
No.2295　令和3年（2021年）2月1日 

※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

　1月14日㈭、区に多大な功労のある76名の方々を表彰しました。
� ―――問い合わせは、総務課総務係へ。

　給付金の申請期限が近づいています。審査に時間がかかる場合がありますので、
対象となる方でまだ申請していない方は、期限までに申請してください。
―――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。

●申請期限　2月28日（消印有効）
●対象者
　次のいずれかに該当する方
　①2年6月分の児童扶養手当を受給している方
　②�公的年金等を受給しているため児童扶養手当を受給していない方で、
平成30年中の収入が児童扶養手当の対象となる水準の方

　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
童扶養手当の対象となる水準に下がった方

　※�児童扶養手当の対象となる収入額の例＝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、対象となります。

　お住まいの地域ごとに全世帯（事業所を含む）のポスト（マンション・アパート各部屋を含む）へ
直接投

とうかん

函します。ポスト内の他の広告に紛れていることもありますので、ご確認ください。
　収集曜日等、2年度（2020年度）版から変更はありません。この機会に、もう一度ごみ・資源の
分別をご確認の上、正しい分け方・出し方にご協力をお願いします。
・�1世帯（1事業所）につき1部配布します（ポストや
表札の数で判断）。
・�新たに区外から転入する方には、転入手続きの際
に、区役所、区民事務所でお渡ししています。

問配布については、小平広告☎0120-944-900（午
前9時～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く。3月31
日まで〉）。内容については、ごみ減量対策課、杉
並清掃事務所☎3392-7281、同事務所方南支所☎
3323-4571、同事務所高円寺車庫☎3317-6771

配布期間
配布地域（管轄清掃事務所）

杉並清掃事務所 杉並清掃事務所方南支所

2月2日㈫
～8日㈪

阿佐谷北・阿佐谷南・梅
里２丁目・荻窪・上荻・成
田西・成田東

和泉・梅里１丁目・大宮・
方南・堀ノ内・松ノ木

2月9日㈫
～15日㈪

上高井戸・久我山・松
庵・高井戸西・西荻北・
西荻南・南荻窪・宮前

永福・下高井戸・高井戸
東・浜田山

2月16日㈫
～22日㈪

天沼・井草・今川・上井
草・清水・下井草・善福
寺・本天沼・桃井

高円寺北・高円寺南・和
田

役　職　等 氏　名
元杉並区教育委員会教育長 井　出　隆　安
方南東自治会会長 内　山　　　誠
西荻南中央会会長 山　蔦　祐　司
馬橋三丁目東自治会会長 福　間　富美子
清和会会長 二　見　　　清
和田一丁目町会会長 岩　船　守　男
高円寺南中央町会会長 渡　邉　孝　司
南阿佐谷自治会会長 塩　原　茂　夫
成三町会会長 大和田　　　劭
元人権擁護委員 三　浦　範　子
杉並消防団分団長 榎　本　　　広
杉並消防団副分団長 鈴　木　満利夫
杉並消防団副分団長 木　下　克　利
杉並消防団副分団長 内　藤　正　幸
杉並消防団部長 横　井　　　誠
荻窪消防団副分団長 齋　藤　眞　規
荻窪消防団部長 川　村　哲　郎
荻窪消防団部長 武　内　広　光
荻窪消防団部長 小　黒　潤　一
荻窪消防団部長 市　毛　宏　幸
杉並火災予防協会会計理事 田　口　誠　一
杉並火災予防協会常任理事 中　村　佳　泰
杉並火災予防協会常任理事 横　川　浩　一
杉並火災予防協会常任理事 藤　村　　　豊
荻窪納税貯蓄組合連合会副会長 早　川　悳　巳
杉並法人会副会長 大　村　吉　美

役　職　等 氏　名
荻窪法人会副会長 河　又　雅　之
杉並青色申告会理事・和田支部長 吉　村　治　樹
荻窪青色申告会副会長 古　澤　晴　巳
東京税理士会杉並支部役員選挙管
理委員会委員 廣　岡　登代子

東京税理士会荻窪支部相談役 近　藤　健　一
荻窪間税会副会長 岡　田　匡　史
元民生委員・児童委員 松　本　義　子
元民生委員・児童委員 寺　本　春　美
元民生委員・児童委員 金　本　道　子
元民生委員・児童委員 林　野　基　子
元民生委員・児童委員 中　川　由紀子
元民生委員・児童委員 天　野　敏　子
民生委員・児童委員 行　木　典　子
民生委員・児童委員 戸　谷　久美子
民生委員・児童委員 入　江　義　子
民生委員・児童委員 八ツ代　初　子
民生委員・児童委員 髙　　　武　征
民生委員・児童委員 水　野　秀　子
民生委員・児童委員 森　田　孝　子
民生委員・児童委員 佐　 　喜久江
民生委員・児童委員 梅　津　弘　子
民生委員・児童委員 髙　橋　順　子
民生委員・児童委員 盧　　　宏　美
民生委員・児童委員 戸　門　循　子
民生委員・児童委員 髙　城　惠美子

役　職　等 氏　名
民生委員・児童委員 古　川　美智子
民生委員・児童委員 飯　田　弘　子
民生委員・児童委員 藤　原　千　穂
民生委員・児童委員 帯　金　志おり
民生委員・児童委員 横　倉　美鶴子
民生委員・児童委員 小　菊　馨　子
民生委員・児童委員 中　島　裕　美
民生委員・児童委員 小　嶋　貴　子
民生委員・児童委員 霜　村　知　子
民生委員・児童委員 千　田　三和子
民生委員・児童委員 臼　居　すみれ
民生委員・児童委員 山　﨑　　　忍
民生委員・児童委員 小野田　光　枝
民生委員・児童委員 山　﨑　正　博
保護司 綾　部　晋　策
杉並区食品衛生協会常任理事 粕　川　陸　幸
学校医（内科） 勝　部　令　子
学校医（内科） 石　田　元比古
学校医（耳鼻科） 佐　藤　千　穂
学校医（耳鼻科） 西　川　典　秀
学校歯科医 伊　藤　公　英
学校歯科医 林　　　祐三子
学校開放連合協議会会長 千　葉　勝　也
学校開放連合協議会理事 土　肥　紀　久
杉並区体育協会会長 西上原　　　久

３年度（2021年度）版

おめでとうございます

2年度 杉並区功労表彰

●支給額
　〈基本給付〉　1世帯5万円、第2子以降１人につき3万円
　〈追加給付〉　�対象者①または②に該当し、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、収入が大きく減少した方を対象に、1世帯5万円
　※対象者①の方への基本給付は、申請不要で７月に支給しました。
　※�追加の支援として、基本給付を受給する方は同額が再支給分として上乗せされます。
●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〈区役所東棟3階〉で
配布。区ホームページからも取り出せます）を郵送または直接、同係。詳細
は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧ください。

ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請期限は2月28日です

給付金事業についてのお問い合わせは、厚生労働省ホームページやコールセンターもご利用ください
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター☎0120-400-903（平日午前9時～午後6時）

「ごみ・資源の収集カレンダー」を全戸配布します

（敬称略）
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広告

　寒い季節だから、みんなで笑って心も体も芯から一緒に温まりましょう。高円寺の
街中の神社や仏閣、ギャラリーなどのあちこちが寄席に早変わり。落語だけでなく、講
談、浪曲、紙切り、太神楽、マジック、漫才、ものまねなども楽しめます。

� � �「いつもコロナウイルスとたたかってくれていることを心から感謝しています。
私たちも毎日手洗いうがいをしてコロナにかからないように頑張ります」―――
こうした区立小学校児童からの応援メッセージを添えて、北海道名寄市な
どの交流自治体や区内障害者施設で作った焼き菓子を今年１月に区内基幹
４病院に届けました。受け取った荻窪病院の村井院長は、「温かいご支援とお

問保健福祉部管理課

▲�区立小学校児童からの応援メッセージを
添えたお菓子

▲�河北総合病院に区長からのメッセージと
お菓子を届けました

▲�区内障害者施設職員から荻窪病院に応援
メッセージとお菓子を届けました

▲�佼成病院にキッチンカーを手配し、セット
ランチを提供しました

時2月18日㈭午後5時　場平安祭典高円寺会館（高円寺
北2-1-7）　内出演 柳家小んぶ（右写真）ほか　定40名
（先着順）　費500円

時2月20日㈯午後6時、21日㈰午後1時・6時　内出演
古今亭志ん輔（右写真）ほか　定各118名（申込順）　
費各3500円。中学生以下1000円　申電話で、座・高円
寺チケットボックス☎3223-7300（月曜日を除く）

　高円寺演芸まつり出演者による、直筆色紙のチャリティオークション展を行
います。集まった寄附金は区の「新型コロナウイルス感染症対策寄附金」に
寄附し、医療従事者に応援の気持ちを送ります。
時2月2日㈫～28日㈰午前9時～午後10時

いずれも�
場座・高円寺（高円寺北2-1-2）

　現在「杉並区立角川庭園・幻戯山房～すぎなみ詩歌館」として公開
されている旧角川源義邸には、書籍や手書き原稿をはじめ、源義が愛
用していた品 や々、俳句・美術関連の資料など数千点が遺されていまし
た。邸宅とともに区へ寄贈されたこれらの資料のうち、美術資料26点が
2年2月に区の登録有形文化財となりました。
　本展ではこれまでまとめて公開されることのなかった旧角川邸ゆかり
の芸術品の数 を々ご紹介します。

問郷土博物館分館☎5347-9801

日�程 3月14日㈰まで
郷土博物館分館（天沼3-23-1天沼弁天池公園内）場�所

プログラムの一部をご紹介

座・高円寺寄席座・高円寺寄席（3演目）（3演目）

コロナに負けない！演芸まつり展

場座・高円寺、平安祭典高円寺会館、純情商店街まちの駅、氷川神社、長仙
寺、長善寺、庚申文化会館ほか全20会場（オンライン会場含む）�　内出演
都内の各寄席に出演中の落語家、その他演芸家　費会場により異なる　申
一部必要　問座・高円寺☎3223-7500　他詳細は、高円寺演芸まつりホー
ムページ（右2次元コード）参照

平安祭典寄席

すぎなみ・
角川コレクション

医療従事者へ
お菓子等を贈りました

2月12日㈮～21日㈰

「あったまってます。」
福と笑いの10日間

タイトル題字：橘右女次

時2月12日㈮午後7時30分～9時　内オン
ラインで実施▶出演 古今亭駒治（右写真）　
費 1500円　申高円寺演芸まつりSTORE
（右2次元コード）から申し込み

リモート鉄道落語会
駅すぱあとvs駒治編
「上京物語」「地下鉄戦国絵巻」口演

感謝と
慰労のメッセージと共に

角川源義ゆかりの芸術品

言葉をありがとうございます。メッセージはスタッフが読めるところに掲示しよ
うと思います」と謝意を述べられました。
　なお、１２月には区内和生菓子事業者およびセブン-イレブン・ジャパンによ
るお菓子の詰め合わせを、東京都トラック協会杉並支部に無償配送していた
だいたほか、佼成病院と河北総合病院にキッチンカー（移動販売車）を手配
し、チキンオーバーライスとローストビーフのセットランチを医療従事者に提
供しました。
　今回の贈呈にあたっては、さまざまな民間事業者や学校関係者、区内障
害者施設のご協力により実施することができました。
　区では、今後も多くの賛同者と共に医療従事者への支援を継続する考えで
す。
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