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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、10月分～5年3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。
　6カ月分を口座振替での前納を希望する場合は、8
月31日までに杉並年金事務所へお申し込みください。
問杉並年金事務所☎3312-1511

 子育て・教育
中学校卒業程度認定試験
　病気などにより義務教育を猶予または免除された方
など、猶予または免除を受けず今年度の終わりまでに
中学校を卒業できないと見込まれることについて、や
むを得ない事由があると文部科学大臣が認めた方な
どに対し、中学校卒業程度の学力があるかを認定する
試験を行います。この試験は、文部科学省が実施し、
合格者には高等学校への入学資格が与えられます。
内願書受付期間 9月2日まで▶試験日 10月20日㈭▶
合格発表 11月29日㈫▶受験案内等配布場所 都教育
庁地域教育支援部義務教育課小中学校担当（新宿区西
新宿2-8-1都庁第二本庁舎）　問文部科学省総合教育政
策局生涯学習推進課認定試験第一・二係☎5253-4111

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

会計年度任用職員（臨時）　健康診断補助
内小学校就学前の幼児を対象に行う就学時健康診断
の補助▶勤務期間 10月1日～11月30日のうち学校の
指定する日（土・日曜日、祝日を除く）▶勤務時間

原則、午後0時15分～5時15分▶勤務場所 区立小
学校▶募集人数 80名程度▶報酬 時給1050円▶そ
の他 交通費支給（上限あり）　申申込書・従事調査
票（学務課保健給食係〈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、8月26日ま
でに同係へ簡易書留で郵送・持参　問同係☎5307-
0762　他結果は9月16日までに通知

 募集します
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）＝1299戸（車いす使用者世帯向け15戸を含む）
②単身者向け＝271戸（車いす使用者向け5戸を含む）
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）＝67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）＝90
戸▶申込書・募集案内の配布期間 8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（平日夜間
と土・日曜日は区役所の休日・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、8月16日
（①は午後6時）までに専用封筒で郵送。②～④は都営

住宅入居者募集サイトからも申し込み可　問 JKK東京
☎3498-8894（申込書受付期間中は☎0570-010-810

〈土・日曜日、祝日を除く〉）、区住宅課住宅運営係

「わがまちの警察官」の推薦
　区では、犯罪の抑止に顕著な成果を上げた警察官
を「わがまちの警察官」として顕彰しています。杉
並・高井戸・荻窪警察署に勤務し、区民の安全・安心
のために活躍している警察官を推薦してください。
申推薦書（危機管理対策課〈区役所東棟5階〉で配
布。区ホームページからも取り出せます）を、8月
31日までに同課 FAX3312-3326 tikianzen-k@city.
suginami.lg.jpへ郵送・ファクス・Eメール・持参。
または電話で推薦　問同課☎5307-0616

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（8月12日・15日・19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

行政書士による相談
時8月12日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相続・遺言・
離婚・金銭問題等書類手続きに関すること　定6名（申込順）　他1人30分

申 問電話で、8月5日から東京都行政書士会杉並支部☎0120-
567-537（午前8時30分～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉）

専門家による空
あき

家
や

等総合
無料相談

時8月18日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場住宅課相談室（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、8月16日までに同係 FAX5307-0689へ郵
送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時8月18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

弁護士による土曜法律相
談

時8月20日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12名（申込
順）　他1人30分

申電話で、8月15日～19日に専門相談予約専用☎5307-0617
（午前8時30分～午後5時）。または直接、区政相談課（区役所

東棟1階）で予約　問同課

建築総合無料相談会・
ブロック塀無料相談会★

時9月6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

 各種相談

杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）
骨子案の説明会が延期になりました
　7月15日付広報「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）骨子案の説明会」（7月
26日㈫～8月4日㈭）は、骨子案の内容に調整の必要が生じたため延期することになりました。 お知らせをご
覧になり、出席を予定していた皆さんにはおわびいたします。
　説明会の実施時期が決定し次第、改めて広報すぎなみ、区ホームページなどでお知らせします。
問都市整備部管理課企画調査係

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8月18日㈭・19日㈮午前10時～午後4時　場区役所2階区民ギャラリー　問高
齢者施策課施設整備推進担当
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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
※申込締め切り日に（消印有効）の記載がない場合は必着です。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

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

防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施
　全国瞬時警報システム（Jアラート）による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。
※�Jアラートとは、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。

問危機管理対策課、防災課

8月10日㈬午前11時ごろ

　児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成を受けている方へ、7月末に
現況届を発送しました。特別児童扶養手当を受けている方には、8月上旬
に現況届を発送します。
　現況届は、引き続き支給要件に該当するかを確認するためのものです。
8月1日現在の状況を記入して、いずれも8月31日までに提出してください。

　現在お使いの障受給者証・身医療証（以下「医療証等」）の有効期
限は8月31日です。新しい医療証等は8月19日㈮に発送します。4年度
（3年中）所得が基準額を超えている場合、9月からの受給資格は喪失
します。
　現在お使いの医療証等は、9月30日までに障害者施策課（区役所東
棟1階）、区民事務所へ返却してください（障害者施策課は郵送も可）。
� ―――問い合わせは、障害者施策課障害者手当・医療係へ。

　ヒトパピローマウイルス（HPV）感
染症の予防接種について、キャッチ
アップ接種対象の方に、8月末に予診
票を送付します。
�―――問い合わせは、杉並保健所保健
予防課保健予防係☎3391-1025へ。

変更事項のあった方へ

以前医療証等を受給していたが、現在受給資格を喪失している方へ

　次の①②のいずれかを満たしている方で、身体障害者手帳1・2級（内部
障害は3級まで）、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方は障

受給者証を、愛の手帳3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方は身医療
証を再取得できる場合があるので、ご相談ください。
①�後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、4年度（3年中）の住民税が非
課税
②�その他の健康保険被保険者証をお持ちで、4年度（3年中）の所得が基
準額以内

　加入健康保険証や住所、氏名などに変更があった場合は、必ず届け出を
してください。

現況届の提出をお忘れなく

障受給者証・
身医療証の更新のお知らせ

ＨＰＶワクチンの
キャッチアップ接種の
ご案内

児童扶養手当

対児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日（中度以上の障害を有す
る児童は20歳未満）までで、離婚などにより父または母と生計を異にする
児童を養育している方（3年度に支給停止となっている方、受給者または
扶養義務者の3年中所得が制限額以上あると思われる方も要提出）　問子
ども家庭部管理課子ども医療・手当係　他審査結果は10月下旬以降順次
発送予定。児童扶養手当受給資格発生から5年を経過する方（一部を除
く）については、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」（緑
色の用紙）を送付済み。現況届と併せて要提出

ひとり親家庭等医療費助成

対児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日（中度以上の障害を有す
る児童は20歳未満）までで、離婚などにより父または母と生計を異にする
児童を養育しており、健康保険に加入している方　問子ども家庭部管理
課子ども医療・手当係　他引き続き受給資格がある方には医療証を、所
得超過などにより12月末で受給資格が消滅する方には受給資格消滅通知
を12月下旬に送付

特別児童扶養手当

対20歳未満で障害のある児童（愛の手帳おおむね1～3度程度、身体障
害者手帳おおむね1～3級程度および下肢障害4級の一部程度、その他日
常生活に著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等がある児童）
を監護または養育している方　問障害者施策課障害者手当・医療係

8月31日提出期限
まもなく締め切りです！

平成9年4月2日～18年4月1日生まれの女性で、
HPV感染症予防接種を合計3回受けていない方

7年3月31日

平成9年4月2日～17年4月1日生まれの女性で、
定期接種の対象年齢を過ぎてから令和4年3月
31日までにHPVワクチンを任意で接種した方
を対象に、9月1日から費用助成
を行います。詳細は、区ホーム
ページ（右2次元コード）をご確
認ください。

対 象

接種期限

そ の 他
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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

　区は、空き家に関する利活用等を促進させるため、6年度に民間事業者
との協働により「空

あき

家
や

等利活用相談窓口」の開設を予定しています。
　6年度の本格実施に向けて、細田工務店と「杉並区空き家利活用相談窓
口（モデル事業）」を8月27日から開設します。ぜひご利用ください。

　求職者向けに都内介護施設等でのインターンシップ（1日当たり1事業所参加につき5000円の支援金あり）の参加者を募集
します。インターンシップから就職先のマッチング、就職後のフォローアップまで一貫した支援を行います。対象は、都内また
は近隣県在住の介護職未経験者（学生を除く）です。詳細は、TOKYOかいごチャレンジインターンシップホームページをご確
認ください。

問TOKYOかいごチャレンジインターンシップ事務局☎6743-0638・0639、都福祉保健局介護保険課☎5320-4267

「杉並区空き家利活用相談窓口（モデル事業）」の開設

TOKYOかいごチャレンジ
インターンシップ参加者募集

空き家に関する無料相談ができます

未経験から活躍できる介護のお仕事

杉並区区制施行90周年記念講演会「原水爆禁止署名運動」

空き家に関する利活用等（売却・賃貸・管理・修繕・相続・生前対策ほか）に
ついての無料の相談窓口です。
〈相談事例〉
・�空き家をリフォームし、自宅や賃貸物件として利活用したい。
・�空き家を解体、売却したい。
・�相続を円滑に進めたいが、誰に相談すればいいか分からない。
・�将来空き家を所有する可能性があり、賃貸物件として貸し出したい。

相談内容

・�区内にある空き家等を所有している方
・�区内に空き家等となる可能性がある建築物を所有している方
・�区内在住の方で空き家等（区内・区外）を所有している方

対象者（親族・代理人を含む）

午前9時～午後6時（水・日曜日、年末年始などを除く）

相談日時

電話・Eメールに住所・氏名・相談内容を書いて、細田カスタマーサ
ポート営業推進部☎5397-7717 cs@hosoda.co.jp

相談方法・問い合わせ

▲ホームページ ▲インスタグラム

署名が世界を動かした！
3200万筆の平和のチカラ

平和への祈りを込めて黙とうをささげましょう

　「すぎなみ5ストーリーズ」の一つである「原水爆禁止署名運動」に
ついて、関係者や関連分野を研究する講師を招き、当時の時代背景や
運動に奔走した人たちの思い、運動の意義や人物像を語り継ぎます。

　戦争や核兵器による惨禍を二度と繰り返さないために、原爆死没者・戦没者の冥福と世界の恒久平和
の実現を祈念し、それぞれの時刻に合わせて１分間の黙とうをささげましょう。家庭や地域、職場で平和
の尊さを見つめなおし、平和への誓いを新たにしましょう。

●広島＝8月6日㈯午前8時15分
●長崎＝8月9日㈫午前11時2分
●全国戦没者追悼式＝8月15日㈪正午

8月20日㈯午後2時～4時30分

座・高円寺（高円寺北2-1-2）

●演奏会「平和を願うチェロの調べ」
内出演 テチアナ・ラヴロワ（ウク
ライナ国立歌劇場管弦楽団）、ヤー
ナ・ラヴロワ
●基調講演
内ビキニ水爆実験と第五福竜丸の
歴史的意義、第五福竜丸の帰港が
世界に与えた影響　師都立第五福
竜丸展示館主任研究員・市田真理
●トークセッション
師市田真理、安井節子、林美紀子、竹内ひで子

200名（申込順）

往復はがき・Ｅメール（8面記入例）で、8月12日
までに区民生活部管理課平和事業担当 kumin-
kanri@city.suginami.lg.jp

原水爆禁止署名運動とは
　原水爆禁止署名運動とは、昭和29（1954）年3月、南太平洋のビキニ環礁に
おけるアメリカの水爆実験で、第五福竜丸をはじめとする多数の日本漁船が被ば
くしたことによって、日本各地で巻き起こった核兵器反対運動のことです。
　区でも、区内人口の約7割の署名を集める全区的な運動が展開されました。
署名運動の盛り上がりは、第1回原水爆禁止世界大会の開催や広島・長崎の被
爆者救済の契機にもなりました。

日 時

場 所

内 容

定 員

申し込み

広島と長崎の77回目の原爆の日

いずれも�
問区民生活部管理課平和事業担当

▲�テチアナ・ラヴ
ロワ

▲�ヤーナ・ラヴロ
ワ

▲�Eメール作成用
2次元コード
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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

　荻外荘復原・整備の機運を盛り上げるため、荻外荘オリジナルグッズ
の販売を開始します。売り上げは全額「杉並区みどりの基金」に積み立
て、荻外荘復原・整備をはじめとした「（仮称）荻外荘公園」の整備に
活用します。
� ―――問い合わせは、みどり公園課みどりの計画係へ。

時8月10日㈬午前10時30分～午後2時30分　
場区役所中杉通り側入り口前

オリジナルグッズ
販売会

　昭和戦前期に内閣総理大臣を3度務めた政治家・近衞文麿が、昭和12年の第1次内閣期から20年12月の自決に至るまでの期
間を過ごし、昭和前期の政治の転換期となる重要な会議を数多く行った場所です。
　平成28年3月1日に、日本政治上重要な場所として、国の史跡に指定されました。区では、昭和15・16年ごろの姿に可能な限
り復原するための工事を進めています。

国指定史跡　荻外荘
（近衞文麿旧宅）とは

荻外荘オリジナルグッズ発売！
販売開始日　8月1日㈪

開園予定まであと約2年！

ペーパークラフト日本の史跡1／200
国指定史跡 荻外荘 近衞文麿旧宅（製造元＝ファセット）
 ……1320円

荻外荘オリジナルてぬぐい（製造元＝かまわぬ）
 ……1200円

　区とメーカーがコラボし、実際の荻
外荘の復原図案を基に設計・製作し
たペーパークラフトです。眺めのよい
台地にたたずむ荻外荘が再現されて
います。

　伊東忠太が設計した荻外荘の立面図と、「荻窪会談」が開かれた荻外荘客
間にある壁紙の動物模様がレイアウトされています。

ウォッシャブルペーパー
荻外荘ストックバッグ

（製造元＝クリオインターナショナル） ……900円
　小物入れや植木鉢のカバーなど、いろいろな場
面で使えます。水に強いのでキッチンで使うのもお
薦めです。上部を折り返すと、内側の柄を見せるこ
とができます。

ウォッシャブルペーパー
荻外荘ブリーフケース

（製造元＝クリオインターナショナル） ……900円
　スケジュール帳や本などを持ち歩くのに便利なブ
リーフケースです。A5サイズで水に強いので、歯ブ
ラシなどのトラベルセットの持ち運びにも使えます。
※�ウォッシャブルペーパーは、紙と植物由来のセルロー
スを主原料としたサステナブル素材です。皮のような
しっかりした質感です。

荻外荘マスキングテープ
（製造元＝カモ井加工紙）
 ……400円

　荻外荘客間にある壁紙の動物模様をアレンジし
たマスキングテープです。

コミュかるショップ（区役所1階）通常販売場所

　アニメーションミュージアムによる巡回展を実施します。「本とアニメとすぎなみと」を
テーマとした展示やアニメ制作体験ワークショップ等を行います。ぜひお立ち寄りください。

時①8月15日㈪～17日㈬、22日㈪～24日㈬、9月18
日㈰・19日㈷午前10時30分～午後4時30分②9月4
日㈰・11日㈰午前10時30分～午後4時③9月23日㈷
午前11時～午後4時④9月25日㈰午前11時～午後4
時　内①アフレコアニメ②コマドリクエスト③紙バト
ル④動画トレース　申①②はホームページ（上2次
元コード）から申し込み

　区とアニメーションの関わりが分かる展示のほか、アニメの関連書籍を紹介します。
時8月5日㈮～10月5日㈬午前9時～午後8時（日曜日、祝日は5時まで。8月18日、9月1日・
15日は休館）

展示「すぎなみとアニメーション」 アニメ制作体験ワークショップ

時8月21日㈰午前10時～11時30分・午後2時～3時30分　内「リトルツインズ（ぼくらの夏
が飛んでいく）」、「アルプスの少女ハイジ（アルムの山へ）」　定各30名（先着順）

16㎜フィルムアニメ上映会

▲ツイッター

▲ホームページ
出張！アニメーションミュージアム 
in 中央図書館

あなたの地域にミュージアムがやってくる！

いずれも�
場中央図書館（荻窪3-40-23）　問東京工芸大学�杉並アニメーションミュージアム☎3396-1510　他車での来場不可

©SAM

▲区ホームページ
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