみどり
公園課公園企画係　他車での来場不可

堀ノ内2・3丁目で道路の調査を行います

　区では狭あい道路の拡幅整備を推進するため、堀
ノ内2・3丁目で未後退の2項道路（※）の現地調査を
実施します。調査は、身分証を携帯した委託事業者
が道路上にて道路幅の計測等を行います。

※ 建築基準法第42条2項で指定された道路で、幅員
4ｍ未満の道路。

問狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係

 健康・福祉
障害者手帳カード形式の導入について

　障害者手帳はこれまで紙形式のものでしたが、ご
希望によりカード形式の障害者手帳を交付できるよう
になりました。対象は、①身体障害者手帳・愛の手帳
（東京都療育手帳）②精神障害者保健福祉手帳（新規
または更新時の切り替えのみ）です。
問①各福祉事務所（荻窪☎ 3398-9104／高円寺☎ 
5306-2611／高井戸☎ 3332-7221）②各保健セン
ター（荻窪☎ 3391-0015／高井戸☎ 3334-4304／
高円寺☎ 3311-0116／上井草☎ 3394-1212／和泉☎ 
3313-9331）

 採用情報　※応募書類は返却しません。
 区以外の求人 
地域包括支援センターケア24阿佐谷・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（実働7時間30
分。いずれも交代制。祝日を除く）▶勤務場所＝ケ
ア24阿佐谷（阿佐谷北1-3-12）、ケア24松ノ木（松
ノ木3-3-4）▶資格＝保健師、看護師、社会福祉士、
介護支援専門員（主任介護支援専門員取得者優先）
のいずれか▶募集人数＝1名▶報酬＝当運営法人規定
による　申履歴書に職務経歴書・資格証の写しを添
えて、河北医療財団経営企画課（〒166-8588阿佐
谷北1-7-3）へ郵送　問同課☎ 5327-6226（月～土

曜日、午前9時～午後5時）　他書類選考後に面接を
実施

 施設情報
ゆうゆう荻窪館の臨時休館のお知らせ

　空調設備交換のため、10月29日㈭～31日㈯は臨時
休館します。
問ゆうゆう荻窪館☎ 3335-1716、高齢者施策課施設
担当

区からのお知らせ
　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

●！ 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。

保健センター名 子育て相談 母親学級 離乳食講習会 乳幼児歯科相談 栄養・食生活相談 ものわすれ相談 心の健康相談

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015
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※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ども家庭部管理課母子保健係（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 いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。

　区内で地域清掃活動を行う団体・個人の
活動を支援するため、ごみ袋（20枚程度。
原則年１回）の提供、火バサミの貸し出し
を行っています。

受付場所　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）
受付時間　月～金曜日午前9時～午後5
時（祝日、年末年始は除く）
申し込み　「地域清掃活動」計画書（各
受付場所で配布。区ホームページからも
取り出せます）を受付場所へ持参
問い合わせ　環境課庶務係

地域清掃活動で
まちを美しく
しませんか

No.2288　令和2年（2020年）10月15日 

凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



※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。

　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

　納期限までに金融機関、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。モバイルバンキングを
利用できる方は、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、11月2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。

問納税課管理係☎ 5307-0637

　口座振替依頼書を提出いただくか、キャッシュカードで申し込みができる
「ペイジー口座振替受

うけ

付
つけ

サービス」もあります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、納め忘れがなく、
対面での納付にならない口座振替をお勧めしています

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等の収入に相当
の減少があった方は、1年間、住民税の徴収猶予（納期の延長）
を受けられる場合があります。
　法令改正により、納期限が3年2月1日までの住民税（第4期分）
も対象となりました。詳細は、区ホームページ（右2次元コード）
をご覧の上、事前に電話でお問い合わせください。

医療機関案内・急病相談
機関 平日 土・日曜日、祝日 備考

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

相談員に
よる対応

東京都医療機関・
薬局案内サービス

（ひまわり・t-薬局いんふぉ）
☎5272-0303

24時間受け付け
コンピュー
ターでの
自動応答

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
相談医療
チームに
よる対応

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！　
※未成年者の受診は、原則保護者等が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。
※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。

保育施設入所（一次）の
申し込みについて
（認可保育所等、区立子供園〈長時間保育〉）

受け付け
　コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送で
の受け付けとなります。
送付先＝保育課保育相談係
締め切り＝11月10日（必着）
※簡易書留・レターパックなど発着記録が残る方法で送付してください。
　郵送での提出が間に合わない場合、以下の窓口でも受け付けます。
 ● 窓口＝子どもセンター（荻窪☎ 5347-2081／高井戸☎ 5941-3839／
高円寺☎ 3312-2811／上井草☎ 3399-1131／和泉☎ 3312-3671）
　締め切り＝11月13日午後5時まで（要予約）
●区役所提出専用窓口
　設置期間＝11月6日～14日午前8時30分～午後5時
　（日曜日を除く。土曜日は午前9時から）

その他
　「令和3年度保育施設利用のご案内」（申込書）の配布場所・募集予
定人数などの詳細は、区ホームページをご覧ください。

問保育課保育相談係☎ 5307-0657

3年4月
入園

7・8月のご寄附（敬省略・順不同）

寄附顕彰（東京杉並ロータリークラブ）の様子

▲

ご寄附ありがとうございました

特別区民税・都民税（普通徴収分）
第3期分の納期限は11月2日㈪です

　回答がお済みでない方は、インターネットまたは郵送でご回答
をお願いします。
調査全般に関するお問い合わせ
総務省国勢調査コールセンター☎ 0570-07-2020
（IP電話からは☎ 6636-9607。10月31日まで。午前8時～午後9時）
問区民生活部管理課統計係☎5307-0621

国勢調査の回答は10月20日㈫まで
受け付けしています

【社会福祉基金】　鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計＝27万7500円
【みどりの基金】　みどりの保全＝成田西ふれあい農業公園来場者有志7・8月分＝
24万7830円▶JA東京中央ファーマーズマーケット荻窪▶杉並第一小学校令和元年
度6年生56＋スマイルカンパニー▶杉並第一小学校令和元年度杉一5かがやきカン
パニー▶鈴木和博／（仮称）荻外荘公園などの整備＝若井幸子＝1万円▶武田幸雄
▶峯岸誠▶佐藤淳／匿名および氏名のみ公表分計＝14万円
【NPO支援基金】　越田美砂子=1万円▶鈴木和博▶匿名および氏名のみ公表分計＝
2万7500円
【次世代育成基金】　立正佼成会杉並教会＝10万3150円▶チャリティー杉並明るい
みんなの会＝3万5000円▶方南銀座商店街振興組合＝1万2770円▶丸市豊也＝30万
円▶薗部知昭＝10万円▶大原俊＝2万円▶竹中啓子＝1万円▶鈴木和博▶小谷勝博▶
今村冨美枝▶井出紀子▶小竹秀雄／匿名および氏名のみ公表分計＝31万4500円
【日本フィル被災地支援活動】　清水照子＝1万円▶今村冨美枝▶小林稔
【杉並区応援寄附金】　明治安田生命保険相互会社武蔵野支社阿佐谷営業所=46万
9100円▶畠中君代＝30万円▶渡辺信秀＝5万円／匿名分計＝32万円
【新型コロナウイルス感染症対策寄附金】　東京杉並ロータリークラブ＝100万円
▶野崎一郎＝10万円▶平松貴志＝5万円▶上田潤＝3万円▶斎藤純一＝3万円▶今
村光延＝2万円▶秋澤博之=1万2000円▶竹中啓子＝1万円▶辻田文也▶松島工司
▶河野美佐子▶佐野光男▶宮下永▶宮下千恵子▶佐藤淳▶佐藤克徳▶柏木健三郎
▶林正紀▶本橋総一郎▶五十嵐衛▶立岡明日香▶柳珠緒▶柳貴子▶柳泰世▶柳恒
世▶柳悠世▶山田芳恵▶佐野太南▶眞崎芳江▶田中弘美▶富安弘毅▶黒沢光伸▶
西山雅俊／匿名および氏名のみ公表分計＝712万2070円

令和2年（2020年）10月15日　No.2288

審議会等のお知らせ 都市計画審議会
時10月29日㈭午前10時～正午　場区役所第3・4委員会室（中棟5階）　内
東京都市計画生産緑地地区の変更について（案）［杉並区決定］、特定生
産緑地の指定について、地形地物の変更等に基づく用途地域等の変更につ
いて、上井草駅周辺の駅前広場計画等に関する都市計画案について　問都
市整備部管理課



※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

時下表のとおり　場杉並公会堂（上荻1-23-15）　対区内在住で平成12年4月2日～13年4月1日生まれ
の方（該当する方へ12月上旬に案内状を発送予定）　問児童青少年課青少年係☎ 3393-4760

　2年度の成人式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4回に分けて実施します。

　養育家庭（里親）制度は、さまざま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
預かりいただけることが理想です。全小学校区に養育家庭の登録
ができるよう、ご協力をお願いします。

内右表のとおり　申協賛申込書（スポーツ振興課〈区役所東棟6階〉で配布。区
ホームページからも取り出せます）を、杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員
会事務局（同課内）FAX5307-0693 sp-sinko@city.suginami.lg.jpへ郵送・ファ
クス・Eメール

開始予定時間 午前9時 午前11時30分

住所
（町名・丁目）

荻窪、久我山、松庵、高井戸西、西荻北、西荻南、南荻窪、宮前の全
域、上荻（4丁目4～10・26～30番）、善福寺（1丁目1～23番、2丁目
1～20・22・23番）、上高井戸（1・2丁目全域）、高井戸東（4丁目3
～21番）

天沼、井草、今川、上井草、下井草、清水、本天沼、桃井の全域、阿佐谷
北（3丁目5～7・11～43番、4丁目2～12・18～28番、6丁目14～25・27～
33番）、上荻（1～3丁目全域、4丁目1～3・11～25番）、善福寺（1丁目24
～34番、2丁目21・24～39番、3・4丁目全域）

中学校区 荻窪、松溪、神明、西宮、富士見丘、宮前 天沼、井荻、井草、中瀬、東原

開始予定時間 午後2時 午後4時30分

住所
（町名・丁目）

阿佐谷南、大宮、高円寺北、成田西、成田東、松ノ木の全域、阿佐谷北
（1・2丁目全域、3丁目1～4・8～10番、4丁目1・13～17・29・30番、
5丁目全域、6丁目1～13・26・34～49番）、和泉（3丁目5・6・11～
16・23～63番、4丁目16・17・46番）、梅里（2丁目全域）、永福（4丁
目全域）、高円寺南（2～4丁目全域）、堀ノ内（1丁目8～27番、2丁目
5・18～21・32～41番、3丁目4～48番）

下高井戸、浜田山、方南、和田の全域、上高井戸（3丁目全域）、高井戸
東（1～3丁目全域、4丁目1・2・22～28番）、和泉（1・2丁目全域、3丁
目1～4・7～10・17～22番、4丁目1～15・18～45・47～51番）、梅里
（1丁目全域）、永福（1～3丁目全域）、高円寺南（1・5丁目全域）、堀ノ
内（1丁目1～7番、2丁目1～4・6～17・22～31番、3丁目1～3・49～52
番）

中学校区 阿佐ケ谷、大宮、高円寺、杉森、東田、松ノ木 和泉、高南、向陽、泉南、高井戸、和田

協賛内容 金額 申込締め切り日（必着）

プログラム広告 2～15万円

10月26日

参加賞広告 10万円

スタッフジャンパー広告 7万円

選手ゼッケン広告 20万円

スタッフ軍手広告 5万円

運営協賛金 1口1万円 11月9日

―――問い合わせは、杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員会事務局
（スポーツ振興課内）☎ 5307-0765へ。

　杉並区中学校対抗駅伝大会2020実行委員会では、大会を応援していただける
協賛者を募集します。　
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて、選手・大会関係者等の安全
を第一に考えた今大会をぜひご支援ください。

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。

「成人祝賀のつどい」を開催します2年度

懸命に走る中学生を応援
しよう！

　より多くの方にこ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28日㈯午後2時～4時　場ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　定
30名（申込順）　申 問電話で、杉並子ども家庭支援センター（午前9時～
午後7時。日曜日、祝日を除く）。または東京都杉並児童相談所☎ 5370-
6001（午前9時～午後5時。土・日曜日、祝日を除く）　他2歳～就学前の
託児あり（3名程度〈申込順〉。電話で、同センター）

養育家庭体験発表会

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へお問い合わせください。

3年1月11日●祝

杉並区中学校対抗
駅伝大会2020協賛者募集

※開場時間は各開始予定時間の30分前。
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※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

　平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、登校中
の小学生が倒壊したブロック塀の下敷きになり死亡する事
故が起こりました。
　区では同様の事故が起こることのないよう、ブロック塀
の撤去や新設に係る助成を行っています。

―――問い合わせは、市街地整備課耐震改修担当へ。

　放置自転車のない安全で住みやすい街をつくるために、ご協力をお願いします。
―――問い合わせは、土木管理課自転車対策係☎ 5307-0735へ。

◆ブロック塀等改修工事費助成
　幅員4ｍ以上の道路に面し、区が危険と判断したブロック塀等の撤去・新設に係る費
用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。
助成期間＝7年3月31日まで ◆狭あい道路拡幅整備事業

　 　狭あい道路の拡幅整備に合わせた塀の撤去や設置に
係る費用の一部を助成します。
　問狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係

◆接道部緑化助成
　 　道路沿いに生け垣等の緑化を行う場合、緑化部分の
既存ブロック塀などの撤去も含め、費用を助成します。
　問みどり公園課みどりの事業係

ブロック塀等の改修に関連するその他の助成制度

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、歩行者や他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、救援救助の活動を遅滞、妨害することになります。さらに、
街の美観も損ねます。

放置自転車の撤去等について
　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
場合は警告後に撤去します。
　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
　通勤、通学、買い物などで自転車を利用して駅周辺に来たときは、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。平成31
年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。その他、管理
費やバイク駐車場建設費への補助金もあります。

放置ゼロ キレイな街で おもてなし
駅前放置自転車クリーンキャンペーン

ブロック塀等安全対策支援事業を
実施しています

▲助成対象となったブロック塀 ▲既存ブロック塀を全て撤去し、軽量フェンスに改修

▲外観の様子

▲ホール内の舞台

▲ホール内の座席

改修前 改修後

　老朽化による大規模な改修工事を終え、11月1日㈰から開館し
ます。施設の利用は、これまでどおり「さざんかねっと」（右2
次元コード）等で受け付けています。

―――問い合わせは、地域課地域施設計画調整担当へ。

● 利便性・快適性の向上
　2階にあった受付を1階に移動し、ホール内の座席の幅を広げるなど
レイアウトの変更を行いました。
● 防災機能の強化
 　災害発生時の地域の救援活動の拠点施設として、防災用発電機を
設置し停電に備えるとともに、非常用コンセントの電源を確保する
などしました。

主な変更点

勤労福祉会館・
西荻地域区民センターが
リニューアルオープンします

10月22日木～31日土

地震に備える！

（桃井4-3-2）

11月1日㈰、装いも
新たに

令和2年（2020年）10月15日　No.2288
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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7日土 午前10時～午後3時 8日日 午前10時～午後2時30分

　今年度は、恒例のイベントを一部中止・縮小しながら、新型コロナウ
イルス感染症の対策に従事された医療・福祉等従事者に対し、感謝の気
持ちを表す機会として開催します。

～みんなの「ありがとう」を届けよう

―――問い合わせは、文化・交流課すぎなみフェスタ担当へ。

すぎなみパン祭り&
すぎなみスイーツフェア　

7日土・8日日午前10時30分～午後4時30分

クレヨンしんちゃん　クイズラリー

　区内のパン屋さん・和菓子屋さん16店舗が
出店します。
問杉並産業振興運営協会☎ 3393-1501　他主
催＝同協会

　杉並の産業の歴史や区
内の特徴ある事業所など
を紹介。お子さんが楽し
める遊具・ユニークな製
品の展示、すぎなみ産業
フェアならではの商品販
売や冊子「すぎなみ産」
の配布も行います。
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

杉並区農業祭
～杉並産の野菜・お花をもっと

知りたいと思ったら！
　野菜、草花、植木の即売会や寄せ植え
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
　出品物の観覧は7日㈯午後2時30分から、
販売は8日㈰午前10時30分から行います。
●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7日㈯午後2時10分・2時40分　定各回
10名（先着順）　費各500円
●「宝船」・「花のオブジェ」展示
※宝分けは行いません。

いずれも
問産業振興センター都市農業係☎ 5347-
9136

インド ウズベキスタン バングラデシュ イタリア

イラン イスラエル パキスタン 韓国 パラグアイ

ラム肉の煮込み
（イラン）

ハーブチキン
（イタリア）

ファラフェル
（イスラエル）

マトンのチーズ焼き
（パキスタン）

台湾

　今年のすぎなみフェスタでは、世界の料理や文化を楽しめる
「ワールドフェア」を開催！  区内でオリンピックの事前キャンプを行
うイタリア・ウズベキスタン・パキスタンをはじめ10ケ国が一堂に
会し、料理や舞踊、雑貨展示を行います

事前予約制 各回30組

日時

7日
午前11時30分
午後1時30分
午後3時30分

8日
午後0時30分
午後2時30分

7日
午後0時30分
午後2時30分

8日
午前11時30分
午後1時30分
午後3時30分

　しんちゃんのクイズラリーが登
場！　杉並会館と桃井原っぱ公園
で間違い探しやシルエットクイズ
などにチャレンジしよう！！
※ 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）。

●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他にも楽しいイベントが盛りだくさん！

応募期間　11月6日午後5時
まで。予約方法は、右2次
元コードからチェック！ 

対小学生以下　費100円　他混雑時は
人数制限あり。保護者は見学のみ

小千谷市
「巨大段ボール迷路」

桃井第一小学校

杉並会館

　400mL献血にご協力
いただいた方には、トミ
カ「ボンネット献血バ
ス」をプレゼント！！ 非売品

杉並発で、誰でも楽しめる初の競技！
「オリパラソル」体験
　「オリパラソル」、それは「オリパラ」と「パラソル
（傘）」と「オリジナル」を掛け合わせた言葉です。透明
なビニール傘に絵を描き「かるた」に見立て、腰かけた状
態でお手玉を投げ、入れば成功です。参加者には、記念
品のプレゼントも！  
主催＝杉並区オリパラ懇談会「こ
ども」チーム、すぎなみkarutaプ
ロジェクト

日本赤十字社献血活動に
ご協力をお願いします

F

すぎなみ産業フェア G M E

H

I -3・4

日本フィルハーモニー交響楽団×スタードーム サンクスコンサート

感謝のメッセージを届けよう！

　新型コロナウイルス感染症対策に携
わった方々に感謝のメッセージを送り
ませんか？　メッセージはスタードーム
に掲示し、サンクスコンサートでライト
アップします。
　メッセージを書いてくださった方には、
交流自治体の特産物が当たる抽選券をプ
レゼントします。
時7日㈯午前10時～午後3時　定 200名
（先着順）

200名をご招待します！
メイン
ステージ

　日本フィルハーモニー交響楽団協力の
もと、新型コロナウイルス感染症対策に携
わった医療・福祉等従事者の皆さんを、ス
タードームが彩るサンクスコンサートに招待
します。
※招待客以外の方は立ち見となります。開
演30分前には、オリパラを盛り上げるマス
コットとの写真撮影会を開催します。
時7日㈯午後6時～6時30分（雨天中止）　
対医療従事者、スーパー・コンビニ・薬
局店員、介護福祉士・保育士、行政系職
員、バス・電車運転士、郵便配達員・ト
ラック運転手、ごみ収集員ほか（対象者
1名につき4名まで応募可）　
定 200名（抽選）　申 10月
25日までに右2次元コードか
ら申し込み

I -1

C -21

非売品

レッツチャレンジ！クリケット！！
　クリケットを知らない人、やったことのない人も大集合！　クリケッ
トはルールが野球に近いスポーツで、世界第2位の競技人口を誇り、
2028年ロス五輪から正式種目になる予定で
す。バッティング体験、ミニゲーム体験等を
お楽しみください。
主催＝杉並区オリパラ懇談会「スポーツ」
チーム、日本クリケット協会

空手連続突きチャレンジ企画
～10秒間で何回パンチできるかな？

I -2

　東京2020オリンピック競技大会から新たに追加された「空手」
を体験できるブースです。ミットに向かって空手突きをし、その回
数を競いましょう！　参加者には賞状と記念
品をプレゼント。
　また、7日にはALSOK空手道部コーチ・三
苫雄大さんによるステージショーも行います。
協力＝綜合警備保障城西支社（ALSOK）

いずれも
問産業振興センター観光係☎5347-9184　他詳細は、中央線あるあるプロジェクトHP
https://www.chuosen-rr.com/animesubcul/（右2次元コード）▶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

ゴールでは
ステキな景品も

！
ステキな景品も

！

8日日のみ

会場限定
献血記念品あります

感染症防止対策にご協力ください。

桃井原っぱ公園会場マップ

おうちでアニメフェス！！

　「すぎなみフェスタ」と「アニメ・
マンガフェス」の様子を一部「生配
信」します！
※ 配信日や配信時間は、
右2次元コードから
チェック！！
動画配信はこちらから！

クレヨンしんちゃん
野原しんのすけ役
小林由美子

〈ゲスト声優〉

クレヨンしんちゃん　
映画上映会

各回40名

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・
　テレビ朝日・ADK2019

時午前10時45分・午
後0時40分・2時30分　
内「映画クレヨンし
んちゃん　新婚旅行
ハリケーン～失われたひろし～」

午後2時30分
の回には

スペシャルゲスト
が登場！

桃井原っぱ公園　メインステージプログラム

時　間 内　容 出演者等
午前10時～10時40分 オープニング～交流自治体紹介 区長、実行委員長、議長
午前10時40分～11時10分 みんなでつくるコンサート アルウィン学園

午前11時20分～11時50分 オリンピック気運醸成
「空手道の魅力について」

ALSOK空手道部・
三苫雄大

正午～午後0時30分 ウズベキスタン舞踊 UZBEGIM
午後1時～1時30分 Con Spirito e Brillante ! 中央大学杉並高等学校吹奏楽部
午後1時40分～2時10分 東京高円寺阿波おどり 東京高円寺阿波おどり振興協会
午後2時20分～2時50分 パキスタン舞踊 パキスタン大使館

午後5時30分～5時50分 オリパラを盛り上げる
マスコットとの写真撮影会

区文化・交流課オリンピック・
パラリンピック連携推進担当

午後6時～6時30分 音楽で感謝の気持ちを届けよう
スタードーム　サンクスコンサート 日本フィルハーモニー交響楽団

7日土

7日土：時間外

時　間 内　容 出演者
午前10時～10時30分 ラジオ体操 杉並区ラジオ体操連盟
午前10時40分～11時10分 杉並バレエコンサート！ トサカバレエスタジオ
午前11時20分～11時50分 みんなで守ろう交通ルール 荻窪交通少年団
正午～午後0時30分 ダンス発表（ヒップホップ） ファンカヒップダンススタジオ
午後0時50分～1時 お礼のあいさつ 区長、実行委員会副委員長

午後1時～1時30分 スーパーサーカス 
アクロバット アスタリスクノヴァ

午後1時40分～2時10分 一緒に歌って踊ろう！
トモダチプロジェクト！

南相馬＆杉並トモダチ
プロジェクト

8日日

　新型コロナウイルスの感染者数は、5月末までの第一波に比べると6月以
降は大きく増加しているにも関わらず、その内の重症者数は逆に減少し、
直ちに医療崩壊が起きるような状況にはありません。決定的な治療薬やワ
クチンが無い中で対策に全力を尽くさなくてはいけない状況に変わりはあ
りませんが、一方では社会経済活動をコロナ以前の状態に可能な限り戻し
ていく努力も必要です。すぎなみフェスタについても、手洗い場の増設や
消毒液の配備、運営スタッフの体調管理等の対策を講じながら開催する運
びとなりました。
　こうした取り組みを進められるのも、医療・福祉をはじめ日常生活に不可
欠な仕事に従事する方々の弛

たゆ

まぬご尽力あってこそです。今年のフェスタは
「みんなの『ありがとう』を届けよう」をテーマに、区民の皆さんと共に謝意
を表したいと思います。

杉並区長　田中 良杉並区長　田中 良杉並区長　田中 良杉並区長　田中 良

医療・福祉等従事者の皆さんに「ありがとう」を
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時11月21日㈯午後2時～4時30分　場区役所第4会
議室（中棟6階）　内講演「あなたの色　わたしの
色～性別違和を乗り越えて」（LGBT啓発活動家・
清水尚雄〈右写真〉）、映画上映「カランコエの
花」　対区内在住・在勤・在学の方　定60名（申込
順）　申問電話・ファクス・Eメール（12面記入例）
で、区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支
援係☎ 5307-0326 FAX5307-0681 danjo-t@city.
suginami.lg.jp　他生後7カ月～未就学児の託児あり（定員あり〈申込
順〉）。手話通訳あり／いずれも11月5日までに申し込み

©2018中川組

生涯学習・芸術・文化
中国語の日常会話など（初級）／香山
会　土曜日午前10時～正午（月3回）
／ゆうゆう阿佐谷館ほか／月3500円
／問石田☎ FAX3310-3243
フランス語／ボンセジュール　第1・
3木曜日午前10時～正午、午後1時～3
時／荻窪地域区民センター／月4000
円／問竹井☎ FAX5932-0881　
日常英会話（中級）／JOKER　毎週
水曜日午前9時30分～11時／久我山会
館／入会金3000円、1回2000円／問
鈴木☎ 3332-4767
英会話／英会話サークル　第2・4木
曜日午後1時30分～3時30分／ゆうゆ
う馬橋館ほか／1回1000円／問柘

つ

植
げ

☎ 
090-5824-5647
英会話を身近に！ネイティブ＋日本人
講師／フィールフリー　第2・4月曜日

午前11時～午後0時30分／阿佐谷地域
区民センター／月4000円／問窪木☎ 
090-6542-1406
油絵／イーゼルＮ　第2・4土曜日午
後1時～3時45分／阿佐谷地域区民セ
ンター／月3000円／問兼川☎ 3312-
1478
書道／書研会　第2・4月曜日午前10時
～正午／阿佐谷地域区民センター／月
3000円（別途テキスト代月1000円〈希
望者のみ〉）／問伊東☎ 3315-3751
クラシックギター（初心者歓迎）／
永福ギターサークル　第2・4月曜日
午前10時～正午／永福和泉地域区民
センター／月3400円／問佐川☎ 080-
5527-3732
カラオケ／福友会こまどり　第1・2・
3金曜日午後1時～4時／西永福商店
会事務所／月500円／問戸谷☎ 090-
8437-2953

三味線（長唄、初心者歓迎）／伎音
会　主に第2・4月曜日午後1時～3時
／井草地域区民センター／月3500円
／問糸川☎ 080-1044-4271
ウクレレ（初心者歓迎）／ホアパーニ
　第2・4火曜日午後3時～4時／杉並
公会堂ほか／入会金2000円、月4000
円／問佐藤☎ 3393-4663
軽音楽バンド／ザ・カクテル・フォー
　主に第3金曜日午後1時～5時／主に
セシオン杉並／月3000円／問京極☎ 
090-8891-7411
俳句／角川庭園ちのね俳句会　第4
火曜日午後1時～4時／角川庭園／1回
1500円／問浅野☎ 090-3047-8156
絵手紙／やまももの会　第2・4水曜日
午後2時～4時／ゆうゆう高井戸東館／
1回700円／問森本☎ FAX3334-1777
室内模型飛行機の製作・飛行／ウイ
ング　主に月・木曜日午後1時～3時

（月2回）／主にセシオン杉並／1回
500円／問細井☎ FAX3390-3084
囲碁（初心者歓迎）／荻窪石心会
　毎日午後1時～6時／荻窪地域区民
センター／入会金2000円、年3000円
／問吉野☎ 3392-0871

スポーツ
社交ダンス（初心者大募集）／あけぼ
の会　11月2日から月曜日午後6時～8
時／高井戸地域区民センター／問岡田
☎ FAX5317-4585
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円～850
円／問斎藤☎ 5340-5656
パドルテニス／荻窪PTC　金曜日、主
に午前11時～午後1時／荻窪体育館、
大宮前体育館／入会金1000円、月
1000円／問小松原☎ 3311-4675

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・芸術・文化・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

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謗・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

　個性的な店舗が集う高円寺の街中を会場に、ユニークな大文化
祭イベントが開催されます。今年は、新型コロナウイルス感染症
対策を講じた上で、規模を縮小して開催します。

　区では、性的マイノリティに対する差
別や偏見が解消され、「多様な性」につ
いての正しい知識を深め理解が促進され
るよう啓発活動に取り組んでいます。
　今年度は、柔道家として活躍された講
師によるトランスジェンダー当事者とし
ての経験を交えた講演と、数々の賞を受
賞している映画「カランコエの花」の上
映を行います。

「多様な性」ってなんだろう？

※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

映画「カランコエの花」
上映＆講演会

性的マイノリティ理解促進講座

時10月24日㈯・25日㈰午前11時～午後4時／開催日時は会場により
異なります　場座・高円寺（高円寺北2-1-2）、参加店舗ほか　内
トークショー（みうらじゅん〈上写真中央〉、大槻ケンヂ〈上写真
右〉ほか）、カレーなる戦い in 杉並、スタンプラリー＆福引き、ぐる
カップほか　問高円寺フェス実行委員会事務局（HOT WIRE内）☎ 
3313-5589　他詳細は、高円寺フェスHPhttps://koenjifes.jp/参照
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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/
初心者のための太極拳
時11月2日㈪午前10時～11時30分　師
太極拳・気功インストラクター　髙島
和恵　申往復はがき（12面記入例）
で、10月24日（必着）までに同協議会
すぐできる筋力アップ体操
時 11月16日㈪午前10時～11時30分　
師杉並区公認スポーツリーダー・金
田光世　申往復はがき（12面記入例）
で、10月30日（必着）までに同協議会　

いずれも 
場井草地域区民センター　定15名（抽
選）　費100円（保険料）　他長寿応援
対象事業

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/
おぎくぼセンター祭
時11月15日㈰午前10時～午後4時　場
同センター　内アニメづくり、シニア
の体力測定、茶道体験、杉並産新鮮
野菜の直売、低木の苗木配布（150本
〈先着順〉）、子ども対象のシール集め
ラリー（400名〈先着順〉）、催し、模
擬店、舞台ほか
背骨を整えよう！腰痛スッキリ体操
時11月27日㈮、12月4日㈮・11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
講師・高橋晃史　定20名（抽選）　費
200円　申往復はがき（12面記入例）
で、11月8日（必着）までに同協議会　
他筆記用具、ヨガマットまたはバスタ
オル・上履き・飲み物持参
近年の地震災害に学ぶ
時11月28日㈯午後1時30分～3時　場
集合＝同センター　師防災情報機構

会長・伊藤和明　定30名（抽選）　費
200円　申往復はがき（12面記入例）
で、11月15日（必着）までに同協議会
秋を楽しむ木の実工作教室
時11月29日㈰午後1時～3時　場集合
＝同センター　師環境カウンセラー・
山室京子　定12名（抽選）　費200円　
申往復はがき（12面記入例）で、11
月8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/
防災・減災まちづくり2020「あなたと
家族を守る」ための行動を！
時11月1日㈰午後2時～3時30分　内基
調講演、感震ブレーカーの取り扱い説
明ほか　師杉並区危機管理室防災課長　
定40名（抽選）　申往復はがき（12面
記入例）で、10月25日（必着）までに
同協議会
都電が走った時代にタイムスリップ
「杉並古地図散歩」
　区の古地図を解説し、都電の走った
時代を詳しく紹介します。
時11月22日㈰・23日㈷午後2時～4時
（計2回）　師鉄道作家・中村建治　定
40名（抽選）　申往復はがき（12面記
入例）で、11月12日（必着）までに同
協議会
「みんなでダーツを楽しもう！」障害者
支援事業2020
　障害のある方もない方も、気軽に
ダーツや輪投げを楽しみましょう。
時11月29日㈰午後2時～4時　師NPO
法人プロップＫ理事長・石山恵子　定
40名（先着順）
「スポーツ整体」～あなたらしく元気に
振る舞える軸を作って動きましょう
時12月6日㈰午後2時～4時　師レッ
シュプロジェクト・西澤正樹　定 40
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
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2020
時10月24日㈯・25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）　内無料ゲームコーナー、
コーヒー・キャンディレイの販売（各
100円）、苗木de募金（各日80鉢）、
高円寺北子供園の作品展示ほか
自宅でできるボイストレーニング
時11月15日㈰・22日㈰午後2時～3時
30分（計2回）　内オンラインで実施　
師ヤマハ音楽振興会認定講師・山路唯　
定23名（抽選）　申Eメールで、10月
29日までに同協議会 koenji.kouza@
gmail.com。返信で申し込みフォーム
を案内
親子でサルベージ・パーティ～「捨て
る」を「救う」に！
　お家で眠っている食材を、食べ切り
アイデアでおいしく食べ切りましょう。
時11月29日㈰午前10時30分～午後1
時　場同センター　師フードサルベー
ジ・長嶋愛　定4組（抽選。1組4名ま
で）　費1組300円　申往復はがき（12
面記入例）で、10月29日（必着）まで
に同協議会　他エプロン・三角巾・タ
オル・マスク・家庭にある賞味期限内
で未開封の食材2～3品持参
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://member.sugi-chiiki.com/eifuku-izumi/
暮らしの中の感染予防のお話とミニ演
奏会
時11月11日㈬午後1時30分～4時　場
方南会館（和泉4-42-5）　内出演＝宮
由枝（フルート）、渡辺裕子（ピアノ）　　
師立正佼成会附属佼成病院副院長・高

橋信一　定40名（抽選）　申往復はが
き（12面記入例）で、10月30日（必
着）までに同協議会
防災講座　SUG3Daysカードゲーム
時11月16日㈪午後1時30分～3時30分　
場同センター　内発災し過酷な事態
での初動3日間の避難所運営　師地域
防災コーディネーター育成機構代表理
事・瀧澤征宏　定25名（抽選）　申往
復はがき（12面記入例）で、11月9日
（必着）までに同協議会
あなたに合った歩き方セミナー2020
時11月20日㈮午前10時～11時30分・
午後0時30分～2時・2時45分～4時15
分　場同センター　内歩行姿勢測定シ
ステムによる歩き方の解析体験　師正
しい足の文化を創る会代表理事・亀井
絹代　定各回10名（抽選）　申往復は
がき（12面記入例）で、11月12日（必
着）までに同協議会
手作りお正月飾り講座
時11月28日㈯午後1時30分～4時　場
同センター　師ジュリアンフローラ1
級講師・清家眞弥　定 10名（抽選）　
費2200円　申往復はがき（12面記入
例）で、11月12日（必着）までに同協
議会

いずれも 
対区内在住・在勤・在学の方　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。 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

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

詳細・問い合わせは、各地域区民センター協議会へ

毎月15日号に掲載

問産業振興センター観光係☎ 5347-9184

すぎなみ学 中央図書館

　区制施行50周年記念施設として開館してから38年。「みどりとの調和
及
およ

び共生を計る」という黒川さんのコンセプトを引き継ぎ、緑を生かした
明るく快適な図書館にリニューアルしました。隣接する区立読書の森公
園とも緩やかにつながり、思索と憩いの場になっています。

または詳しくは

国
際
的
建
築
家
・
黒
川
紀
章

設
計
の
区
立
中
央
図
書
館

第151号

※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
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自治体 催し名 日時・場所・内容 問い合わせ

青梅市 物産展

時10月26日㈪・27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　他売り切れ
次第終了。買い物袋持参。混雑時
は人数制限あり。

文化・
交流課

交流自治体からの
お知らせ

地域の情報満載！
ホームページも
ご覧ください

　各地域区民センター協議会の
ホームページには、「広報すぎな
み」に掲載した催し・講座の詳細
や、その他のイベントのお知らせ
だけではなく、協議
会が発行する会報
や、地域の情報も
掲載しています。ぜ
ひご覧ください。
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

催し
詩歌館まつり
時10月25日㈰午後1時～3時　場角川
庭園（荻窪3-14-22）　内講演会「恩師
角川源義を語る」　師石寒太　定20名
（先着順）　問角川庭園☎ 6795-6855　　
他講演内容はYouTubeでも閲覧可。
詳細は、同庭園 kadokawateien@
jcom.home.ne.jpへメール
木登り体験「ツリークライミング®」
時10月31日㈯午前10時・11時・午後1
時・2時（各回1時間程度）　場柏の宮
公園（浜田山2-5-1）　対小学生　定
各回6名（抽選）　費各回1000円（保
険料含む）　申往復はがき・Eメー
ル（記入例）に希望時間（第３希望ま
で）も書いて、10月21日（必着）ま
でにみどり公園課みどりの協働係
MIDORI-K@city.suginami.lg.jp　問
同係　他動きやすい服装で参加
シニアのための就業・起業・地域
活動個別相談
時 11月7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）　師相談員・蒔田憲史ほか　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☎ FAX
5378-8179 takebouki_suginami@
tempo.ocn.ne.jp　他1人45分程度

農業公園「秋の収穫体験2」
時11月14日㈯午前10時～午後0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500円　申往復はが
き（記入例）に、代表者以外の参加者
氏名・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

講演・講座① 
切り紙ワークショップ「キリガミサマ
のフルーツバスケット」
　つるして飾れるようなフルーツバス
ケットの切り紙を作ります。
時11月3日㈷午後1時～1時30分・2時
～2時30分　場阿佐谷図書館　師ペー
パーアーティスト・荒川真由美　定各
15名（申込順）　申 問10月16日から電
話または直接、阿佐谷図書館（阿佐谷
北3-36-14☎ 5373-1811）　他11月3日

まで、特別展示「荒川真由美・切り紙
の世界」を開催
杉並視覚障害者会館
「点字教室（後期・中級）」
時11月4日・18日、12月9日・16日、3
年1月13日・27日、2月3日・17日、3月
10日・17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
区内在住・在勤・在学で視覚障害のあ
る方、一般の方で同会館の点字教室初
級の修了者　定10名（抽選）　申 問電
話で、10月29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〉）
読書週間記念講演会　
中高齢期のウェルネス・身体運動
時11月7日㈯午後2時～3時30分　場西
荻図書館　師東京女子大学現代教養
学部教授・平工志穂　対高校生以上の
方　定15名（申込順）　申 問10月16日
から電話または直接、西荻図書館（西
荻北2-33-9☎ 3301-1670）

杉並ユネスコ協会　
平和を考えるバスツアー
時11月11日㈬午前8時45分～午後5時　
場都立第五福竜丸展示館、東京大空
襲・戦災資料センター、平和祈念展示
資料館▶集合＝セシオン杉並　対区内
在住・在勤・在学の方　定20名（申込
順）　費4000円　申往復はがき・Eメー
ル（記入例）で、10月28日（必着）ま
でに社会教育センター（〒166-0011梅
里1-22-32セシオン杉並内 shakyo-c@
city.suginami.lg.jp）　問杉並ユネスコ
協会・朝倉☎ 090-5394-4112
杉並区パパママ学級・休日母親学級
◆杉並区パパママ学級
時①12月1日㈫②6日㈰・13日㈰・26
日㈯③14日㈪▶午前＝9時10分～10時
30分・11時～午後0時20分▶午後＝1
時15分～2時35分・3時5分～4時25分
（1日・14日は午後1時40分～3時20
分。6日は午前のみ）　場①子ども・子
育てプラザ下井草（下井草3-13-9）②
杉並保健所（荻窪5-20-1）③子ども・
子育てプラザ成田西（成田西3-10-
38）　内 定お産の流れ、産後の心の変
化、おむつ替えと抱っこの仕方、もく
浴の仕方ほか（①15組②各10組③20
組）　対区内在住の初産で開催日現在
妊娠24週～36週6日のカップル
◆休日母親学級　
時12月6日㈰午後1時15分～2時30分・
3時～4時15分　場杉並保健所（荻窪
5-20-1）　内 定妊娠中の過ごし方、出
産の流れ、母乳の話、産後の話、地域
の子育て情報ほか（各22名）　対区内
在住の初産で平日の母親学級への参加
が困難な方（パートナーとの参加不可）

いずれも 
師助産師ほか　申杉並区パパママ学
級・休日母親学級HPhttps://poppins-
education.jp/parentsclass_suginami/
から、11月5日までに申し込み　問ポピ
ンズ杉並区パパママ学級・休日母親学
級担当☎ 3447-5826　他結果は11月14
日までに通知。応募者多数の場合は出
産予定日などで調整。持ち物は決定通
知を参照。車での来場不可

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

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。今川館は第1月曜日・第3木曜日は休館です。いずれも長寿応援対象事業。

ゆうゆう館の催し

ゆうゆう館名 内容 日時
今川館（今川4-12-10
☎ FAX5303-1501） シニア世代のスマホ体験サロン 10月31日㈯午後1時30分～3時30分　定12名（申込順）　費500

円　

方南館（方南1-51-7
☎ FAX3324-1171）

魅惑と癒
いや

しの音色「ガムラン」
青銅打楽器体験

11月4日から隔月第1水曜日、午前10時～正午　定各10名（申込
順）　費1回600円　

上荻窪館（上荻3-16-6
☎ FAX3395-1667）

音楽に乗って楽しく認知症予防を
しよう

10月30日㈮午前10時～午後0時15分　師鈴木幸造、臼田志緒　
定13名（申込順）　

西田館（荻窪1-57-4
☎ FAX3391-8747）

土のぬくもりを感じる器
「益子焼を造ってみよう」

10月30日㈮午前10時～正午　定10名（申込順）　費500円（別
途材料費1500円）　

高円寺東館（高円寺南1-7-22
☎ FAX3315-1816）

「音楽探訪」音楽を映像で楽しむ
2時間半

11月9日から毎月第2月曜日、午後1時～3時30分　師大西進　定
各15名（先着順）　費1回500円　　

下高井戸館（下高井戸4-19-6
☎ FAX3302-2161）

「美をあきらめないピラティス」
姿勢を整え気分爽快

毎月第2・4木曜日、午後3時30分～4時30分　対女性　定各15
名（申込順）　費1回500円

　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



※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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連続消費者講座
時①11月11日㈬②19日㈭午後2時～
4時　場ウェルファーム杉並（天沼
3-19-16）　内①「知っておきたい！
お葬式の基礎知識」②「知っておき
たい！供養の知識とお墓選びの知恵」　
師日本葬祭アカデミー教務研究室・二
村祐輔　対区内在住・在勤・在学の方　
定各30名（申込順）　申 問電話で、消
費者センター☎ 3398-3141　他筆記
用具持参。長寿応援対象事業
子どもの心を育てるコーチング
「小学校低・中学年」
　子どもが自分で考えて行動する力を
引き出し、親子の信頼関係を深めるコ
ミュニケーション技術を学びます。
時11月19日㈭・30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
10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

家族介護教室
◆市販食品の上手な使い方～缶詰やレ
トルト食品を活用して負担を減らそう
時10月22日㈭午後2時～3時30分　場
杉並区医師会館（阿佐谷南3-48-8）　
師LE訪問看護・リハビリステーション
管理栄養士　齋藤隼人　対区内在住・
在勤の方　定20名（申込順）　申問電
話で、ケア24荻窪☎ 3391-0888
◆シニアヨガで心も身

か ら だ

体もリフレッシュ
時10月27日㈫午後1時30分～3時　場
浜田山会館（浜田山1-36-3）　師リハ
ビリフィットネスゆずりはヨガインスト
ラクター　対区内在住・在勤の方　定
15名（申込順）　申 問電話で、ケア24
浜田山☎ 5357-4944　他フェイスタオ
ル持参
◆健康の秘訣は「腸」にある！おなか
元気教室
時10月28日㈬午前10時30分～11時30
分　場ゆうゆう永福館（永福2-4-9）　
師東京ヤクルト販売健康管理士一般指
導員・木村隼人　対区内在住・在勤の
方、家族を介護している方ほか　定12
名（申込順）　申 問電話で、ケア24永
福☎ 5355-5124
◆「フレイル予防」と「たんぱく質」
の関係について
時10月28日㈬午後1時30分～3時　場
方南会館（和泉4-42-5）　師LE訪問看
護・リハビリステーション管理栄養士　
齋藤隼人　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
◆薬剤師による「感染症対策＆正しい
お薬の飲み方」講座
時10月29日㈭午後1時30分～3時　場
本天沼区民集会所（本天沼2-12-10）　
師ココカラファイン薬局荻窪南仲通り
店薬局長・富塚章文　対区内在住・在

勤の方　定15名（申込順）　申 問電話
で、ケア24清水☎ 5303-5823
◆最近、両親と話していますか。これ
からの事を一緒に考えてみませんか。
時 10月31日㈯午前10時～11時30分　
場阿佐谷地域区民センター（阿佐谷
南1-47-17）　師BLUE PLUS介護支援
専門員・矢尾眞理子　対区内在住・
在勤の方　定35名（申込順）　申問電
話で、ケア24阿佐谷☎ 3339-1588
◆介護する人もされる人も口腔

くう

ケアで
「健

けんこう

口」長寿
時11月12日㈭午後2時～3時30分　場
四宮区民集会所（上井草2-28-13）　師
歯科衛生士・小島升子　対区内在住・
在勤の方、家族を介護している方　定
15名（申込順）　申 問電話で、ケア24
上井草☎ 3396-0024
◆高齢者をねらう悪質商法、その手口
～「私は大丈夫」が危ない
時 11月13日㈮午後2時～3時30分　
場ケア24善福寺（西荻北4-31-11）　
師全国消費生活相談員協会・神谷京
子　対区内在住・在勤の方、家族を
介護している方ほか　定 7名（申込
順）　申 問電話で、ケア24善福寺☎ 
5311-1024
男女平等推進センター講座
◆女性の社会進出～目に見えない機会
の不平等
　女性の仕事や育児の悩みを男性も一
緒に考え、女性と一緒に学んでいきま
す（全3回のうちの2・3回目）。
時内11月23日㈷＝「夫婦で育児をする
ということ」▶12月5日㈯＝「女性が活
躍できる社会とは」／いずれも午後2
時～3時40分　場永福和泉地域区民セ
ンター（和泉3-8-18）　師＃KuToo署
名発信者・石川優実　定各20名（申
込順）　申Eメール（12面記入例）で、
花音 kanonmusic0829@gmail.
com　問同団体☎ 050-5359-3780　
他1回でも申し込み可。生後7カ月～就
学前の託児あり（定員あり〈申込順〉。
各開催日の10日前までに同団体）

◆多世代から見る介護～子どもに対す
る介護の伝え方
　次世代を担う子どもたちが介護に対
して理解を深められるポイントをお伝
えします（全2回のうちの1回目）。
時 11月28日㈯午前10時～正午　場
ウェルファーム杉並（天沼3-19-16）　
師保育士・森安みか　対子育てと介
護に同時に向き合っている方ほか　定
20名（申込順）　申NPO法人こだまの
集いホームページから申し込み　問同
団体・室津☎ 090-4523-2788　他生
後7カ月～就学前の託児あり（定員あ
り〈申込順〉。11月18日までに同団体）

 就労支援センター
◆採用される応募書類の書き方～自己
PRや志望動機の考え方と表現の仕方
時11月6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 8名（申込
順）
◆あなたの働きたいを全力でサポート
～就労支援センターの上手な活用法
時11月7日㈯午前10時～11時　対求職
中の方　定 8名（申込順）　他当日参
加可
◆テレワークを知り新しい働き方を発
見～コロナ後の大きな変化を予測
時 11月9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
49歳以下で求職中の方　定8名（申込
順）　他1歳～就学前の託児あり（定員
あり〈申込順〉。事前申込制）

◆ハローワーク職員が解説する「求人
票の見方」
時 11月11日㈬午前10時～11時30分　
対求職中の方　定8名（申込順）
◆パソコンを使って簡単 適性・適職診
断～変化の時代の自己分析
時11月12日㈭午後1時～4時　師 2級
キャリアコンサルティング技能士・須
田万里子　対 44歳以下で求職中の方　
定7名（申込順）

◆求職者のためのパソコンセミナー①
ワード基礎②エクセル基礎
時①11月16日㈪②30日㈪午前10時～
午後3時　師PC専任講師・深井妙子、
日坂元娘　対54歳以下で求職中の方　
定各7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
 障害者福祉会館
◆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8日㈰・22日㈰午前10時～正
午（全2回要出席）　師 ITスクエア杉
並　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23
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15日㈰午前10時～正午　師
NPO法人プロップK・石山恵子　申電
話・ファクス（12面記入例）で障害の
状況、在勤・在学の方は勤務先または
学校名、手話通訳希望の有無も書い
て、11月14日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）　対区内在住・在勤・在
学で障害のある方　他車での来館不可

郷土博物館分館区民参加型展示
「絵葉

は が き

書から見る杉並」
　杉並に関連する絵葉書を通して、かつての杉並の姿を紹介します。
時10月31日㈯～12月27日㈰午前9時～午後5時（月曜日、第3木曜日〈祝
日の場合は翌日〉は休館）　場 問郷土博物館分館（天沼3-23-1天沼弁天
池公園内☎ 5347-9801）

分館

郷土博物館の催し

◆10月の年中行事「荒
こう

神
じん

さまのおたち」
　古民家のかまどに、台所の神様「荒神さま」を見送るお供えをします。
時10月24日㈯～31日㈯午前9時～午後5時

◆10月の年中行事「十三夜」
時10月24日㈯～11月1日㈰午前9時～午後5時

　特別展示として井伏鱒二の趣味の世界を紹介し
ます。また、初公開の自筆原稿「コンプラ醤

しょう ゆ

油
瓶」を展示します。
 時10月31日㈯～12月6日㈰午前9時～午後5時　

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）　他月曜
日、毎月第3木曜日（祝日の場合は翌日）は休館

本館

▲コンプラ醤油瓶と原稿

準常設展「杉並文学館」
～井伏鱒二と阿佐ケ谷文士「風流三昧」
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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

講演・講座② 
 高齢者活動支援センター
◆大切な人に届けよう、はじめての絵
てがみ講座
　家族や友達など大切な人に世界に1
枚しかないオリジナルの絵てがみを届
けましょう。
時11月9日㈪午前10時～11時30分　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　
費300円　
◆マクラメ手芸講座
　色の異なるひもに飾り物を通して編
み込み「クリスマスミニリース」を作
ります。
時11月15日㈰午前10時～正午　師日
本マクラメ普及協会・田中公代　対区
内在住で60歳以上の方　費500円

いずれも 
場問高齢者活動支援センター（高井戸
東3-7-5☎ 3331-7841）　定15名（申込
順）　申電話または直接、同センター
 荻窪保健センター
◆うつ病等患者の家族のための個別無
料相談会
　日常生活や治療などの悩みを聞き、
家族ができることや公的支援策等を経
験者や専門家がアドバイスします。
時11月9日㈪午後1時～4時　場同セン
ター（荻窪5-20-1）　師うつ病等患者
の家族会「北風と太陽」会員、社会保
険労務士・橋本幸雄　対区内在住・在
勤・在学の方　定4名（申込順）　申電
話で、11月6日までに同センター　他1
人45分。筆記用具持参▶企画＝うつ病
等患者の家族会「北風と太陽」

◆口腔
くう

・栄養講座「おいしく食べよう
噛
か

むかむ講座」　
時 11月12日㈭午前10時～11時40
分　場高円寺保健センター（高円寺南
3-24-15）　内口腔ケア（口腔清掃・義
歯の清掃）についての説明、口腔機能
やかかりつけ歯科医の重要性について、
上肢の運動（呼吸筋ストレッチ）ほか　

師歯科衛生士・健康運動指導士　対
区内在住の65歳以上で日常生活に介助
の必要がない方　定15名（抽選）　申
はがき（12面記入例）で、10月26日
（必着）までに荻窪保健センター　他
動きやすい服装で、筆記用具・飲み
物・お持ちの方は「はつらつ手帳」持
参。長寿応援対象事業
◆足腰げんき教室
時場下表のとおり　師健康運動指導士　
対区内在住の65歳以上で日常生活に介
助の必要がない方　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31日（必着）までに同セ
ンター　他飲み物・タオル・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9日㈬・14日㈪・
21日㈪・28日㈪午後
1時30分～3時30分　
定11名（抽選）

20 新泉サナホーム（和泉1-44-19）

12月1日㈫・8日㈫・
15日㈫・22日㈫午後
1時30分～3時30分　
定10名（抽選）

21
荻窪地域
区民センター
（荻窪2-34-20）

12月4日㈮・11日㈮・
18日㈮・25日㈮午前
9時30分～11時30分　
定15名（抽選）

いずれも 
問荻窪保健センター（〒167-0051荻
窪5-20-1☎ 3391-0015）
 環境活動推進センター
◆ネイチャーゲーム～どんぐりコロコロ
時11月15日㈰午後1時15分～3時45分
（雨天中止）　場集合＝都立和田堀公園
内ひょうたん池と釣堀（武蔵野園）の
間の広場（大宮2-23）　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20名（抽選）　
費100円（保険料）　申往復はがき・E
メール（12面記入例）で、10月30日
（必着）までに同センター　他バンダ
ナ・敷き物・飲み物持参
◆さあ！東京の里山へ～檜原村を訪ね
昔の循環型社会から今の生活を考える
時 内①11月20日㈮午後6時30分～8時
＝檜原村ってどんなところ？②28日㈯
午前9時30分～午後4時30分＝山岳ミニ
モノレールに乗り、重要文化財の古民
家へ！ ③12月5日㈯午前10時～午後1時
30分＝地元食材の里山料理を食べて、

地産地消や環境にやさしい生活を考え
る（全3回要出席）　場①同センター②
檜原村藤倉地区③荻窪地域区民セン
ター（荻窪2-34-20）　師NPO法人さと
やま学校・東京代表　川上玲子　対区
内在住・在勤・在学の小学生以上で、
片道40～50分の山道を歩ける方（小
中学生は保護者同伴）　定10名（抽選）　
費6500円（保険料含む）　申往復はが
き・Eメール（12面記入例）で、10月
30日（必着）までに環境活動推進セン
ター　他②は歩きやすい服装・靴で、
雨・風対策をして、弁当・飲み物持参

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
kouza@ecosuginet.jp）

スポーツ
競技大会  
区民体育祭　綱引き大会
時11月29日㈰午前10時～午後1時　場
荻窪体育館（荻窪3-47-2）　内種目＝
男子、男女混合（女子2名以上含む） 
／1チーム5名、補欠2名（体格差が
ある場合はチーム人数を調整）　対区
内在住・在勤・在学で高校生以上の
方　定各5チーム（申込順）　申申込書
（スポーツ振興課事業係〈区役所東棟6
階〉、区体育館ほかで配布）を、11月2
日（必着）までに同係FAX5307-0693へ
郵送・ファクス・持参　問同係
スポーツ教室
 上井草スポーツセンター
◆ちびっ子サッカー広場
時11月1日㈰①午前9時10分～9時55分
＝2歳親子②10時5分～10時50分＝3・
4歳児　対区内在住・在勤（保護者）・
在園の2歳のお子さんとその保護者、
3・4歳のお子さん　定①12組②15名
（いずれも申込順）　費各520円
◆プレキッズ＆マミーサッカー教室
時11月11日㈬・18日㈬・25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15組
（申込順）　費1組520円（子育て応援
券利可）
◆スマイルサッカー教室　
時11月26日㈭午後5時30分～6時40分　

対区内在学の小学生、走ることのできる
障害児　定20名（申込順）　費620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、同セン
ター
 松ノ木運動場
◆ゲームを楽しむ「ワンデイ・テニス
のつどい」①ゆったり②がっつり　
時11月14日㈯・28日㈯午後5時10分～
6時50分　場同運動場　対区内在住・
在勤・在学の15歳以上で①ゲームがで
きる方②大会出場経験者（中学生を除
く）　定各7名（申込順）　費各700円　
申電話で、各実施日前日までに同運動
場（午前10時から）
◆美活！全身フィットネス～ノルディッ
クウオーキング教室
時 11月19日㈭午前10時～11時30分　
場同運動場ほか　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・在学の15歳以上の方（中
学生を除く）　定 20名（申込順）　費
1000円（保険料を含む）　申電話また
は直接、11月18日までに同運動場　他
リハビリ等目的とされる方は度合いに
よって要介助人。専用ポールの貸し出
し有り（300円）

いずれも 
問松ノ木運動場（松ノ木1-3-22☎ 
3311-7410）
 荻窪体育館
◆気軽にフィットネス秋　リフレッ
シュヨガ　
時11月1日～29日の毎週日曜日、午後
1時～1時50分・2時～2時50分　師山
本美也子　定各10名（申込順）　費各
600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
◆障害者ユニカール体験教室　
時11月8日㈰午前11時～午後1時　師
日本ユニカール協会所属指導員　定
6名（申込順）　費100円　申電話で、
開催日2日前までに同体育館

10月15日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

すぎなみの秋、
月夜の調べ
　角川庭園と大田黒公園
で行われた音楽とお月見
のイベントをご紹介しま
す。園内に設置された竹
灯籠と、美しい音楽が奏
でる幻想的な風景をお楽
しみください。

・  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 

保育のおしごと
就職相談・面接会

杉並区・中野区

時11月15日㈰午後1時～4時（受け付けは3時30分ま
で）　場区役所第4会議室（中棟6階）　問産業振興セ
ンター就労・経営支援係☎ 5347-9077　他面接を希
望する方は、履歴書を複数枚持参。無資格求人あり。
生後6カ月～就学前の託児あり（定員あり〈申込順〉。
電話で、10月21日～11月6日正午に中野区産業観光課
産業振興係☎ 3228-8729）。入場制限を行う場合あ
り▶主催＝杉並区・中野区・ハローワーク新宿

　身近な地域で保育の仕事をしてみませんか？　杉並・中野区内の民間保育事業
者（20社程度）が参加します。

保育のお仕事を
考えている方、
お待ちしています
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 催し
杉並区　あおぞら原っぱコンサート！　
10月18日㈰・23日㈮＝下高井戸おおぞら
公園（予備日＝28日㈬・31日㈯）▶22日
㈭・24日㈯＝桃井原っぱ公園（予備日＝
25日㈰）／いずれも午前10時30分～11
時・11時30分～正午／出演＝保田真奈
（歌）、田島華乃（バイオリン）／各回20
組程度（申込順）／申Eメール（12面記
入例）で、キッチン・ワルツ事務局
kitchen-waltz@live.jp／問言葉と音の
本棚キッチン・ワルツ☎ 050-5435-6856
iaku「The last night recipe」　10月
28日㈬・29日㈭午後7時、30日㈮・31
日㈯午後2時・7時、11月1日㈰午後2時
／座・高円寺／橋爪未萠里、竹内都子ほ
か／小学生以上の方／各回100名（申込
順）／指定席4000円（25歳以下2000円。
高校生以下1000円）／申座・高円寺チ
ケットボックス☎ 3223-7300（午前10時
～午後6時〈月曜日を除く〉）／問 iaku
☎ 080-9759-2383
自然とあそぼう！ネイチャーゲーム「落
ち葉であそぼう」　11月1日㈰午後1時15
分～3時45分／井草森公園／小野惠子ほ
か／小中学生（小学3年生以下は保護者
同伴）／30名（申込順）／申ファクス（12
面記入例）で、10月24日までにすぎな
みシェアリングネイチャーの会 FAX5932-
2664／問同会・小野☎ 5932-2664／動
きやすい服装・靴で参加
「子どもが作る　わたしのコモリウタ」
　11月1日㈰午後3時～4時／座・高円寺
／子どもと保護者による世界で一つだけ
の自分の「こもりうた」を作るコンサー
ト▶出演＝アンサンブル・レダ（ピア
ノ、ソプラノ、チェロ、バイオリン）▶

曲目＝数え歌、きらきらぼし、君をのせ
てほか／未就学児のお子さんとその保護
者／50組（申込順）／1組5000円／申E
メール（12面記入例）で、DA/LEDA
info@da-leda.org　問同団体☎ 090-
6484-5492
千日紅奉納祭　11月3日㈷午後1時～4
時／妙法寺（堀ノ内3丁目）／千日紅鉢
の配布ほか／問千日紅繋

ケイ

和
ワ

会
カイ

・山田☎ 
3311-0725
フィルモア合奏団　フィルモアコンサー
ト　11月22日㈰午後2時～4時／セシオ
ン杉並／指揮＝関根志郎／曲目＝ブラー
ムス「交響曲第4番」ほか／102名（抽
選）／1000円／申同団体ホームページ
から、11月10日までに申し込み／問同
団体事務局☎ 3392-1077／区民10名を
招待（抽選）＝同ホームページから申し
込み
ポールde歩こう会　11月26日㈭午前10
時～正午（雨天中止）／桃井原っぱ公園
／65歳以上の区民／20名（申込順）／
100円（別途ポールレンタル料200円）
／申 問電話で、11月19日までにNPO法
人杉並さわやかウオーキング・飯島☎ 
090-4733-2886／飲み物・帽子・手袋・
健康保険証持参。長寿応援対象事業
わが町　高円寺　11月27日㈮午後7時、
28日㈯午後3時・7時、29日㈰午前11時・
午後3時／座・高円寺／高円寺を舞台と
した演劇／演出＝劇団桃唄309・長谷基
弘／指定席2500円。高校生以下1000
円／申座・高円寺チケットボックス☎ 
3223-7300／問由井☎ 090-7228-9255
 講演・講座
荻窪青色申告会　①固定資産台帳の記
帳の仕方②会計ソフトで帳簿をつけよう
　①10月27日㈫・28日㈬②29日㈭・30
日㈮／いずれも午前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）／同会（荻窪5丁目）／同会
事務局職員／個人事業者／各日各回3名
（申込順）／各日各回500円／申 問電話

で、同会☎ 3393-1951
認知症サポーター養成講座　10月30日
㈮午後1時30分～3時／方南会館／キャ
ラバン・メイト／区内在住・在勤の方／
30名（申込順）／申 問電話で、ケア24
方南☎ 5929-2751／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
記帳確認と確定申告事前準備指導会
　11月2日㈪～12月25日㈮午前9時～午
後4時（土・日曜日、祝日を除く）／杉
並青色申告会（阿佐谷南3丁目）／帳簿
の確認と正しい記帳方法の個別指導／同
会職員／区内在住・在勤の方／各日15名
（申込順）／1000円ほか／申 問電話で、
各開催日の3日前までに杉並青色申告会
☎ 3393-2831／1人1時間程度
東京都高齢ドライバー交通安全セミナー
　11月5日㈭午後1時～4時30分／ルネこ
だいら（小平市）／都内在住・在勤で65
歳以上のドライバー／20名（抽選）／申
問電話で、10月22日までに東京都都民
安全推進本部交通安全課☎ 5388-2273
石けん作り体験　11月6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〉）
良い子が育つ読み聞かせ講座（番外編）
「元気が出る絵本！」　11月7日㈯午後2時
～3時40分／高井戸地域区民センター／
えほん教育協会会長・浜島代志子／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。子育
て応援券利用可）／申往復はがき（12
面記入例）にお子さんの同伴の有無と人
数、子育て応援券利用の有無も書いて、
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）／問同団
体・井原☎ 070-6611-2925／詳しくは、
同団体ホームページを参照

夢を実現！すぎなみ創業スクール　11
月8日㈰・15日㈰・22日㈰・29日㈰午後
1時～4時30分（計4回）／阿佐谷地域
区民センター／経営知識の習得、ビジ
ネスプラン作成など／創業を目指す方
ほか／20名（申込順）／1万1000円／
申Eメール（12面記入例）で、11月6日
までにNPO法人杉並中小企業診断士会
info@sugisin.com／問同会☎ 050-

3698-3039
シルバー人材センター入会説明会　11
月9日㈪・19日㈭、12月8日㈫・10日㈭
／同センター（阿佐谷南1丁目）／同セ
ンターでの働き方を説明／区内在住のお
おむね60歳以上で臨時的、短期的また
は軽易な仕事を希望の方／申 問電話で、
同センター☎ 3317-2217／実施時間はお
問い合わせください。希望者には入会手
続きも実施
はじめてのマスクづくり講座　11月14日
㈯午後2時～4時・5時～7時／阿佐谷地
域区民センター／区内在住・在勤・在学
の方／各回５名（申込順）／500円／申
問電話・Eメール（12面記入例）で、11
月10日までに杉並区まちづくり団体「あ
さうんど」・梶山☎ 090-8489-3600
asound.suginami@gmail.com
 その他
ファミリーサポートセンター協力会員
募集説明会　10月28日㈬午前10時～11
時・11時～正午／ウェルファーム杉並／
保育園等への子どもの送迎や預かり活動
を始めたい方への説明会／区内または隣
接区市在住の20歳以上で各研修に参加
できる方／各回10名程度（申込順）／
申 問電話で、杉並ファミリーサポートセ
ンター☎ 5347-1021
電話による不動産に関する無料相談　
11月5日㈭午後1時～4時／申 問電話で、
東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎
3311-4999

◆ふらっとエクササイズⅡ～自分のカ
ラダが好きになる自重トレーニング
時11月14日㈯・28日㈯午前11時15分
～午後0時45分　師大和弘明　定各
35名（先着順）　費各600円

◆障害者サウンドテーブルテニス体験
教室
時11月21日㈯午後1時～3時　師佐野

守　定10名（申込順）　費100円　申
電話で、開催日2日前までに同体育館

いずれも 
場 問荻窪体育館（荻窪3-47-2☎ 3220-
3381）　対区内在住・在勤・在学で15
歳以上の方（中学生を除く）　
 杉並区スポーツ振興財団
◆知的障害者水泳教室　
時11月7日㈯・29日㈰午前9時～11時　
場杉十小温水プール（和田3-55-49）　　
師区水泳連盟　対区内在住・在勤・在
学・通所で知的障害のある方（小学生

は水着着用の保護者同伴）　定各7名
（申込順）　費各100円　申電話で、同
財団

◆親子スケート教室　
時11月22日㈰・29日㈰午前8時～9時
30分（計2回）　場明治神宮外苑アイ
ススケート場（新宿区霞ケ丘町11-1）　
対区内在住・在学で初心者の小学生と

その保護者　定30組60名（抽選）　費
3500円。子ども3000円（いずれも保
険料含む）　申往復はがき（12面記入
例）に性別、靴のサイズ、お子さんの
氏名（フリガナ）・学年も書いて、11月
4日（必着）までに杉並区スポーツ振
興財団（〒166-0004阿佐谷南1-14-2
みなみ阿佐ケ谷ビル8階）。または同
財団ホームページから申し込み

いずれも 
問杉並区スポーツ振興財団☎ 5305-
6161

　プロの漫画家等が描く「武者絵」を展示し、南相馬市の伝統行事
「相馬野

の ま お い

馬追」を応援します。
時10月26日㈪～11月6日㈮午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日
を除く）　場区役所2階区民ギャラリー　問文化・交流課交流担当　特別チャリティコンサート当日に皆さんからいただいた寄附は、区の

「新型コロナウイルス感染症対策寄附金」へ全額寄附します。
場杉並公会堂　内特別チャリティコンサート▶出演＝桑原志織（ピアノ）、
尾池亜美（バイオリン）ほか▶曲目＝F．ショパン「ピアノ協奏曲第1番」
ほか　対小学生以上の方　申専用フォーム（右2次元コー
ド）から10月25日までに申し込み。詳細は、荻窪音楽祭 HP
https://www.ongakusai.com/参照　問「クラシック音楽
を楽しむ街・荻窪」の会☎ 5347-0244

▲今年6月の武者絵展の様子

荻窪音楽祭

医療従事者の方々へ感謝をこめて
特別チャリティコンサート

11月8日㈰ 午後3時～4時日時

武者絵展 ～福島県南相馬市
相馬野馬追応援

7日㈯午後1時～3時には、
オンライン演奏会あり。
（申し込みは6日まで）

◆親子スケート教室　






