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広 報  す ぎ な み

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
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新型コロナウイルスの感染状況によっては、本紙掲載の催し等が変更・延期または中止になる場合があります。お知らせ

6｜ 杉並区功労表彰　　7｜ ｢ごみ ・ 資源の収集カレンダー　分け方 ・ 出し方」 を全戸配布します　　1 2｜ 新型コロナワクチン　3回目接種の時期を前倒しします

※撮影時のみマスクを外しています。
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毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介していきます。

　区役所1階ロビーの一角で「
すまいる
笑顔ステーショ

ン」と称して、日替わりでパンやお菓子・お
弁当・雑貨などを販売しています。また、年
に数回、複数の事業所が参加する「すぎなみ
仕事ねっとフェア」も開催しています。各施
設の自慢の品がずらりと並ぶ貴重な機会で
す。ぜひご利用ください！

区役所で
パンやお菓子・雑貨の
販売もしています！

封入・セット作業

　クリーニング師の資格を持つ職員の指導
の下、作業しています。少量でも大量でも
幅広い注文に対応しています。区内であれ
ば集配を実施している事業所もあります。

クリーニング

　ダイレクトメールをはじめ、多種類の書類・雑
誌の付録・化粧品サンプルや文房具の封入を行っ
ています。数十通の小ロットから数十万通の大
ロットまで対応しています。

　主にマンションや施設の共用部分の清掃を行いま
す。また、シェアハウスなどの共用部分の巡回清掃
(週1回）や、枯れ葉清掃なども行います。

ーマパーク衣装の仕分けや動物園で販売している商品
の検品・梱包を依頼しています。納期が短い依頼でも

快く対応してもらい、私たちが気付かない細かな部分も検品し
てくれるなど、大変助かっています。｢障害者施設」ではなく
精度・クオリティーが高い「一企業」として、安心してやり取
りさせてもらっています。

すぎなみ仕事ねっとにご相談いただくと…

つながっているから　
できること　すぎなみ仕事ねっと

杉並区公式チャンネル杉並区公式チャンネル

YouTubeで配信中！

｢TSUNAGU（つなぐ）」
すぎなみ仕事ねっとカタログ

　区内の障害者事業所や、商品・仕事を紹介しています。
障害者生活支援課（区役所中棟2階）で配布しているほか、
すぎなみ仕事ねっとホームページでもご覧になれます。
※掲載されている商品・店舗・事業所の情報は3年11月現在のものです。

　皆さんが気軽に利用できる、すぎなみ仕事ねっとが
扱っている商品や仕事の頼み方、そして最近のイベント
の様子などを動画で紹介します。

■問 広報課

＠suginamishigotonet

すぎなみ仕事ねっとオフィシャル
インスタグラム

　区役所などで開催されるお菓子や雑貨などの
販売会情報や、ちょっとした日々の活動の様子な
どを随時更新しています。生き生きとした各事業
所の仕事ぶりをご覧ください。

■ 近隣なので、ご相談がスムーズです。
■ 小・大ロット、単発・定期、さまざまな注文に対応できます。
■ 個別のオーダーにも、柔軟に対応できます。
※依頼内容や個人情報は厳守します。

相談・依頼方法

ワークショップ・かたつむり（担当：森）
和田1-5-18アテナビル2階

 TEL  080-5548-4278     Mail  kata@jcpa.net
(月～金曜日午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）

https://www.suginami-shigoto.net（すぎなみ仕事ねっとホームページ〈右2次元コード〉）

お客さま
企業・団体・個人の方など

すぎなみ仕事ねっと会員事業所

すぎなみ仕事ねっと
杉並区障害者施設ネットワーク

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

相談
依頼

お気軽に
お問い合わせ
ください

CHECK!

フォローしてね！

東洋物産・島田さん

員の皆さんがとても親切で、私を覚えていてくれるの
でお店に行くたびに最近の出来事などをよくお話しし

ています。そんなところが大好きで、近所にはいくつかクリー
ニング店がありますが、私が通い続けるお店はここだけです。

クリーニング利用者・オニールさん

❶電話・Eメールで、下記問い合わせ先へ。
❷内容・納期・単価などを確認後、請け負い可能な事業所を
　紹介します｡

清掃作業

他にも
こんな作業ができます
・印刷、データ入力・ギフトボックスなどの組み立て・不要になった機械などの分解  ほかまずはご相談ください！

仕事の振り分け

｢頼んでみようかな」
と思ったら

　｢すぎなみ仕事ねっと」は、区内の障害者事業所をつなぐネットワークです。一つの施設だけでは請け負いきれない依頼をいくつかの

施設で連携・分担し、収入を確保することで障害者の工賃アップにつなげています。個人から企業まで、さまざまな仕事を受け付け

ています。｢こんな仕事でも頼めるかしら？」｢どこに頼めばいいか分からない」。そんな時はすぎなみ仕事ねっとにご相談ください！

働く障害者と皆さんをつなぐお手伝いをします。

 ̶̶問い合わせは、障害者生活支援課またはワークショップ・かたつむりへ｡

店街のバナーの取り換えや、阿波踊りなどのイベント
で使用する法被のクリーニングを依頼しています。丁

寧な仕上がりで細かな確認もしっかりしてくれるため、重宝し
ています。障害があっても周りからのフォローを受けながら
しっかり働けることが分かり、安心してお任せできます！

高円寺パル商店街振興組合・河原さん

すぎなみ仕事ねっとをもっと知りたい！

丁寧な仕事で助かっています！

※直接、各事業所へ相談・依頼もできます。
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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

 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、4～9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
810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。
　2年分、1年分、6カ月分を口座振替で前納を希望す
る場合は、2月末日までに杉並年金事務所にお申し込
みください。郵送での手続きも可能です。
問杉並年金事務所☎3312-1511

 子育て・教育
外国人学校に通学する児童生徒の保護者へ
　区では、外国人学校に通学する児童生徒の保護者
に、授業料などの負担を軽減するために補助金を交付
しています。
◆要件　次の全てを満たすこと①学校教育法に基づ
く認可を受けた外国人学校に、義務教育年齢に該当す
る児童生徒を通学させている②児童生徒および保護
者が区内に住所を有し、同一世帯である③児童生徒ま
たは児童生徒の父もしくは母が日本国籍を有していな
い④授業料を納付している⑤所得が限度額未満であ
る（詳細は、区ホームページをご覧ください）
◆申請期間　2月28日（必着）まで
◆補助対象期間・申請方法　今回は下半期分です。
学校ごとに期間・申請方法が異なりますので、詳細は
お問い合わせください。学校が「学校教育法」に基づ
く認可を受けているかは、通学する学校にお問い合わ
せください。
◆補助金額　月額7000円×下半期のうち授業料を支
払った月数
問区民生活部管理課庶務係

 生活・環境
環境影響評価調査計画書の縦覧・閲覧と意見書
の提出
内「（仮称）中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地
再開発事業」環境影響評価調査計画書▶縦覧・閲覧
期間 2月7日㈪～16日㈬午前9時30分～午後4時30分
（各閲覧場所の休業日等を除く）▶縦覧・閲覧場所
都環境局総務部環境政策課、都多摩環境事務所管理
課（立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎）、中野区
環境課（中野区中野4-8-1）、区環境課（区役所西棟7
階）、区民事務所、図書館（柿木・高円寺・西荻を除
く）▶意見書の提出 「環境保全の見地からの意見」
に事業名、氏名・住所（法人その他の団体の場合は
名称、代表者名、東京都内に存する事務所または事
業所の所在地）を書いて、2月28日（消印有効）まで
に都環境局総務部環境政策課（〒163-8001新宿区西
新宿2-8-1都庁第二本庁舎）へ郵送・持参。またはE
メール（送付先・件名等は、東京都環境局HPhttps://
www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/assessment/
reading_guide/index.htmlに掲載）で提出　問都環
境局総務部環境政策課☎5388-3406、区環境課庶務
係

囲町西地区（中野区中野四丁目地内）の都市計
画変更に関する説明会と都市計画案の公告ほか
◆説明会
時2月16日㈬午後6時30分～8時　場中野区産業振興
センター（中野区中野2-13-14）　定60名（申込順）　
申電話・ファクス・Eメールに氏名（フリガナ）・住
所・連絡先を書いて、2月7日～16日に中野区まちづ
くり推進部中野駅周辺まちづくり課 FAX3228-5670
ekishuhen@city.tokyo-nakano.lg.jp　問同課☎

3228-8912　他託児（定員3名〈申込順〉。お子さん
の氏名〈フリガナ〉・月年齢・アレルギーの有無を記
入）・手話通訳あり。いずれも2月9日までに同課へ申
し込み
◆都市計画案の公告・縦覧・意見書の募集
内縦覧・意見書提出期間 2月17日㈭～3月3日㈭▶
縦覧場所 中野区都市基盤部都市計画課（中野区中
野4-8-1）　問中野区都市基盤部都市計画課☎3228-
8964、区都市整備部管理課

 施設情報
中央図書館の臨時休館
　特別整理（蔵書点検）、防
虫のための薬剤散布処理を
行うため、2月14日㈪～22日
㈫は臨時休館します。休館
中、本などは通常通り予約で
きますが、貸し出しまでに時
間がかかる場合があります。
問中央図書館☎3391-5754

ひととき保育の一部閉所
　ひととき保育阿佐谷（阿佐谷北1-4-2認証保育所ポ
ピンズナーサリースクール阿佐ケ谷内）・荻窪（荻窪
5-17-8荻窪北保育園内）・高円寺南（高円寺南4-44-11
高円寺南保育園内）は運営事業者の都合により3月31
日で閉所します。なお、ひととき保育荻窪・高円寺南
は、私立保育園への転換に伴い、私立保育園の一時
保育として引き続き実施
する予定です。
問子ども家庭部管理課地
域子育て支援係

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変更・延期または中
止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
下記の対策にご協力をお願いいたします。

※★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★ 時月・金曜日、午後1時～4時（2月11日を除く）　場区役所1階ロビー 問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

住民税（特別区民税・都民税）夜
間電話相談 時2月7日㈪午後5時～8時30分 問納税課☎5307-0634・0636

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時2月9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2月10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 FAX3393-3652へファクス　問同会事務局☎
3393-3680、区住宅課空家対策係

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時2月15日㈫、3月1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

専門家による空
あきや

家等総合無料相談
時2月17日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場住宅課（区役所
西棟5階）　対区内の空き家等の所有者等（親族・代理人を含む）　定各
1組（申込順）　他1組45分

申電話で、住宅課空家対策係。または申込書（区ホームページ
から取り出せます）を、2月15日（必着）までに同係 FAX5307-
0689へ郵送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時2月17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
（午前9時～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉）　問同支部、区
住宅課

 各種相談
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※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

●詳細は、各募集要項参照。
●書類選考合格者には面接を実施。

杉並保健所健康推進課　会計年度任用職員
内救命講習の指導（出張講習あり）、電話対応、パソ
コンによる各種入力事務ほか▶勤務期間 4月1日～5
年3月31日（5回まで更新可）▶勤務日時 月16日。原
則、月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分▶勤務
場所 同課▶資格 普通自動車運転免許および東京
消防庁発行の応急手当普及員の資格を有する方（採
用後の取得も可）▶募集人数 若干名▶報酬 月額
18万5856円（3年度実績）▶その他 期末手当支給。
有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給（上限あ
り）　申申込書（同課医療連携担当で配布。または区
ホームページから取り
出せます）を、2月15
日（必着）までに同担
当（〒167-0051荻窪
5-20-1）へ簡易書留で
郵送・持参　問同担当
☎3391-1355

産業振興センター　会計年度任用職員
内資金融資あっせん関連の事務処理ほか▶勤務期間
4月1日～5年3月31日（5回まで更新可）▶勤務日時
月16日。月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分

▶勤務場所 同センター▶資格 金融機関等で融資業
務を5年以上経験している方▶募集人数 1名▶報酬
月額18万5856円（3年度実績）▶その他 期末手当支
給。有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給（上
限あり）　申申込書（同センター就労・経営支援係
〈〒167-0043上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー2階〉で配
布。区ホームページからも取り出せます）を、2月18
日（必着）までに同係へ簡易書留で郵送・持参　問
同係☎5347-9077

障害者生活支援課　会計年度任用職員（短時間）
内障害者の日常生活の向上に向けた活動補助▶勤務
期間 4月1日～5年3月31日（5回まで更新可）▶勤務
日時 週3回。原則、火～木曜日の午前9時15分～午
後3時15分▶勤務場所 杉並障害者福祉会館▶資格
障害者施設等で障害者支援の実務経験がある方▶募
集人数 若干名▶報酬 時給1188円（3年度実績）▶
その他 期末手当あり。有給休暇あり。交通費支給
（上限あり）　問申込書（区ホームページから取り出せ
ます）を、2月15日（必着）までに同課地域生活支援
担当（〒168-0072高井戸東4-10-5杉並障害者福祉会
館内）へ簡易書留で郵送・持参　問同担当☎3332-
1817

保健センターの健診等スタッフ（歯科衛生士）
内乳幼児歯科健診などで保健指導・健診補助▶勤務
日時 月1・2回程度。午前8時30分～午後4時または
午前8時30分～正午・午後0時30分～4時▶勤務場所
保健センター▶資格 歯科衛生士の免許を有する
方▶募集人数 若干名▶報酬 日額1万900円（半日
5450円）　申履歴書に免許
証の写しを添えて、2月15日
（必着）までに高井戸保健セ
ンター歯科衛生担当（〒168-
0072高井戸東3-20-3）へ
郵送・持参　問同担当☎
3334-4304

 区以外の求人
NPO法人杉並区視覚障害者福祉協会職員
内来館者の受け付け、電話対応、館内日常清掃ほか
▶勤務期間 4月1日～5年3月31日（4回まで更新可）
▶勤務日時 月12日程度。午前8時15分～午後9時の
うち7時間（交代制）▶勤務場所 杉並視覚障害者会
館▶募集人数 2名▶報酬 時給1100円▶その他 有
給休暇あり。交通費支給（上限あり）　申履歴書を、
2月16日（必着）までに同協会（〒167-0052南荻窪
3-28-10）へ郵送・持参　問同協会☎3333-3444

 募集します
高齢者・介護者向けサービス実施事業者
◆高齢者いっときお助けサービス事業実施事業者
内心身機能の一時的な低下で日常生活に支障がある
高齢者の居宅にホームヘルパーを派遣し、日常的な家
事などを代行
◆ほっと一息、介護者ヘルプ事業実施事業者
内要介護高齢者等と同居して在宅で介護している家
族の方の休息を目的として、ホームヘルパーを派遣
し、介護者が行う日常的な家事などを代行

内委託期間 4月1日～5年3月31日▶資格 区内に事業
所があり、介護保険法による指定介護予防サービスお
よび指定居宅サービスの訪問介護事業所の指定を受
けている　申申込書（高齢者在宅支援課〈区役所西
棟2階〉で配布。区ホームペー
ジからも取り出せます）に訪問
介護重要事項説明書の写しを添
えて、2月15日（必着）までに
同課管理係へ郵送・持参　問同
係　他詳細は、募集要項参照

都営住宅入居者
内募集戸数 ①ポイント方式による募集（家族向けの
み）＝1390戸（車いす使用者世帯向け15戸を含む）
②単身者向け＝250戸（車いす使用者向け5戸を含

いずれも 

む）③シルバーピア（高齢者集合住宅・単身者また
は2人世帯向け）＝72戸④居室内で病死等があった住
宅（単身者向け・車いす使用者向け・シルバーピア）
＝145戸▶申込書・募集案内の配布期間 2月9日まで
（各配布場所の休業日を除く）▶配布場所 区役所1階
ロビー、住宅課（区役所西棟5階）、子ども家庭部管
理課（東棟3階）、福祉事務所、区民事務所（月～金
曜日夜間と土・日曜日、祝日は区役所の休日・夜間受
付で配布）。配布期間中のみ、JKK東京（東京都住宅
供給公社）ホームページからも取り出せます　申申込
書を、2月16日（①は午後6時〈いずれも必着〉）まで
に専用封筒で郵送　問 JKK東京☎3498-8894（申込
書受付期間中は☎0570-010-810〈いずれも土・日曜
日、祝日を除く〉）、区住宅課住宅運営係

男女共同参画推進区民懇談会委員
　皆さんの意見を男女共同参画施策に反映させていく
ため、区民懇談会を設置しています。
内年3回程度の会議（月～金曜日夜間）に出席▶任
期 4月1日～6年3月31日▶募集人数 5名以内（選
考）▶謝礼 交通費程度　対区内在住で18歳以上の
方　申作文「応募の動機」または「私の考える女性
の活躍推進」（いずれも800字程度〈様式自由〉）に
住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話番号を書
いて、2月21日（必着）までに区民生活部管理課男女
共同・犯罪被害者支援係（区役所西棟7階）へ郵送・
持参　問同係☎5307-0326

 その他
善い行いをした青少年を表彰しました
　区では、地域や人の役に立つ善い行いをした青少
年を表彰して、その機運を高めていくことに取り組ん
でいます。3年度は、14事例273名の青少年が表彰さ
れました。
　詳細は、区ホームページ「青少年善行表彰」のペー
ジでご覧になれます。
問児童青少年課青少年係☎3393-4760

4年度杉並区食品衛生監視指導計画（案）の意
見募集
　食品衛生法の規定に基づき、区民の皆さんの意見
を募集します。
◆閲覧場所
杉並保健所、高円寺保健センター（高円寺南3-24-
15）、区政資料室（区役所西棟2階）、消費者センター
（天沼3-19-16ウェルファーム杉並内）。区ホームペー
ジからもご覧になれます
◆ご意見をお寄せください
封書・ファクス・Eメール（8面記入例）で、2月15日
（必着）までに杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
（〒167-0051荻窪5-20-1FAX3391-1926 SYOKU-EI@
city.suginami.lg.jp）　問同担当☎3391-1991

「さざんかねっと（集会施設）」
利用の方へ

　4月以降も引き続き集会施設を利用される方は更新の手続きが必要
です（更新の手続きは3年ごとに必要です）。
内更新手続き期間 3月31日まで▶対象 さざんかねっと利用者登録
カードの有効期限が「平成34年3月31日」または「令和4年3月31日」
となっている方▶必要書類等 新規登録時と同じ　問地域課地域施設
係

　本会議は、区議会ホームページ（右下2次元コード）で
生中継と録画中継を行っています。予算特別委員会は、
録画中継のみ行っています。録画中継は
会議終了からおおむね24時間後に「速報
版」を、おおむね1週間後に内容や質問者
ごとの「詳細版」をご覧になれます。

区議会を開会します 第１回定例会
（初日は午前10時開会予定） 
2月9日㈬～3月16日㈬ （予定）

日程

̶̶問い合わせは、区議会事務局へ。

　第1回定例会は4年度予算案を審査します。
※会議の詳しい日程は、区議会ホームページ
　からご覧になれます。

更新手続きをお忘れなく！
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確定申告書の提出はお早めに
2月15日㈫以前でも提出を受け付けています！

税務署からのお知らせ

3年分の確定申告書の提出・納付期限

※�確定申告書等の提出の際は、「マイナンバーの記載」と「本
人確認書類（免許証等）の提示または写しの添付」が必要
です。

場問杉並税務署（成田東4-15-8☎3313-1131）、荻窪税務署（荻窪5-15-13☎3392-1111）

　1月20日㈭、3年度杉並区功労表彰式を行い、区に多大な
功労のある44名を表彰しました。
� ―――問い合わせは、総務課総務係へ。

役　職　等 氏　名
元区議会議員 小　松　久　子
元区議会議員 山　田　奈生子
元杉並区特別職報酬等審議会委員 丹　羽　宏　己
新町自治会会長 古　谷　充　
馬橋二丁目北自治会会長 矢　野　史　朗
元杉並区人権擁護委員 矢　澤　久美子
外国人相談通訳 李　　　欣
杉並消防団副分団長 石　黒　晴　一
杉並消防団副分団長 斉　藤　祐利子
杉並消防団副分団長 　瀨　𠮷　彦
杉並消防団副分団長 木　村　仁　史
杉並消防団部長 毛　塚　まさみ
荻窪消防団副分団長 小　張　文　生
荻窪消防団部長 篠　　　秀　和
荻窪消防団部長 田　中　　　明
荻窪消防団部長 小　作　治　人

役　職　等 氏　名
荻窪消防団班長 堅　上　正　則
杉並火災予防協会常任理事 田　澤　利　也
杉並火災予防協会常任理事 内　藤　一　夫
杉並防火管理研究会常任理事 市　川　康　友
杉並防火管理研究会常任理事 黒　柳　千賀子
荻窪防火防災協会副会長 奥　野　倶　養
荻窪危険物災害防止会会計 井　上　和　英
荻窪納税貯蓄組合連合会副会長 須　 　憲　一
東京税理士会杉並支部監事 近　藤　有　司
東京税理士会荻窪支部相談役 長谷川　浩　一
杉並法人会常任理事 小　國　敏　雄
荻窪法人会理事 秦　　　壽　吉
杉並青色申告会理事阿佐谷南支部長 白　鳥　隆　志
荻窪青色申告会
第2ブロック幹事女性部副部長 中　野　フ　ミ

役　職　等 氏　名
荻窪間税会理事 畠　中　君　代
民生委員・児童委員 大　野　浩　子
民生委員・児童委員 北　垣　千惠子
民生委員・児童委員 島　　　和　宏
民生委員・児童委員 山　田　優　子
杉並区食品衛生協会理事 　瀬　正　次
学校医（内科） 近　藤　　　喬
学校医（内科） 伊　東　　　薫
学校医（内科） 楊　　　康　子
学校医（眼科） 酒　井　隆　介
保育園嘱託医 山　田　直　人
保育園嘱託医 田　上　尚　道
杉並区体育協会顧問 菊　地　偉　多
杉並区スケート連盟会長 柴　田　 　三

（敬称略）

杉並区功労表彰
おめでとうございます！

所得税および復興特別所得税・贈与税
＝3月15日㈫

個人事業者の消費税および地方消費税
＝3月31日㈭

防災行政無線を用いた
情報伝達試験を行います

2月16日㈬午前11時ごろ

　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。
※�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です。

―――問い合わせは、危機管理対策課、防災課へ。

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

放送内容

「にせ税理士」
「にせ税理士法人」
にご注意ください
　税理士資格のない者が税務相談、税務書類の
作成、税務代理をすることは、法律で禁じられて
います。専門的知識が欠けていたりすることで、
依頼者（納税者）が不測の損害を被る恐れがあ
ります。
　税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッ
ジを着用しています。
問東京税理士会☎3356-4461 ▲税理士バッジ

バッジが目印！

　マイナンバーカードまたはID・パスワードがあれば、自宅のパソコンやスマート
フォンから簡単に確定申告ができます。
　ID・パスワードは、税務署で発行できます。本人が、本人確認書類（免許証等）
を持参の上、税務署で申請してください（所要時間は5〜10分）。
※�1月以降、特定口座・上場株式等に係る譲渡損失についてもスマホ申告の対象と
なったほか、給与所得の源泉徴収票をスマホのカメラで撮影することで、給与所
得に係る項目が自動で読み取れる機能（OCR）が追加されています。
※�マイナンバーカードの取得に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-
95-0178にお問い合わせください。

 所得税の申告は、e-Taxをご利用ください 
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年１回の健康診断で
胸部エックス線検査を受けましょう！

早期発見で結核予防！

　結核は、早期発見・治療することにより、本人の重症化だけでなく、家族や職
場への感染拡大も防ぐことができます。
　65歳以上（特に80歳以上）の方は、健康の維持増進のためにも、胸部エック
ス線検査の受診をお勧めします。

―――問い合わせは、杉並保健所保健予防課感染症係☎3391-1025へ。

対65〜74歳で杉並区国民健康保険に加入または75歳以上の方（杉並
区肺がん検診〈結核の検診も兼ねる〉で受診）　他杉並区国民健康保
険以外の医療保険に加入している方は、各医療保険者（健康保険組
合・協会けんぽ・国保組合など）が実施する特定健診で受診

　お住まいの地域ごとに順次、事業所を含む全世帯のポスト（マンション・アパートの各部屋も含む）へ直接投
と う か ん

函しま
す。収集曜日等の変更はありません。
・�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、転入の手続きの際に区役所・区民事務所などでお渡しします。
問配布については、トーカンエクスプレス☎3364-8566（月〜金曜日午前9時〜午後5時〈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

時2月17日㈭午後6時〜7時　場すぎなみ協働プラザ　定15名（申込順）　申問電話・Eメールに団体名・参加者名・連絡先を書いて、す
ぎなみ協働プラザ☎3314-7260 sanka@nposupport.jp　他募集説明会に出席しなくても応募可。出席できない場合は、説明会の様
子をオンラインで配信（事前申込制。電話・Eメールで、同プラザ）

　「杉並区NPO支援基金」では、地域貢献活動に取り組むNPOの事業に助成金を交付しています。

地域・管轄の清掃事務所別配布期間
配布期間 杉並清掃事務所 杉並清掃事務所方南支所

2月1日㈫～7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8日㈫～14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15日㈫～21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

「ごみ・資源の収集カレンダー
分け方・出し方」を全戸配布します

4年度 杉並区NPO活動資金助成事業を募集します

4年度（2022年度）版

スタートアップ事業
設立5年未満の団体が、

活動の基盤強化のために行う事業

区民を対象とした特定非営利活動に係る事業

ステップアップ事業
団体活動の発展のために行い、将来的に
区や他団体との連携・協働が期待できる事業

対象事業

募集説明会を
開催します

 助成事業の対象期間
交付決定日（5月下旬予定）〜5年2月28日
 助成金額
1団体上限30万円
 対  象
区内で活動するNPO法人、すぎなみ地域大学修了
生団体
 募集案内
　すぎなみ協働プラザ（阿佐谷南1-47-17）、地域
課協働推進係（成田東4-36-13）、地域区民セン
ターで配布。区ホームページからも取り出せます。

 応募方法
申請書類を、2月14日〜3月31日にすぎなみ協働プラ
ザへ持参（要事前連絡〈電話・Eメール〉）

 提出先・問い合わせ
すぎなみ協働プラザ☎3314-7260 info@npo
support.jp（月〜土曜日午前10時〜午後6時〈第2・
4火曜日、第3水曜日、祝日を除く〉）

 その他
審査方法 1次 書類審査（4月下旬予定）▶2次
プレゼンテーション�（5月中旬予定）

　すぎなみ協働プラザ（阿佐谷地域区民センター
内）は、同センターの移転に伴い、3月に産業商
工会館（阿佐谷南3-2-19）内に移転します。
　移転後は、電話・ファクス番号・休業日が変わ
ります。また、移転準備のため、3月1日㈫～6日
㈰は臨時休業します。
◆移転後の問い合わせ先・休業日
電話・ファクス番号 ☎5335-9540 FAX5335-9541
（いずれも3月7日から）▶休業日 第1・3・5土曜
日、日曜日、祝日、12月28日～翌年1月4日
問地域課協働推進係

すぎなみ協働プラザの移転について



申込先の住所・ファクス番号・Ｅメールアドレスは、各
記事の申問でご確認ください。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

イイベントベントひろばひろば
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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

2時40分　場荻窪地域区民センター
（荻窪2-34-20）　内基本チェックリス
ト、身体能力測定（身長、筋肉量、握
力、5m通常歩行）、フレイルチェック
ほか　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60名

（ 先 着 順 ）　 問 荻
窪保健センター☎
3391-0015　他上
履き・お持ちの方
は「はつらつ手帳」
持参。長寿応援対
象事業

　有機栽培・無農薬のハーブを使い
ハーブチンキ＆抗菌スプレーを作り
ます。
時2月17日㈭午後2時〜4時　場ウェル
ファーム杉並（天沼3-19-16）　師ハー
バルセラピスト・関口めぐみ　定25名

（申込順）　申 問電話で、消費者セン
ター☎3398-3141

時 3月2日㈬午前10時〜正午　場高
井戸保健センター（高井戸東3-20-3）　
師マザー・サポート・ネットワーク臨
床心理士　飯田佳子　対区内在住・在
勤の方、相談支援機関の方　定20名

（申込順）　申問電話で、高井戸保健セ
ンター☎3334-4304

消費者講座「安心安全ハーブチンキ
＆抗菌スプレー」

パートナーと良い関係を築いていく
ために〜発達障害の視点で考える

催し
次世代育成基金パネル展

　今年度で創設10年目を迎える同基金
のこれまでの取り組みを、パネルで展
示します。
時2月8日㈫〜10日㈭午前10時〜午後4
時　場区役所1階ロビー　内基金活用
事業・寄附実績に関するパネル、基金
活用事業に参加・寄附いただいた方か
らのメッセージの展示　問児童青少年
課青少年係☎3393-4760

時2月16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・久野哲、小川裕子ほか　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☎
FAX 537 8 - 8 17 9 t a k e b ouk i _
suginami@tempo.ocn.ne.jp　他1人
45分程度

講演・講座

時 2月15日㈫▶受け付け 午後2時〜

シニアのための就業・起業・地域活
動個別相談

介護予防・フレイル予防のための65
歳からの身体能力測定会

時 3月4日㈮午前10時〜正午　場コ
ミュニティふらっと馬橋（高円寺南
3-29-5）　師新渡戸文化短期大学准教
授・堀理佐　対区内在住で20〜64歳
の方　定 15名（申込順）　申 問電話
で、3月3日までに高円寺保健センター
☎3311-0116　他実演・試食・調理実
習は実施しません

時 3月5日㈯午後1時30分〜3時30分　
場区役所第4会議室（中棟6階）　師圭
仁会理事長・橋本圭司（下写真）　対
区内在住・在勤の方　定50名（申込
順）　申 問電話・Eメール（記入例）
で、3月2日までに障害者生活支援課地
域生活支援担当
☎3332-1817
s-s ien@ci t y .
suginami.lg.jp　
他要約筆記など
配慮が必要な方
は電話で、2月18
日までに同担当

時 3月6日㈰午後1時30分〜3時30
分　場高円寺障害者交流館（高円寺南
2-24-18）　内講演、座談会　師あず
ま眼科医師・東恵子　対区内在住・在
勤の方とその家族・支援者　定 20名

（申込順）　申 問電話で、2月26日まで
に障害者地域相談支援センターすまい

「巣ごもり太り」を食事で改善
〜簡単レシピでおいしく対策を

高次脳機能障害とうまくつきあうには

すまいるロービジョンカフェ〜見えな
い、見えづらさでお悩みの方の交流会

る高井戸☎3331-2510、同センターす
まいる荻窪☎3391-1976

時内師下表のとおり　場角川庭園ほか　
対区内在住・在勤・在学で高校生以上
の方　定各16名（抽選）　費各6000
円　申はがき（記入例）で、角川庭
園（〒167-0051荻窪3-14-22）。また
は申込書（同庭園で配布）を、同庭園
FAX6795-6855へファクス／申込締め
切り日 2月28日（必着）　問同庭園☎
6795-6855　他結果は、後日はがきで
通知

講座名 日時等
（4月〜5年3月。各計12回）

やさしい
俳句講座

毎月第1土曜日、午前10時〜正
午　師中西亮太

やさしい
短歌講座

毎月第1月曜日、午後1時〜3時　
師山内頌子

景観建築
講座

毎月第4火曜日、午前10時〜正
午　師松本裕介

地域の
みどりと
歴史講座

毎月第4木曜日、午前10時〜正
午　師淀川正進

◆失敗しない終
つい

の住まい選び
時2月16日㈬午後2時〜3時　場方南会
館（和泉4-42-5）　師民間介護施設紹
介センターみんかい入居相談員・近藤
真奈美　対区内在住・在勤の方　定
20名（申込順）　申 問電話で、ケア24
方南☎5929-2751
◆シニア期になると起こる体の変化・
病気を知る
時 2月17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）　師河北ファミリークリニッ
ク南阿佐谷院長・塩田正喜　対区内
在住・在勤の方　定 30名（申込順）　
申 問電話で、ケア24阿佐谷☎3339-
1588
◆理学療法士が教える！むくみ予防教室
時2月18日㈮午後1時30分〜3時　場
永福和泉地域区民センター（和泉3-8-
18）　師ベストリハ訪問看護ステー
ション中野支店・前川慶亮　対区内
在住・在勤の方　定 20名（申込順）　
申 問電話で、ケア24堀ノ内☎5305-
7328
◆家族介護者交流会〜大変な思い、話
してほっと一息つきませんか
時2月22日㈫午後1時30分〜3時　場
産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）　師
ケア24松ノ木職員　対区内在住・在
勤の方　定20名（申込順）　申 問電話
で、ケア24松ノ木☎3318-8530

すぎなみ詩歌館（角川庭園）講座

家族介護教室

　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変更・延期ま
たは中止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

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・問い合わせは、各ゆうゆう館へ。第3日曜日は休館。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。

ゆうゆう館名 内容 日時等
下高井戸館（下高井戸4-19-6
☎ FAX3302-2161）

「手話ダンス」　楽しくおどろう
子どもも大人も

2月13日から毎月第2日曜日、午前10時〜11時30分　定各15名（申込順）　
費各500円

大宮前館（宮前5-19-8
☎ FAX3334-9640）

すぐに役立つイタリア語
（体験講座）

2月8日㈫・22日㈫午後1時30分〜2時30分　定各10名（申込順）　費各
500円

高井戸西館（高井戸西1-17-5
☎ FAX3332-1076）

スマホインストラクターになり
地域で活躍しよう

3月5日㈯・12日㈯午後1時30分〜3時30分（計2回）　定20名（申込順）　
費1000円

高井戸東館（高井戸東3-14-9
☎ FAX3304-9573）

額に入れて飾ろう
「大人のぬり絵」 毎月第2・4火曜日、午前10時〜正午　定各15名（申込順）　費各600円

天沼館（天沼2-42-9
☎ FAX3391-8540） 初級「絵画教室」 2月12日から毎月第2土曜日、午後1時30分〜3時　定各12名（申込順）　

費各600円（別途材料費700円〈初回のみ〉）

荻窪館（南荻窪2-25-17
☎ FAX3335-1716）

美しい文字があなたを変える
「ペン習字教室」

毎月第1・3火曜日または2・4火曜日／いずれも午前10時30分〜正午　
定各10名（申込順）　費各500円
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※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。

�高齢者活動支援センター
◆うたごえ教室
時2月18日㈮、3月18日㈮午前10時〜
11時10分　師音楽健康指導士・瀬戸奏　
定各30名（申込順）　費各300円　申2
月2日から電話または直接、同センター
◆季節を感じる水引講座「いちごのフ
レーム」
時3月14日㈪午前10時〜正午　師金沢
創作水引作家・平田奈々　定15名（申
込順）　費 1200円　申電話または直
接、同センター

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）　対区内在住で
60歳以上の方
�就労支援センター
◆女性の就活実践講座〜就職活動の実
施ステップやポイントを具体的に解説
時 2月19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54歳以下で求職中の女性　
定18名（申込順）
◆分かり合うためのコミュニケーショ
ン術〜自身のタイプを知り・活

い

かす
時 2月22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18名（申
込順）　他1歳〜就学前の託児あり（定
員あり〈申込順〉）
◆職業訓練に関する説明会〜ハローワー
ク新宿の専門窓口担当者による解説
時 2月24日㈭午前10時〜11時30分　
対 54歳以下で求職中の方　定 18名

（申込順）
◆経験者に聞いてみよう定年前後の再
就職〜想定される各種不明点の整理
時2月25日㈮午後1時〜4時　対おおむ
ね55歳以上で求職中の方　定6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
�環境活動推進センター
◆おもちゃのクリニック
時2月20日㈰▶受け付け 午後1時〜3時　
場同センター　対区内在住・在勤・在
学の方　定10名（申込順）　費部品代　
申電話で、同センター　他1人1点
◆バス見学会「地震発生時の備えを学
ぼう！」
時2月26日㈯午前8時30分〜午後0時
15分　場東京臨海広域防災公園そな
エリア東京（江東区有明3-8-35）▶集
合 同センター　対区内在住・在勤・
在学で高校生以上の方　定24名（抽
選）　費500円（保険料を含む）　申往
復はがき・Eメール（8面記入例）で、
2月12日（必着）までに同センター
◆講演会「長坂真護氏と歩む世界最大
級の電子機器の墓場への挑戦！」
時3月12日㈯午後1時30分〜3時　場
杉並清掃工場（高井戸東3-7-6）　師
MAGO CREATION戦略企画部・木村
太一　対区内在住・在勤・在学で高校
生以上の方　定40名（申込順）　申電
話・Eメール（8面記入例）で、同セン
ター　他講演会終了後、工場見学あり

（希望制）。長寿応援対象事業
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〈水曜日を除く〉）

�杉並障害者福祉会館
◆障害者のための「スポーツ吹

ふ き や

矢教室」
時3月6日㈰午後1時〜3時　師日本ス
ポーツウェルネス吹矢協会・鈴木孝枝　
対区内在住・在勤・在学で障害のある
方とその介助者　定12名（抽選）　申
往復はがき（8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、手話通訳を希望の場
合はその旨も書いて、2月17日（必着）
までに同会館運営協議会事務局
◆手話講習会
時昼間部 4月2日〜5年3月4日の土曜
日、午前10時〜11時40分▶夜間部 4
月7日〜5年3月2日の木曜日、午後7時
〜8時40分　内 対 定下表のとおり　費
教材費　申往復はがき（8面記入例）
に在勤・在学の方は勤務先・学校名・
所在地も書いて、2月18日（必着）ま
でに同会館運営協議会事務局　他初級
クラスは抽選。中級・通訳者養成クラ
ス（基本・応用）は、3月12日㈯に選
考面接

クラス 対象（※） 定員

初級（計38回） 手話学習経験
のない方 各30名

中級（計38回） 手話学習経験
1年程度の方 各18名

通訳者
養成

基本
（計38回）

手話学習経験
2年以上で、手
話通訳者を目
指す方

各12名

応用
（計32回）

手話学習経験
3年以上で、杉
並区手話通訳
者認定試験を
受ける方

各12名

※ いずれも区内在住・在勤・在学で高校
生以上の方。

いずれも 
場杉並障害者福祉会館（〒168-0072 
高井戸東4-10-5）　問同会館運営協議
会事務局☎3332-6121 FAX3335-3581

（午前8時30分〜午後5時〈第3月曜日
を除く〉）

スポーツ①
競技大会

時3月11日㈮午前8時　場八王子カン
トリークラブ（八王子市川口町2352）　
内 18ホールストロークプレー（新ぺ
リア方式）　対区内在住・在勤・在学
の方とその同伴者　定80名（申込順）　
費4000円（別途プレー料1万5840円
ほか）　申往復はがき・ファクス（8
面記入例）に性別・生年月日・ハン
ディキャップ・交通手段も書いて、2
月15日（必着）までに区ゴルフ連盟事
務局・佐竹千春（〒168-0082久我山
3-17-6-208 FAX5930-2277）　問同事務
局☎5930-2277

時 3月21日㈷午前9時〜午後5時　場
荻窪体育館（荻窪3-47-2）　内団体戦

（男子、女子、混合ダブルス〈いずれ
も6名1チーム〉）　対区内在住・在勤・
在学で16歳以上の方　定50名（申込
順）　費1000円　申申込書（区体育施
設で配布）を、2月21日（必着）まで
に手塚順子（〒167-0021井草2-12-3-
103 FAX3397-0132）へ郵送・ファクス　
問手塚☎ FAX3397-0132　他個人で申
し込み可。上履き・昼食持参。車での
来場不可

春季ゴルフ大会

杉並区バウンドテニス親善交流大会

時2月21日㈪〜25日㈮午前8時30分〜
午後5時（25日は4時30分まで）　場区
役所2階区民ギャラリー　内「みなみの
桜と菜の花まつり」に関する展示ほか

いずれも 
問南伊豆町商工観光課観光推進係☎0558-62-6300、区文化・交流課交流担当

時2月14日㈪〜25日㈮午前9時〜
午後4時30分（売り切れ次第終了）　
場区役所1階コミュかるショップ　
内南伊豆町の特産品販売

南伊豆町観光展
～地域の魅力とみなみの桜

�区民体育祭
◆スケート競技会
時 3月6日㈰午前7時45分〜9時30分　
場明治神宮外苑アイススケート場（新
宿区霞ケ丘町11-1）　内種目 男性（中
学生・高校生・一般）＝500m／女性

（中学生・高校生・一般）＝300m／小
学生（男女別、低高学年別）、45歳以
上、60歳以上男性、35歳以上女性＝
200m／ファミリーリレー（小学生1人
100mとその家族1人200mの2人組）／
1000m選手権　対区内在住・在勤・在
学の方（公認登録者を除く）　定60名

（申込順）　費500円（高校生以下無料）　
申申込書（区体育施設で配布）を、2
月28日（必着）までに区スケート連盟・
高林典生（〒180-0022武蔵野市境2-12-
6）へ郵送　問同連盟・柴田☎3391-
8593（午後7時〜9時）　他貸し靴あり
�都民体育大会予選会
◆弓道（兼春季大会）
時3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 男性・女性　対区内在
住・在勤・在学で高校生以上の方、区
弓道連盟会員　定 40名（抽選）　費
1000円　申往復はがき・Eメール（8
面記入例）に段位、在勤の方は勤務
先の名称・所在地・電話番号も書い

て、2月10日（必着）までに区弓道
連盟・佐藤多紀（〒168-0065浜田山
1-18-6 yumi.kazusato2322@gmail.
com）　問佐藤☎090-1858-4240
◆ソフトボール（ファーストピッチ）
時 3月13日㈰午前9時（予備日＝3月
20日㈰）　場和田堀公園野球場（大宮
1-6）　対区内在住・在勤の18歳以上の
方で編成されたチーム　申 問電話で、
3月1日までに区ソフトボール連盟・末
柄☎090-8944-5278　他代表者会議
を3月6日㈰午後7時から荻窪体育館

（荻窪3-47-2）で実施
◆卓球
時3月13日㈰▶受付 女子 午前9時▶
男子 午後1時　場上井草スポーツセン
ター（上井草3-34-1）　内種目 シング
ルス（一般・40代・50代・60代・70歳
以上。一般のみトーナメントあり。一般
または年代別どちらかのみ）　対区内在
住・在勤・在学の方　費1500円（連盟
登録者1000円。高校生以下500円）を
ゆうちょ銀行「00160-8-694963杉並
区卓球連盟」へ振り込み　申申込書

（区体育施設で配布。区卓球連盟ホー
ムページからも取り出せます）を、2月
14日〜24日（必着）に同連盟・三浦弘
子（〒168-0065浜田山2-11-9）へ郵送　
問同連盟事務局・倉持☎3390-8845

　一つの道を追求し、磨き続けてきた熟練の技。その技を次世代、そして、よ
り多くの人に伝えたい。今回は、杉並区技能功労者表彰を受賞された方を訪ね、
実際のお仕事と歩んで来た道のりについて伺います。

　3月10日まで南伊豆町で開催予定の「みなみの桜と菜の花まつり」に関する展示
を行うほか、南伊豆町の特産品を取り扱う「南伊豆フェア」も開催します。

2月1日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

この技術を次の世代へ
杉並区技能功労者

問広報課

・ 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、正午、午後8時から毎
日放送）

視聴方法

観光展 南伊豆フェア

特別養護老人ホーム
「エクレシア南伊豆」入居相談窓口

　入居を希望する区民の方を対象に入居相談窓口を開設
します。施設や入居者が参加したイベントの様子が分か
るパネルも展示します。入居を検討中の方もお気軽にお
立ち寄りください。
時2月21日㈪・22日㈫午前10時〜午後4時　場区役所1階
ロビー　問高齢者施策課施設整備推進担当

▲ 阿佐谷ジャズストリート
出張イベントの様子
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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

スポーツ②
スポーツ教室
◆もうすぐ小学生水泳教室〜未就学児
対象の水泳教室
時3月8日㈫・15日㈫・22日㈫午後4時
10分〜5時10分・5時30分〜6時30分

（各計3回）　場杉並第十小学校温水
プール　師ニッセイファシリティ　対
区内在住・在園の5・6歳児　定各12
名（抽選）　費各3000円　申往復は
がき（8面記入例）で、2月14日（必
着）までに杉並第十小学校温水プー
ル（〒166-0012和田3-55-49）　問同
プール☎3318-8763　他車での来場
不可
�上井草スポーツセンター
◆弓道・アーチェリー認定講習会
時 内2月19日㈯＝アーチェリー▶26日
㈯＝弓道／いずれも午前9時〜午後1
時　対16歳以上で弓道・アーチェリー
の経験者　定各36名（申込順）　申電
話で、同センター　他弓具一式、弓道
は道衣、アーチェリーは運動着持参
◆スラックライン＆マット運動体験会
時2月23日㈷午前10時〜11時、正午〜
午後1時、2時30分〜3時30分　対区内
在住・在勤（保護者）・在園で3歳以上
の方　定各30名（抽選）　費各300円　
申同センターホームページから、2月
13日までに申し込み　他上履き持参

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）
�ヴィムスポーツアベニュウ
◆丈夫な足腰をつくろう教室
時3月2日〜23日の毎週水曜日、午前
10時〜11時15分（計4回）　内筋力

アップトレーニングと有酸素マシンで
の運動　対65歳以上で医師から運動
制限を受けていない方　費6000円
◆運動不足改善　カラダ若がえろう
教室
時3月5日〜4月23日の毎週土曜日、午
前10時30分〜11時15分（計8回）　対
20〜64歳の方　費1万円

いずれも 
場ヴィムスポーツアベニュウ（宮前
2-10-4）　定14名（申込順）　申 問電
話で、2月20日までに同施設☎3335-
6644
�荻窪体育館
◆土曜の朝活！心身バランシングyoga
〜リラックス（マタニティヨガ）
時3月5日㈯・19日㈯午前10時〜11時　
対区内在住・在勤・在学で①15歳以上

（中学生を除く）②妊娠4カ月〜出産直
前の方
◆土曜の朝活！おなか引き締めパワー
ヨガ（産後エクササイズ）
時3月5日㈯・19日㈯午前11時15分〜
午後0時15分　対区内在住・在勤・在
学で①15歳以上（中学生を除く）②出
産後2年未満の方

いずれも 
場荻窪体育館（荻窪3-47-2）　師Yumi　
定各10名（申込順）　費各500円（②
は子育て応援券利用可）　申 問実施日
①7日②14日前の正午から電話で、同
体育館☎3220-3381
�杉並区スポーツ振興財団
◆スポーツを始めよう！ウオーキング
講習会
時3月5日㈯午後1時〜4時　場下高井
戸区民集会所（下高井戸3-26-1）　師
東京都ウオーキング協会・小谷好美　

対区内在住・在勤・在学で15歳以上
の方（中学生を除く）　定20名（抽選）　
費1000円　申往復はがき（8面記入
例）で、2月23日（必着）までに同財
団。または同財団ホームページから申
し込み
◆出張教室　ゆったり寺ヨガ
時3月6日㈰午前9時30分〜11時　場長
善寺（高円寺南2-40-50）　師藤澤加寿
美　対区内在住・在勤・在学で15歳以
上の方（中学生を除く）　定12名（申
込順）　費500円　申電話で、同財団　
他ヨガマット持参
◆すぎなみスポーツアカデミー　障害
者サポーター講座
時3月12日㈯午後1時10分〜4時40分　
場産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）　
内パラリンピアンによる障害平等研
修　師2008年北京パラリンピックゴー
ルボール日本代表・高田朋枝　対区内
在住・在勤・在学で16歳以上の方　定
30名（申込順）　費500円　申電話で、
同財団。または同財団ホームページか
ら申し込み
◆すぎなみスポーツアカデミー　地域
スポーツwithコロナ
時3月13日㈰午前10時〜正午　場井草
森公園（井草4-12-1）　内正しく楽し
もう　初めてのキャンプ　師日本単独
野営協会　対区内在住・在勤・在学で
16歳以上の方　定20名（申込順）　費
500円　申電話で、同財団。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（〒166-
0004阿佐谷南1-14-2みなみ阿佐ケ谷
ビル8階☎5305-6161〈月〜金曜日午
前9時〜午後5時。祝日を除く〉）

�スポーツハイツ
◆ここからはじめよう運動習慣
時 内 定下表のとおり　師同施設イン
ストラクター　対16歳以上の女性　費
①各550円②〜⑥各1100円（②は別途
ポールレンタル料550円）　申①〜③は
電話で、同施設　他参加前日までに要
参加登録
内容・定員（※） 日時（3月）

①
骨盤エクササイ
ズ（各5名〈申
込順〉）

2日㈬・4日㈮午後1
時〜1時30分

②
ノルディック
ウオーク

（8名〈申込順〉）
6日㈰午前10時30分
〜正午（雨天中止）

③ 流水健康
（各5名〈申込順〉）

3日㈭・5日㈯・7日
㈪午後0時15分〜1時
15分

④ アクア
エクササイズ

1日㈫・8日㈫午後1
時15分、3日㈭・7日
㈪午前10時15分、4
日㈮午前11時15分／
各60分

⑤ はじめて水泳 6日㈰午前11時30分
〜午後0時45分

⑥ 成人水泳
（初・中・上級）

1日㈫〜8日㈫午後1
時〜2時15分（6日㈰
を除く）

※④〜⑥は当日先着順。
◆ノルディック・ウオークでフレイル
予防・心肺持久力向上！
時3月6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　大方孝　対3㎞程
度歩ける方　定 20名（申込順）　費
1100円（別途ポールレンタル料550
円）　申電話で、3月4日までに同施設　
他ウエストバッグまたはリュックサッ
ク持参。長寿応援対象事業

いずれも 
場 問スポーツハイツ（堀ノ内2-6-21☎
3316-9981）

　寒い季節だから、みんなで笑って心も体も温まりましょう。高円寺の街中の神社や仏
閣、ギャラリーなどあちこちが寄席に早変わり。福と笑いの10日間。落語だけでなく、講
談、浪曲、紙切り、太神楽、マジック、漫才なども楽しめます。

時2月19日㈯①午後1時②4時　場旧杉並第四小学校（高
円寺北2-14-13）　内出演 ①神田真紅、東家孝太郎ほか
②国本はる乃（右写真）、宝井
梅湯ほか　定各40名（申込順）　
費各2000円。中学生以下1000
円　申専用ホームページ（右2
次元コード）から申し込み ▲①第一部 ▲②第二部

時2月12日㈯午後2時　場長善寺（高円寺南2-40-50）　
内出演 林家二楽（右写真）　定 40名（先着順）　費
1000円

紙切り・二楽劇場 in 高円寺

時2月19日㈯①午後6時、20日㈰②午後1時③6時　場
座・高円寺（高円寺北2-1-2）　内出演 ①桂文治、林家
彦いちほか②玉川奈々福、一龍斎貞寿ほか③古今亭志ん
輔（右写真）、瀧川鯉昇ほか　定各235名　費各3500
円。中学生以下1000円　申チケット販売 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〉）▶窓口（午前10
時〜午後7時）▶ホームページ（右2次元
コード）

座・高円寺寄席

場座・高円寺、旧杉並第四小学校、高円寺北区民集会所、平安祭典高円寺会
館、氷川神社、長仙寺、長善寺ほか全18会場　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

浪曲講談語り芸への誘い

2月11日㈷～20日㈰

「千客万笑。」
福と笑いの10日間

タイトル題字：橘右女次

時 2月11日㈷午後2時　場長仙寺（高円寺南3-58-
4）　内出演 宮田陽・昇（右写真）、おせつときょうた、
マリア、オキシジェン、おちもり、たぬきごはん　定40
名（申込順）　費1500円　申そば信濃☎3314-0248

（午後3時ごろ、または9時以降）

漫才大行進 高円寺エトアール通り商店街編

プログラムの
一部をご紹介

撮影 御堂義乘

人口(住民基本台帳)
1月1日現在( )は前月比

265,725（231減）
7,547（53減）

288,775（265減）
7,656（67減）

554,500（496減）
15,203（120減）

合　計 569,703
（616減）

人
口（
人
）

日   本   人
外   国   人

男
男

女
女

小 計
小 計

世帯(住民基本台帳)
1月1日現在( )は前月比

日本人のみ
の世帯

外国人のみ
の世帯

日本人と外国人
の世帯

311,398
（283減）

9,672
（113減）

2,632
（6増） 合　計 323,702

（390減）
世
帯
数
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※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。

日本フィルの催し
日本フィル
杉並公会堂シリーズ

　区と日本フィルハーモニー交響楽団は、音楽を通した区民の豊かな
交流の促進と地域文化の創造を目的に友好提携を結んでいます。

時3月8日㈫午後2時〜4時　場杉並公会
堂（上荻1-23-15）　内出演 大植英次

（指揮）、日本フィルハーモニー交響楽団
（管弦楽）▶曲目 グリンカ「歌劇『ル
スランとリュドミラ』序曲」、チャイコフ
スキー「バレエ組曲『くるみ割り人形』」

「交響曲第５番」　対小学生以上の方　費
S席5300円。A席4200円（いずれも指定
席）　申 問電話で、
杉並公会堂☎5347-
4450（午前10時〜
午後7時〈臨時休館
日を除く〉）

※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

区の後援・その他の催し・講座など

申し込みは、各団体へ

情報ぽけっと

�催し
座の市　2月19日㈯午前11時〜午後5時

（売り切れ次第終了）／座・高円寺／杉
並でとれた野菜や区の交流自治体の物産
品、地方の逸品などの販売／問座・高円
寺☎3223-7500
アンディ先生の「まじっくしょー！」　2
月23日㈷午後2時〜3時／浜田山会館
／98名（申込順）／2000円。15歳以
下1000円（2歳以下膝上無料。子育て
応援券利用可）／申 Eメール（8面記
入例）に子育て応援券利用の有無も書
いて、2月22日までに杉並親子劇場
suginamioyakogekijou@jcom.home.
ne.jp／問同団体・渡辺☎3331-4381
平和を願う無料映画会「あの日のオル
ガン」上映と監督のお話し　3月12日㈯
午後1時30分〜4時20分／勤労福祉会館
／150名（申込順）／申はがき（8面記
入例。2名まで連記可）に託児希望の場
合はその旨も書いて、杉並女性団体連絡
会映画係（〒166-0002高円寺北2-24-5）
／問同係☎3310-0451
�講演・講座
春をよぶ　ものづくりワークショップ
　2月11日㈷午後1時〜3時30分／産業商
工会館／招き猫ペイントほか／50名（先
着順）／500円ほか／問NPO法人TFF☎
5397-3400（月〜金曜日午前10時〜午
後5時30分）／汚れてもよい服装で参加
▶主催 すぎなみ戦略的アートプロジェ
クト
イスラム文化の成立とその展開〜特色
と問題を考える　2月19日㈯午後2時〜

4時／高井戸地域区民センター／元高
校教諭・長田正一／区内在住で60歳以
上の方／50名（先着順）／300円／問
杉の樹大学同窓会・原山☎090-9973-
6587
多言語で子育てじぶん育て講座　2月20
日㈰・23日㈷〜27日㈰、3月5日㈯・17
日㈭・22日㈫午前10時〜11時30分（2月
24日は10時30分〜正午、25日は午後6時
50分〜8時30分、27日は午後4時10分〜
5時40分、3月17日・22日は午後7時〜8
時30分）／高井戸地域区民センターほか
／言語交流研究所研究員／未就学児〜
中学生の親子／各10組（申込順）／申
問電話で、各開催日前日までに言語交流
研究所ヒッポファミリークラブ☎0120-
557-761（月〜金曜日午前10時〜午後5
時30分）
映画上映会「ヒロシマへの誓い　サー
ロー節子とともに」　2月20日㈰午後1時
30分〜4時30分／高円寺障害者交流館
／東友会監事・内藤雅義／78名（申込
順）／申往復はがき（8面記入例。2名
まで連記可）に手話通訳を希望の場合
はその旨も書いて、2月10日（必着）ま
でに杉並光友会（〒166-0003高円寺南
2-24-18高円寺障害者交流館内）／問
同会・久保田☎3331-1029
認知症サポーター養成講座　①2月24
日㈭午後1時〜2時30分②25日㈮1時30
分〜3時／①産業商工会館②西荻南区
民集会所／キャラバン・メイト／区内在
住・在勤・在学の方／各20名（申込順）
／申 問電話で、①ケア24成田☎5307-
3822②ケア24西荻☎3333-4668／終了
後に認知症サポーターの証し「認知症サ
ポーターカード」を差し上げます
近代都市計画と善福寺地区区画整理　2
月26日㈯午後1時〜3時／西荻地域区民

センター／元郷土博物館館長・寺田史朗
／区内在住・在勤・在学の方／300円／
50名（申込順）／申 問電話・ファクス

（8面記入例）で、NPO法人善福寺水と
緑の会・岩垂☎ FAX5930-5936
生前相続、空き家・実家対策　セミ
ナー＆個別相談会　2月27日㈰午後1
時30分〜4時／ワイム貸し会議室・荻
窪（上荻1丁目）／「相続対策は元気な
うちに！相続発生の前に考えることは？」

（司法書士・中野裕史）ほか／空き家所
有者、将来空き家となるおそれのある
建物の所有者ほか／30名（申込順）／
申 問電話で、2月27日までにミサワリ
フォーム・内海☎0120-461-903（午前9
時30分〜午後6時〈火・水曜日を除く〉）
／一部オンラインで配信（事前申込制）。
当日参加可
●NPO法人杉並環境カウンセラー協議会
◆冬鳥の探鳥と善福寺川ウオーキング
　2月13日㈰午前10時〜正午／集合 善
福寺公園上の池あずまや前▶解散 坂の
上のけやき公園／環境カウンセラー・井
上耀右ほか／区内在住・在勤・在学の方

（小学生以下は保護者同伴）／25名（申
込順）／300円（小学生以下無料）／申
往復はがき（8面記入例）で、同協議会
／お持ちの方は双眼鏡持参。長寿応援対
象事業
◆善福寺公園野鳥観察会「冬鳥と公
園の自然」　2月26日㈯午前10時〜正
午（雨天中止）／集合・解散 善福寺
公園ボート乗り場前広場／環境カウンセ
ラー・井上耀右ほか／区内在住・在勤・
在学の方／400円（小学生以下無料）／
20名（抽選）／申往復はがき（8面記入
例）で、2月15日（必着）までに同協議
会／お持ちの方は双眼鏡持参。長寿応援
対象事業

いずれも
問NPO法人杉並環境カウンセラー協議
会（〒167-0051荻窪5-15-7白凰ビル202
☎3392-0606〈午前10時30分〜午後3時
30分〉）
�その他
税金なんでも相談会　2月10日㈭午後5
時〜8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（月〜金曜日午前9時30分〜午後5
時〈正午〜午後1時を除く〉）／1人45分
程度
相続、離婚、金銭問題等書類・手

て つ づ き

続無
料相談会　2月28日㈪午後1時〜4時／庚
申文化会館（高円寺北3丁目）／区内在
住・在勤・在学の方／問東京都行政書
士会杉並支部☎0120-567-537
シルバー人材センターリサイクル自転
車の販売　2月21日㈪・22日㈫・24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 7000
円〜／申21日のみ往復はがき（8面記入
例）で、2月9日（消印有効）までに同セ
ンター（〒166-0004阿佐谷南1-14-2み
なみ阿佐ヶ谷ビル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）
あなたの力を地域でいかしてみません
か？「ささえあいサービス」　日常生活
を行うことが困難な高齢者や障害のある
方のための掃除や食事作りほか▶謝礼
1時間800円（家事）。1000円（介護）／
18歳以上の方／申 問電話で、杉並区社
会福祉協議会ささえあい係☎5347-3131
／登録説明会を実施（2月14日㈪午後1
時30分〜4時、3月11日㈮午前9時30分〜
正午▶会場 ウェルファーム杉並〈電話
で、各説明会の3営業日前までに同係〉）

日本フィル春休みオーケストラ探検コンサート
エデュケーション・フェスティバル in 杉並2022
時3月21日㈷正午〜午後1時・午後3時〜4時（入れ替え制）　場杉
並公会堂（上荻1-23-15）　内出演 永峰大輔（指揮）、江原陽子

（司会）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）　対4歳以上
の方（膝上鑑賞不可）　費各2500円（指定席）　申電話で、日本
フィル・サービスセンター☎5378-5911（月〜金曜日午前11時〜
午後5時〈祝日を除く〉）　問日本フィルハーモニー交響楽団「音楽
の森」☎5378-6311 ▲永峰大輔 ©山口敦

出張コンサート先を募集します！
　日本フィル楽員による演奏を希望する団体・施設等を募集します。
内募集日時 6月25日㈯、9月12日㈪、5年1月25日㈬／いずれも午後2時から（演奏時間は40分
程度）▶演奏形態（編成） 楽員4〜5人による室内楽（予定）　対区内事業所、区内福祉施設
等（営利目的等は除く）▶過去の実施先 区内私立幼稚園、グループホーム、ふれあいの家な
ど　申ファクス・Eメールに希望日（第2希望まで）、団体名、住所、電話番号、担当者氏名を書
いて、2月15日までに文化・交流課 FAX5307-0683
bunka-k@city.suginami.lg.jp　問同課　他申し込
み多数の場合は抽選。3月上旬に結果を通知。開催
決定後、日本フィル担当者と事前打ち合わせあり。
音出しができる控え室を用意してください ▲出張コンサートの様子▲日本フィルハーモニー交響楽団

▲大植英次
　©飯島隆
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無料でPCR検査を実施しています
　桃井原っぱ公園【仮設会場】を、3月にワクチン集団接種会場として再開
するまでの間、無料のPCR検査会場（都の無料PCR等検査事業）として活
用しています。希望者は、検査事業者である川崎重工業ホームページ（右
下2次元コード）で予約してください。

勤務先・入所先で接種を受けるか、
コールセンター・予約専用サイトまたは医療機関で予約してください。

コールセンター・予約専用サイトまたは医療機関で予約してください。

日時・会場を指定した接種券を発送します。
※都合が悪い場合や他の場所で接種する場合は、必ずコールセンター・予約専用サイトで変更・キャンセルを
　行ってください。

実施期間
2月20日
まで

▼

区ホームページ

▼

区（地震・水防
情報等）ツイッター

■ 接種対象者ごとの接種間隔・接種券発送日（1月25日現在）

■ 接種体制を強化しています
　区内9カ所に集団接種会場を開設し、接種を行う体制を確保します。2月は、65歳以上の方を中心に接種を進めていきます。また、医
療機関も同様に順次接種を進めていきます。そのほか国や都の大規模接種会場や職域接種などがありますので、予約枠に余裕がある会場
での接種にご協力ください。

対象者 ２回目接種日

2月4日㈮6カ月以上経過65歳以上の方 7月29日～9月30日に接種した方

2月8日㈫7カ月以上経過（★)64歳以下の方 6月29日～9月30日に接種した方

接種間隔（いずれも2回目接種日から） 発送日（予定）

̶̶問い合わせは、杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター☎0120-023-015へ｡

■ 予約方法
対象者

医療従事者、高齢者施設等入所者・従事者

上記以外の方

・75歳以上
・65～74歳で、1・2回目をいずれも
　区の集団接種会場で接種した方

予約方法

会場名

阿佐谷ワクチン接種特設会場1階

阿佐谷ワクチン接種特設会場3階

立正佼成会法輪閣

タウンセブンホール

杉並会館

高井戸地域区民センター

旧永福図書館

下高井戸おおぞら公園

桃井原っぱ公園【仮設会場】

所在地

午前10時～午後4時

午前10時～午後3時40分

午前9時20分～午後4時40分

開設時間（予定）

阿佐谷南2-14-9

和田2-8-36

上荻1-9-1タウンセブンビル8階

上荻3-29-5

高井戸東3-7-5

永福4-25-7

下高井戸2-28-23

桃井3-8-1

● 3月11日まで  ● 3月12日～31日

● 3月6日まで  ● 3月7日～31日

● 3月3日まで  ● 3月4日～31日

● 3月5日まで、3月29日～31日  ● 3月6日～28日

● 3月6日まで  ● 3月7日～31日

● 2月10日～3月6日  ● 3月7日～31日

● 2月14日～3月4日  ● 3月5日～31日

● 3月3日まで  ● 3月4日～31日

● なし  ● 3月1日（予定）～31日

ワクチンの種類　●ファイザー社製   ●武田/モデルナ社製

●区の集団接種会場と接種できるワクチンの種類●区の集団接種会場と接種できるワクチンの種類

※立正佼成会法輪閣には、ワクチン接種来場者のための駐車場があります。
※医療機関においてもファイザー社製・武田/モデルナ社製両方のワクチンを使って接種を実施します。使用するワクチンの種類は予約の際にご確認ください。

　医療従事者、高齢者施設の入所者・従事者、高齢者に対し2回目接種からの接種間隔の前倒しを実施してきました
が、国の方針を受け64歳以下の方も含め接種間隔の更なる前倒しを実施します。対象者ごとの接種間隔や接種券（クーポ
ン）の発送スケジュールは以下のとおりです。発送日から1週間経過しても接種券が届かない場合はコールセンターへご連
絡ください。最新情報は、区ホームページまたは区（地震・水防情報等）ツイッターをご確認ください。

個別接種医療機関一覧▲

検査対象者（下記の全てを満たす方)
●都内在住の方　●名前・住所・生年月日が確認できる身分証明書の提示に協力できる方
●現在、発熱等の症状がなく、下記全てに該当する方
・現在、新型コロナウイルス感染症と診断されていない
・濃厚接触者と認定されていない　・息苦しさや強いだるさ（

けんたい
倦怠感）を感じていない

・37.5℃以上の発熱や、4日以上続く微熱や風邪の症状がない
・綿棒を使った唾液採取に協力できる方　※唾液を約3分間綿棒に染み込ませ検査します。

●飲食後10分以上時間が空いている方（食後30分を推奨）

■問 川崎重工業PCR検査コールセンター☎0120-758-167
　 pcr_robot2@khi.co.jp（電話は、月～金曜日午前9時～午後6時〈祝日を除く〉）

★64歳以下の方については、接種券発送日以降、予約枠が空いていれば「6カ月以上経過」後に接種可能です。
※3年8月28日までに2回目接種をした医療従事者、高齢者施設等入所者・従事者で、現時点で接種券が届いていない方は、2月4日または8日発送分に含まれている可能性が
あります。早期に接種を希望する方は、発行申請をしてください。申請方法は区ホームページ「接種券の発送スケジュール・再発行手続き等」をご覧ください。

新型コロナ感染拡大防止にご協力ください

まん延防止等重点措置の
実施区域に指定されています

BCP（業務継続計画）を
発動しています

　新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、杉並保健所
への職員の応援体制を強化しています。そのためBCP
(業務継続計画）を発動し、郷土博物館、同分館、図書
館（柿木／高円寺／西荻）を休館しています。そのほか
停止中の業務等については、区ホームページ（右上2次
元コード）をご確認ください。

※駐車場はありません。
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