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7月19日㈪オープン

たむら医院「病児保育室こねこ」
――― 問い合わせは、保育課保育支援係へ。

施設概要

利用の流れ

場所 南荻窪3-25-19
対象 生後5カ月～就学前で、保育施設や幼稚園等に通っているお子さん

予約方法
原則、利用日の前営業日の午前8時45分～午後5時45分にたむら医院

（区外在住の方は、区内の保育施設や幼稚園等に通っているお子さん）
※いずれも保護者が育休中の場合や就業が確認できない場合は利用不可。
区外の保育園や、区内外の認可外保育施設に通園している場合は、在園

「病児保育室こねこ」へ電話で予約してください。
※病名・病状等によっては利用できない場合あり（詳細は、登録時に配布

証明書や保護者の就労証明書等の提出が必要になる場合あり。
利用時間 月～金曜日、午前8時45分～午後6時（祝日、年末年始、休診日
を除く）
定員 6名
費用 1日2500円（子育て応援券利用可）
※利用料変更制度あり。詳細は、同係へ。
問い合わせ たむら医院「病児保育室こねこ」☎︎070-3195-0100（7月12
日から）
その他 詳細は、
「杉並区病児保育室のご案内」（保育課保育支援係〈区
役所東棟3階〉、区内各保育施設、各子どもセンターで順次配布）参照。
区ホームページからもご覧になれます▶運営事業者・協力医療機関＝たむ
ら医院

する各施設の利用案内参照）。
預け入れ当日
予約時にご案内した必要書類を持参し、指定された時間にたむら医院（荻窪
3-14-16）へ来院してください。必要書類・病状の確認後、保育を開始します。
病児保育室利用時には事前登録（共通番号）が必要です
申請書（保育課、区内各保育施設、各病児保育室、各子どもセン
ターで配布）を、保育課保育支援係または病児保育施設（施設へ要
事前連絡）へ持参
※保育課のみ郵送可（94円切手を貼った返信用封筒を同封）。
※病児保育室こねこでの受け付けは、7月12日から開始。登録番号
は、既設病児保育室（ラビットルーム、しーず、こひつじハウス）
と共通。元年度以降に事前登録が済んでいる方は、再登録不要。

区民等の意見提出手続き（パブリックコメント）の結果をお知らせします

「杉並区地域防災計画（令和3年修正）」を策定しました
策定に先立ち、
「杉並区区民等の意見提出手続に関する条例」に基づき、
「広報すぎなみ」 2年12月15日号などで公表し、皆
さんからご意見を伺いました。

―――問い合わせは、防災課管理グループ計画担当へ。

●意見提出期間＝2年12月18日～3年1月17日 ●意見提出件数＝109件

いただいた主なご意見の概要と区の考え方
主なご意見の概要
「災害が発生した場合の家族の役割分担、避難や連絡方法の確認」を「役
割分担および防災マップ等を活用した避難や連絡方法の確認」に修正して
ほしい。

区の考え方
ご指摘のとおり、修正いたします。

感震ブレーカー設置支援事業は、これまで、広報や区ホームページへの掲
密接した木造建築が特段多い杉並区ならではの効果的な防災対策として、
載、防災講演会、防災市民組織への啓発などで、普及啓発に努めていま
感震ブレーカーを全棟に無償設置してほしい。それが実現不可の場合、よ
す。また、設置支援の対象については、まず火災延焼危険度が高い地域を
り効果的な地震火災の防止策を議論してほしい。
対象に開始し、その後、区内全域まで拡大するなど、拡充を図っています。

ペット同行避難を今後どのように、区民、各震災救援所責任者に周知徹底
させるのか、具体的な方策を記載してほしい。

現在区では、区民に対し、震災救援所へのペット同行が可能であることの
周知を行っています。また、各震災救援所においては、震災救援所の施設
利用計画を策定する際に、ペット用避難スペースの確保の働き掛けや、震
災救援所会長所長会での周知活動などを行っています。今後も引き続き震
災救援所のペット同行避難の体制構築を進めていきます。

「杉並区地域防災計画（令和3年修正）」の策定についての全文、いただいたご意見の概要と区の考え方は、区政資料室（区役所西棟2階）、区民事
務所、図書館、防災課（区役所西棟6階）で7月14日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。また、区ホームページ（トップページ「区民
等の意見提出手続き（パブリックコメント）」）でも閲覧できます。

区内空間放射線量等
測定結果

5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

「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
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30％もお得！

発行総額13億円！

2021杉並区プレミアム付商品券を販売します
つ

き

コロナ禍の影響を受けている区民の生活と区内商店を幅広く支えるため、30％のプレミアムが付いた「2021杉並区プレミアム

付商品券」を事前予約販売します。詳細は、
「2021杉並区プレミアム付商品券」特設サイト（右2次元コード）をご覧ください。
――― 問い合わせは、2021杉並区プレミアム付商品券コールセンター☎4500-2720へ。
2021 杉並区プレミアム付商品券特設サイト

商品券の概要
販売価格 1セット5000円（額面6500円分）。1人5セットまで購入可
券種
取扱店舗

対象者

どなたでも購入可（発行数を上回る申し込みがあった場合、区内在
住の方を優先して抽選を実施）

デジタル＝2次元コード決済6500円分（1円単位で利用可）▶紙＝
利用期間
500円券13枚つづり（額面に満たない利用については釣銭なし）

7月30日㈮～10月31日㈰

特設サイト（右上2次元コード）または紙商品券の購入場所に設置する予定の取扱店舗一覧表をご覧ください。
※店舗面積500㎡を超える大型店舗では利用できません。

デジタル商品券（発行数15万セット）
※スマートフォンをお持ちでない方は利用できません。
発行数が多く、1円単位から利用できるデジタル商品券をぜひ
お申し込みください。詳細・申し込みは、特設サイト（右上2次元
コード）をご覧ください。

商品券購入申込期間
7月12日㈪まで

紙商品券（発行数5万セット）
①申し込み方法
はがきに住所・氏名・電話番号・申
込数・購入希望場所の番号（右記購入
希望場所一覧から第3希望まで）を書い
て、7月8日（必着）までに2021杉並区
プレミアム付商品券運営事務局（〒1020074千代田区九段南2-3-14靖国九段南
ビル7階）へ郵送してください。

②購入方法
当選者に対し、7月29日までに当選通
知を送付します。
当選通知で指定された購入場所と期
間内に商品券を購入してください。

注意点
・購入には、事前の申し込みが必要です。
・申し込みは一回限りです。申し込み内容の不備や虚偽の記載、重複申し込
みがあった場合は無効となります。また、デジタル商品券と紙商品券の両
方に申し込むことはできません。
・応募者多数の場合、当選セット数が申し込みセット数よりも少なくなるこ
とや、抽選の結果によっては購入できないことがあります。
・商品券の購入時に、セット数を変更することはできません。

購入希望場所一覧
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

番号
杉並郵便局
14
荻窪郵便局
15
杉並南郵便局
16
阿佐谷北三郵便局
17
阿佐谷北六郵便局
18
高円寺駅前郵便局
19
高円寺北三郵便局
20
新高円寺駅前郵便局 21
高円寺南三郵便局
22
高円寺中央通郵便局 23
阿佐谷南三郵便局
24
阿佐谷駅前郵便局
25
杉並和田郵便局
26

杉並聖堂前郵便局
東高円寺郵便局
杉並堀ノ内郵便局
杉並松ノ木郵便局
杉並成田西郵便局
杉並井草郵便局
下井草南郵便局
杉並下井草郵便局
井荻駅前郵便局
杉並上井草郵便局
杉並本天沼郵便局
杉並四面道郵便局
杉並今川三郵便局

番号
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

杉並今川四郵便局
杉並善福寺郵便局
西荻窪郵便局
杉並西荻北郵便局
西友荻窪郵便局
荻窪川南郵便局
荻窪二郵便局
荻窪四郵便局
杉並西荻南郵便局
杉並松庵郵便局
杉並方南二郵便局
杉並和泉郵便局
杉並和泉二郵便局

番号
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

杉並永福郵便局
杉並浜田山郵便局
杉並西永福郵便局
高井戸駅前郵便局
杉並高井戸東郵便局
杉並桜上水郵便局
杉並上高井戸郵便局
杉並宮前三郵便局
杉並宮前五郵便局
杉並久我山郵便局
杉並富士見ケ丘郵便局

※販売時間は原則、月～金
曜日午前9時～午後5時。

広告掲載を考えている事業者の皆さんへ

「高齢者のしおり」に掲載する広告募集

10月に発行予定の「高齢者のしおり」は、区が行っている高齢者福祉サービスを中心に、高齢の方向けの施策をまとめ
たものです。区内の65歳以上の方がいる全ての世帯に配布します。
―――問い合わせは、高齢者施策課へ。

募集概要
冊子の規格 A4判冊子・約100ページ
発行部数 約9万7000部（3年に1回発行）
広告規格・掲載料 右表のとおり
掲載できないもの ①公共性および品位
を損なうおそれのあるもの②「風俗営業
およ
等の規制及び業務の適正化等に関する法
律」第2条等に掲げる営業に該当するもの
③政治活動、宗教活動、意見広告、個人
的宣伝および人事募集に関するもの④公
序良俗に反するもの⑤その他適当でない
と認められるもの

掲載の決定

種類 規格（縦×横）

位置

1号 270㎜×174㎜

裏表紙の外側1ページ全面

2号 131㎜×174㎜

裏表紙の外側1ページ2分の1面

3号 270㎜×174㎜

裏表紙の内側1ページ全面

21万円

4号 131㎜×174㎜

裏表紙の内側1ページ2分の1面

11万円

5号 270㎜×174㎜

本文中指定する1ページ全面

6号 131㎜×174㎜ 本文中指定する1ページ2分の1面
7号 131㎜×84㎜

刷色 掲載料
4色

2色

28万円
14万円

14万円
7万円

本文中指定する1ページ4分の1面

4万円

8号   62㎜×84㎜ 本文中指定する1ページ8分の1面

2万円

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）

申し込み方法
申込書（高齢者施策課〈区役
所東棟1階〉で配布。または区
ホームページから取り出せます）
に広告原稿を添えて、7月9日
（必着）までに高齢者施策課管理
係へ郵送・持参

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配送、また「点字広報」
「 声の広報」のお申し込みは広報課へ。
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だれもが共に認め支えあい

令和3年（2021年）6月15日

いきいきと輝けるまちをめざして

6月23日～29日は男女共同参画週間です
区は、全ての人が性別にかかわらず等しく認められ、かけがえのない存
在として互いに尊重しあい、自分らしさを発揮して存分に活躍することが
できる男女共同参画社会の実現を目指しています。
この機会に、男女共同参画について身近なことから考えてみませんか。
―― 問い合わせは、区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係へ。

男女平等推進センターをご利用ください
情報・資料コーナー 約3500冊の図書・
行政資料などをそろえており、自由に閲
覧できます。貸し出しには利用者登録が
必要です。
交流コーナー 団体や個人の情報交換、
学習、交流の場として、自由に利用でき
ます。
講座の開催 女性の活躍推進、男性の
家事・育児・介護の促進、仕事と子育て
など毎年企画を公募し、さまざまなテー
マの講座を開催しています（計10回を予
定）。講座参加者の募集は、
「広報すぎな
み」等でお知らせします。
その他 男女平等推進センター事業の詳細は、区ホームページ（下2次元
コード）をご覧ください。
所在地・電話番号＝荻窪1-56-3ゆう杉並内☎︎3393-4410▶開館
時間＝午前9時～午後5時（月曜日〈祝日の場合は翌日〉、年末
年始を除く）

ご協力をお願いします
男女共同参画に関する意識と生活実態調査

区民・区内事業所の男女共同参画やワーク・ライフ・バランス等
について、意識や取り組み状況を把握し、
「杉並区男女共同参画行動
計画」の改定や今後の具体的な施策検討を進める上での基礎資料と
するため、実態調査を行います。
内 調査期間＝6月中旬～7月上旬▶調査方法＝調査票の配布は郵送、回
収は郵送またはインターネット（無記名回答）▶調査項目＝男女平等
意識、ワーク・ライフ・バランス、女性の活躍推進状況、育児・介護
支援制度についてほか▶調査結果＝統計化したデータを、区ホーム
ページで公表（11月ごろを予定） 対 区民調査＝区内在住で18歳以上
の方（4000名。住民基本台帳から無作為抽出）▶事業所調査＝従業
員数5名以上の区内事業所（2000件。総務省統計局「事業所母集団
データベース」から無作為抽出）

「杉並区男女共同参画行動計画」とは

男女共同参画社会の実現を目指すため、区の基本的な考え方や目
標を示すとともに、関連する施策・事業を具体化したものです。
「わ
たしらしく あなたらしく だれもが共に認め支えあい いきいきと
輝けるまち すぎなみ」を基本理念として、3つの目標と推進体制の
整備を通して、男女共同参画社会の実現に向けた仕組みづくりを推
進していきます。
目標1
目標2
目標3

ワーク・ライフ・バランス推進と実現の仕組みづくり
あらゆる分野で一人ひとりが活躍できる社会づくり
すべての人が尊重され、安心して生活できる地域づくり

男女共同参画パネル展示
ワーク・ライフ・バランス、男女平等推進センター、DVに関することや
性的マイノリティについて紹介します。
時 6月23日㈬～29日㈫午前8時30分～午後5時 場 区役所1階ロビー

計画の内容は、区ホームページ（右2次元コード）を
ご覧ください。

ひとりで悩まずご相談ください
外出自粛が続く中、増加が懸念されているDV（配偶者や交際相手などからの暴力）や性暴力、ストーカー、セクハラは人権を著しく侵害する
もので、男女共同参画社会を形成していく上で大きな障害となります。区では、さまざまな悩みや問題を専門の相談員が一緒に考え、サポート
する相談事業を実施しています。

一般相談（家族、生き方、人間関係、性的マイノリティに関する悩みなど）
☎︎5307-0619（月～金曜日午前9時～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）
法律相談（離婚、養育費、財産分与など）
女性弁護士による予約制の面接相談です。相談希望日前日の午後3時まで
に☎︎5307-0619へお電話ください。
時 毎週木曜日午後1時30分～4時30分（祝日、年末年始を除く。夜間も月1回
実施） 対 区内在住・在勤・在学の女性

男女平等推進センター啓発講座

個性を伸ばすティーチング
コミュニケーション講座 入門編

子どもや相手のやる気や可能性を育てるコミュニケーション
を学び、「教える」ことの本質を考える講座です。今回は第1回
「人を育てるコミュニケーション『教える』とは？」です。
時 7月15日㈭午前10時～正午

場 高井戸地域区民センター（高

井戸東3-7-5） 師 東京大学名誉教授・汐見稔幸（右写真） 対 区
内在住・在勤・在学の方 定 20名（申込順） 申 電話・ファクス
（12面記入例）で、男女共同・犯罪被害者支援係☎︎5307-0347 FAX
5307-0681。または東京都電子申請・届出サービス(右2次元コー
ド)から申し込み 問 同係 他 生後7カ月～就学前の託児あり（定
員あり〈申込順〉。7月5日までに同係）。企画運営＝NPO法人
親子コミュニケーションラボ

DV相談（配偶者、交際相手などからの暴力）
●すぎなみDV専用ダイアル
☎︎5307-0622（月～金曜日午前9時～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）
●杉並福祉事務所
荻窪☎︎3398-9104／高円寺☎︎5306-2611／高井戸☎︎3332-7221（月～金曜日
午前8時30分～午後5時〈祝日、年末年始を除く〉）
●東京ウィメンズプラザ
☎︎5467-2455（午前9時～午後9時〈年末年始を除く〉）
夜間・緊急時は警察110番、東京都女性相談センター☎︎5261-3911へ。

特別養護老人ホーム

「エクレシア南伊豆」
入居相談窓口の設置

エクレシア南伊豆は、静
岡県南伊豆町と全国初の自
治体間連携により整備され
た特別養護老人ホームです。
入居を希望する区民の方を
対象に入居相談窓口を設置
します。会場では、施設や入居者が参加したイベント
の様子が分かるパネル展示を行います。
時 6月21日㈪・22日㈫午前10時～午後4時

所1階ロビー

場 区役

問 高齢者施策課施設整備推進担当

広告募集中 広報すぎなみ・ホームページバナーに広告を掲載しませんか

広告掲載の問い合わせは広報課へ。
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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。
毎月 15 日号に掲載

井草地域区民センター協議会
〒167-0022下井草5-7-22
☎3301-7723
HP https://www.igusahome.org/
香害から身を守ろう～柔軟剤や消臭ス
プレーにご注意を
時 6月30日㈬午後1時30分～3時30分
師 元朝日新聞論説委員・岡田幹治 定
15名（抽選） 申 往復はがき（12面記
入例）で、6月22日（必着）までに同
協議会。または同協議会ホームページ
から申し込み 他 長寿応援対象事業
臨床心理士と話そう！ちょっと気にな
る子 うちの子大丈夫？
時 7月7日㈬午前9時30分〜11時30分
師 臨床心理士・秋山花 対 小学校1・
2年生の保護者 定 12名（抽選） 申
往復はがき（12面記入例）で、6月29
日（必着）までに同協議会。または同
協議会ホームページから申し込み
こ う が い

いずれも

場 井草地域区民センター

荻窪地域区民センター協議会
〒167-0051荻窪2-34-20
☎3398-9127
HP http://ogikubokyougikai.sakura.ne.jp/
さいえんす縁日
時 7月18日㈰午後1時～2時30分・3時
〜4時30分 内 ホーバークラフト体験、
紙ひこうき大会、昆虫はおいしいほか
費 100円 申 往復はがき（12面記入例）
で、7月4日（必着）までに同協議会
ハーモニーを楽しむボイストレーニング
時 8月4日㈬・11日㈬・18日㈬・25日
㈬午後1時30分～3時30分 （計4回）
師 ボイストレーナー・安藤操 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、7月14日（必着）までに同協議会
いずれも

場 荻窪地域区民センター

他 手話通訳

高円寺地域区民センター協議会
〒166-0011梅里1-22-32
☎3317-6614
HP https://www.koenji-kyogikai.org/
ポールを使って正しい姿勢で歩きませ
んか
時 7月1日㈭・8日㈭午前9時30分～11
時30分（雨天順延。予備日＝7月15日
㈭。計2回） 場 善福寺川緑地（成田西
1-30-27）▶集合＝杉二小前広場 師
日本ポールウオーキング公認コーチ・
西﨑泰 対 3ｋｍ程度自力歩行ができる
方 定 20名（抽選） 費 200円 申 往
復はがき（12面記入例）で、6月24日
（必要）までに同協議会。または同協議
会ホームページから申し込み 他 ポー
ルレンタルあり。長寿応援対象事業
樹木医とおもしろ樹木を探そう！
善福寺川緑地、和田堀公園を樹木医
と散策します。
時 7月25日㈰午前10時～正午（雨天
順延。予備日＝7月28日㈬） 師 樹木
医・岩谷美苗 定 15名（抽選） 費
100円 申 往復はがき（12面記入例）
で、7月1日（必着）までに同協議会。
または同協議会ホームページから申
し込み 他 長寿応援対象事業
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
HP http://takaido-kyogikai.sakura.ne.jp/
自転車の交通ルール マナーと責任
時 7月10日㈯午前10時～11時30分

師 杉並土木事務所交通安全係職員、高
井戸警察署員 定 30名（抽選） 申 往
復はがき（12面記入例。2名連記可）
で、6月28日（必着）までに同協議会
天文講座デジタル宇宙散歩～天体シ
ミュレーターで銀河体験
時 7月31日㈯午前10時・11時・午後
1時・2時（各30分程度） 定 各25名
（抽選） 申 往復はがき（12面記入例。
2名連記可）で、7月7日（必着）まで
に同協議会

いずれも

場 高井戸地域区民センター

永福和泉地域区民センター協議会
〒168-0063和泉3-8-18
☎5300-9412
HP https://member.sugi-chiiki.com/eifuku-izumi/
健康と美容のための発酵食品
時 7月10日㈯午後1時30分～3時30分
師 フードライフデザイナー・深田和恵
対 区内在住・在勤・在学の方 定 15
名（抽選） 申 往復はがき（12面記入
例）で、6月29日（必着）までに同協
議会 他 長寿応援対象事業
センターまつり
時 7月18日㈰午前10時～午後4時 内
作品展示、ショータイム、縁日、模擬
店、天文学習、苗木de募金、H2なみ
すけ号の展示ほか
いずれも

場 永福和泉地域区民センター

あり（要申し込み）
西荻地域区民センター協議会
〒167-0034桃井4-3-2
☎3301-0815
HP https://nisiogi-kyogikai.org/
紙アクアリウムワークショップ
描いたイラストがスクリーンに登場
し泳ぎだす、お絵かきワークショップ
です。
時 6月27日㈰午前10時・10時30分・11
時・11時30分（各30分） 場 同セン
ター 対 小学生以下（未就学児は中学
生以上の保護者同伴） 定 各15名（先
着順） 他 協働＝東京工芸大学杉並ア
ニメーションミュージアム

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
HP http://www.asagaya-kyogikai.org/
楽しい野鳥の世界
周辺の野鳥や国内外の野鳥につい
て、名前や生態、野鳥観察方法や野鳥
図鑑の解説をします。
時 7月10日㈯午後2時～4時 場 同セ
ンター 師 元日本野鳥の会理事・西村
眞一 定 30名（抽選） 申 往復はがき
（12面記入例）で、6月30日（必着）ま
でに同協議会 他 長寿応援対象事業
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杉並のビーチコートで
海辺の雰囲気を楽しもう！
永福体育館には、ビーチバレーボールの国際競技連盟（IF）基準
を満たした屋外ビーチコートがあります。砂はオーストラリアから輸
入したフカフカのホワイトサンド。一般にも開放しており、ビーチバ
レーやビーチサッカー、ビーチテニスなどに挑戦できます。
詳しくは

すぎなみ学 永福体育館

または

問 産業振興センター観光係☎5347-9184

民営化宿泊施設をご利用ください

弓ケ浜クラブ

（静岡県賀茂郡南伊豆町湊781）
杉並区民限定「湯治プラン」
伊豆三大美浜のひとつである弓ケ浜。12月下旬には水仙、2月には菜の花
やみなみの桜も咲き乱れます。お得に泊まれる「湯治プラン」で、家族や友
達と弓ケ浜温泉を満喫してみませんか。
プラン内容
対象期間 12月5日㈰～4年3月31日㈭（12月29日～4年1月3日を除く）
料
金 3泊4日6食付＝8610円（65歳以上5610円）▶5泊6日10食付＝1万
800円（65歳以上8800円）
※いずれも区民補助金適用後。別途入湯税あり。希望により8泊まで延長可
（延長料金＝1泊につき2760円〈65歳以上1760円〉）
申 問 電話で、弓ケ浜クラブ☎︎0120-412-224（月〜金曜日午前10時～午後5
時〈祝日を除く〉）

6月15日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

義足体験！ パラ陸上練習見学会
5月9日に開催された、義足体験
会とパラ陸上練習見学会の様子を
お届けします。パラアスリートの
手塚圭太さん、義肢装具士の臼井
二美男さんに義足のことやパラス
ポーツについてお話を伺いました。
視聴方法
・Y
 ouTube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）
問 広報課

問 産業振興センター観光係☎5347-9184

イベント情報や区からのお知らせをＳＮＳで発信中！ぜひフォローしてね♪
杉並区広報課ツイッター：＠UWIKPCOKAMQJQ 杉並区広報課フェイスブック："UWIKPCOKMWMQJQMC
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