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環境にやさしいまち
府中市は、環境の国際規格ISO14001
を取得しています

JQA-EM2175

人口のうごき（平成19年１月１日現在）   ○世帯数   112,110（93減）   ○人口   男123,715（96減）  女118,818（114増）  計242,533（18増）  うち外国人登録数4,199

◆主な記事◆

２
面

… 

ト
ヨ
タ
自
動
車
ア
ル
バ
ル
ク
全
日
本
総
合
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
初
優
勝

３
面

… 

府
中
推
奨
品
募
集

琴・尺八演奏会

▽日時 ２月４日（日）・17日・24日（土）午後
１時・３時　
▽会場 博物館本館エントランスホール
▽費用 無料
▽協力 府中市三曲協会

野点茶会

▽日時 ２月11日（祝）・12日（月）・18日・25
日、３月４日（日）午前11時
▽会場 旧町役場脇梅園　
※雨天の場合は、中止することがあります。
▽費用 300円
▽協力 府中市茶道連盟

くず湯の無料サービス

▽日時 ２月１日（木）から９日（金）午前10

時～11時半／ただし、土・日曜日を除く
▽場所 園内売店
▽定員 各日先着100人

手紙の投かん受付と切手販売

▽日時 ２月３日から３月11日の土・日曜
日　午前11時～午後３時
▽場所 旧府中郵便取扱所（旧矢島家住宅）
※雨天の場合は、中止することがあります。
▽協力 武蔵府中郵便局

梅や梅まつりなどを題材にした俳句を募集

　梅まつり期間中に園内の投句箱にお寄せ
いただいた作品を、市村究一郎氏（「カリヨ
ン」主宰）が選評し、優秀作に選ばれた作品
は行事案内で発表します。
　また、特選に選ばれた方には、選者から染
筆を差しあげます。

▽期間 ２月１日（木）から３月11日（日）
▽時間 午前９時～午後５時（入館は午後４時
まで）
▽会場 郷土の森博物館
▽観覧料  大人200円、中学生以下100円
※市民の方には、観覧料大人100円になる市民優
待券を、70歳以上の市民の方には、観覧料が無料
になる高齢者向け市民優待券を当館券売所で発

行しています。
　これらの券をお持ちでない方は、住所と年齢の
確認できるもの（70歳以上の市民の方は、敬老の
日記念大会のお知らせに同封した案内でも可）を
持参していただければ、その場で発行します。
※市内の小・中学生は、「学びのパスポート」をご
利用ください。
※梅まつり期間中の休館日はありません。

期間中の主な催し期間中の主な催し期間中の主な催し

郷土郷土の森郷土郷土の森郷土郷土の森郷土の森

■バスでお越しになる方へ
○２月17日から３月11日の土・日曜日は分
倍河原駅発健康セン

ター行きのバスを増発します
○ちゅうバスをご利用の方は、南町・四谷循
環の「南町二丁目」、または「芝間稲荷神社」
で下車してください

　一足先に春の訪れを告げる紅白の梅の花。約60種、1100本の梅が放つ香りを、ぜ
ひ、満喫してください。
　問合せ・開花情報は、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。
※開花情報は郷土の森博物館ホームページ（http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/）で
もお知らせしています。

２月 日（木）から 月 日（日）２月 日（木）から 月 日（日）２月 日（木）から 月 日（日）２月 日（木）から３月 日（日）

梅まつり梅まつり梅まつり梅まつり梅まつり梅まつり梅まつり
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若者トラブル110番

▽日時 １月26日（金）午前10時～正
午、午後１時～４時
▽会場 消費生活相談室（スクエア21・
女性セン

ター内）
※電話（３６０・３３１６＝消費生活相
談室）での相談もできます。
■若者が被害に遭いやすい悪質商法
○街頭で化粧品のアンケートや肌の無
料診断などと声を掛けられ、店などに
連れていかれてエステや化粧品の契約
をさせられてしまう
○「当選したのでプレゼントを取りに
来て」などと事務所に呼ばれ、会員権や
アクセサリーなどを長時間勧誘され、
契約をしてしまう
○もうけ話があるなどと誘われ、販売
組織への加入と洗剤などの商品を大量
に購入させられるが売れない
▽問合せ 経済観光課消費生活係（３
３５・４１２４）

２月の子育てひろば
ポップコーン

▽開催日・会場・対象年齢　下の表のと
おり
▽時間 午前10時～正午／園庭開放は
午前９時半～11時

▽費用 無料
▽問合せ 子育て支援課推進係（３
３５・４１９２）

集団回収奨励金
単価変更時期の見直し

　市では、市民団体が自主的にびん
や缶、古紙など家庭から出るリサイ
クル可能な資源物を、直接市の登録
業者へ引き渡した場合、その量に応
じて奨励金を交付しています。
　奨励金の単価は、今月から１キロ
グラムあたり（びんは１本あたり）８
円に変更する予定でしたが、その実
施時期を見直し４月１日（日）からに
変更します。
　問合せは、ごみ減量推進課リサイ
クル係（３３５・４４３７）へ。

府中グリーンプラザ
改修工事のお知らせ

　平成20年２月12日（火）から３月12
日（水）は、舞台吊物の改修工事のた
め、けやきホールが利用できません。
　皆さんのご理解とご協力をお願い
します。
　問合せは、文化コミュニティ課管
理係（３３５・４１３７）へ。

市の施設　２月の休館日

■文化センター
○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン

ター

　５日（月）
○白糸台・押立・四谷・片町文化セン

ター　
19日（月）
▽問合せ 文化コミュニティ課管理
係（３３５・４１３７）
■体育館
○総合体育館　５日（月）・14日（水）・
15日（木）・19日（月）
○押立・栄町・四谷体育館　８日
（木）・９日（金）・20日（火）
○白糸台・本宿体育館　15日（木）・16
日（金）・27日（火）
▽問合せ 総合体育館（３６３・８１
１１）、各地域体育館は体育課施設係

（３３５・４４８８）

庭球場休場のお知らせ

　３月は、グラウンド整備のため武
蔵台・市民健康センター庭球場を休
場します。また、フェンス工事のため
紅葉丘庭球場も休場します。
　問合せは、体育課施設係（３３５・
４４８８）、または市民健康センター
（３６３・８１１１）へ。

ご利用ください
臨時納税窓口

▽日時 １月28日（日）午前９時～午
後５時
▽場所 市政情報セン

ター

▽内容 市税、国民健康保険税、介護
保険料、保育料の納付
▽問合せ 納税課管理係（３３５・４
４４８）、高齢者支援課介護保険係
（３３５・４０３１）、保育課管理係
（３３５・４１７２）、当日は市政情報
セン
ター（３３６・１８１８）

市（都）民税第４期分
納期限のお知らせ

▽納期限及び口座振替日　１月31日
（水）
※口座振替を利用している方は、預

金残高をご確認ください。
▽問合せ 納税課管理係（３３５・４４
４８）

■教育委員会定例会
　１月23日（火）午後１時半　教育セン

ター／
傍聴希望の方は前日までに、総務課へ
／問合せは同課総務係（３３５・４４２
４）へ
■都市景観審議会
　１月25日（木）午後３時　府中グリー
ンプラザ／傍聴希望の方は当日直接会
場へ／問合せは計画課土地利用担当
（３３５・４４１２）へ
■ＮＰＯ・ボランティアとの協働推進
懇談会
　１月30日（火）午前10時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方（先着10
人）は当日直接会場へ／問合せは市民
活動支援課支援係（３３５・４０３５）
へ
■総合計画審議会
　１月30日（火）午後３時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方は当日直
接会場へ／問合せは企画課総合計画担
当（３３５・４０３７）へ

　１月８日に国立代々木競技場で行
われた全日本総合バスケットボール
選手権大会決勝で、本市に活動拠点
を置くトヨタ自動車アルバルクがア
イシンシーホースを79対45で下し、
1948年の創部以来４度目の決勝進
出で念願の初優勝を決めました。
　試合は、トヨタ自動車が序盤から
速い攻撃でリズムをつくり前半を35
対25でリード。後半は鋭い突破で24
連続得点の猛攻をみせる一方、粘り
強い防御で６分もの間、アイシンに
得点を許さないなど最後まで主導権

を渡さず34点差
をつけ圧勝。現
行の大会方式
となった1976
年以降の決勝
戦では最大の
得点差をつけての優勝となりまし
た。
　トヨタ自動車の桜井選手は「小学
校からバスケットボールを始めて以
来、リーグ戦以外の大会で優勝した
のは初めてなので本当にうれしい」
と素直に喜びを語り、渡邉選手も「今

年は優勝したい気持ちが強かった。
うれしいし、ほっとしています。少し
余韻に浸ったら気持ちを切り替え、
リーグ後半戦を頑張りたい」とスー
パーリーグ連覇に向け力強く語って
くれました。

12月の市内の交通事故と犯罪発生件数                         府中警察署速報値
　昨年の交通事故・犯罪発生件数は前年に比べて減少しました。しかし、高
齢者が巻き込まれる交通事故が相次ぎ、また侵入盗や振り込め詐欺被害な
ども後を絶ちません。今年も一人ひとりが交通ルールとマナーを守るとと
もに、犯罪に遭わない心掛けなど基本をしっかり守って、交通安全、犯罪抑
止に努めましょう。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

（　）は前年比

交通事故
発生件数
（件）

事故当事者（人）

歩行者 自転車 二輪車 四輪車

91（51減） ７（７減） 39（24減） 25（11減） 99（60減）

犯罪発生
（単位　件）

全刑法犯 侵入盗 乗り物盗 ひったくり 振り込め詐欺

289（30増） 25（９増） 79（20減） ２（１増） １（10減）

※ 交通事故は事故１件に対し、複数の当事者の計上となっています。数値は手集計につき確定数ではあり
ません。

子育てひろば
ポップコーン ０歳 １歳 ２・３歳

新町文化 セン
ター 26日（月） ５日（月） 19日（月）

四谷文化 セン
ター

１日・22日
（木） ８日（木） 15日（木）

総合体育館 13日（火） 20日（火） ６日・27日
（火）

第九・住吉・白糸台
学童クラブ ２日（金）

ポップコーン･
パパ ０～３歳

各市立保育所 18日（日）
園 庭 開 放 ０～３歳
各市立保育所 21日（水）
※対象年齢は目安です。
※ 兄弟姉妹で参加する場合は、どちらの対象年齢で
も参加できます。

▲初優勝を喜ぶトヨタ自動車の皆さん

▲
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府中推奨品募集

　府中観光協会では、観光・商業振興の
ため、今年から府中推奨品を募集しま
す。審査後、認定を受けた場合は、推奨
品マークを使用できます。
▽対象 次のすべてに該当する事業所
及び教育機関で、府中ならではの素材・
製法・技術・商法などを用いたもの、ま
たは市内で生産・製造・加工などをした
もの
○府中市にゆかりのある事業
○組織、または自主的な検査体制が確
立されていること
○責任者・責任の所在が明確で、消費者
からの苦情・要望などに対する処理体
制が確立されていること
○関係法令などの基準を満たしている
こと
○府中観光協会の会員であること（教
育機関は除く）
▽費用 10000円（認定後に支払い／
教育機関は免除）
▽申込み ３月15日（木）まで（必着）
に、決められた用紙（観光情報セン

ターに用
意）で府中観光協会へ
▽問合せ 経済観光課観光係（３３５・
４０９５）、または府中観光協会（３０
２・２００８）

「放課後子ども教室事業」の
実施ＮＰＯ法人募集

　市では、平成19年度から実施する「放
課後子ども教室事業」の運営を希望す
るＮＰＯ法人を募集します。
　事業運営委託候補者は、運営内容や
事業経費など企画提案方式で総合的に
審査します。
▽対象 青少年健全育成活動を実施、
または従事したことのある人員で構成
し、市内に事業所、または本拠地のある
ＮＰＯ法人
▽事業内容　小学校の施設を活用し、
放課後などに子供を対象とした学習、
スポーツ・文化・地域住民との交流活動
ほか
▽募集要領の配布期間・場所　１月22
日（月）から26日（金）に、市役所６階児
童青少年課で配布
▽申込み ２月７日（水）まで（必着）に、
提案書などを〒183－8703子ども家庭
部児童青少年課へ／持参可
▽問合せ 児童青少年課青少年係（３
３５・４４２７）

府中ＮＰＯ・ボランティアま
つりメッセージ及びボラン
ティアを募集
　市内のＮＰＯ・ボランティア団体や
事業者などが行う社会貢献活動を紹介

する「府中ＮＰＯ・ボランティアまつ
り」で展示するメッセージと当日の
会場の案内や催しの手伝いなどをす
るボランティアを募集します。
■メッセージ
▽テーマ 地域や家庭生活の中で
「わたしにできること」
▽申込み ２月16日（金）まで（必着）
に、決められた用紙（市役所４階市民
活動支援課、各文化セン

ターほかに用意）で
府中ＮＰＯ・ボランティアセン

ターへ／電
子メール（hachidori@city.fuchu.toky
o.jp）可
■ボランティア
▽日時 ３月３日（土）午前10時～午
後４時
▽会場 府中駅北口広場、府中グ
リーンプラザ
▽対象　16歳以上の方
▽申込み ２月16日（金）までに、市
役所４階市民活動支援課へ

◇　　　◇　　　◇
▽問合せ 市民活動支援課支援係
（３３５・４０３５）

2006年子供たちの
感動体験総まとめ

▽日時 １月24日（水）から28日（日）
午前10時～午後５時（28日は午後２
時半まで）
▽会場 府中市美術館
▽入場 自由（無料）
▽内容 府中「多摩・島しょ子ども体
験塾」で子供たちが制作した手作り
絵本や魚のスケッチなどの展示

▽問合せ 府中「多摩・島しょ子ども
体験塾」事務局（３３５・４４２７＝
児童青少年課内）

多摩郷土誌フェア

▽日時 １月26日（金）から28日（日）
午前10時～午後７時（28日は午後５
時まで）
▽会場 オリオン書房ノルテ店（多
摩都市モノレール立川北駅前「パー
クアベニュー」３階）
▽内容 多摩地区27市町村の教育委
員会・博物館が発行した郷土・歴史・
文化財関係図書、発掘調査報告書な
どの展示と販売ほか
▽問合せ 文化財担当（３３５・４４
７３）

市民スポーツリーダーの
登録講習会

　市民スポーツリーダー登録制度
は、スポーツの普及に意欲があり、積
極的に事業の運営・指導ができる方
に登録していただき、各種スポーツ・
レクリエーション行事や地域のス
ポーツ活動に協力していただく制度
です。
　この登録講習会を次のとおり行い
ます。
▽日時 ２月24日、３月10日（土）午後
７時～９時・24日（土）午前９時～正
午（全３回）
▽会場 教育セン

ター

▽対象 20歳以上で市民、市内在勤・在
学の方
▽任期 登録講習会を受講後２年間
▽申込み ２月13日（火）までに、決め
られた用紙（市役所８階体育課、総合・
各地域体育館に用意）で体育課へ
▽問合せ 体育課振興係（３３５・４４
９９）

消費生活講座「地上デジタ
ル放送って何？」

▽日時 ２月13日（火）午後１時半～３
時半
▽会場 府中駅北第２庁舎３階会議室
▽対象 市民
▽定員 先着30人
▽費用 無料
▽内容 受信についての理解と準備の
必要性
▽講師 総務省関東総合通信局職員
▽申込み １月22日（月）から電話で経
済観光課へ
▽問合せ 経済観光課消費生活係（３
３５・４１２４）

市議会議員選挙
立候補予定者説明会

　４月22日（日）に行われる市議会議員
選挙の立候補予定者説明会を開催しま
す。
▽日時 ２月14日（水）午後２時～４時
▽会場 市役所北庁舎３階会議室
▽問合せ 選挙管理委員会事務局選挙
係（３３５・４４８６）

平成20年度地域密着型
サービス事業者説明会

▽日時 ２月５日（月）午前10時～11時
▽会場 市役所北庁舎３階会議室
▽対象 市内に地域密着型サービス事
業所の設置を希望する事業者（１事業
者２人まで）
▽内容 介護保険制度の地域密着型
サービスについての市の基準や手続き
について
▽申込み 当日直接会場へ
▽問合せ 高齢者支援課福祉施設指導
監理担当（３３５・４１０５）

２月３日（土）は節分で
す。
　立春の前日の節分に
は、災いをはらうため、
いった大豆をまく習わし
があり、「福は内、鬼は外」
という声が市内に響きま
す。
　この日、大國魂神社で
は節分祭が行われ、福を
呼ぶ豆がまかれます。

　
福は
内

　　鬼
は外 節分祭節分祭節分祭

▲ 多摩地区の郷土誌が一同にそろ
います

▲イベントに参加してみませんか

▲ 子供たちの活動成果をご覧くだ
さい
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　３３５・６２１１

■劇場ウォッチング「『くらやみ祭り』
をもっと知ろう！～箏と尺八でつづる
府中のものがたり」
　３月25日（日）午後零時半・４時　ふ
るさとホール／対象は小学生の市民と
保護者／定員各回500人（抽せん）／無
料／内容はくらやみ祭の話と琴の演
奏、舞台の仕組み体験（小学生のみ）ほ
か／出演は大畠博子（琴）、水川寿也（尺
八）ほか／申込みは３月５日（月）まで
（当日消印有効）に、はがき、またはＦＡ
Ｘ（335・6219）に参加希望者全員の住
所、氏名、学校名・学年、電話番号、保護
者氏名（１人）、希望時間を記入して、当
館「『くらやみ祭り』をもっと知ろう！」
係へ／問合せは事業係（335・6210）へ
■トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ
団～芸術か！冗談か！男性だけのバレ
エ団
　７月14日（土）午後５時　どりーむ

ホール／Ｓ席8000円、Ａ席7000円、Ｂ
席6000円／演目は白鳥の湖（第２
幕）、ゲテ・パリジェンヌ、瀕死の白
鳥、パ・ド・ドゥほか／チケット発売
は１月25日（木）から／小学校入学前
のお子さんの入場不可

■芸術文化・コミュニティ活動奨励
援助事業の募集
　市内で芸術文化・コミュニティ活
動を年間通じて活動している団体
に、定期事業や記念事業などに伴う
施設使用料の一部を援助します／期
間は４月１日（日）から平成20年３月

31日（月）／対象は10人以上の団体で
８割以上が市民、市内在勤・在学の方
で構成され、当館、または府中グリー
ンプラザを利用する団体（ただし、営
利を目的とする団体は不可）／申込
みは当館利用団体は１月25日（木）か
ら31日（水）、府中グリーンプラザ利
用団体は３月１日（木）から９日（金）
に、決められた用紙（各館に用意）に
必要な書類を添えて各館へ／申込み
時に優先順を決める抽せんあり／援
助は予算の範囲内／審査あり／問合
せは当館、または府中グリーンプラ
ザ（360・3311）へ

府中の森芸術劇場２月の主な催し

　４日（日）東京都アンサンブルコン
テスト／６日（火）スキマスイッチ
TOUR’07／10日（土）プロムナード
コンサート～林クリスティーナ（パ
イプオルガン）、府中の森笑劇場～六
代目柳家小さん襲名披露公演／18日
（日）府中の森めばえコンサート～西
久保友広（マリンバ）、佐藤容子（ソプ
ラノ）／23日（金）オルガン体験初級
講座／28日（水）アントニオ・ガデス
舞踊団「カルメン」

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場２月の休館日

　７日（水）・19日（月）・20日（火）

　３５４・８７００

■リフレッシュ保育４月分利用受付
　対象は１歳～就学前の幼児の保護者
で利用登録している方／１時間ごとに
先着８人／費用（１時間）市民１人目
800円・２人目400円・３人目以降200円、
市内に２親等以内の親族がいる市外の
方１人目1000円・２人目500円・３人目
以降300円／内容は午前10時～午後５
時で継続して４時間を限度に月８日ま
での一時預かり／申込みは２月１日
（木）から利用日の２日前までに、決め
られた用紙（当セン

ター総合受付に用意）で当
セン
ター総合受付へ／２日（金）以降は電話で
の予約可

　３５１・４６００

■社会保障講座「教えて、年金分割！」
／Ｆ
　２月17日（土）①午前10時～午後１
時・②２時～５時／対象は①女性、②男
性／各回先着40人／内容は４月から施
行される離婚時の年金分割制度につい
て／講師は音川敏枝氏（ファイナン
シャルプランナー）／託児（１歳～就学
前の幼児各回先着10人、おやつ代100
円が必要）希望の方は２月１日（木）ま
でに、電話で当セン

ターへ／申込みは１月22
日（月）午前９時から電話で当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

スクエア21・女性セン
ター２月の休館日

　11日（祝）・23日（金）

　３６０・３３１１

■フロアコンサート「ファンタジック
コンサート」
　２月３日（土）午後２時　第１音楽練
習室／無料／出演は横谷めぐみ・前田
守生（歌）、石川奈緒子（ピアノ）ほか／
曲目は「さくら横丁」「月夜の浜辺」、オ
ペラ「魔笛」から二重唱ほか

◇　　　◇　　　◇
府中グリーンプラザ２月の休館日
　６日（火）・７日（水）

▲標高1600メートルの銀世界で冬の思い出を

■社会福祉協議会臨時職員募集　勤
務は週３～５日／対象は福祉に関心
があり、パソコンのできる方で、普通
自動車免許を持つおおむね50歳以下
の方／若干名／内容は相談業務／申
込みは１月31日（水）まで（必着）に、
履歴書を同協議会（〒183－0056寿
町３の２）へ／持参可／書類選考後
に面接を実施／問合せは同協議会（3
60・3900）へ
■都市農地保全自治体フォーラム　
１月27日（土）午後１時半～４時　都
庁大会議場／対象は都民、都内農業
者／無料／内容はパネルディスカッ
ションほか／主催は同実行委員会／
当日直接会場へ／問合せは練馬区経
済課（03・3995・1108）へ
■東京農工大学特別講演会「地球を
まわそう。地球を唄おう。」　２月９

■税の申告期限・納期限
▽所得税・贈与税　３月15日（木）
▽消費税 ４月２日（月）
■申告用紙の配布とパソコンによる
申告書作成
　申告用紙は、武蔵府中税務署や市
役所２階市民税課などで配布してい
るほか、国税庁ホームページ（http:/
/www.nta.go.jp）からダウンロード
できます。
　また、国税庁ホームページでは、説
明に沿って金額などを入力し、印刷
することで、提出可能な申告書など
が作成できます。
※「国税電子申告・納税システム

（ｅ－Tax）」を利用するとインター
ネットで申告や納税ができます。詳
しくは、国税庁ヘルプデスク（0570・
015901）、または「e－Tax」ホーム
ページ（http://www.e-tax.nta.go.jp）
でご確認ください。
■還付される税金の受取方法につい
て
　還付される税金の受取場所が次に
該当する場合、振込みができないこ
とがありますのでご注意ください。
○預貯金口座の名義が旧姓の場合、
または氏名のほかに店名などの名称
が含まれる場合
○インターネット上にのみ存在する
銀行
※郵便局の窓口での受け取りを希望

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ

日（金）午後４時～５時　同大学府中
キャンパス／先着300人／無料／内
容は地球の未来について／講師は加
藤登紀子氏（歌手）／申込み・問合せ

は同大学広報・社会貢献チーム（367・
5895）へ
■国民年金保険料12月分の納期限
及び口座振替日　１月31日（水）／納

する場合は、郵便局名を記載して
ください。
■税理士会による無料申告相談
　２月21日（水）・22日（木）午前９
時半～正午、午後１時～４時　府
中グリーンプラザ／対象は小規模
納税者、年金受給者、給与所得者／
内容は所得税・消費税の申告相談
／前年・今年分の確定申告書類を
持参／譲渡所得のある方、所得金
額が高額な方、収入金額が多額な
方はご遠慮ください

◇　　　◇　　　◇
　問合せは、武蔵府中税務署（362・
4711）へ。

付場所は郵便局、金融機関、コンビニ
エンスストア／問合せは府中社会保
険事務所（361・1011）へ

▽利用期間　４月１日（日）まで
▽リフト料金　１回券（大人350円、
子供250円）、半日券（大人2700円、子
供2000円）、土・日曜日、祝日１日券
（大人3500円、子供2600円）、平日１日
券（大人3200円、子供2400円）、２日券
（大人6000円、子供4000円）
※各種割引券を市役所４階市民活動
支援課、各文化センターほかで配布
しています。また、佐久穂町観光協会

ホームページ（http://www.avis.ne.
jp/̃yachiho/）からもプリントアウ
トできます。
▽問合せ 市民活動支援課都市交流
担当（３３５・４１３１）、または八千
穂高原スキー場（０２６７・８８・３
８６６）

▲ 

ト
ロ
カ
デ
ロ・デ・モ
ン
テ
カ
ル
ロ
バ
レ
エ
団

　ジュニアランドは全長200
メートルのゆったりとした斜面
で、スキーを初めて履く小さな
子供も楽しめる子供専用のゲレ
ンデです。
　今年は新たにゲレンデを歩か
ず登れるジュニアレールが設置
されました。ぜひ、お越しくださ
い。

▲

親
子
で
の
ん
び
り
と

▽入場料 300円（ジュニアレー
ルは別に500円が必要）

ジュニアレール（動く歩道）を新設

ジュニアランド

▲ らくらく登れるジュニアレール
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　・学習事業係　３３６・５７０８

生涯学習セミナー受講生募集

教養セミナー

■やさしい数理科学談話「『数』という
ものの奥に潜む根本的な問題を考え
る」／Ｆ
　日程・内容は下の表のとおり　研修
室／定員50人（抽せん）／対象は平成３
年４月１日以前生まれの方／費用1200
円／講師は本田成親氏（作家）／申込み
は１月29日（月）まで（当日消印有効）
に、はがき、または講座応募箱に希望講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入して、当セン

ター学習事業係へ／
電子申請可

■パソコンふれあい広場
　２月３日（土）・４日（日）午前10時～

午後４時　パソコン学習室／無料／
内容はインターネット、電子メール、
デジタル写真編集などの相談／講師
は悠学の会パソコンボランティア／
当日直接会場へ（混雑時は入場制限
を行います）

◇　　　◇　　　◇
生涯学習センター２月の休館日
　５日（月）・11日（祝）・21日（水）・22
日（木）／宿泊施設は４日（日）・10日
（土）・20日（火）も利用不可／問合せ
は管理係（336・5700）へ

　３６８・７９２１
観覧料　２００円（中学生以下１００円）

■森のお話会～紙芝居
　１月27日（土）午後２時45分　旧郵
便取扱所脇／対象は５歳以上の方／
内容は「うしかたとやまんば」「おに
さんこちら」ほか／語りは十べえお
話の会
■星空観望会「月と冬の星々を見よ

う」
　１月27日（土）午後６時半～８時　
本館前／費用大人100円、中学生以下
50円／内容は季節の星と月の観察
／協力は府中天文同好会／中学生以
下は保護者同伴／雨天・曇天中止（当
日午後３時に決定）
■自然観察会「冬鳥 CLIMAX」
　１月28日（日）午前９時半～正午　
当館正門前集合／費用200円／内容
は園内と多摩川で冬鳥の観察／協力
は府中市自然調査団／雨天中止
■多摩川ふれあい教室「川原で冬を
探そう」
　１月28日（日）午前10時～午後零時
半　旧府中尋常高等小学校集合／雨
天時は同小学校内／先着20人／費用
100円／内容は川原で越冬する昆虫
の観察／申込みは電話で同教室
（326・5135）へ
■竹とんぼ教室
　２月４日（日）午後１時～３時　ふ
るさと体験館／対象は小学５年生以
上の方／先着10人／費用200円／申
込みは電話で当館へ
■わらぞうり教室
　２月４日（日）午後１時～３時　ふ

るさと体験館／対象は小学５年生以上
の方／先着10人／費用1000円／申込み
は電話で当館へ

　３３６・３３７１

■ワークショップ「ペルーの楽器カホ
ンを作って、みんなでたたこう」
　２月10日（土）午前10時半～午後３時
半　創作室／対象は小学生以上の方
（小学４年生以下は保護者同伴）／定員
20人（抽せん）／費用500円／講師は三
宅光春氏（美術家）／申込みは１月31
日（水）まで（当日消印有効）に、往復は
がき（１人１枚）に住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、返信用あて名を記
入して、当館「カホン」係へ

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館２月の休館日

　５日（月）・13日（火）・19日・26日（月）

▲

カ
ホ
ン
を
た
た
い
て
遊
ぼ
う

回 日　程 内　容

1 ２月17日（土）科学理論と数式の関係

2 ２月24日（土）「0」を発見するまでの人類の苦労

3 ３月３日（土）「1」という数と類の概念

4 ３月10日（土）自然数の定義は難しい
※時間は、いずれも午前10時～正午。

■多摩養育園職員募集　勤務は３月
以降／勤務地は高倉保育所、または
介護予防推進セン

ター／職種は保育士（教
員免許所持者可）・運動指導士（運動
指導経験者可）・看護師・指導員（介護
福祉士など）・事務員ほか／説明会を
２月４日（日）午前10時からいきいき
プラザで開催／試験日は２月16日
（金）／申込みは２月９日（金）まで
（必着）に、履歴書を同セン

ター（〒183－00
33分梅町１の31）へ／問合せも同セン

ター

（330・2010）へ
■ピースプラザ家族介護者教室　２
月８日（木）午後２時～４時　片町文
化セン

ター／対象は家族介護者、または介
護に関心のある市民／無料／内容は
ターミナルケアとみとりについて／
申込み・問合せは南町在宅介護支援
セン
ター（336・1250）へ
■しみずがおか高齢者在宅介護支援
セン
ター家族介護者教室　①２月６日（火）
午後２時～４時・②23日（金）午後２
時～３時半　①白糸台文化セン

ター、②同
支援セン

ター／無料／内容は①排泄ケアに
ついて、②薬の正しい飲み方／講師
は①田中次男氏（ユニチャーム社
員）、②内坪誉志氏（薬剤師）／申込
み・問合せは同支援セン

ター（363・1661）へ
■フリーマーケット出店者募集　２

月４日、３月25日（日）午前10時～午
後４時　府中公園／雨天中止／出店
数25店／出店料1000円／内容は日用
品、衣類、手作り品などの販売／主催
はフリマ・ネットワーク／申込みは
いずれも前日までに、電話、またはＦ
ＡＸで池田宅へ／問合せも同宅（32
2・9606＝ＦＡＸ同番）へ、午前９時～
午後９時に
■シエナ・ドリーム・ブラス　３月23
日（金）午後７時　府中の森芸術劇場
／入場料2500円（全席指定）／出演は
池上英樹（パーカッション）ほか／曲
目はテレビ・映画テーマメドレー、
「剣の舞」ほか／共催は府中文化振興
財団／小学校入学前のお子さんの入
場不可／申込み・問合せはＣＣ
ミュージックファクトリー（03・52
10・9072）へ
■松山バレエ団「ロミオとジュリ
エット」（全幕）　４月29日（祝）午後
３時半　府中の森芸術劇場／入場料
Ｓ席11000円、Ａ席9000円、Ｂ席7000
円、Ｃ席5000円、Ｄ3000円（小学生以
下Ｓ席5000円、ペア券あり）／出演は
森下洋子、清水哲太郎ほか／２歳以
下のお子さんの入場不可／共催は府
中文化振興財団／申込みは１月26日
（金）から同事務局へ／問合せも同事
務局（03・3408・7939）へ
■ビデオ講習会　２月18日・25日
（日）午後１時半～４時（全２回）　生

涯学習セン
ター／定員30人（抽せん）／費用

1000円／内容はビデオと構成・撮影・
編集の関係を考える／講師は島倉繁
夫氏（メディアプランナー）／主催は
府中市映像連盟／申込みははがきで
矢島　健宅（〒183－0022宮西町３
の１の６の604）へ／問合せも同宅（3
64・5298）へ
■府中コントラクトブリッジクラブ
冬期大会　２月３日（土）午後１時20
分　むさし府中商工会議所／費用
500円／１人での参加可／入賞者に
はＪＣＢＬポイントを贈呈／申込
み・問合せは保泉宅（363・7615）へ
■読み聞かせ連続講座「子どもと絵
本の楽しい出会い」　①１月26日
（金）午前10時、②２月13日（火）午前
10時・③25日（日）午後１時半　府中
グリーンプラザ／費用各回500円（全
回出席者は１回無料）／内容は①楽
しい読み聞かせと絵本の魅力、②し
かけ絵本を作る、③科学の本と科学
遊び／講師は①清水道尾氏（絵本作
家）、②金子多美江氏（仕かけ絵本研
究家）、③坂内登美子氏（科学読みも
の研究家）／主催は府中・学校図書館
を育てる会／申込みははがき、また
はＦＡＸで金指光恵宅（〒183－0011
白糸台１の66の６）へ／問合せも同
宅（361・7110＝ＦＡＸ同番）へ
■社交ダンス初級者無料講習会　１
月27日、２月３日（土）午前10時～正

午　中央文化セン
ター／講師は古澤菊也氏

（ＪＢＤＦ公認指導員）／主催はサー
クルアイリス／申込み・問合せは佐
伯宅（366・5689）へ
■ゲートボール初心者教室　２月の
毎週土曜日　午前９時半～11時半
（全４回）　白糸台北公園ゲートボー
ル場／対象は18歳以上で市民、市内
在勤の方／先着20人／無料／内容は
上達する練習法と実戦の楽しみ方ほ
か／講師は依田 三男氏（ゲート
ボール協会指導部長）／主催は府中
市ゲートボール協会／申込みは電
話、またはＦＡＸで依田宅へ／問合
せも同宅（365・2158＝ＦＡＸ同番）へ
■ＦＣ東京・市民スポーツボラン
ティア新規会員説明会　２月３日
（土）午後１時～２時　鹿島建設技術
研究所（飛田給駅南口）／対象は15歳
以上の方（中学生不可）／当日直接会
場へ／問合せは同ボランティア事務
局（042・488・6280）へ
■コミュニケーション講座　２月３
日（土）午後１時～４時　ふれあい会
館／対象は聞こえに不便を感じてい
る方／無料／内容は社会参加を促す
情報提供／講師は高岡芳江氏（東京
都中途失聴・難聴者協会事務局長）／
要約筆記付き／主催は同協会／問合
せは同協会（03・5919・2421／ＦＡＸ
03・5919・2563）へ

▲昔の生活習慣を体験しよう

▲

楽
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す
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※各ページのＦマークは、「ふちゅうカレッジ1 0 0」の対象事業です。

○会場の記載のないものは、保健センターで行い
ます
○予防と相談は無料です
○各事業の申込み・問合せは、それぞれの申込み日
の午前８時半から受け付けます／申込み日の記載
のないものは、当日直接会場へ
○このコーナーは、毎月21日号に掲載します

２月の予防と相談

府中市今昔物語府中市今昔物語

申込みは母子保健係（368・5333）へ

■はじめてのパパママ学級（４回コース）／Ｆ　申
込み…１月23日（火）から
　３月２日・９日・16日（金）・24日（土）午後１時半～
３時50分／対象は受講時妊娠16～27週の初産の妊
婦／定員40人／内容は妊娠中の健康管理、出産の準
備、妊婦体操、もく浴実習ほか／９日・24日は配偶者
の参加可（妊婦体験用モデルの試着、もく浴実習ほ
か）
■はじめてのパパママ学級（半日コース）／Ｆ　申
込み…１月23日（火）から
　２月17日（土）午前９時～11時半／対象は受講時
妊娠24～36週の初産の妊婦と配偶者／定員30組／
内容は妊婦体操、呼吸法、妊婦体験用モデルの試着、
母子保健サービス案内ほか
■母子保健相談　申込み…１月23日（火）から
　①２月５日（月）・14日・21日（水）・26日（月）午後１
時半～２時・②７日（水）午後１時半～４時／定員①
各日２人、②８人／内容は助産師による妊娠・出産・
母乳育児・乳房の相談
■子育て相談室
　受付は月曜から金曜日　午前９時～11時、午後１
時～４時　保健セン

ター分館／内容は保健師・看護師・栄
養士・歯科衛生士による電話・面接相談（面接相談は
原則として電話予約）
■離乳食教室前期／Ｆ　申込み…１月25日（木）か
ら
　２月９日（金）・28日（水）午後１時半～３時／対象
は平成18年７～９月生まれで第１子の保護者／定
員各日25人／内容は離乳食のすすめ方、調理実演、
試食、懇談ほか
■離乳食教室後期／Ｆ　申込み…１月24日（水）か
ら
　２月６日（火）・23日（金）午後１時半～３時／対象
は平成18年２～５月生まれで第１子の保護者／定
員各日25人／内容は離乳食のすすめ方、調理実演、

試食、懇談ほか
■親と子の歯みがき教室　申込み…１月23日（火）
から
　２月14日（水）午前10時～11時／対象は歯が生え
ている平成18年２月１日以降に生まれた乳幼児と
保護者／定員25人／内容は歯科医師、歯科衛生士に
よる話ほか
■１歳・３歳６か月児予防歯科指導教室
　２月２日・16日（金）／受付は①午前10時半、午後
１時15分・②２時45分／対象は①平成18年１月生ま
れの幼児と保護者、②平成15年７月生まれの幼児と
保護者／内容は歯科衛生士による歯磨き指導／申
込みは予防歯科指導担当（368・5322）へ

申込みは母子保健係（368・5333）へ

■結核予防接種（ＢＣＧ）
　２月１日（木）／受付は午後１時40分～２時40分
／対象は平成18年10月生まれの乳児／接種が遅れ
ている方も生後５か月まで可／検温は当日会場で
／母子健康手帳を持って、必ず保護者同伴で
■結核検診（胸部Ｘ線間接撮影）
　２月１日（木）午後１時半～３時／対象は15歳以
上の市民／託児あり
■３・４か月児健康診査と産婦健康診査
　２月８日・15日・22日（木）／受付は午後１時15分
～２時／対象は平成18年10月生まれの乳児とその
母親
■１歳６か月児健康診査
　２月５日（月）・14日・21日（水）・26日（月）／受付は
午後１時15分～２時／対象は平成17年７月生まれ
の幼児
■３歳児健康診査
　２月13日・20日・27日（火）／受付は午後１時15分
～２時／対象は平成16年１月生まれの幼児
■妊婦歯科健康診査
　２月６日（火）、３月６日（火）午後１時半／対象は
受診時妊娠16～27週の妊婦／定員各日20人／内容
は歯科健康診査、歯磨き指導ほか／母子健康手帳、
受診票持参／市内協力歯科医院でも受診可 
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診

　①２月１日（木）午前９時半～午後３時・②22日
（木）午前９時半～午後３時・③28日（水）午後１時15
分～３時／対象は①平成17年１月生まれの幼児、②
平成16年７月生まれの幼児、③平成14・15年１月生
まれの幼児／内容は歯科健康診査、歯磨き指導ほか
／申込みは予防歯科指導担当（368・5322）へ

申込みは成人保健係（368・6511）へ

■健康づくり料理教室「生活習慣病～高脂血症予防
の食事」／Ｆ　申込み…１月23日（火）から
　２月６日（火）午前11時～午後２時　住吉文化セン

ター

／先着10人／無料／内容はヘルスメイト府中21会
員による話、調理実習、栄養士による栄養相談／エ
プロン・三角きん・ふきん・台ふきん持参
■歯科なんでも相談　申込み…1月24日（水）から
　２月15日（木）午後１時半～３時　保健セン

ター分館／
先着15人／内容は歯科医師、歯科衛生士による歯の
健康相談

TEL（362・2334）

■２月の心の相談事業
　高齢者の心の相談…５日（月）、心の健康相談…
15日（木）、酒害相談…19日（月）、思春期相談…26日
（月）いずれも午後２時～４時　多摩府中保健所／
申込みは地域保健係へ

特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

芸術文化が身近なまちに

NPO法人アートプロジェクトＴ
タ

ＡＭ
マ

Ａ

　アートプロジェクトＴＡＭＡは、芸術
文化が「教育のしくみ」として社会に根
づくことを目指し、平成17年11月に設立
しました。
　主な活動は、平成18年４月から市の委
託を受けて、府中市美術館の常設展示
室・牛島憲之記念館の監視業務をはじ
め、ボランティアの育成や、案内パンフ
レットの編集などを行っています。ま
た、自主活動事業として、府中市美術館
の「グループ鑑賞」の受付・案内・誘導を
行うなど、来館者と美術作品の架け橋に
なるよう努めています。
　また、法人設立前から実施している
「接近展」は、今年で４回目になります。
アートによるまちづくりをテーマとし
たシンポジウムをはじめ、楽器を作って
みんなで演奏するワークショップ、参加
作家自身が作品を解説するギャラリー
トークを計画しています。
　「現代美術は難解であると遠ざけられ
がちですが、この美術展では、皆さんが
日ごろよく訪れる市内の施設や場所を
会場とすることで、現代美術を少しでも

身近なものとして感じていただけた
らと思います。今後も多摩地域にお
いて、市民、アーティスト、芸術文化
機関、教育機関、行政とのネットワー
クづくりを推進し、自主性と創造性
のある、豊かな芸術文化が根づいた
まちづくりを目指すとともに、人材
育成や青少年のための教育プログラ
ム、芸術文化、国際交流などのアート
プログラムの作成・実施などをして
いきます」と副理事長の小野澤せつ
子さんは思いを語ります。
▽ＮＰＯ法人アートプロジェクトＴ
ＡＭＡ（八幡町２の10／３３５・
６７４４）

▲ 府中市美術館のグループ鑑賞

　サントリー武蔵野ビール
工場の東側を通る御茶屋街
道の名称は、本町２丁目辺り
の高台にあった府中御殿に、
多摩川から茶の湯の水を運
んだ道であったことに由来
します。
　府中御殿は天正18年（1590
年）、徳川家康によって建てら
れ、タカ狩りやアユ漁をする
ときの宿泊所として使われていました。
豊臣秀吉も奥州平定の帰途、ここで家康
のもてなしを受けたといわれています。
　右上の写真は、昭和４年ごろに撮影さ
れたもので、周りは一面の田園風景が続
き、多摩川対岸の多摩丘陵を望むことが
できます。現在、御茶屋街道はふるさと
通りと呼ばれ、通り沿いには、卸売セン
ターやビール工場が並び、物流の拠点と
して、なくてはならないものとなってい
ます。

まだ多くの自然が残る周辺の
景観には、当時の面影を見る
ことができます

府中市今昔物語府中市今昔物語
の巻の巻

〜懐かしいあの場所を訪ねて
御茶
屋街
道

御茶
屋街
道

　昨年からノロウイルスが猛威を奮っていま
す。
　ノロウイルスは冬に多く発生する食中毒の
ひとつです。普段の生活で次の点に注意し、ノロ
ウイルス感染の予防に努めましょう。
○帰宅時はうがい、せっけんで手洗いをする
○調理前・食事前もせっけんで手洗いをする
○二枚貝などはしっかり火を通して食べる
○感染者の吐物や便の処理はマスクとビニー
ル手袋を着用する
○バランスのよい食生活を心掛ける
○疲労や睡眠不足に注意する
　また、この時期はインフルエンザの流行が始
まります。日ごろから過労を避け、病気にかかり
にくい身体をつくることが大切です。
　問合せは、保健センター分館成人保健係
（３６８・６５１１）へ。

冬の感染症を
予防しましょう

▲

虫
歯
に
な
ら
な
い
た
め
に




