




 保険・年金
国民年金への切り替えをお忘れなく

　国内に住所がある他の公的年金制度に加入してい
ない20～59歳の方には、国民年金への加入・保険料
の納付を義務付けています。国民年金の加入種別は3
種類に分かれていて、届け出は加入時だけでなく種別
が変わったときにも必要です。
◆国民年金の加入種別
第1号被保険者＝自営業・学生・アルバイトなど、第2
号被保険者、第3号被保険者以外の方▶第2号被保険
者＝厚生年金に加入している方▶第3号被保険者＝第
2号被保険者に扶養されている配偶者の方
　第2号被保険者が退職すると、第1号被保険者とな
るため届け出が必要で、その方が扶養している配偶者

（第3号被保険者）も第1号被保険者への切り替えが必
要です。また、第3号被保険者の配偶者（第2号被保
険者）が65歳に達したときも、第1号被保険者への切
り替えが必要です。
　第1号被保険者への切り替え手続きは、国保年金課
国民年金係（区役所中棟2階）または区民事務所、杉
並年金事務所で行ってください。
問国保年金課国民年金係、杉並年金事務所☎3312-
1511

 子育て・教育
私立・国立小の新入生に防犯ブザーを貸与

　区内在住で、4月から私立・国立の小学校に入学す
る新入生を対象に、防犯ブザーを無料で貸し出しま
す。
時 場危機管理対策課（区役所東棟5階）＝3月31日
㈮まで、午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日
を除く）▶区民事務所＝3月31日㈮まで、午前8時30
分～午後5時（3月18日、日曜日、祝日を除く。25日
㈯は午前9時から。水曜日は午後7時まで）▶区民課

区民係（東棟1階）＝3月18日㈯午前9時～午後5時　
問危機管理対策課　他お子さんの年齢が確認できる
もの（保険証等）持参。区立小学校の新入生には学
校から貸し出し

 施設情報
馬橋えんがわ公園の開園

　主な施設として、ベンチ、水飲み場、井戸、遊具な
どがあります。開園を記念して、開園式を行います。
時4月1日㈯午前10時～10時20分　場同公園（阿佐谷
南1-27-20）　内式辞、来賓祝辞、テープカット　問
みどり公園課　他終了後、苗木を配布（200鉢〈先着
順〉。整理券を午前9時30分から配布）。苗木の配布
場所は阿佐谷東公園（阿佐谷南1-42-6）　

 採用情報　※応募書類は返却しません。

 会計年度任用職員  
●勤務期間は5回まで更新可
●報酬は4年度実績

事務補助・障害者採用（短時間）

内勤務期間＝6月1日～6年3月31日▶勤務日時＝原則、
週5日。月～金曜日の午前9時～午後4時▶勤務場所＝
区役所または区内の出先事業所▶資格＝障害者手帳の
交付を受けている、または児童相談所等により知的障
害者であると判定された方▶募集人数＝3名程度▶報
酬＝時給1083円▶その他＝期末手当支給（要件あり）。
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（人事課人事係〈区役所東棟5階〉、障
害者生活支援課〈中棟2階〉で配布。区ホームページ
からも取り出せます）を、4月10日までに人事課人事
係へ簡易書留で郵送・持参　問同係　他書類選考合
格者には面接を実施

管理栄養士

内介護予防や保健事業における栄養に関する事業の
企画・管理、受託事業者への指導、文書作成事務ほ

か▶勤務期間＝6月1日～6年3月31日▶勤務日時＝原
則、月16日。月～金曜日の午前8時30分～午後5時15
分▶勤務場所＝区役所▶資格＝管理栄養士免許を有
する方▶募集人数＝1名▶報酬＝月額21万4464円▶
その他＝期末手当支給（要件あり）。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

（高齢者在宅支援課日常生活支援事業係〈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）
に管理栄養士免許証の写しを添えて、3月31日までに
同係へ簡易書留で郵送・持参　問同係　他書類選考
合格者には面接を実施

 相談
不動産総合相談会

　調査・売買・登記など、不動産に関する問題に、区
内の関係団体の専門家が答えます。
時4月7日㈮午前10時～午後4時　場区役所1階ロビー　
問東京土地家屋調査士会杉並支部事務局☎︎3395-
0159、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎︎3311-
4937、東京司法書士会杉並支部☎︎5913-7452　他関
係資料がある場合は持参

 その他
住民基本台帳の閲覧状況の公表

　4年10～12月の住民基本台帳法に基づく住民基本
台帳の一部の写しの閲覧状況を公表しています。
◆住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは　
　住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・
住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。
閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で前
述4項目の閲覧が可能となります。
◆閲覧が認められる理由
　原則、以下の理由以外は認められません。

・官公庁が職務として請求する場合
・公益性の高い調査研究に利用する場合
・公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
※閲覧の際は区職員が立ち会います。
問区民課住民記録係

保健センター名 子育て相談 母親学級 平日パパママ学級 離乳食講習会
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※�杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子ども家庭部管理課母子保健係（区役所東棟3階）へ。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。
ベビーカーにチェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。間違い電話が多くなっています。掛け間違いのないようご注意ください。

歯の健康相談  8日㈯午後2時～4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会（阿佐谷南3-34-3☎3393-0391）へ。

4月の各種健康相談 いずれも予約制。お申し込み・お問い合わせは、各保健センターへ。

区からのお知らせ
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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



5年度杉並区食品衛生監視指導計画の策定

　食品衛生法の規定に基づき公表します。
◆概要
　食中毒対策の推進、食品事業者の自主的衛生管理
の推進、食品添加物の適正使用および食品の適正表
示の確保、リスクコミュニケーションの推進
◆閲覧場所
　杉並保健所（荻窪5-20-1）。区ホームページから
もご覧になれます。

※3月30日までは、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）でもご
覧になれます。
問杉並保健所生活衛生課食品衛生担当☎3391-1991

家内労働の委託状況届

　家内労働者へ仕事（内職等）を委託している事業
者は、毎年4月1日現在の家内労働者数等について、
「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義

務付けられています。今年は5月1日までに提出してく
ださい。
問東京労働局労働基準部賃金課家内労働係☎3512-
1614、労働基準監督署

杉並区議会議員選挙

障害の部位 該当する障害の程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・移動機能 1・2級
心臓・腎臓・呼吸器
ぼうこう・直腸・小腸 1・3級

免疫・肝臓 1〜3級
介護保険被保険者証 要介護状態区分等「要介護5」

※「該当する障害の程度」は、「身体障害程度等級」とは異なります。

投票時間   午前7時～午後8時

※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
※申込期限に（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。

身体障害者、要介護者、手や腕をけがしている方等

　杉並公会堂（上荻1-23-15）は、令和6年に舞台設備の入れ替えを中
心とした大規模修繕を行う予定です。作業予定期間中（6年1月9日〜
8月31日）は全館休館となりますので、杉並公会堂での事業を予定す
る方はご注意ください。詳細な日程が確定次第、「広報すぎなみ」、区
ホームページ等でお知らせします。

　令和2年度長寿応援ポイントシールは令和5年3月31日が有効期限
です。それ以降は交換できませんので、早めにゆうゆう館やコミュ
ニティふらっと、高齢者施策課（区役所東棟1階）で区内共通商品
券への交換申請などの手続きをしてください。ポイントの交換は25
ポイントから可能です。

杉並公会堂は大規模修繕に
伴い休館します 令和2年度の長寿応援

ポイントシールの
有効期限は3月31日

青医療証制度を開始します

更新手続きはお早めに

――― 問い合わせは、杉並公会堂☎3220-0401 　　　
（午前9時～午後7時〈臨時休館日を除く〉）へ。

――― 問い合わせは、高齢者施策課長寿応援ポイント担当へ。

―― 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、
　　 青 医療証については、高校生等医療費助成コールセンター
　　☎5307-0353（3月31日まで）へ。

　4月から高校生等の保険診療に係る医療費の自己負担分を助成する
制度を開始します。4月に高校2・3年生相当の年齢のお子さんについて
は申請が必要です。

代理投票での注意事項
・�選挙人自ら投票所の係員へ投票をしたい公職の候補者を指示する必
要があります。
・�家族や付添人の方が選挙人の代わりに代筆をして投票をすることはで
きません。
・�選挙人を介護される方は、投票管理者が認めた場合に限り投票所へ
の入場はできますが、代理投票を行う際には記載場所にいる選挙人
から離れていただきます。

※�代理投票は自宅から投票できる郵便等投票とは異なり、選挙人が投票所
に来る必要があります。

投票日   4月23日㈰

▲

�選挙の
　めいすいくん

● 4月から高校1年生相当の年齢（平成19年4月2日～20年4月1日生ま
れ）のお子さん
　現在、子医療証をお持ちの方は、4月から使用できる青医療証に切
り替わります（申請不要）。青医療証は3月下旬に送付します。

●�4月から高校2・3年生相当の年齢（平成17年4月2日～19年4月1日
生まれ）のお子さん
　青医療証の交付には、申請が必要です。対象年齢のお子さんがいる
世帯には4年12月下旬以降に順次、申請の案内を送付しています。申
請がまだお済みでない方は、申請書を、子ども家庭部管理課子ども医
療・手当係まで郵送・持参してください。LoGoフォームからも申請で
きます。申請時期や申請内容等の不備により、4月1日までに医療証が
届かない場合があります。
　詳細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧く
ださい。
※�3月中に区外へ転出した場合は対象になりません。
送付した医療証は返却してください。 ▲高校生等の

医療費の無償化

身体障害者手帳や介護保険被保険者証をお持ちの方へ
　下表に該当し、ご自身で文字を書くことができる方は、自宅等で投
票用紙に記載し、郵便等を利用して投票することができます。あらか
じめ、「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。お早めにお問い
合わせください。なお、下表に該当する方のうち、身体障害者手帳で
「上肢」または「視覚」が「1級」の方は、代理記載制度により投票
することができます。

自身で投票用紙に記載することができない方
　心身の故障、その他の事由（手や腕のけが等）により、自身で公職
の候補者の氏名を投票用紙に記載することができない方のために、投
票所の係員が代理で投票用紙へ記載する代理投票制度があります。投
票所の係員2名が補助者となり、1名が候補者氏名を投票用紙へ記載
し、他の1名がこれに立ち会うことになります。希望する方は、投票所
の係員にお申し付けください。

問選挙管理委員会事務局

小学校に入学するお子さん
　現在、乳医療証をお持ちの方で、4月から小学校へ入学する新
1年生の保護者宛に、子医療証を3月下旬に送付します（申請不
要）。

令和5年（2023年）3月15日　No.2349



4月1日から

※現在区議会で審議されている予算案が原案どおり可決した場合に実施します。

※現在区議会で審議されている予算案が原案どおり可決した場合に実施します。

　区では、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で
相談に応じ、支援につなぐ、伴走型相談支援のさらなる充実を図ります。また、妊娠届け出や出生届け出を行った方等に
対して、出産応援ギフトや子育て応援ギフト（出産育児関連用品等と交換できるクーポン）を支給します。
　詳細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧ください。

　詳細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧ください。

◆事業内容
種類 支給対象者 相談・支援内容 支給内容

ゆりかご面接
（妊娠届け出時）

5年4月1日以降、妊娠届を
提出した妊婦

妊娠届け出時に保健師等の専門職が全ての妊婦と面接を行います。
・�母子保健や子育て支援サービスの情報提供を行うとともに、体調や相談の内容に
応じて、その後の育児までを見通した支援プラン（ゆりかごプラン）を作成します。
・�面接後も管轄の保健センターの保健師が一人一人の状況に応じた継続的な支援を
行います。

面接時に申請書とアンケー
トを提出した方に出産応援
ギフト（妊婦1人当たり5万
円相当）を支給

電話相談
（妊娠8カ月頃） －

妊娠8カ月ごろの妊婦を対象に保健師等の専門職が電話相談を行います。
・�安心して出産し、産後を迎えられるよう体調の相談や子育て支援サービスのご案
内などを電話で行います。希望する方には、保健師等の専門職が面接を行います。

－

すこやか赤ちゃん訪問
（出生届け出後）

5年4月1日以降、出生した
児童を養育する方

生後4カ月になるまでの間に、保健師等の専門職がご家庭に訪問します。
・�育児に関する不安や悩みの相談に応じるとともに、子育てに関する情報提供を行
い、育児不安の解消・軽減を図ります。
・�家庭の状況に応じた、訪問後の継続した支援を関係機関と連携しながら行います。

訪問時に申請書とアンケー
トを提出した方に、子育て
応援ギフト（児童1人当たり
5万円相当）の支給

※出産応援ギフトおよび子育て応援ギフトは、他自治体を含み、各1回の支給となります。

産前・産後支援サービスを充実します

4月1日から

杉並区出産・子育て応援事業を開始します

産前・産後支援ヘルパー事業、多胎児家庭家事・育児支援
ヘルパー事業のサービス内容が変更になります

●対象
　区内在住の妊婦または1歳未満（多胎児の場合は3歳未満）のお子さん
を養育中の方
●主な変更点
・�産婦だけでなく、保護者とお子さんが在宅していれば利用できるように
なります。

・�提供するサービスの具体的な内容について、各事業者の情報を区ホーム
ページで公開します。利用する際には各サービスの時間配分を事業者と
相談してください。

・�サービス内容に対象児の直接的なお世話（もく浴や授乳、食事の介助
等）を追加しました。

問子ども家庭部管理課地域子育て支援係
多胎妊婦の15回目以降の妊婦健康診査費用の一部助成

　多胎児を妊娠した方に対し、妊婦健康診査受診票14回分を超えて、自
費で妊婦健康診査を受診した際の費用の一部について、5回を上限とし
て助成を行います。
問子ども家庭部管理課母子保健係

産後ケア事業の利用料金が変更になります

●対象
　区内在住の産後6カ月未満の産婦とお子さんで、産後ケアを必要とする方
●変更点
　産後ケアの利用料金を下表のとおり変更します。利用回数に変更はあ
りません。3月31日までに申請した場合も、利用承認期間内であれば、4
月以降は新たな利用料金で利用できます。

区分 変更前 変更後

宿泊型 課税世帯
非課税世帯

6000円
3000円

3500円
2000円

日帰り型（個別） 非課税世帯 2000円 1500円

※�利用料金の支払いに、杉並子育て応援券（ゆりかご券を含む）を利用できます。
問子ども家庭部管理課母子保健係

※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。

屋根ふきかえ・外壁塗装 リフォーム全般雨漏り緊急対応 ご相談・お見積り無料

012-012-4699
フリーダイヤル創業 昭和62年

東京都建設業許可中野区新井1-19-1
株式会社 山野広告

◆遡
そ

及
きゅう

対象者

※案内を送付する時期が確定次第、区ホームページでお知らせします。

支給対象者 ギフト内容 申請方法
4年4月1日～5年3月31日に妊娠届を提出した妊婦 妊婦１人当たり5万円相当(出産応援ギフト) 区から送付する案内により申請

4年4月1日～5年3月31日に出生した児童を養育する方 児童１人当たり10万円相当(出産応援ギフト・子育て応援ギフト) 区から送付する案内により申請、アンケートに回答

問制度全般に関すること＝子ども家庭部管理課地域子育て支援係▶相談支援に関すること＝各保健センター▶ギフトに関すること＝出産・子育て応援事
業コールセンター☎5307-0832（午前8時30分～午後5時。土・日曜日、祝日を除く）
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ひとり親家庭等子育て支援一覧
　区内のひとり親家庭等の子育てを支援するため、以下のような制度があります。受給するためには申請が必要です。
所得制限など支給要件がありますので、あらかじめご相談ください。詳細は、区ホームページをご覧ください。

―――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。

仕事や家事などで悩んでいませんか？
お気軽にご相談ください
　子ども家庭部管理課、区内3カ所の福祉事務所では、相談員が
ひとり親家庭の悩みや困りごとの相談を受け、自立に向けて適切
な支援を実施しています。
　ひとり親家庭の方が利用できるサービスについ
ては、区ホームページ（右2次元コード）をご覧
ください。

主な相談内容・問い合わせ先

母子および父子福祉資金貸し付けの相談
　20歳未満のお子さんを扶養している、ひとり親家庭等の父
または母の技能習得資金、お子さんの修学資金等の貸し付け
の相談を受け付けています。
母子生活支援施設への入居相談
　18歳未満のお子さんを養育している母子家庭で、生活上の
いろいろな問題がある場合に、母と子が一緒に利用できる施
設です。
夫婦男女問題、家族問題などの家庭相談
問杉並福祉事務所（荻窪☎︎3398-9104／高円寺☎︎5306-
2611／高井戸☎︎3332-7221〈家庭相談は月・水・金曜日午
後1時～5時。祝日を除く。事前予約制〉）

ひとり親家庭のしおり

　ひとり親家庭の方が利用できるサービスを紹介
する「ひとり親家庭のしおり」（子ども家庭部管理
課〈区役所東棟3階〉、福祉事務所などで配布。区
ホームページ〈右2次元コード〉からも取り出せま
す）を発行しています。ぜひ、ご活用ください。

児童育成手当

支給要件
　18歳に達する日以後最初の3月31日までの児
童を養育している、ひとり親家庭等の父または
母・養育者で、所得制限限度額未満の方
手当額
　月額1万3500円（児童1人当たり） ▲児童育成手当

児童扶養手当
支給要件
　18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を養育している、
ひとり親家庭等の父または母・養育者で、所得制限限度額未満の方
※児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで。
手当額
　月額1万160円～4万3070円（3月現在。所得に応じて算定。児
童2人目以降は所得に応じて手当額が加算）
その他
　申請者に同居の父母等がいる場合は、その方
も所得制限限度額未満であることが必要です。
公的年金等を受給している場合は、ご相談くだ
さい。 ▲児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費助成
助成対象
　18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童とその児童を養
育し、健康保険に加入している、ひとり親家庭等の父または母・
養育者で、所得制限限度額未満の方（生活保護等、他の医療費助
成を受けている場合は対象外）
※児童に中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで。
助成範囲
　健康保険証等を使って医療機関で診療などを受けたときに、窓
口で支払う医療費の保険診療に係る自己負担分を助成します。た
だし、住民税が課税されている場合は、一部負担
金が発生します。
その他
　申請者に同居の父母等がいる場合は、その方
も所得制限限度額未満であることが必要です。

▲ひとり親家庭等
医療費助成

区内空間放射線量等測定結果

ひとり親家庭の生活一般相談・家事・育児支援、就労支援、
養育費確保支援
　来庁が難しい方は、インターネットによる相談も受け付けて
います。詳細は、区ホームページをご覧ください。
問子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当☎︎5307-0343

　区が実施した、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＝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＝学務課・保育課▶放射能濃度測
定の方法について＝杉並保健所生活衛生課衛生検査係☎︎3334-6400

※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

ご存知ですか？
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「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（一部の店舗を除く）などにあります。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。

　区では、「杉並区実行計画（第1次）」、「杉並区区政経営改革推進計画（第1次）」、「杉並区協働推進計画（第1次）」、「杉並区デジタル
化推進計画（第1次）」、「杉並区区立施設再編整備計画（第2期）・第1次実施プラン」の一部修正を行いました。修正に先立ち「杉並区区民
等の意見提出手

て

続
つづき

に関する条例」に基づき、一部修正案を「広報すぎなみ」4年12月1日号などで公表し、皆さんからご意見を伺いました。　
　頂いたご意見と区の考え方、一部修正案の修正内容および修正後の各計画については、企画課（区役所東棟4階）、区政資料室（西棟2
階）、区民事務所、図書館で4月13日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。または、区ホームページ（右2次元コード）でも閲覧
できます。

意見募集の結果をお知らせします

●意見提出期間＝4年12月1日～5年1月4日　●意見提出件数＝117件（延べ290項目）

杉並区実行計画等の一部修正案

該当箇所 頂いたご意見（概要） 区の考え方（概要）

【まちづくり・地域産業】
施策5

人々の暮らしを支える
都市基盤の整備

　都市計画道路の整備では、
事業認可区間についても、改
めて立ち止まって住民との合
意を取ることを求める。

　都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、東京都と特別区及
およ

び26市2町は、共に連携し
ながら概

おおむ

ね10年間で優先的に整備する路線を選定すべき路線を定めた「事業化計画」を策定し、
事業の推進に努めています。
　この「事業化計画」に基づき都市計画道路の整備を進めており、既に事業認可を取得している
路線・区間については、事業を遅延させる考えはありません。
　ただし、事業化しているからと拙

せっそく

速に進めるのではなく、そのまちに住む多くの方々との対話を
重ね、出来る限りの住民の合意形成に努め、住民主体のまちづくりを共に進めていきたいと考え
ています。

【まちづくり・地域産業】
施策6

誰にとっても移動しやすい
地域交通環境の整備

　自転車駐車場の料金の減額
と撤去手数料の廃止・減額を
検討してほしい。

　自転車駐車場の維持管理や放置自転車の撤去・運搬などの運営経費が必要であるため、公平性
の観点から自転車駐車場の使用料及び撤去費用を徴収しています。今後、区民意向調査や区政モ
ニターなどにより、多様な区民意見を聞きながら、財源確保の課題整理と併せて、自転車駐車場
の料金のあり方等について考えていきます。

【まちづくり・地域産業】
施策7

暮らしやすい住環境の整備

　住宅確保要配慮者に対する
居住支援について進めてほし
い。

　居住支援協議会と協力して高齢者や障害者等住宅の確保に特に配慮を要する方に対して入居支
援を行っています。家賃助成制度については、令和5年度中に区民ニーズを把握しながら、規模
や対象などを検討していきます。

【環境・みどり】
施策9

質の高い環境を将来につな
ぐ気候変動対策の推進

　（仮称）気候区民会議の開催
を通して、区民意見を施策に
生かす仕組みをぜひ実現して
ほしい。

　「2050年ゼロカーボンシティ」実現のため、（仮称）気候区民会議を通じて、区民が気候変動
問題を自分事として捉え、さらに、気付きや行動変容につながる一助となるよう取り組んでいき
ます。

【福祉・地域共生】
施策14

地域の支え合いと安心して
暮らせる体制づくり

　パートナーシップ制度を進
めてほしい。

　4年3月に区議会でパートナーシップ制度の創設に関する陳情が採択されたこと等を受け、都
内自治体で既に導入されている制度内容等を調査・研究した上で、5年4月に制度を創設すること
としました。制度創設後も、幅広い区民意見等を参考にしつつ、時代の変化に応じた制度の見直
し・改善を図っていきます。

【子ども】
施策17

子どもの権利を尊重し育ち
を支える環境の整備・充実

　子どもの権利擁護の取
とりく み

組に
ついて、適切に進めてほしい。

　「児童の権利に関する条約」に定められた子どもの権利の理念に基づく「子どもの権利に関する
条例」の制定を目指しています。条例の制定に当たっては、区民や有識者、子どもたちから十分
な意見聴取を行うとともに、近隣自治体の取組内容等も参考にしながら、検討を行っていきます。

■杉並区実行計画（第1次）
該当箇所 頂いたご意見（概要） 区の考え方（概要）

方針２
区と地域団体等による
地域課題・行政課題の
解決に向けた取組

　行政の部門を越えた協働事業
の推進を期待する。

　区では、より一層、複雑化・高度化が予想される地域の課題解決に対して、区民・地域団体・
民間事業者等の多様な主体と力を合わせ、協力し合って解決していく「新たな協働の仕組みづく
り」を進めています。令和4年度には、部門を越えて新たな協働の取組を促進するために「公民
連携に関する専管窓口」を設置しました。今後は、協働の取組を推進していく職員の育成にも力
を注いでいきます。

■杉並区協働推進計画（第1次）

該当箇所 頂いたご意見（概要） 区の考え方（概要）

方針2
行政内部のデジタル化
による効率化の推進

　ペーパーレス会議の実施に
向けては課題が多いと思う。

　ペーパーレス会議は、紙資料の印刷作業がなくなるといった業務の効率化が期待できるとともに、
紙の使用量が減ることで温室効果ガス排出量の削減にもつながる取組であるものと認識しています。
　そのため、持ち運びがしやすいパソコンの導入や会議室への大型モニターの設置等、紙資料が
なくても会議がしやすい環境の充実を図り、ペーパーレス会議の促進に取り組んでいきます。

■杉並区デジタル化推進計画（第1次）

該当箇所 頂いたご意見（概要） 区の考え方（概要）

一部修正の基本的な考え方

　地域・施設ごとに区民を含めた協議会の設立と協議
会の話し合いを前提とした整備計画の見直しを求める。
地域ごとに課題があり、要望も状況も違うので、パブ
リックコメントとは別に、地域ごとに、希望する施設利
用者や利用団体など区民を含む協議会を区の責任で設
け、より良い施設整備に尽力してほしい。

　施設再編整備の取組については、これまでの取組の検証等をした上
で、新たな方針を定めることとしております。この検証等においては、
再編整備の考え方や手法のほか、区民との合意形成の観点から、区民
の声をどのように聴いていくのかについても、これまでの取組を検証し、
今後のあり方を検討していきますので、今回のご意見は、その際の参考
とさせていただきます。

　児童館、ゆうゆう館の機能移転について、いろいろ理
由があるのは分かったが、実施しないでほしい。杉並区
が先駆的で誇る施設だったと聞くが、もうずいぶんたく
さん機能移転されてしまったので、残すことを優先して
ほしい。機能移転と言っても、子どもとお年寄りにとっ
て、いつでも誰でもそこに行けば居場所があることは必
須だと思う。職員の方の専門性も必要な施設だと思うの
で、これ以上減らさないほうがよい。

　児童館、ゆうゆう館の再編整備の取組については、これまでの取組の
検証等を行い、新たな方針を決定します。
　検証に当たっては、これまでの間、児童館、ゆうゆう館が果たしてき
た機能を新たな施設に十分に継承できていたか等、利用者や保護者から
の意見等を聴きながら確認するとともに、施設のあり方も含めた新たな
方針を決定していきますので、今回のご意見は、その際の参考とさせて
いただきます。

児童館、
学童クラブ、

子ども・子育てプラザ

　下高井戸児童館が子ども子育てプラザに転用される
ことになったのは残念。再考してもらいたかった。児童
館の持っている多様な機能が児童館の中にあることに大
きな意味があり、0歳から18歳までの子どもたちの多様
な活動の場所になっていて、専門の職員がいて地域の
子育て支援を担っている。そこはこれからも大事にして
ほしいので、子ども・子育てプラザに転用したところは
プラザの中で小中学生が活動できる居場所の確保を考
えてほしい。

　下高井戸児童館については、子ども・子育てプラザが唯一未整備であ
る高井戸地域に早期に子ども・子育てプラザを整備する必要があることな
どから、当初の計画どおり、子ども・子育てプラザに転用することとしまし
た。この取組に関しては、地域の方からも、下高井戸児童館存続のご要望
や子どもの活動の場を心配する多くのご意見をいただいております。
　そこで、小学生以上の居場所を可能な限り確保できるよう、令和5年3
月までの期間において、3カ所（成田西、下井草、善福寺）の子ども・子
育てプラザで小学生以上の利用拡大を試行実施することとしました。
　この取組を通じて、利用者のご意見も伺いながら、今後の利用拡大の
あり方を検討し、下高井戸地域においても子ども・子育てプラザを活用
した取組を進めるとともに、今後も、子どもの声なども聴きながら、活
動の場を広げる検討を行っていきたいと考えています。

地域区民センター、
区民集会所、

コミュニティふらっと等

　天沼・本天沼地域の施設再編について、説明会で、
ほとんど施設再編に反対する声が多かったことから、施
設再編整備計画は一旦先送りして仕切り直ししてはどう
か。

　天沼・本天沼地域に係る施設再編整備の取組については、保育施設や
児童相談所の整備に影響が生じるため、白紙に戻すことは困難ですが、
地域や既存施設利用者との対話を継続して、相互理解を深める必要があ
ると考えています。そのため、各取組のスケジュールの見直しを行い、
改めて意見交換の場を設定していきます。

■杉並区区立施設再編整備計画（第2期）・第1次実施プラン

該当箇所 頂いたご意見（概要） 区の考え方（概要）

方針1
時代の変化に対応
する業務の効率化と
区民サービスの向上

　民営化・民間委託化、指定管理者制
度の導入、学校用務、警備、給食の委
託について、いずれも共通してサービ
ス向上やコスト削減効果の検証とある
が、これまで検討、議論されて進めら
れているものであり、改めて検証する
ことに意味が見いだせない。

　区ではこれまで、サービスの向上と業務の効率化の観点から、民間に委ねることが妥当な業務
について、民間委託や指定管理者制度の導入等を進め、その上で、モニタリングガイドラインに
基づき、毎年度、業務の履行確認やサービスの質に関する評価を行い、業務改善や運営体制の
強化等につなげてきました。しかしながら、民間委託等の導入前に想定していた区民サービスの
向上や経費削減等の効果が図られているのかといった確認が必ずしも十分ではなかったことから、
この度、検証を実施することとしました。

　保育園の民間委託を安易に進めるこ
とをやめて、公立保育園が果たす役割
を強めることを期待する。

　区立保育園の民営化については、運営事業者の決定や保護者周知を既に行っている園の民営化
に取り組んでいきますが、区内の保育施設が増加した状況において、区の保育の質の維持・向上
が一層必要となっている中で、区立保育園が担う役割は重要性を増していることを認識していま
す。このことから、区立保育園の民営化については、区立保育園が担う保育の質の維持・向上等
の役割を確実に果たしていくため、上記民営化の取組終了後、当面、行わないこととしました。

方針4
自治の更なる発展
と、自治体間連携

の強化

　「参加型予算の実施」という新たな挑
戦に期待する。自分のまちは住民みん
なでつくる、そんな新しい杉並区が少し
ずつ動き出すことに期待している。

　参加型予算は、予算編成過程に区民が参画することで、区財政をより身近に感じ、区政に積極
的に参画してもらうことを目的に実施していきます。最終的には、議会での予算審議を経て予算
を決定していきます。

■杉並区区政経営改革推進計画（第1次）

―――問い合わせは、企画課へ。
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原油価格・物価高騰等
対策特例資金の
申込期間を延長します

　原油価格および物価高騰等の影響により売り上げが減少して
いる区内中小事業者に対し、3年間無利子で融資を受けられる

「原油価格・物価高騰等対策特例資金」の申込期間を9月29日ま
で延長しました。
　詳細は、区ホームページ（右2次元コード）をご覧ください。
問産業振興センター就労・経営支援係☎5347-9077

コニファーいわびつ
　中之条ガーデンズやロックハート城の散策、月夜野びーどろパークを
見学し、八ツ場ダックツアーで水陸両用バスに乗船。埼玉でしょうゆ搾
り体験とゆば料理を堪能できます！
日程　5月22日㈪～24日㈬・29日㈪～31日㈬、6月11日㈰～13日㈫・19
日㈪～21日㈬・26日㈪～28日㈬
料金（2泊3日／7食・お土産付

つ き

） 　4万
1000円。3歳～小学生3万5000円。65
歳以上の方・障害者3万9000円
※�いずれも区民補助適用後。諸税・
サービス料・保険料を含む。

最少催行人数　各15名�（催行の決定は
出発7日前までに連絡）

4月からの直行バス運行予定
　JR阿佐ケ谷駅南口～コニファーいわびつ間の直行バスを運行しま
す。4月から直行バスは有料となります。
運行日　4月10日㈪・11日㈫・13日㈭、5月15日㈪・16日㈫・18日㈭、
6月5日㈪・6日㈫・8日㈭、7月3日㈪・4日㈫・6日㈭、8月28日㈪・29
日㈫・31日㈭、9月4日㈪・5日㈫・7日㈭・11日㈪・12日㈫・14日㈭
運行時間　JR阿佐ケ谷駅南口出発（午後0時30分）→コニファーい
わびつ到着（午後3時）▶コニファーいわびつ出発（午前9時30分）
→JR阿佐ケ谷駅南口到着（正午）
料金　�片道1250円。往復2500円
申込期限　�各日程の10日前までに申し込み
最少催行人数　�各8名（催行の決定は出発6日前までに連絡）

民営化宿泊施設をご利用ください

所在地  群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町4399
申問電話で、コニファーいわびつ☎0279-68-5338

JR阿佐ケ谷駅南口出発　新緑の群馬2泊3日バスツアー♪

図書館で調べ学習を
しませんか
　春休みに、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右表のとおりです。

――― 問い合わせは、各図書館へ。

図書館 日時・対象
南荻窪

（南荻窪1-10-2☎︎3335-7377）
3月25日㈯～4月5日㈬午前9時～午後5時（水曜日は2時
まで）　対小学生～高校生（小学生は保護者同伴可）

高井戸
（高井戸東1-28-1☎︎3290-3456）

3月25日㈯～4月5日㈬午前9時～午後8時（日曜日は5時
まで）

今川
（今川4-12-10☎︎3394-0431）

3月25日㈯～4月5日㈬午前10時～午後5時（日曜日は4時
30分まで）　対小学生～高校生（小学生は保護者同伴可）

方南
（方南1-51-2☎︎5355-7100） 3月25日㈯～4月4日㈫午後2時～5時（3月29日を除く）

下井草
（下井草3-26-5☎︎3396-7999）

3月26日㈰～4月4日㈫午前9時～午後5時（3月29日を除
く）　対小・中学生（小学生は保護者同伴可）

※休館日や行事等で使用する日を除く。

※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

　創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的
な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進する
ことを目的として実施します。申請方法等の詳細は、区ホーム
ページ（右2次元コード）をご覧ください。

――― 問い合わせは、産業振興センター就労・経営支援係☎5347-9077へ。

創業スタートアップ助成 助 成 内 容　①事業所家賃助成　
　　　　　　②ホームページ等作成助成

助　成　率　3分の2

助成限度額　①30万円（月額上限5万円×6カ月）
　　　　　　②20万円

杉並で会社を立ち上げる！

②ホームページ等作成助成
　創業に伴うホームページ・モバイルサ
イト・アプリ作成に関する委託料、ホー
ムページ作成ソフトおよびホームページ
作成に関する解説本等の購入費（パソコ
ン等備品および周辺機器を除く）が対象
です。

①事業所家賃助成
　次の要件を全て満たす事業所等が対象です。
●�区内の事務所等であって、助成対象者が事業
のために継続して使用し、住居と兼用しない
ものであること
●�助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結し
たものであること

●�事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の
親族または助成対象事業者が経営する会社も
しくはグループ会社の構成員でないこと
●�シェアオフィス、コワーキングスペース、そ
の他申請者以外の者と空間・設備等を共用す
る形態の物件でないこと
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井草地域区民センター協議会
〒167-0022下井草5-7-22
☎3301-7723
HPhttps://www.igusahome.org/

おもちゃの病院
時4月8日㈯午後1時30分～3時　場同
センター　師片岡末廣ほか　費実費　
他1組1点

荻窪地域区民センター協議会
〒167-0051荻窪2-34-20
☎3398-9127
HPhttps://ogikubokyougikai.sakura.ne.jp/

ハーモニーを楽しむボイストレーニング
時4月14日㈮・28日㈮、5月12日㈮・19
日㈮午後1時30分～3時30分（計4回）　
場同センター　師ボイストレーナー・
安藤操　定20名（抽選）　申往復はが
き（12面記入例）で、同協議会。また
は同協議会ホームページから申し込み
／申込期限＝4月2日

武蔵野の自然探訪「善福寺池の四季」
春　新緑の木々と草花
時4月21日㈮午後1時30分～4時　場
集合＝善福寺公園上の池ボート乗り場
前　師元東京農工大学教授・星野義

延、東京環境工科専門学校講師・星
野順子　定15名（抽選）　申往復はが
き（12面記入例）で、同協議会。ま
たは同協議会ホームページから申し込
み／申込期限＝4月9日

いずれも 
費200円

阿佐谷地域区民センター協議会
〒166-0001阿佐谷北1-1-1
☎5364-9903
HPhttps://www.asagaya-kyogikai.org/

阿佐ヶ谷文士と私～「阿佐ヶ谷アタリ
デ大ザケノンダ」
時4月22日㈯午後1時～3時　場同セン
ター　師文筆家・青柳いづみこ　定
50名（抽選）　申往復はがき（12面記
入例）で、同協議会。または同協議会
ホームページから申し込み／申込期限
＝3月31日　他長寿応援対象事業

永福和泉地域区民センター協議会
〒168-0063和泉3-8-18
☎5300-9412
HPhttps://fukuizu.org/

方南地域区民発表会出演・展示募集
時6月18日㈰午前10時～午後3時　場
同センター　対方南区民集会所を利
用している団体、周辺地域在住の方

（業者を除く）　申往復はがき（12面
記入例）に団体・グループ名、代表者
名、展示・出演内容、参加人数、必要
備品なども書いて、同協議会。または
直接、同協議会／申込期限＝4月10日　
他出演は1団体10名以下、20分以内。
応募多数の場合は抽選

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〉）

毎月15日号に掲載

がんでもいきいき働き
続けるために

子宮頸
け い

がん、乳がんに注意
　子宮頸がんは20代後半から、乳がんは40代から患者数が増えてい
ます。早期発見の場合、5年相対生存率が子宮頸がんでは95％、乳
がんでは99％で、治療の選択肢も増えてきます。区では2年に1回、
子宮頸がん検診は20歳から、乳がん検診は40歳から受診するよう案
内しています。
※ 5年相対生存率＝あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、

日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかを表す。

　がんと診断されて仕事を辞めてしまう、生活を大
きく変えてしまう方がいます。がんは「治療が難し
い病気」ではなく、長く付き合う慢性疾患です。
　「がん治療」と「働く」を両立するためのヒントが
得られる動画（右2次元コード）を3月31日まで配信
します。がん治療の経験談や、職場の上司や同僚
と上手に付き合うこつなどをお話しします。

▲ LG ブレイクスルー・
古田智子

問産業振興センター観光係☎5347-9184

  区民ライターが区民目線で杉並の魅力を取材、執筆、
記事にして公開している区公式情報サイトです。

または詳しくは すぎなみ学

食食
老 舗 の名物 、隠 れ 家 的カ老 舗 の名物 、隠 れ 家 的カ
フェ、ラーメン店など、食のフェ、ラーメン店など、食の
情報も満載情報も満載

文化・雑学文化・雑学
文化人のお気に入り散歩コー文化人のお気に入り散歩コー
スやゆかりの本、寺社、なみスやゆかりの本、寺社、なみ
すけグッズなどを紹介すけグッズなどを紹介

歴史歴史
中島飛行機の軌跡や、都電杉中島飛行機の軌跡や、都電杉
並線の思い出、町の変遷など並線の思い出、町の変遷など
杉並の歴史を探究杉並の歴史を探究

ゆかりの人々　タレントや作家、知られざる偉
人、地域活動者など区にゆかりのある人を紹介

スポーツ　杉並発祥のスポーツや注目の競
技、楽しみ方など幅広く紹介

産業・商業　戦禍を乗り越えた老舗企業・
商店、起業家や職人にも注目

自然　荻窪で発見された絶滅危惧種、区内で
見られる野鳥、自由研究にも役立つ情報

特集　お花見ポイントや公園の紹介、水害・
震災対策、教育、対談などの特集記事

8つのカテゴリーに分けて
すぎなみ情報を
紹介しているよ〜

その他にもこんなコンテンツがあります

とは？すぎなみ学倶楽部

すぎなみ学　内田秀五郎

　杉並の偉人、内田秀五郎。区西部の土地区画整理事業を実施する一
方、自然保護のため、善福寺池を中心とした風致地区の保全に全力を
尽くしました。善福寺公園の「上の池」のそばには、内田秀五郎の喜
寿を記念した銅像が立っています。

または詳しくは

内
田
秀
五
郎
さ
ん
（
後
編
）

第18
0号

▲善福寺公園にたたずむ内田秀五郎の銅像

みんなで踊ろう
元気！勇気！ポンダンス
　障害のあるなしにかかわらず、誰もが
気軽に踊れるポンダンス。今回は、杉並
区オリジナルポンダンスの振り付けを考
案した講師の方から教わります。

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・10時から毎日放送）

 視聴方法 

3月15日からの広報番組「すぎなみスタイル」のテーマは

オンラインで配信

※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

問杉並保健所健康推進課保健指導担当☎3391-1355
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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

催し
淡島雅吉のアトリエ -ガラスの

「かたち」を求めて
時3月25日㈯～6月25日㈰午前9時～午
後5時（月曜日、第3木曜日〈祝日の場
合は翌日〉休館）　場郷土博物館分館

（天沼3-23-1天沼弁天池公園内）　問同
分館☎5347-9801

シニアのための就業・起業・地域
活動個別相談
時4月1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　対区
内在住・在勤でおおむね55歳以上の方　
申 問電話・Ｅメール（記入例）で、
ゆうゆう高円寺南館☎5378-8179
takebouki_suginami@tempo.ocn.
ne.jp　他1人45分程度
 産業振興センター都市農業係
◆春の草花・植木・野菜等即売会
　野菜・草花・植木などがそろう即売
会です。
時3月29日㈬午前10時～午後3時（売
り切れ次第終了）　場区役所青梅街道
側広場、中杉通り側入り口前
◆農業公園「テーブル菜園体験教室」
　しゃがんで行う農作業が困難な方や
車いすの方も参加できる教室です。

時4月19日・26日、5月10日・17日・31
日、6月21日、7月5日・12日／いずれ
も水曜日、午前10時30分～11時30分

（雨天中止。計8回）　場成田西ふれあ

い農業公園（成田西3-18-9）　対区内
在住の方　定10名（抽選）　費1000円　
申往復はがき（記入例）で、３月30日
までに同係　他結果は4月上旬に通知

いずれも 
問産業振興センター都市農業係（〒167-
0043上荻1-2-1Daiwa荻窪タワー2階☎
5347-9136）

講演・講座 
お弁当作りの悩みを解決〜管理栄養
士の時短&マンネリ解消術
時配信期間＝3月31日㈮午後5時まで　
場オンラインで実施　師管理栄養士・
梅山朋子　申LoGoフォーム（区ホー
ムページ同講座案内にリンクあり）か
ら申し込み　問杉並保健所健康推進課
栄養指導担当☎3391-1355

草木染め体験
　ヨモギの葉やタマネギの皮で草木染
めをします｡
時3月25日㈯午前10時～正午・午後1
時30分～3時30分　場みどりの相談所

（下高井戸5-23-12塚山公園内）　対小
学生以上の方（小学生は保護者同伴）　
定各10名（申込順）　費各1000円　申
問電話で、3月16日から塚山公園管理
事務所☎3302-8989

管理栄養士　沼津りえの ｢健康と毎
日の笑顔を作る｣ 料理教室
時 内4月12日～6月24日の第2水曜日＝
アンチエイジングメニューのメインか
らデザート▶第4土曜日＝フライパン一
つで作るおもてなしメニュー／いずれ
も午前10時～正午　場阿佐谷地域区民
センター（阿佐谷北1-1-1）　師管理栄
養士・沼津りえ　対区内在住・在勤・
在学で18歳以上の方　定各20名（申
込順）　費各2500円　申Eメール（記

入例）で、阿佐谷地域区民センター
entry@ochk-asagaya-center.jp｡ ま
たはオーチュー・箱根植木共同事業体
ホームページから申し込み　問同セン
ター☎5356-9501　他エプロン持参

杉の樹大学 ｢シニアのためのスマホ・
タブレット等の個人相談会｣
時4月18日㈫・29日㈷午後1時30分～
4時25分　場高齢者活動支援センター

（高井戸東3-7-5）　対区内在住で60歳
以上の方　定各10名（申込順）　申 問
電話で、高齢者施策課いきがい活動支
援係　他1人30分程度

休日パパママ学級・休日母親学級
◆休日パパママ学級
時①5月14日㈰・27日㈯午前9時30分
～正午・午後1時30分～4時②20日㈯
午後1時30分～3時　場①子ども・子
育てプラザ下井草（下井草3-13-9） ②
オンラインで実施　内お産の流れ、産
後の心の変化、抱っこ・おむつ替え・
もく浴の仕方ほか　対区内在住の初
産で実施日時点妊娠24週～36週6日の
カップル（②は経産婦のカップルも可）　
定①各24組②100組
◆休日母親学級
時5月20日㈯午前10時～11時30分　場
オンラインで実施　内妊娠中の過ごし
方、出産の流れ、母乳・産後の話ほか　
対区内在住で妊娠中の方　定100名

いずれも 
師助産師ほか　申ポピンズプロフェッ
ショナルHPhttps://poppins-education.

jp/parentsclass_suginami/から4月5
日までに申し込み　問杉並区休日パパ
ママ学級・休日母親学級担当☎3447-
5826　他結果は4月14日までに通知。
応募者多数の場合は出産予定日などで
調整。持ち物は決定通知を参照。車で
の来場不可
 就労支援センター
◆あなたの働きたいを全力でサポート　
就労支援センターの上手な活用法
時4月1日㈯午前10時～11時　対求職中
の方　定18名（申込順）　他当日参加可
◆業界研究セミナー　地元の杉並区で　
【事務系】のお仕事をみつける方法
時4月3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歳以下で求職中の方　定
18名（申込順）
◆求職者のためのパソコンセミナー
①エクセル基礎②ワード基礎
時①4月10日㈪②24日㈪午前10時～午
後3時　師PC専任講師・日坂元娘、森
下みどり　対54歳以下で求職中の方　
定各14名（申込順）
◆自分にふさわしい仕事・働き方の発見
〜スマホで受ける職業適性診断
時4月13日㈭午後1時～3時　師人材コ
ンサルタント・神谷敏康　対54歳以下
で求職中の方　定14名（申込順）　
◆仕事の苦手意識を解消！〜電話対応
やメールの書き方、言葉づかいを学ぶ
時4月15日㈯午前10時30分～午後1時　
師プロフェッショナルコーチ・伊藤一
枝　対54歳以下で求職中の方　定18
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
 高齢者活動支援センター
◆はじめての羊毛フェルト
時 4月16日㈰午前10時～正午　師手
芸作家・新崎優子　定30名（申込順）　
費700円　申電話または直接、3月23
日から同センター
◆「春のうたごえサロン」
ピアノとバイオリンで歌おう
時4月21日㈮午前10時～11時10分　内
出演＝久我山クラシックデュオ・成田
瑞季（ピアノ）、小西智子（バイオリ
ン）　定90名（抽選）　費300円　申往
復はがき（記入例）で、3月25日まで
に同センター　他結果は3月26日以降
に通知
◆季節を感じる水引講座「鯉

こい

のぼり」
時4月24日㈪午前10時～正午　師金沢
創作水引作家・平田奈々　定30名（申
込順）　費 1500円　申電話または直
接、3月24日から同センター

いずれも 
場問高齢者活動支援センター（〒168-
0072高井戸東3-7-5☎3331-7841）　
対区内在住で60歳以上の方

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・年齢・性別も記入。

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

　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。

※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

ゆうゆう館名 内容 日時等
西荻北館 （西荻北2-27-18
☎FAX3396-8871）

歌で楽しみながら健康になりましょう
「歌って元気」

毎月第1月曜日＝午前10時30分～11時30分▶第2・4木曜日＝午
後6時～7時　定各30名（申込順）　費各500円

方南館（方南1-51-7
☎FAX3324-1171）

「墨絵教室」
アートで日々の生活に彩りを　

毎月第1・2日曜日、午前9時30分～正午　定各15名（申込順）　
費各1000円

堀ノ内松ノ木館（松ノ木2-38-6
☎FAX3315-7760）

懐かしい写真で振り返る
「昭和の杉並」

3月27日㈪、4月24日㈪、5月22日㈪午後1時～3時　師田寺儉
治　定各10名（申込順）　費各300円

和泉館（和泉4-16-22
☎FAX3323-5663）

季節の風物を墨のぼかしや
濃淡だけで描く「水墨画」

4月2日から毎月第1日曜日、午後3時～4時30分　定各15名（申
込順）　費各600円

高円寺南館（高円寺南4-44-11
☎FAX5378-8179）

杉並アートカードで感性を磨く
ゲームを楽しみましょう　

4月4日から毎月第1・3火曜日、午前10時～正午　定各12名（申
込順）　費初回のみ500円

高井戸西館（高井戸西1-17-5
☎FAX3332-1076） 卓球で元気作り 

毎週土曜日＝午前9時～11時▶毎週月・火・木曜日＝午後6時～
8時　定各8名（申込順）　費各50円（初回のみ250円）

イベントひろばイベントひろば
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 環境活動推進センター
◆1年を通して川と遊ぼう！
「川ガキ復活講座」
時4月9日㈰、5月14日㈰、6月4日㈰、7
月9日㈰、8月23日㈬・24日㈭（1泊2
日）、10月9日㈷、11月12日㈰、12月10
日㈰、6年1月14日㈰（計9回）　場同セ
ンター、善福寺川流域のフィールド、秋
川流域ほか　師東京都環境学習リー
ダー・境原達也、環境カウンセラー・
浅岡八枝子ほか　対区内在住・在学の
小学3年生〜中学生とその保護者　定
10組20名（抽選）　費1組1万5000円

（保険料を含む｡ 8月は別途宿泊費ほか）　
申NPO法人すぎなみ環境ネットワーク
ホームページから、3月23日までに申し
込み
◆勝沼城跡森林ボランティア
時4月16日㈰、5月21日㈰、6月18日㈰、
7月16日㈰、9月17日㈰午前9時30分〜
午後3時（雨天中止）　場集合＝JR青梅
線東青梅駅マルフジスーパー前　対区
内在住・在勤・在学で中学生以上の方　
費各100円（保険料）　申電話・Ｅメール

（12面記入例）で、3月16日〜各実施日3
日前に同センター　他作業用の服・靴・
手袋（軍手可）・雨具・昼食持参
◆ネイチャーゲーム
〜和田堀公園であそぼう
時4月23日㈰午後1時30分〜4時（雨天
中止）　場集合＝和田堀公園内ひょうた
ん池と釣り堀（武蔵野園）の間の広場　
師すぎなみシェアリングネイチャーの
会　対区内在住・在学で4歳以上のお
子さんとその保護者　定15組30名（抽
選）　費1組200円（保険料）　申NPO
法人すぎなみ環境ネットワークホーム
ページから、3月26日までに申し込み

いずれも 
問環境活動推進センター（高井戸東3- 
7-4☎5336-7352 kouza@ecosuginet.
jp〈水曜日を除く〉）
 荻窪保健センター
◆栄養満点サロン
　管理栄養士・栄養士が簡単にできる
料理を紹介します。

時場定下表のとおり　費各200円　申
電話で、3月31日までに荻窪保健セン
ター栄養満点サロン担当　

会場 日時・定員（申込順）

ゆうゆう高井戸西館
（高井戸西1-17-5）

4月4日㈫午前10時〜11
時30分　定12名　他
上履き持参

井草地域区民センター
（下井草5-7-22）

4月11日㈫午後1時30
分〜3時　定13名

和泉保健センター
（和泉4-50-6）

4月14日㈮午前10時〜
11時30分　定10名

高井戸保健センター
（高井戸東3-20-3）

4月18日㈫午前10時〜
11時30分　定8名

ゆうゆう永福館
（永福2-4-9）

4月21日㈮午前10時〜
11時30分　定7名　他
上履き持参

荻窪保健センター
（荻窪5-20-1）

4月24日㈪午後1時30分
〜3時　定10名

◆足腰げんき教室
時 場 定下表のとおり　師健康運動指
導士　申はがき（12面記入例）に番
号・希望会場（1カ所）も書いて、3月
31日までに荻窪保健センター足腰げん
き教室担当
番
号 会場 日時（計4回）・

定員（抽選）

1
JA東京中央
城西支店

（成田東5-18-7）

5月11日〜6月1日の毎
週木曜日、午後1時30
分〜3時30分　定15名

2
コーシャハイム
方南町ＧＣ

（和泉4-44-1）

5月10日〜31日の毎週
水曜日、午前9時30分
〜11時30分　定12名　
他上履き持参

3
高井戸保健
センター

（高井戸東3-20-3）

5月2日〜30日の火曜
日、午後1時30分〜3時
30分（5月9日を除く）　
定15名

いずれも 
対区内在住の65歳以上で当日に介助
の必要がない方　問荻窪保健センター

（〒167-0051荻窪5-20-1☎3391-0015）　
他お持ちの方は、はつらつ手帳持参。
長寿応援対象事業　

スポーツ①
競技大会  
ターゲット・バードゴルフ　
オープン大会
時4月14日㈮午前11時〜午後4時　場

TAC杉並区上井草スポーツセンター
（上井草3-34-1）　対区内在住・在勤・

在学の高校生以上で経験者　定50名
（抽選）　費500円　申往復はがき（12

面記入例）で、4月7日までに鈴木本司 
(〒167-0051荻窪4-13-17)　問鈴木☎
090-3696-7454（午前9時〜午後8時）　
他ゴルフグローブ・クラブ・マット持
参（クラブ・マットは貸し出し可）

区民体育祭　レスリング
時5月4日㈷午前9時　場TAC杉並区上
井草スポーツセンター（上井草3-34-
1）　内種目＝幼児・小学生・中学生
の部　対区内在住・在学の方（要ス
ポーツ保険加入｡ 小学生以下は保護者
同伴）　費1000円　申 問電話で、4月
20日までに区レスリング協会・成國☎
080-3155-2838　他健康保険証持参。　
車での来場不可
スポーツ教室
楽らく健康タイム①アロマヨガ
 ②アロマヨガ＆ストレッチ　
時4月4日〜6月20日の第1・3・5火曜
日①午前11時〜正午②正午〜午後1時　
場高円寺みんなの体育館（高円寺南
2-36-31）　師植村真希　対区内在住・
在勤・在学で15歳以上の方（中学生を
除く）　定各50名（先着順）　費各410
円。①②連続受講610円　問高円寺み

んなの体育館☎3312-0313
健康ウオークすぎなみポールを
もって歩く運動をはじめよう
時4月29日㈷午前10時30分〜11時45
分（雨天中止）　場スポーツハイツ

（堀ノ内2-6-21）　師全日本ノルディッ
ク・ウオーク連盟講師　大方孝　対
3km程度歩ける方　定20名（申込順）　
費1100円（保険料を含む｡ 別途ポー
ルレンタル料550円）　申 問電話で、4
月27日までにスポーツハイツ☎3316-
9981　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

障害者のためのわいわいスポーツ
教室「ボールで遊ぼう」
時5月13日㈯午前10時〜11時15分　場
下高井戸運動場（下高井戸3-26-1）　
対区内在住・在勤・在学の15歳以上で
障害のある方とその介助者　定10組程
度（抽選）　申申込書（スポーツ振興
課〈区役所東棟6階〉、区体育施設、区
障害者施設、障害者福祉会館、障害者
交流館で配布｡ 区ホームページからも
取り出せます）を、4月12日までに同課
へ郵送・持参　問同課

身近なまちのお風呂屋さんで
月に1度の健康づくり

4～6月のまちの湯健康事業
浴場名（所在地） 電話番号 内容・日時・定員（先着順）　★は予約制

弁天湯
（高円寺南3-25-1） ☎3312-0449

てぬぐい体操★　4月5日㈬、5月10日㈬、6月
7日㈬午後2時　定各7名

なみのゆ
（高円寺北3-29-2） ☎3337-1861

元気塾　椅子に座って健康体操★　4月16日
㈰、5月21日㈰、6月18日㈰午後2時　定各8
名

小杉湯
（高円寺北3-32-2） ☎3337-6198

てぬぐい体操★　4月12日㈬、5月10日㈬、6
月14日㈬午後2時　定各7名

浴場名（所在地） 電話番号 内容・日時・定員（先着順）　★は予約制
玉の湯

（阿佐谷北1-13-7）
☎3338-7860

太極拳★　4月19日㈬、5月17日㈬、6月21日
㈬午後1時30分　定各7名

杉並湯
（梅里1-13-7） ☎3312-1221

健康エアロビクス★　4月12日㈬、5月10日
㈬、6月14日㈬午後2時30分　定各6名

ゆ家和ごころ吉の湯
（成田東1-14-7） ☎3315-1766

健康エアロビクス　4月1日㈯、6月3日㈯　
てぬぐい体操　5月21日㈰／いずれも午後0時
30分　定各6名

第ニ宝湯
（本天沼2-7-13） ☎3390-8623

気功太極拳★　4月9日㈰、5月14日㈰、6月11
日㈰午後2時　定各8名

井草湯
（下井草5-3-15） ☎6913-7226

健康エアロビクス★　4月5日㈬、5月17日㈬、
6月7日 ㈬午後1時15分　定各8名

秀の湯
（桃井4-2-9） ☎3399-6112

かっぽれとパントマイム★　4月11日㈫、5月9
日㈫、6月13日㈫午後2時　定各8名

文化湯
（西荻北4-3-10） ☎3390-1051

自
じ

彊
きょう

術　4月9日㈰、5月14日㈰、6月11日㈰
午後2時30分　定各7名

湯の楽代田橋
（和泉1-1-4） ☎3321-4938

てぬぐい体操★　4月11日㈫、5月9日㈫、6月
13日㈫午後1時45分　定各10名

大黒湯
（和泉1-34-2） ☎3328-2137

てぬぐい体操　4月16日㈰、5月21日㈰、6月
18日㈰午後1時30分　定各18名

時 場 内 定下表のとおり　師シルバー人材セン
ターほか　対区内在住で60歳以上の方　問各公
衆浴場（午後1時以降）　他てぬぐい体操は手拭
い持参。長寿応援対象事業

　寄贈された物品は、新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止等
に活用していきます。

主な寄贈品と寄贈者（2月1日現在。敬称略・順不同）
※「広報すぎなみ」1月15日号以前の掲載分を除く。
●抗原定性検査キット：下奥重望＝20テスト

新型コロナウイルス感染症に
係る寄贈について

ありがとうございました

――― 問い合わせは、総務課へ。
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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
 荻窪体育館
◆楽らく健康タイム　ダンスエクササ
イズ①基礎②応用クラス
時4月5日〜6月28日の水曜日①午前11
時〜正午②正午〜午後1時（毎月第3
水曜日、祝日を除く）　師Yumi　費各
410円。①②連続受講610円
◆ふらっとエクササイズ
〜腰痛予防のリフレッシュヨガ
時4月8日、5月13日・27日、6月10日・
24日、7月8日・22日、8月26日、9月9
日・23日／いずれも土曜日、午前11時
10分〜午後0時40分　師戸井田ノリシ
ゲ　費各600円　

いずれも 
場 問荻窪体育館（荻窪3-47-2☎3220-
3381）　対区内在住・在勤・在学で15
歳以上の方（中学生を除く）　定各50
名（先着順）　
 TAC杉並区上井草スポーツセンター
◆親子で①②側転③④逆上がり特訓
時3月27日㈪・30日㈭①②午後3時15
分〜4時15分③④4時30分〜5時30分　
場27日＝①③同センター▶30日＝②④
TAC杉並区妙正寺体育館（清水3-20-
12）　対区内在住・在勤（保護者）・在
園・在学で未就学児〜小学生のお子さ
んとその保護者　定各20組40名（抽
選）　費各1組800円　申①③同セン
ター②④TAC杉並区妙正寺体育館ホー

ムページから、3月22日までに申し込
み　他結果は3月23日以降に通知
◆マット運動　回転技に挑戦しよう
時①3月27日㈪②30日㈭午後5時45分
〜6時45分　場①同センター②TAC杉
並区妙正寺体育館（清水3-20-12）　対
区内在住・在勤（保護者）・在学で後
転ができる小学生　定各15名（抽選）　
費各800円　申①同センター②TAC杉
並区妙正寺体育館ホームページから、
3月22日までに申し込み　他結果は3月
23日以降に通知
◆成人水泳少人数制グループレッスン
時3月29日㈬・31日㈮午前9時5分〜9
時35分・9時45分〜10時15分・午後1
時〜1時30分・1時40分〜2時10分　場
同センター　内距離＝12.5m　対区内
在住・在勤・在学で18歳以上の方（高
校生を除く）　定各4名（抽選）　費各
1500円　申同センターホームページか
ら、3月15日午前9時〜22日に申し込み　
他水着・水泳キャップ・ゴーグル持参
◆春季子ども水泳短期教室
時3月29日㈬〜31日㈮①午前10時30分
〜11時30分②11時45分〜午後0時45
分（各計3回）　場同センター　対①2
歳半のおむつのとれたお子さん〜未就
園児②小学生　定各15名（抽選）　費
各4080円　申同センターホームペー
ジから、3月15日午前9時〜22日に申し
込み　他水着・水泳キャップ・ゴーグ
ル持参

◆プレキッズ＆マミーサッカー教室
時 4月12日㈬・19日㈬・26日㈬①午
前10時〜10時50分②11時〜11時50分　
場同センター　師FC東京普及部コーチ　
対区内在住・在勤（保護者）・在園で
①2歳②3・4歳のお子さんとその保護
者　定各15組30名（申込順）　費各1
組570円（子育て応援券利用可）　申同
センターホームページから申し込み
◆年少サッカー教室
時4月13日㈭午後3時20分〜4時　場
同センター　師FC東京普及部コーチ　
対区内在住・在勤（保護者）・在園の
年少のお子さん　定 15名（申込順）　
費800円　申同センターホームページ
から申し込み
◆スマイルサッカー教室
時4月27日㈭午後5時30分〜6時40分　
場同センター　師FC東京普及部コー
チ（中級障害者スポーツ指導員）　対
区内在住・在勤（保護者）・在学の小学
生、走ることができる障害児　定30名

（申込順）　費 690円　申同センター
ホームページから申し込み　

いずれも 
問TAC杉並区上井草スポーツセンター

（上井草3-34-1☎3390-5707)
 杉並第十小学校温水プール
◆木曜アクアサイズ
①ベーシック②シェイプアップ
時4月13日〜6月22日の①第2木曜日②
第4木曜日／いずれも午前10時〜10時

55分　師日本アクアサイズ協会　対
区内在住・在勤・在学で15歳以上の方

（中学生を除く）　定各20名（申込順）　
費各500円　申電話で、各実施日7日
前の午前10時から同プール
◆ブレスト（平泳ぎ）ナイト
時 4月14日㈮・28日㈮①午後7時〜7
時50分②8時〜8時50分　師HIKARU　
対区内在住・在勤・在学で15歳以上の
①泳法によらず25m②平泳ぎで25m程
度泳げる方（中学生を除く）　定各10
名（申込順）　費入場料　申電話で、
各実施日7日前の午前10時から同プール
◆泳力アップ　中級コース
時4月16日㈰午前11時〜11時55分　師
高見沢美恵子　対区内在住・在勤・
在学で15歳以上の方（中学生を除く）　
定8名（申込順）　費入場料　申電話
で、4月9日午前10時から同プール
◆小学生チャレンジスイム教室　
時4月18日〜6月27日の火曜日①午後
4時15分〜5時15分②5時35分〜6時35
分（5月2日・30日、6月6日を除く｡ 各
計8回）　師ニッセイファシリティ　対
区内在住・在学の5年度小学①1・2年
生②3〜6年生　定各20名（抽選）　費
各8800円　申往復はがき（12面記入
例）で、3月27日までに同プール

いずれも 
場問杉並第十小学校温水プール（〒166-
0012和田3-55-49☎3318-8763）　他車
での来場不可

4年度の区指定有形文化財が決まりました
――― 問い合わせは、生涯学習推進課文化財係へ。

区指定有形文化財【歴史資料】
尾崎喜八関係資料（ガラス乾板附ネガフィルム）（747点）
　大正末〜昭和戦前期にかけて区に住んだ詩人・尾崎喜八が区内外の風
景・人物などを撮影したガラス乾板とネガフィルムです。
　資料からは、尾崎の嗜

し

好
こ う

や生活環境、交友関係などがうかがえると同時
に、カメラが希少な時期に撮影された区内外の写真は貴重であり、農村の
面影を残す当時の区内の自然や生活風景も収められています。
　写真を自らの創作の背景を説明する手段としても利用した尾崎の乾板は、
尾崎自身や作品の理解に資する資料であり、詩人・尾崎喜八を考察する上
で欠くことのできない貴重な資料です。

区指定有形文化財【考古資料】向
むかい

方
ほ う

南
な ん

遺
い

跡
せ き

出土縄文時代遺物（追加）（87点）
　向方南遺跡第5次調査（E地点）で発掘された出土遺物を追加指定しました。神田川右
岸の旧河道の川底に堆積した土壌から、縄文時代前期〜後期の土器、石器、土製品、石
製品、木製品等のさまざまな材質の遺物が出土し、なかでも木製品や編組製品の残存状
態が良好でした。
　資料からは、神田川流域で生活していた縄文人が、土器や石器だけでなく、木製品・
竹製品を利用した豊かな生活をしていたことがうかがえます。
　高台付

つ き

椀や籃
ら ん

胎
た い

漆
し っ き

器椀
わ ん

は、区内で初出の資料であり、都内でも非常に貴重な資料です。

▲玉川上水
（昭和7年　高井戸）

▲善福寺川（昭和8年　荻窪）

尾崎喜八（明治25年 - 昭和49年）
　自然と音楽を愛した尾崎は、高村光
太郎の文章に触れ文学の道を志し、ロ
マン・ロランに傾倒し、独自の詩境を
深めました。また、自然観察や登山に
も情熱を注ぎ、尾崎の自然や山に対す
る思いは作品によく表れています。

▲尾崎喜八　自画像
（昭和12年）

▲高村光太郎と尾崎喜八一家
（昭和8年　高村のアトリエ前）

▲高台付椀

▲籃胎漆器椀

▲櫛
くし
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情報ぽけっと
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 催し
春爛漫・善福寺川ウオーキング　4月8
日㈯午前10時～正午（雨天中止）／集合
=区役所中杉通り側入り口前／山室京子
ほか／区内在住・在勤・在学の方／25名

（申込順）／400円（保険料を含む。小学
生以下無料）／申往復はがき（12面記
入例）で、4月5日までに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）／問同協議会
☎3392-0606（午前10時30分～午後3時
30分）／長寿応援対象事業
 講演・講座
石けん作り体験　4月7日㈮午前10時30
分～正午／環境活動推進センター／区内
在住・在勤・在学で高校生以上の方／10

名（申込順）／申 問電話・Eメール（12
面記入例）で、3月16日～30日にNPO
法人すぎなみ環境ネットワーク☎5941-
8701 kouza@ecosuginet.jp（午前9
時～午後5時〈水曜日を除く〉）／軍手・
エプロン持参
歴史講演会「ひとすじのヒコーキ雲　飯
沼金太郎の生涯」　4月15日㈯午後1時30
分～3時30分／阿佐谷地域区民センター
／近代航空史研究家・小暮達夫／80名

（先着順）／500円／問杉並郷土史会・
幸田☎090-2436-1962
シニア向けスマートフォンセミナー　4
月18日㈫午後1時～2時30分・3時～4時
30分／産業商工会館／auショップ荻窪
駅前店・金子泰武／区内在住の方／各
12名（申込順）／各1000円／申 問電
話・Eメール（12面記入例）で、4月17
日までに杉並青色申告会☎3393-2831
seminar@aoiro.org／長寿応援対象事業
理学療法士による「シニア向け！コン
ディショニングセミナー」　4月22日㈯

午後2時～4時／山中整形外科内科クリ
ニック（西荻南2丁目）／理学療法士・
尾崎智之／区内在住・在勤・在学の50
歳以上で、30～40分座位ができる方
／10名（申込順）／申 問電話で、4月
19日までに山中整形外科内科クリニッ
クリハビリテーション科・藤田☎3335-
5080
 その他
税金なんでも相談会　3月25日㈯午前9
時～正午／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
司法書士による無料相談会　4月5日㈬
午後1時～4時／区役所1階ロビー／申 問
電話で、東京都司法書士会杉並支部☎
5913-7452
電話による不動産に関する無料相談　4
月6日㈭午後1時～4時／申問電話で、東
京都宅地建物取引業協会杉並区支部①

☎3311-4999②☎3311-4937（①は実
施日のみ）
フレンドリーげんき（東京広域勤労者
サービスセンター）会員募集　区内の従
業員500人以下の事業所や商店で働く従
業員・事業主のための福利厚生事業（事
業所単位で、従業員全員と事業主が入
会）／1名当たり入会金200円、月500円
／申 問電話で、フレンドリーげんき杉並
区営業所☎6279-9117
自衛官等募集　種目・資格＝①幹部候
補生（一般、歯科・薬剤科）＝22～25
歳（院卒者は27歳まで）②一般曹候補
生＝18～32歳③予備自衛官補（一般・
技能）＝18～33歳（技能は18歳以上で
国家免許を有する方）④自衛官候補生
＝18～32歳▶受け付け＝①1回目＝4月
14日まで▶2回目＝6月15日まで②5月9
日まで③4月6日まで④通年／問自衛隊
東京地方協力本部高円寺募集案内所☎
3318-0818

区の後援・その他の催し・講座など

情報ぽけっと
申し込みは、各団体へ

自転車用ヘルメットで安全・安心に
4月1日から努力義務になります！　大切な命を守るために

　道路交通法が改正され、4月1日から、全ての自
転車利用者はヘルメットの着用に努めることとされ
ました。大人も子どももヘルメットを着用し、自転
車を安全に利用しましょう。

生死を分けるヘルメット
　自転車利用中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部
に致命傷を負っています（図1）。また、ヘルメットを着用し
ていなかった方の致死率は、着用していた方に比べ約2.2倍高
くなっています（図2）。自転車事故による被害を軽減するた
めには、頭部を守ることが大変重要です。

自転車安全利用五則
① 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

カラスによる被害を
減らすために

　4～7月ごろはカラスの繁殖期にあたります。この時期の親鳥は非常に警戒心が強く、
「カラスに威嚇や攻撃を受けた」などの相談が数多く寄せられます。このような被害を減
らすため、身近なところからカラス被害の対策をしましょう。

――― 問い合わせは、環境課生活環境担当へ。

襲われそうになったら
　カラスに襲われそうになったら巣の場所を確認し、避けて通りましょう。 
迂
う か い

回ができない場合は、帽子をかぶるか傘を差してください。カラスは背
後から頭を狙い、脚で蹴ってきます。
　区では、民有地にカラスの巣があり、人に危害を加える恐れがある場合
に、卵やひなの捕獲（その際に巣の撤去）を行っています。
　相談は、環境課「有害鳥獣等相談110番」☎5307-0665（月～金曜日、
午前8時30分～午後5時〈祝日を除く〉）へ。
　なお、民有地以外（都立公園、電柱・鉄塔など）にあるカラスの巣につ
いては、各施設管理者へ相談してください。

■ 巣の材料になる針金ハンガーは片付けましょう
■ 巣を掛けやすい枝は剪

せ ん て い

定しましょう
■  ごみ集積所ではカラスネットを利用し、管理しましょう
■ カラスへの餌付けはやめましょう

カラス被害の対策

――― 問い合わせは、杉並土木事務所交通安全係☎3315-4178へ。
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