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東京2020オリンピック
ホストタウン紹介展
「イタリア・ウズベキスタン・パキスタン」
杉並区がホストタウンとなったイタリア・ウズベキスタン・ ●日時 7月12日㈪～7月21日㈬午前8時30分～午
後5時（最終日は正午まで。日曜日を除く）
パキスタンについて、その文化や歴史、日本とのエピソード
等を、パネルや日本の伝統文化であるかるた・紙芝居で紹介 ●場所 区役所2階区民ギャラリー
します。
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

事前キャンプの
最新情報を
発信していきます

〈３カ国の事前キャンプ情報〉

事前キャンプに関する最新情報は、区民懇談会おもてなし
実行委員会が 、LINEアカウント「事前キャンプ杉並応援団」
（ 右下2次元コード）で発信します。ぜひ、ご登録ください。

ウズベキスタン

期間

７月5日㈪
～22日㈷

場所

イタリア

パキスタン

6月24日現在、事前キャンプの
期間・場所については調整中です。
事前キャンプの予定は、区ホームページや
高円寺体育館
LINEアカウントで発信していきます。
（高円寺南2-36-31）

競技

ボクシング

ビーチバレーボール

陸上・水泳・射撃

宿泊先

区外ホテル

選手村

選手村

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

国名

東京都聖火リレーについて

杉並区では、7月17日㈯に桃井原っぱ公園（桃井3-８-１）から蚕糸の森
公園（和田３-55-30）までの約5.3㎞を走行します。それに伴い、午前9時
10分～11時55分頃まで交通規制が行われる予定ですが、公道走行の実施

等については、6月24日現在、東京都と大会組織委員会で調整中です。今
後の経過は、区ホームページ（右下2次元コード）をご覧ください。
問 東京都聖火リレー実行委員会事務局☎6732-8484
（月～金
曜日午前9時～午後6時〈祝日を除く〉
。7月17日は交通規制予
定時間内のみ受け付け可）

あなたのまなざしで再出発を見守る社会へ

7月は社会を明るくする運動強調・
再犯防止啓発月間です

――― 問い合わせは、保健福祉部管理課地域福祉係へ。

◆社会を明るくする運動

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの立ち直りについて、全ての国民が理
解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、安全で安心な地域社会を築くための
全国的な運動です。法務省が主唱しており、今年で71回目になります。
区は、区長を委員長とした推進委員会を設置し、杉並区保護司会をはじめと
した地域団体の皆さんと一緒にこの運動を推進しています。

◆更生保護

社会の中での立ち直りを導き、助け、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐ仕組み
で、保護司や協力雇用主をはじめ、多くの方が関わっています。
「信じてくれる
人がいること」「必要とされる場所があること」、それは更生への大きな支えと
なります。更生保護は、社会に暮らす人たちが広く関わることで達成される取り
組みです。
―区の更生保護団体－
杉並区保護司会／杉並区更生保護女性会／NPO法人杉並区保護観察協会
推進イベント

ひまわりフェスタ

●パネル展示
時 7月19日㈪～21日㈬午前9時～午後5時（21日は午後3時まで） 場 区役所1
階ロビー 他 クイズ参加者には記念品を配布
●刑務製品の販売
時 7月19日㈪・20日㈫午前9時～午後5時 場 区役所中杉通り側入り口前

杉並区の情報をお知らせしています
杉並区の情報
フェイスブック（Facebook）

いいね！
してね

——問い合わせは、広報課へ。

ツイッター（Twitter）

区の取り組みや地域の魅力、イベント情
報など、区民の皆さんの知りたい情報を発
信しています。

イベ ント 情 報 や 区 か ら の お 知 らせ 、
日々のちょっとした出来事などをお届けし
ます。

★アカウント名=杉並区広報課

★アカウント名=杉並区広報課

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。

フォロー
してね
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図書館 7月の行事
――――問い合わせは、各図書館へ。
図書館

日時

永福

7月27日～8月31日の毎週火曜日、午前10
時～11時・午後2時～3時

夏休みしゅくだいおたすけ隊

柿木

7月24日㈯午後3時～3時20分・3時30分〜
3時50分

夏休みスペシャルおはなし会

高円寺

7月28日㈬①午後3時～3時20分②3時30
分～3時50分

こわいおはなし会① 絵本中心②語り中心

7月16日㈮～8月31日㈫

原画展～スギヤマカナヨさんの絵本原画展示

☎3322-7141
☎3394-3801
☎3316-2421

宮前

☎3333-5166

成田

☎3317-0341

西荻

☎3301-1670

阿佐谷

☎5373-1811

南荻窪

☎3335-7377

内容・対象・定員

7月24日㈯午前10時～正午・午後2時～4時

☎3290-3456

対 ①幼児②小学生以上の方

定 各20名

定 各20名

ワークショップ「かるたをつくろう！かるたをつろう！」

対 小中学生（小学１・2年生は保護者同伴） 定 各12名（事前申込制。7月2日から）
定 12名（事前申込制。7月2日から）
へんこう

夏休み工作会「偏光板のふしぎ～透明なものがカラフルに」

7月31日㈯午後2時～3時

対 5歳～小学3年生（未就学児は保護者同伴） 定 15名（事前申込制。7月7日から）

7月28日㈬午後2時30分～2時50分・3時〜
3時20分

7月19日㈪・20日㈫・22日㈷・23日㈷午前
10時30分～11時30分

7月20日㈫午後2時～3時

対 幼児～小学生とその保護者

定 各8組

師 明治大学文学部講師・杉山春子

7月25日㈰午前10時～11時・11時30分～
午後0時30分

7月3日㈯午後2時～2時30分

東原中学生による夏がいっぱい☆おはなし会
講演会「トルストイ・人と作品」 トルストイの生き方と作品を映像でたどります。

7月17日㈯午後2時～3時30分

7月30日㈮午後2時～4時

☎3394-0431

対 幼児～小学生とその保護者

対 小学生

7月21日㈬・28日㈬午後3時〜3時30分

今川

定 各2名

なりのみかがく研究室〜光るスライムを作ろう

7月24日㈯午後2時〜3時30分

7月18日㈰午前10時～午後4時（正午〜午
後1時30分を除く）

高井戸

対 小学生

対 中学生以上の方

定 16名（事前申込制）

カブトムシ・クワガタをみてみよう！
定 各12名（事前申込制。7月10日から）

消しゴムはんこで夏のポストカードをつくろう

対 幼児～小学生（幼児は保護者同伴） 定 各4名（事前申込制。7月7日から） 他

1回30分（入れ替え制）

図書館たんけん隊
対 小学2～6年生

定 各3名（事前申込制。7月7日から）

中高生による読み聞かせ
対 幼児～小学生

定 各7名

科学あそび教室「結晶って〇〇でしょう」
対 小学3年生～中学生

定 14名（事前申込制。7月17日から）

たなばたおはなし会（たなばた飾りキットのおまけつき）
対 幼児～小学生（未就学児は保護者同伴） 定 7組

図書館ツアー「きみも図書館探偵になれるかな？」
対 小学生

定 7名（事前申込制。7月1日から）

※表中に事前申込制と記載があるものは、電話または直接、各施設（申込順）へ。その他の催しは、当日直接会場（先着順）へ。

図書館で調べ学習をしませんか？

夏休みに、子どもたちが図書館の会
議室や多目的ホールを利用して、調べ学
習をすることができます。利用できる図
書館や期間などは下記のとおりです。
――― 問い合わせは、各図書館へ。
7月16日㈮～8月31日㈫（各図書

期間 館で異なります。いずれも、休館

日、行事等で使用する日は除く）

永福・宮前 小学生▶西荻・南
荻窪・今川 小学生とその保護
対象
者、中高生▶成田・高井戸 ど
なたでも

図書館を使った調べる学習コンクール作品募集
内 テーマは自由。応募者本人の創作で未発表の作品に限
る▶サイズ 小学生はB4判または八ツ切り、中学生以上
はA4判まで▶ページ数 50ページ以内（表紙、目次、参
考文献一覧を除く）▶募集期間 9月1日～24日（必着）
▶その他 調べるときに利用した本の名前・ホームペー
ジアドレス・図書館名を明記 対 区内在住・在学の小学
生～高校生 申 区立小中学生で、学校で作品を取りま
とめている 学校へ提出／個人 作品に応募用紙（各図
書館で配布。区ホームページからも取り出せます）を添
えて、各図書館へ持参 問 中央図書館事業係☎33915754 他 入選作品は表彰式後に展示。氏名・学校名・学
年は原則公開。上位作品は、図書館振興財団主催の全国
コンクールの三次審査に推薦。全国コンクールで入賞し
た作品の著作権は、同財団に帰属

日本フィルハーモニー交響楽団による演奏会

杉並区敬老会

75歳以上の方（区内在住
で昭和21年9月20日以前に生
まれた方）を対象に開催しま
す。事前申込制です。

中央・柿木・高円寺・西荻・南荻窪・
高井戸・今川図書館で

七夕飾りに願い事を書こう！

7月7日まで（中央・西荻は2日から。
今川は3日から）

夏休みの図書館で

読書チャレンジ！

図書館では、夏休み期間中に読書にチャ
レンジすると、スタンプを押したりシールが
もらえたりするイベントを実施します。実施
期間・対象・詳細は、各図書館へお問い
合わせください。

時 8月30日㈪～9月3日㈮①午前10時30分～11時30分②午後2時30分～3
時30分（30日は②のみ。いずれか1回） 場 杉並公会堂（上荻1-23-15）
内 第1部 式典▶第2部 弦楽アンサンブルとソプラノ歌唱（日本フィル
ハーモニー交響楽団） 定 各400名（抽選） 申 申し込みはがき（6月28
日に発送済み）を、7月20日（必着）までに高齢者施策課いきがい活動
支援係へ郵送 問 同係 他 当選者には8月10日以降に入場券を郵送

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。

