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府中市は、環境の国際規格ISO14001を取得しています
JQA-EM2175 環境にやさしいまち

主
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２面…各課・各施設の直通電話・FAX番号一覧
４面…写真集「あの日の府中」を販売
６面…郷土の森博物館特別展～お稲荷さんの世界

○世帯数   117,421（462増）   ○人口   男127,133（327増）  女122,970（513増）  計250,103（840増）  うち外国人登録数4,568　（平成22年４月１日午後５時現在、（　）は前月比）

※「広報ふちゅう」は、毎月１日・11日・21日発行です。
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　４月29日（祝）に、すずかけ公園でグリーンフェスティバルを開催します。
　色とりどりの花が並ぶ会場では、花と緑に囲まれた快適な環境づくりを進
めるため、緑化講習会や緑化相談のほか、環境活動団体のＰＲコーナーや木
の実細工・巣箱の作り方指導など、家族で楽しめる催しを行います。
　ぜひ、お越しください。
　問合せは、公園緑地課自然保護係（３３５・４３１５）へ。

▽日時　４月29日（祝）午前10時～午後３時／荒天中止
▽会場　すずかけ公園
※車での来場はご遠慮ください。
※ごみ減量のため、マイバッグ持参にご協力ください。

販売・頒布販売・頒布
○草花・苗木の200円コーナー（午前10時20分、
午後１時）…草花・苗木各150鉢（本）の頒布
○花・植木即売会（午前10時20分から）…府中市
花卉園芸組合･府中市植木花卉生産組合による
草花･植木の即売
○枝葉チップと腐葉土の混合土無料配布（午前
11時10分、午後２時）…公園などでせん定した
枝葉のチップと市民清掃で集めた落ち葉の腐葉
土の混合土の配布（各回先着300袋）
○野菜即売会（午前10時20分から）…地場産野
菜の即売
○各種模擬店（午前10時20分から）

相談・講習相談・講習
○緑化相談コーナー（午前10時20分から）…草
花･樹木の育て方や病害虫の防除方法などにつ
いての相談
○緑化講習会（午前10時50分、午後１時半）…草
花などの園芸についての講演、寄せ植えの実技
指導・講評
○草笛作り・演奏（午前10時20分から／演奏は
午前11時40分）…草笛の作り方指導と演奏
○体験コーナー（午前10時20分から）…野鳥向
けの巣箱作り（先着50人）、竹とんぼ、木の実細工
の作り方、しゃぼん玉遊びの指導

　皆さんから寄せられた募金は、花粉の少ない
森づくりやまち・学校などの緑化、緑化運動の普
及・啓発事業などのために使われます。皆さんの
ご協力をお願いします。

ＰＲ・紹介ＰＲ・紹介
○環境活動団体ＰＲコーナー（午前10時20分か
ら）…浅間山自然保護会、府中野鳥クラブなどに
よるパネル展示
○緑の活動推進委員会ＰＲコーナー（午前10時
20分から）…自然の保護・緑化推進活動ＰＲ
○行政ＰＲコーナー（午前10時20分から）…リ
サイクル・防犯・防災・観光・緑化のＰＲや天文観
測・地震体験車の体験ほか
○緑のリサイクル号紹介コーナー（午前10時20
分から）…せん定枝をチップ化する緑のリサイ
クル号の実演
○市の歴史・遺跡紹介コーナー（午前10時20分か
ら）…市の歴史･遺跡の写真･パネルなどの展示

そのほかそのほか
○緑の募金コーナー（午前10時20分から）…募
金した方に草花の種を配布
○府中囃子の演奏・演技（午前10時20分、午後零
時半）…出演は府中囃子保存会本町支部

緑の募金にご協力ください

祝祝

花と緑があふれるまちづくり 4／／2929
ググリリーーンン

フフェェスステティィババルル
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政策総務部
政策課 336・6131
○市政の総合企画・調整 ☎335・4010、4006
財政課 364・1156
○財政運営 ☎335・4025
秘書課
○市長・副市長の秘書 ☎335・4015
広報課 361・8288
○広報紙の編集・発行、ホームページの管理・
運営 ☎335・4019
○市長への手紙、公文書などの開示、個人情
報の保護 ☎366・1711
○市政・専門相談 ☎366・1711
○市政についての苦情の申立て

☎366・1711
○市政情報センター

☎336・1818 336・1919
総務管理課 366・1457
○条例、規則などの制定 ☎335・4043
○文書の収受・発送・保存 ☎335・4045
○統計調査の実施 ☎335・4059
職員課
○職員の人事 ☎335・4051
○職員の研修 ☎335・4049
○職員の福利厚生 ☎335・4050

税務管財部
市民税課
○軽自動車税、法人市民税、市たばこ税、市民
税証明 ☎335・4440
○市（都）民税普通徴収 ☎335・4441
○市（都）民税特別徴収 ☎335・4442
資産税課
○土地の評価 ☎335・4445
○家屋の評価 ☎335・4446
○固定資産税証明 ☎335・4443
○償却資産の評価 ☎335・4447
納税課 335・4332
○市税などの収納・納税証明、預金口座振替

☎335・4448
○市税などの納税推進、滞納整理

☎335・4449、4460
契約課 335・4420
○工事・委託の契約 ☎335・4093
○物品の契約 ☎335・4094
管財課 335・5396
○公有財産の管理、庁舎管理 ☎335・4144
○工事・委託・物品の検査 ☎335・4061
情報システム課 360・8132
○情報システムの管理・運営保守

☎335・4054
○ＩCＴ活用の推進 ☎335・4057
用地課 335・5396
○公共用地取得・売払、土地開発公社の管理
運営 ☎335・4101～4

市民生活部
総合窓口課 365・4819
○戸籍全部（一部）事項証明書などの郵送・回
答 ☎335・4000
○住民登録、印鑑登録 ☎335・4333
○住民票などの証明、市民保養所受付、バイ
クの登録・廃車、仮ナンバーの貸出し

☎335・4120
○戸籍の届け出・審査 ☎335・4555
保険年金課 336・7214
○国民健康保険の医療給付 ☎335・4044
○国民健康保険の資格・保険税の賦課

☎335・4055
○国民年金の資格・給付 ☎335・4066
○後期高齢者医療保険 ☎335・4033
住宅勤労課 365・0589
○市営住宅の管理・運営 ☎335・4457
○市営住宅の建替え ☎335・4458
○保養事業、住宅耐震診断・改修などの助成

☎335・4125
○府中の森市民聖苑 ☎367・7788
市民活動支援課 365・3595
○NPO・ボランティア活動の推進

☎335・4035
○府中NPO・ボランティア活動センター

☎335・5793
○文化センターの運営・調整 ☎335・4137
○中央文化センター ☎364・3611
○白糸台文化センター（兼）東部出張所

☎363・6208
○西府文化センター（兼）西部出張所

☎364・0811
○武蔵台文化センター ☎042・576・3231
○新町文化センター ☎366・7611
○住吉文化センター ☎366・8611
○是政文化センター ☎365・6211
○紅葉丘文化センター ☎365・1188
○押立文化センター ☎042・488・4966
○四谷文化センター ☎367・1441
○片町文化センター ☎368・7001
○スクエア21・女性センター ☎351・4600
○女性問題相談 ☎351・4602
○姉妹・友好都市との交流 ☎335・4131

○府中国際交流サロン ☎335・4401
経済観光課 360・9370
○消費生活 ☎335・4124
○事業資金融資のあっせん、商工業の振興

☎335・4142
○農業の振興 ☎335・4143
○観光の振興 ☎335・4095
○消費生活相談室 ☎360・3316
○工業技術情報センター ☎335・4474
○観光情報センター ☎302・2000

文化スポーツ部
文化振興課 365・3593
○市民文化の振興、文化事業の普及

☎335・4130
○文化財の保存・活用

☎335・4473 360・4401
○郷土の森博物館

☎368・7921 360・8217
○府中の森芸術劇場 ☎335・6211
○ルミエール府中 ☎361・4111
○府中グリーンプラザ ☎360・3311
○府中グリーンプラザ分館 ☎360・3311
生涯学習スポーツ課 365・3593
○スポーツ大会の実施、スポーツ団体の育
成 ☎335・4477

○学校体育施設の開放 ☎335・4477
○スポーツ施設の管理・運営 ☎335・4488
○生涯学習センター

☎336・5700 336・5709
○生涯学習センターの管理・利用申込み

☎336・5707
○社会教育事業の支援、社会教育関連団
体、平和事業 ☎336・5711

○学習情報の提供、講座の開催、学習ボラ
ンティアの育成 ☎336・5708

○健康体操出前指導、スポーツ教室
☎336・5708

○郷土の森総合体育館
☎363・8111 360・9856

○朝日体育館 ☎364・3456
○白糸台体育館

☎363・1004 369・7592
○押立体育館 ☎367・0750 369・7513
○栄町体育館 ☎367・0611 360・9854
○日吉体育館 ☎363・2501
○本宿体育館 ☎366・0831 360・9853
○四谷体育館 ☎368・7455 360・9855
図書館
○中央図書館 ☎362・8647 334・5370
○白糸台図書館 ☎・ 360・3443
○西府図書館 ☎・ 360・8998
○武蔵台図書館 ☎・ 042・576・6390
○新町図書館 ☎・ 360・6336
○住吉図書館 ☎・ 360・5775
○是政図書館 ☎・ 360・2882
○紅葉丘図書館 ☎・ 360・7227
○押立図書館 ☎・ 042・483・4122
○四谷図書館 ☎・ 360・3663
○片町図書館 ☎・ 368・7117
○宮町図書館 ☎・ 364・3613
○生涯学習センター図書館

☎336・5702 336・5718
府中市美術館 335・7576
○総合受付、展覧会案内、教育普及

☎336・3371

福祉保健部
地域福祉推進課 335・7802
○厚生援護、福祉計画の進行管理

☎335・4161、4182
生活援護課 366・3669
○生活保護医療券の発行 ☎335・4146
○生活保護 ☎335・4040、4141、4343
○生活保護の相談 ☎335・4038
高齢者支援課 335・5668
○高齢者の生きがい事業 ☎335・4011
○住宅改修、おむつの給付など介護の援護

☎335・4470
○高齢者福祉施設・高齢者住宅の管理・運
営 ☎335・4503

○介護保険の資格管理、保険料の賦課・徴収
☎335・4021 335・2654

○介護保険の相談、保険給付・指導
☎335・4031 335・2654

○介護保険の認定申請受付・調査、認定審
査会の運営 ☎335・4309 335・2654
○福祉の総合相談、権利擁護、高齢者虐待
の予防 ☎335・4496 335・0090
○地域支援事業、介護予防事業

☎335・4117 335・0090
○介護支援専門員の支援、困難事例への対
応 ☎335・4106 335・0090

障害者福祉課 368・6126
○障害のある方などの手当・医療

☎335・4162
○身体・知的障害のある方への支援

☎335・4962
○障害のある方の地域生活支援

☎335・4545

○障害者自立支援給付 ☎335・4087
○精神障害のある方の支援・相談

☎335・4022
健康推進課（保健センター） 334・5535
○施設の管理・運営、犬の登録 ☎368・5311
○総合健康診査、健康増進事業

☎368・5338
健康推進課（保健センター分館）

334・5549
○訪問指導、成人・若年層健康診査、成人歯
科健康診査、各種がん検診 ☎368・6511
○乳幼児健康診査、各種母子保健事業、予
防接種 ☎368・5333

子ども家庭部
子育て支援課 334・0810
○子育てひろば、産前産後家庭サポート

☎335・4192
○子ども手当、子ども医療、ひとり親家庭
などの助成 ☎335・4100
○母子・女性相談 ☎335・4204、4240
○子育てや児童虐待などの相談

☎354・8700
○子ども家庭支援センター「たっち」

☎354・8700
保育課 334・0810
○保育所の管理・運営、保育所の入所

☎335・4172
○南保育所 ☎363・9714
○北保育所 ☎363・9715
○東保育所 ☎363・9716
○西保育所 ☎362・8301
○中央保育所 ☎363・9713
○北山保育所 ☎042・575・5771
○住吉保育所 ☎366・1426
○朝日保育所 ☎363・9127
○小柳保育所 ☎363・9510
○四谷保育所 ☎368・1589
○八幡保育所 ☎365・7542
○本町保育所 ☎366・6886
○三本木保育所 ☎365・6210
○西府保育所 ☎366・7025
○美好保育所 ☎366・5441
○高倉保育所 ☎330・2005
○保育所の待機児解消 ☎335・4453
○地域親子交流 ☎335・4341
児童青少年課 365・9983
○学童クラブの管理・運営 ☎335・4300
○青少年の指導・健全育成 ☎335・4427
○青少年・子ども相談 ☎360・7041

環境安全部
防災課 335・6395
○災害対策、火災共済 ☎335・4098
○消防団 ☎335・4068
○危機管理、国民保護 ☎335・4283
環境政策課 361・0078
○まちの美化推進、害虫駆除相談

☎335・4195
○公害の相談、工場認可、エコハウス補助、
環境マネジメントシステムの運用

☎335・4196
地域安全対策課 336・8674
○交通安全・防犯の啓発、交通災害共済、地
域安全運動の推進 ☎335・4147
○交通安全施設の管理、防犯灯の管理、コ
ミュニティバスの管理・運営

☎335・4069
○放置自転車対策 ☎335・4069
下水道課 335・0125
○下水道使用料、受益者負担金

☎335・4381
○下水道管理 ☎335・4383～4
○排水の規制、私道の下水管布設、水洗化
普及 ☎335・4382

水と緑事業本部
公園緑地課 366・7752
○公園・緑地などの使用・占用許可

☎335・4314
○公園・緑地などの維持管理・新設・改修工
事 ☎335・4312

○緑の保護・育成 ☎335・4315
○公園・緑地などの計画 ☎335・4313
○郷土の森公園の維持管理 ☎364・7214

ごみ改革推進本部
ごみ減量推進課 336・5181
○ごみ収集の相談、粗大ごみの申込み、犬・
猫の死体処理、し尿の収集 ☎335・4400
○集団回収、生ごみ処理機の補助、不法投
棄、ごみの出し方調査・指導

☎335・4437
○粗大ごみの収集 ☎360・0355
○リサイクルプラザの管理・運営、粗大ご
みの持込受付 ☎365・0502

都市整備部
管理課 335・0499
○部課内の経理 ☎335・4324

○里道・水路の占用・払下げなどの受付、道路・
境界などの証明の受付 ☎335・4794
○道路・水路などの境界確定 ☎335・4430
○狭あい道路、私道の整備・寄付受付、市道の
認定 ☎335・4327、4311
○道路の占用・掘削の受付、市道の維持管理、
街路樹の管理 ☎335・4328

計画課 335・0499
○都市計画の縦覧、相談 ☎335・4335
○大規模土地取引行為の事前届け出、土地利
用構想・国土法の届け出、地域まちづくり
活動の支援 ☎335・4431

○景観の相談・行為の届け出 ☎335・4412
○紛争予防条例・開発事業指導要綱の手続き

☎335・4334
土木課 335・0499
○道路の計画・設計・築造工事、用排水路維
持・補修 ☎335・4348～4350
建築課 335・0499
○公共施設の設計・施工監理

☎335・4355～8、4347
建築指導課 335・0160
○長期優良住宅の認定、建築確認などの受付

☎335・4479
○建築確認などの審査・検査（意匠）

☎335・4205、4034
○建築確認などの審査・検査（構造設備）

☎335・4476、4417
○違反建築物の調査・是正指導、建築物など
の分別解体の届け出 ☎335・4478

地区整備推進本部 365・3597
○けやき並木周辺整備事業 ☎368・7504
○再開発事業 ☎368・7503
○区画整理事業 ☎368・7592

事業部 03・3768・9116
○平和島競艇場 ☎03・3768・9200

出納課 368・1171
○予算執行票の審査 ☎335・4415
○公金の収入・支出事務 ☎335・4416

教育部
総務課 334・0946
○教育委員会の会議事務・総合調整

☎335・4424
○市立小・中学校予算の管理・経理、奨学資金
の給付・貸付け ☎335・4428
○市立小・中学校施設の維持管理、八ヶ岳府
中山荘の管理・運営 ☎335・4429

○学校耐震化などの推進 ☎335・4426
学務保健課 360・9852
○学校保健、自然教室、移動教室

☎335・4435
○市立小・中学校の転入（就）学、幼稚園の事
務、林間学校、学区域 ☎335・4436

○小・中学校の就学援助 ☎335・4436
○矢崎幼稚園 ☎365・2654
○みどり幼稚園 ☎365・5835
○小柳幼稚園 ☎365・5709
○私立幼稚園児保護者への助成

☎335・4436
○市立小学校の給食

☎365・2655 340・7127
○市立中学校の給食

☎366・8374 340・7128
○給食費 ☎366・8375
○食物アレルギー ☎366・8376
指導室 360・9852
○教職員の人事・厚生 ☎335・4450
○学習・生活指導 ☎335・4062
○教育センター ☎364・4108 334・0947
○教育相談 ☎360・3500
○巡回相談 ☎333・0852
○巡回指導 ☎364・4108
○就学相談 ☎364・6620
○電話教育相談 ☎360・4188
○けやき教室 ☎333・0854

選挙管理委員会事務局 334・2983
○選挙管理委員会事務 ☎335・4485
○選挙事務 ☎335・4486

農業委員会事務局 360・9370
○農業の振興・改善、農地事務、国有農地の管
理・転用事務 ☎335・4492

監査事務局 335・4174
○監査・検査・審査事務 ☎335・4497

議会事務局
庶務課 364・5415
○議長の秘書、事務局庶務 ☎335・4505
○議会報の編集、調査事務 ☎335・4506
議事課 364・5415
○議会運営、請願・陳情の受付、傍聴の受付、
会議録の調製 ☎335・4507

各課・各施設の直通電話・FAX番号一覧
　各課や各施設の直通電話・FAX番号と主な業務内容は次のとおり
です。なお、府中市の市外局番は（042）です。
　FAX番号の記載のない課は直通のFAXはありません。
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保健センター保健師
（嘱託員）募集

▽採用日 ６月１日（火）
▽対象 保健師、または助産師の資格
をもつ方
▽定員 １人
▽内容 母子保健業務
▽申込み ５月11日（火）まで（必着）に、
履歴書、免許証の写し、小論文「母子保
健サービスにおける保健師（助産師）の
役割」（800字程度）を保健セン

ター分館（〒18
3－0055府中町１の30）へ／持参可
▽問合せ 保健セン

ター分館母子保健係（３
６８・５３３３）

国勢調査の調査員募集

　10月１日（金）を基準日として、全国
一斉に国勢調査が実施されます。
　国勢調査は、日本国内に住んでいる
すべての方を対象に国が行う統計調査
で、行政の基礎となる人口・世帯の実態
を明らかにする基本的な調査です。
　この調査の調査員を募集します。
▽調査期間　９月下旬から10月下旬
▽対象 次のすべてに該当する方
○20歳以上の健康な方
○調査内容の秘密を守れる方
○税務・警察・選挙に直接関係のない方
▽定員 約1000人

▽内容 対象世帯（１調査区約60世
帯）の訪問、調査票の配布・回収ほか
▽報酬 １調査区約39000円、２調査
区約74000円
※調査世帯数で異なります。
▽申込み・問合せ　総務管理課統計
係（３３５・４０５９）へ

市民農園の利用者募集

▽利用期間　６月１日（火）から平成
24年１月31日（火）
▽農園名・所在地・区画数（面積）　下
の表１のとおり
※区画数は、申込み状況により変更
する場合があります。
▽対象 市民／Ａ区画は、昭和20年
６月１日以前生まれの方
▽利用料 下の表２のとおり
▽申込み ４月30日（金）まで（必着）
に、往復はがきに希望農園・区画名
（１世帯１農園１区画）、住所、氏名、
年齢、電話番号、返信用あて名を記入
して、〒183－8703市民生活部経済観
光課へ／申込み多数の場合は５月
16日（日）午前10時から、市役所北庁

舎３階会議室で公開抽せん
※現在、ほかの農園を利用している
方は申込みできません。また、世帯で
の重複申込みや名義を借りての申込
みは、その世帯すべての申込みを無
効とします。
▽問合せ 経済観光課消費生活係
（３３５・４１２４）

子育てひろば「ほののぼ～
うさぎグループ」参加者募集
　在宅で子育てしている親子を対象
に、子育て事業を開催します。
▽日時 ５月28日、６月４日・11日・18
日（金）午前10時～11時半（全４回）
▽会場 住吉文化セン

ター

▽対象 平成21年７～10月生まれの
乳児と保護者ではじめて参加する方
／兄姉の参加不可
▽定員 先着10組
▽費用 無料
▽内容 親子交流、子育ての相談・情
報提供ほか
▽申込み・問合せ　保育課地域子育
て支援担当（３３５・４３４１）へ

ファミリー・サポート・セン
ター提供会員（有償）募集

　育児の援助を受けたい方（依頼会
員）と育児の援助を行いたい方（提供
会員）が、お互いに助け合い、育児の
サポートを行うファミリー・サポー
ト・センター事業の提供会員（有償１
時間700円・900円）を募集します。活
動場所は原則として提供会員の自宅
です。提供会員の登録を希望する方
は、次のとおり講習会を受講してく
ださい。
▽日時 ５月21日（金）・24日（月）・26
日（水）・28日（金）午前10時～午後零
時半（全４回）
▽会場 子ども家庭支援セン

ター「たっち」
▽対象 市民、市内在勤の方で、育児
に関心があり、子育ての援助活動が
できる方
▽費用 無料
▽内容 子どもの心の発達や乳幼児
の病気と事故予防の知識についてほ
か

▽申込み・問合せ　ファミリー・サポー
ト・センター事務局（３６７・８８８２＝子ど
も家庭支援セン

ター「たっち」内）へ

健康講座

■目の病気について／Ｆ
▽日時 ５月20日（木）午後１時半～３
時
▽講師 今井一男氏（府中市医師会会
員）
■こころの健康について／Ｆ
▽日時 ５月27日（木）午後１時半～３
時
▽内容 うつ病について
▽講師 大里雅紀氏（府中市医師会会
員）

◇　　　◇　　　◇
▽会場 保健セン

ター分館
▽定員 各先着40人
※託児希望の方は、申込み時にご相談
ください。
▽申込み・問合せ　保健セン

ター分館成人保
健係（３６８・６５１１）へ

健康セミナー「レッツ！
トライ！メタボ撃退講座」

▽日時 ①５月18日（火）・②21日（金）午
前９時半～11時半・③26日（水）午前10
時半～午後２時　①保健セン

ター分館、②保
健セン
ター、③ルミエール府中
▽定員 先着①40人・②25人・③24人
▽内容 ①メタボリックシンドローム
の予防について、②ぽっこりお腹撃退
運動法、③調理実習とお口の健康
▽講師 ①保健師ほか、②木本愛郎氏
（健康運動指導士）、③栄養士ほか
※①で託児希望の方は、申込み時にご
相談ください。
※②は動きやすい服装、室内用運動靴、
③はふきん、台ふきん、三角きん、エプ
ロン、マスク、普段使っている歯磨き用
具一式を持参してください。
▽申込み・問合せ　保健セン

ター分館成人保
健係（３６８・６５１１）へ

※「ひろば」欄で、はがきなどの申込みは、住所・氏名・電話番号を記入してください。

■健康フォークダンス初心者講習会
　５月４日（祝）・11日・18日（火）午後
１時～３時　白糸台体育館／各日先
着15人／無料／体育館履き持参／主
催は白糸台健康フォークダンス／申
込み・問合せは寺田宅（302・0813）へ
■ソフトボール指導者講習会　５月
２日（日）午前９時～正午　是政ソフ
トボール場（是政４丁目）／無料／講
師は東京都ソフトボール協会指導委
員／申込みは４月29日（祝）までに、
電話、またはＦＡＸで高橋宅へ／問
合せも同宅（302・6232＝FAX同番）
へ
■ラリーテニス体験講習会　５月11
日・18日・25日（火）午後零時45分～３
時（全３回）　四谷体育館／対象は初
心者の市民／定員20人（抽せん）／費
用200円（保険料）／講師は高橋弘蔵
氏（府中ラリーテニス協会理事）／主
催は同協会／申込みは５月６日（木）
までに、電話で石川宅へ／問合せも
同宅（366・4137）へ、夜間に
■日本刺繍子ども教室　５月15日か
ら平成23年１月15日の土曜日（全10
回）　ルミエール府中／無料／対象
は小学２年～中学生／内容は伝統模

様や小物などの制作／講師は日本工
芸会研究会員／主催は府中美術工芸
会／申込み・問合せは高橋宅（363・63
10）へ、午後６時以降に
■観世流謡曲・仕舞子ども教室　５
月16日から10月３日の日曜日（全10
回）　中央文化セン

ターほか／対象は小学～
高校生／費用2000円／内容は能の基
礎知識と謡曲・仕舞「鶴亀」の実技ほ
か／講師は清水利郎氏（観世流師範）
／主催は府中市謡曲連盟／申込みは
４月30日（金）まで（必着）に、往復は
がきに年齢、学年、保護者氏名を記入
して、田中喜勢子宅（〒183－0016八
幡町１の４の10）へ／問合せも同宅
（361・7888）へ
■講演会「障がい者のための身近な
防災対策」　４月25日（日）午後２時～
４時　ルミエール府中／対象は市民
／定員25人／無料／講師はグレン・
ホワイト氏（カンザス大学教授）／日
本語・手話通訳あり／申込み・問合せ
は千葉あて（090・9970・5398）へ
■これで安心！投資信託の選び方と
相続・遺言のポイントセミナー　４
月30日（金）午後１時半～３時半　府
中グリーンプラザ／先着10人／無料
／主催は日本FP普及協議会／申込
み・問合せは同会・半田あて（090・47
56・3731）へ

■親子あそび体験教室　５月21日
（金）午前10時～正午　りんごの部屋
（住吉町３の43）／対象は２・３歳児と
保護者／先着10組／費用500円／内
容は遊びを中心としたプログラムで
子育てを学ぶ／申込み・問合せは同
施設（03・5346・0307）へ
■古今会水墨展　４月30日（金）から
５月４日（祝）午前10時～午後６時
（30日は正午から、４日は午後５時ま
で）　府中グリーンプラザ分館／無
料／問合せは竹口宅（366・5464）へ
■水墨画見学会　４月22日、５月13
日（木）午前10時～11時半　ルミエー
ル府中／先着10人／無料／講師は川
辺浩三氏（日本画家）／主催は青墨会
／申込み・問合せは川辺あて（090・84
51・6668）へ
■女性と中高年のための空手道教室
　４月25日、５月９日（日）①午後１
時～２時・②２時15分～３時15分　
片町文化セン

ター／対象は①小学生以上の
女性、②初心者で中高年の男性／先
着各20人／無料／内容は沖縄空手道
剛柔流を学ぶ／講師は町田　進氏
（沖縄空手道首席師範）／主催は府中
芸術演武団／申込み・問合せは町田
あて（090・1703・7832）へ
■憲法フェスタin府中「平和のつど
い」　５月９日（日）午後１時～４時

　府中グリーンプラザ／対象は市民
／先着500人／費用700円、高校生以
下無料／内容は憲法・平和・未来につ
いての講演ほか／講師は品川正治氏
（経済同友会終身幹事）／主催は同つ
どい実行委員会／申込み・問合せは
桃井あて（080・1289・1924）へ
■健康マージャン説明会　５月11日
（火）午前10時半～正午　生涯学習セン

ター

／先着24人／無料／主催は健康マー
ジャンを楽しむ会／申込み・問合せ
は武則あて（090・5215・3524）へ
■ハートのバスケット作り　５月13
日（木）午前９時半～正午　中央文化
セン
ター／先着10人／費用1000円（材料費）
／主催は色えんぴつ／申込み・問合
せは広瀬宅（365・8592）へ、午後６時
～８時に
■府中写真クラブ写真展　４月28日
（水）から５月８日（土）午前９時～午
後９時（６日を除く、28日は午後１時
から、８日は午後５時まで）　生涯学
習セン

ター／無料／問合せは河内宅（363・
9220）へ
■「青空児童合唱団」会員募集　活動
は土曜日の午前10時～11時半（月２
回）　住吉文化セン

ターほか／対象は小・中
学生／費用月額1500円／講師は林　
弘明氏（自由の森学園教諭）／申込
み・問合せは大石宅（362・1657）へ

 ◆市民農園◆ （表１）

農　園　名 所　在　地
区画数

Ａ区画
（６㎡）

Ｂ区画
（６㎡）

Ｃ区画
（12㎡）

Ｄ区画
（18㎡）

白 糸 台 第 ２ 白糸台１の53 13 12 ７ ２

南　 町 第 ３ 南　町６の３ 54 54 36 13

 ◆市民農園利用料◆ （表２）

区画種類
利用料（年額）

平成22年度 平成23年度

Ａ区画 無料

Ｂ区画 無料

Ｃ区画 2,700円 3,300円

Ｄ区画 5,400円 6,600円
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子宮がん検診

▽期間 ６月１日（火）から７月31日
（土）
▽時間 各協力医療機関の診療時間内
▽会場 各協力医療機関
▽対象 平成３年３月31日以前生まれ
の女性市民
※平成22年４月１日現在、20・25・30・
35・40歳の方は対象になりませんので、
後日送付する「子宮けいがん検診無料
クーポン券」で受診してください。
▽定員 2300人（抽せん）
▽費用 無料
▽申込み ４月27日（火）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）、生年月日、電話番
号、返信用あて名を記入して、保健セン

ター分
館「子宮がん検診」係（〒183－0055府中
町１の30）へ
▽問合せ 保健セン

ター分館成人保健係（３
６８・６５１１）

ポリオ（急性灰白髄炎）
予防接種

▽日程・会場・対象　下の表のとおり
▽申込み 接種日の午後１時40分～２
時40分に直接会場へ
※母子健康手帳を持参してください。
▽問合せ 保健セン

ター分館母子保健係（３
６８・５３３３）

公共施設予約システムの
休止のお知らせ

　４月28日（水）午後10時から29日（祝）
午前９時は、定期保守点検のため、公共
施設予約システムを休止します。この
間、インターネット、携帯電話、施設予
約入金機、各施設窓口での施設の予約
や照会などはできません。
　問合せは、体育施設は生涯学習ス
ポーツ課施設係（３３５・４４８８）、ま
たは郷土の森総合体育館（３６３・８１

１１）へ、文化施設は各文化セン
ター、生涯

学習セン
ター（３３６・５７００）、スクエア

21・女性セン
ター（３５１・４６００）、府中

の森芸術劇場（３３５・６２１１）、ル
ミエール府中（３６１・４１１１）、府
中グリーンプラザ（３６０・３３１
１）へ。

平成21年版府中市統計書
を販売

▽発売日 ４月30日（金）
▽販売場所　市役所１階市民相談
室、市政情報セン

ター

▽価格 600円（Ａ４判／216ページ）
▽内容 市の人口・財政・産業・教育
など各分野にわたる基本的な統計資
料
▽問合せ 総務管理課統計係（３３
５・４０５９）

文化センター
５月の休館日

○各文化セン
ター　３日（祝）から５日（祝）

○西府・新町・是政文化セン
ター　17日（月）

▽問合せ 市民活動支援課地域コ
ミュニティ係（３３５・４１３７）

体育館
５月の休館日

○郷土の森総合体育館　６日（木）・
17日（月）・20日（木）・31日（月）
○白糸台・本宿体育館　12日（水）・24
日（月）・25日（火）
○押立・栄町・四谷体育館　13日
（木）・14日（金）・26日（水）
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３
６３・８１１１）、各地域体育館は生
涯学習スポーツ課施設係（３３５・４
４８８）

ご利用ください
臨時納税窓口

▽日時 ４月25日（日）午前９時～午
後５時
▽場所 市政情報セン

ター

▽販売場所　市役所１階市民相談
室、市政情報セン

ター、観光情報セン
ター

▽価格　2000円
▽規格　Ａ４判、210ページ
■刊行記念パネル展
▽日時 ①４月27日（火）から５月
５日（祝）午前８時半～午後７時

▲ 
本
市
の
歩
み
を
ご
覧

く
だ
さ
い

▽内容 市税、国民健康保険税、介護
保険料、保育料の納付
※固定資産税は５月に、市（都）民税
は６月に、国民健康保険税と介護保
険料は７月に、納税通知書を発送す
る予定です。
▽問合せ 納税課管理係（３３５・４
４４８）、高齢者支援課介護保険係
（３３５・４０２１）、保育課管理係
（３３５・４１７２）、当日は市政情報
セン
ター（３３６・１８１８）

郷土の森総合体育館
初心者教室参加者募集

■なぎなた
▽日時 ５月８日から７月10日の土
曜日　午前10時～正午（全10回）
▽定員 先着10人
■弓道
▽日時 ５月９日から６月12日の土・
日曜日　午前９時～正午（全10回）
▽定員 先着25人
■剣道
▽日時 ５月９日から７月11日の日
曜日　午前10時半～正午（全８回）
▽定員 先着10人

◇　　　◇　　　◇
▽対象 高校生相当以上の市民
▽費用 毎回の体育館使用料150円
▽申込み・問合せ　郷土の森総合体
育館（３６３・８１１１）へ

少年サッカー大会
参加チーム募集

▽日程 ６月19日から７月17日の毎
週土・日曜日
▽会場 少年サッカー場（朝日町３
丁目）ほか
▽対象 スポーツ傷害保険に加入
し、市内で活動している小学生の
チーム

▽費用 無料
▽種別 学年別予選リーグ戦（全６部）
※５月14日（金）午後６時半から、教育
センターで監督会議を行います。
▽申込み ４月28日（水）までに、決め
られた用紙（市役所８階生涯学習ス
ポーツ課に用意）で、生涯学習スポーツ
課へ
▽問合せ 生涯学習スポーツ課スポー
ツ振興係（３３５・４４７７）

壮年ソフトボール大会
参加チーム募集

▽日時 ５月30日（日）午前８時半／雨
天の場合は６月６日（日）
▽会場 是政ソフトボール場（是政４
丁目）
▽対象 40歳以上の市民、市内在勤の
方で編成したチーム（監督１人、選手10
人以上）
▽費用 無料
※５月19日（水）午後６時半から、市民
陸上競技場で監督会議を行います。
▽申込み ５月10日（月）までに、決め
られた用紙（市役所８階生涯学習ス
ポーツ課に用意）で、生涯学習スポーツ
課へ
▽問合せ 生涯学習スポーツ課スポー
ツ振興係（３３５・４４７７）

■生涯学習審議会
　４月26日（月）午後２時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方（先着５
人）は23日（金）までに、生涯学習セン

ターへ／
問合せは同セン

ター企画係（３３６・５７１
１）へ
■コミュニティバス検討協議会
　５月18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／問合せは地域
安全対策課施設管理係（３３５・４０６
９）へ

　昭和29年の市制施行以来、市が撮影し続けて
きた市内のまち並み、自然、生活、行事など、50
万点を超える写真を中心に、市民の方からの提
供写真を加え、古くは明治時代までさかのぼり、
変わりゆく府中市の情景約550点を収めた写真
集「あの日の府中」を販売します。
　市民の生活の記録として、「あの日」の府中を
懐かしむとともに、府中市の発展と変遷を確認
することができる貴重な写真集です。ぜひ、ご覧
ください。

半、②５月10日（月）から28日（金）午
前８時半～午後５時
▽場所 ①市政情報セン

ター、②市役所１
階市民談話室

◇　　　◇　　　◇
▽問合せ 広報課広報担当（３３５・
４０１９）

写真集写真集「あの日の府中」「あの日の府中」を販売を販売
４月22日（木）から４月22日（木）から

く
だ
さ
い

日　程 会　場 対　象
５月10日（月）保健セン

ター

１回目…平成
21年７～９月
生まれの乳児
２回目…平成
21年１～３月
生まれの幼児

５月13日（木）新町文化セン
ター

５月14日（金）白糸台文化セン
ター

５月17日（月）紅葉丘文化セン
ター

５月19日（水）住吉文化セン
ター

５月25日（火）武蔵台文化セン
ター

５月31日（月）是政文化セン
ター

６月９日（水）保健セン
ター

５月27日（木）保健セン
ター

１回目…平成
21年10～12
月生まれの乳
児
２回目…平成
21年４～６月
生まれの乳幼
児

６月３日（木）白糸台文化セン
ター

６月４日（金）新町文化セン
ター

６月７日（月）西府文化セン
ター

６月11日（金）紅葉丘文化セン
ター

６月14日（月）住吉文化セン
ター

６月17日（木）武蔵台文化セン
ター

６月22日（火）是政文化セン
ター

６月29日（火）保健セン
ター

※接種が遅れている方は、７歳５か月まで接種でき
ます。
※文化センターへの問合せは、ご遠慮ください。
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環境影響評価書案に係る見解
書の縦覧・都民の意見を聴く会
　都が施行する、府中都市計画道路３・
２・２の２号東京八王子線及び国立都
市計画道路３・３・２号東京八王子線
（西原町～国立市谷保間）建設事業につ
いて、環境影響評価書案に係る見解書
の縦覧・閲覧、都民の意見を聴く会及び
公述人の募集を行います。
　問合せは、縦覧・閲覧については環境
政策課環境改善係（３３５・４１９６）
へ、都民の意見を聴く会については都
環境局環境都市づくり課（０３・５３８
８・３４５３）へ。
■環境影響評価書案に係る見解書の縦
覧・閲覧
▽期間 ４月30日（金）から５月19日
（水）（縦覧・閲覧場所の閉庁・閉館日を
除く）
▽場所
○縦覧　市役所５階環境政策課、都環
境局環境都市づくり課、都多摩環境事
務所管理課
○閲覧　市役所３階市政情報公開室、
西府・武蔵台文化セン

ター

■都民の意見を聴く会
▽日時 ６月１日（火）午後１時半
▽場所 中央文化セン

ター

▽申込み 当日午後１時から直接会場
へ
※公述を希望する方は、５月６日（木）
から20日（木）（当日消印有効）に、事業
の名称、住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、団体などは団体の名称、事務所所在

地、代表者氏名、公述人の役職名、公
述の要旨を記入して、〒163－8001
都環境局環境都市づくり課へ（持参
可）。
※公述人は25人（抽せん）で、公述時
間は、１人15分以内です。
※公述の申込みがない場合、聴く会
は開催しません。

府中都市計画道路３・４・16
号府中東小金井線事業を実施
　市では、４月７日付けで都から認
可を受け、平成22年度から27年度に、
府中都市計画道路３・４・16号府中東
小金井線（紅葉丘２丁目～多磨町２
丁目間）事業を実施します。
　なお、関係書類は市役所７階土木
課でご覧になれます。
　問合せは、土木課（３３５・４３５
０）へ。

私立幼稚園等入園料
補助金

　市では、新たに私立幼稚園、または
都の認可する幼稚園類似施設に入園
する園児の保護者の負担を軽減する
ため、入園料を補助します。
▽対象 市に住民票、または外国人
登録原票があり、４月１日以降に私
立幼稚園、または都の認可する幼稚
園類似施設に入園する園児の保護者
▽補助額 10000円
▽申込み 決められた用紙（市役所
８階学務保健課、各私立幼稚園、都の
認可する幼稚園類似施設に用意）で、
各私立幼稚園、または都の認可する
幼稚園類似施設へ
▽問合せ 学務保健課学務係（３３
５・４４３６）

海外留学・海外ホームステ
イ奨学金を受付

■海外留学
▽対象 日本の高校、短大、大学、高
専、特別支援学校の高等部、専修学校
を卒業、または在学（専修学校は卒業
者のみ）し、平成23年３月までに海外
留学をする市民で、保護者及び本人
が市内に６か月以上居住し、市税を
完納している方
▽貸付額 150万円以内
▽返済 卒業後６か月据え置きで10
年以内／無利子／連帯保証人が必要
■海外ホームステイ
▽対象 日本の中学、高校、短大、大
学、高専、特別支援学校の高等部、専
修学校に在学し、平成23年３月まで
に海外ホームステイをする市民で、
保護者及び本人が市内に６か月以上
居住し、市税を完納している方
▽貸付額 50万円以内
▽返済　帰国後６か月据え置きで３
年以内／無利子／連帯保証人が必要

◇　　　◇　　　◇
▽申込み ５月14日（金）から６月15
日（火）（土・日曜日を除く）に、決めら
れた用紙（市役所８階総務課に用意）
に必要書類を添えて、総務課へ／郵
送不可／選考
▽問合せ 総務課学校管理係（３３
５・４４２８）

小学１年生に「府中っ子学
びのパスポート」を配布
　市では、市内の小・中学生が府中の
歴史や文化、優れた美術作品に触れ
ることで、意欲的に自主学習ができ
るように、郷土の森博物館、府中市美
術館の入館料が無料になる「府中っ
子学びのパスポート」を配布してい
ます。
▽有効期間　中学校卒業まで
▽観覧できる内容
○郷土の森博物館の園内・常設展
○府中市美術館の常設展・企画展
▽配布場所

○市内の小学校の１年生…各学校
○市民で市外の小学校の１年生…市役
所８階・府中駅北第２庁舎４階文化振
興課、郷土の森博物館、府中市美術館
※転入生、または市民で市外の小・中学
校に通う児童・生徒で、学びのパスポー
トを受け取っていない方は、文化振興
課へご連絡ください。
▽問合せ 文化振興課文化財係（３３
５・４４７３）

５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～11時半／園庭開放
は午前９時半～11時（南保育所は午前
10時～11時半）
▽費用 無料
▽問合せ 保育課管理係（３３５・４１
７２）

イチゴの摘み取り

▽期間 ５月１日（土）から30日（日）
▽対象 市民
▽費用 １区画4000円（１区画約20株）
▽申込み ４月29日（祝）午前９時から
費用を持って、直接下の表の希望園主
宅へ
▽問合せ 経済観光課農政係（３３５・
４１４３）

◆イチゴ園申込み先◆
園主名 住　所 電話番号 イチゴ園所在地 区画数（先着）

鹿 島 一 夫 白糸台１の56 ３６３・１９０２ 紅葉丘３の１ 30
市 川 勝 彦 四　谷２の35 ３６４・４３３５ 四　谷２の35 15
高 野 茂 久 南　町６の44 ３６１・６９２６ 南　町１の21 30

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 31日（月） 10日（月） 24日（月）

郷土の森総合体育館 11日（火） 18日（火） 25日（火）
是 政 文 化 セン

ター 12日（水） 19日（水） 26日（水）
四 谷 文 化 セン

ター 20日（木） 27日（木） 13日（木）
第九・白糸台学童クラブ 毎週金曜日
ポップコーン・パパ ０～３歳
南・東・西・中央保育所 16日（日）
園 庭 開 放 ０～３歳
東・朝日・小柳保育所 毎週火曜日
南・住吉・四谷・本町保育所 毎週水曜日
北・中央・八幡・三本木保育所 毎週木曜日
西・北山・西府・美好保育所 毎週金曜日

■保健センター臨時職員（栄養士）募
集　勤務は６月１日（火）／対象は管
理栄養士の資格をもつ方／定員１人
（選考）／内容は母子保健業務／申込
みは５月11日（火）まで（必着）に、履
歴書、免許証の写しを同セン

ター分館（〒18
3－0055府中町１の30）へ／持参可／
問合せも同セン

ター分館母子保健係（368・
5333）へ
■市立西保育所臨時職員（看護師）募
集　勤務は月～金曜日の午前８時半
～午後５時／対象は看護師の免許を
もつ方／定員１人／申込み・問合せ

は保育課管理係（335・4172）へ
■国際成人力調査予備調査にご協力
を　期間は５月から７月／対象は16
～65歳の方（無作為に抽出）／対象者
には５月上旬に通知／内容は経済開
発協力機構による、成人が日常生活
や職場で必要とされる技能「成人力」
の国際比較調査／問合せは国立教育
政策研究所（03・6733・6939）へ
■憲法週間行事「講演と映画の集い」
　５月６日（木）午後１時半～５時10
分　羽村市生涯学習セン

ターゆとろぎ（羽
村市緑ヶ丘）／先着840人／無料／
内容は林家うん平氏（落語家）の講演
「うん平の人権講話～涙と笑いの人
権ばなし」、映画「ディア・ドクター」

（字幕付き）の上映ほか／託児希望の
方は都人権部人権施策推進課へ／手
話通訳、要約筆記あり／問合せは同
課（03・5388・2588）へ
■東京農工大学公開講座・健康ス
ポーツ講座「テニス基礎編」　５月15
日から６月５日の毎週土曜日　午前
10時～正午（全４回）　同大学小金井
キャンパス／先着36人／費用5600円
／内容はテニスの基礎技術の講習、
試合／申込み・問合せは同大学公開
講座受付係（0120・198098）へ
■都立府中東高校公開講座「古代世
界史に人間像を探る」　６月12日か
ら７月10日の毎週土曜日　午前９時
半～11時半（全５回）　同校／対象は

成人で都民、都内在勤の方／定員30
人（抽せん）／費用1000円／内容は古
代オリエントから古代中国の歴史や
人物の解説／講師は清水一郎氏（同
校教諭）／申込みは５月14日（金）ま
で（当日消印有効）に、往復はがきで
同校「公開講座」担当（〒183－0012押
立町４の21）へ／問合せも同担当（36
5・7611）へ
■国民年金保険料３月分の納期限及
び口座振替日　４月30日（金）／納付
場所は郵便局、金融機関、コンビニエ
ンスストア／問合せは府中年金事務
所（361・1011）へ

　ゴールデンウィーク期間中のごみ・資源回収は通常どおり行いま
す。収集日は、地域によって異なりますので、「ごみ・資源の出し方カ
レンダー」でご確認ください。
　問合せは、ごみ減量推進課管理係（３３５・４４００）へ。

ゴールデンウィーク期間中のごみと資源ゴールデンウィーク期間中のごみと資源
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　３３６・３３７１

■ティーンズスタジオ・オープンプロ
グラム「まよなかの動物園」
　５月１日（土）午後１時～４時（受付
は午後３時15分まで）　創作室／費用
200円（材料費）／内容は水彩絵の具で
真夜中の動物の世界を想像してかく／
講師は中川佳代氏（画家）／未就学児は
保護者同伴／当日直接会場へ

■市民ギャラリー「呆子散人～久保　
稔～書展」
　５月３日（祝）から９日（日）午前10時
～午後５時（６日を除く、３日は午後１
時から、９日は午後３時半まで）　市民
ギャラリー／無料

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館５月の休館日

　６日（木）・10日（月）から17日・24日・
31日（月）／11日（火）から16日（日）・18
日（火）は市民ギャラリーのみ開館

・中央図書館　３６２・８６４７
・市民会館　３６１・４１１１
■読み聞かせ講習会
　日程・内容・講師は下の表のとおり　
講習会議室ほか／対象は全回出席でき
る市民で、読み聞かせをしている方、ま
たはこれから活動を始める方／定員20
人（抽せん）／無料／申込みは４月30日
（金）まで（必着）に、往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、応募の動機や読
み聞かせの経験（50字程度）、返信用あ
て名を記入して、中央図書館へ／問合

せも同館へ
◇　　　◇　　　◇

ルミエール府中５月の休館日
　６日（木）・17日（月）・18日（火）

　３６０・３３１１

■ベビーマッサージ教室
　６月９日・16日・23日・30日（水）①午
後１時10分～２時10分・②２時40分
～３時40分（各全４回）　託児室／対
象は生後６か月以下の乳児と母親／
定員各８組／費用3200円（保険料・オ
イル代ほか）／内容はオイルを使った
ベビーマッサージの実践／講師は佐
川久美子氏（国際インファントマッ
サージ協会公認インストラクター）／
申込みは５月８日（土）まで（必着）に、
往復はがき（１組１枚）、またはＦＡＸ
（333・0601）に希望時間、住所、氏名、電
話番号、乳児の氏名・月齢、返信用あて
名を記入して、当館「ベビーマッサージ
教室」係へ／申込み多数の場合は初め
ての方を優先して抽せん

◇　　　◇　　　◇
府中グリーンプラザ５月の休館日
　５日（祝）

　３３５・５７９３

府中NPO・ボランティア活動セン
ター

■子どもの健全育成のための協働推
進事業募集
　期間は平成23年３月まで／対象は
市内で活動し、市内に連絡責任者が
いる10人以上のＮＰＯ・ボランティ
ア団体／内容はほかの制度の対象と
なっていない継続性のある市民参加
型事業で、子どもの健全育成を目的
とした事業の企画・運営（委託金額５
～25万円）／申込みは５月31日（月）
までに、決められた用紙（当セン

ターに用
意）で当セン

ターへ／用紙は当セン
ターのホーム

ページ（http://www11.ocn.ne.jp/̃fn
pov/）でダウンロード可／５月８日

（土）午後２時から当セン
ターで説明会を開

催／選考
■春の市民活動みて・あるきツアー
「自然の宝庫浅間山を守る人との出
会い」
　５月２日（日）午前９時～午後１時
　東府中駅北口集合／雨天の場合は
９日（日）／対象は市民／定員20人
（抽せん）／費用100円（資料代）／行
程は東府中駅～浅間山公園～生涯学
習セン

ター～東府中駅／申込みは４月27
日（火）までに、直接当セン

ターへ／ＦＡＸ
（335・5793）可

　３５４・８７００

■リフレッシュ保育７月分利用受付
　対象は１歳～就学前の幼児の保護
者で利用登録をしている方／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日まで一時預かり
／申込みは５月１日（土）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（日）以降は電話での予約可

◇　　　◇　　　◇
子ども家庭支援セン

ター「たっち」５月の休館日
　17日（月）

　３３０・２０１０

■府中の森芸術劇場出張公演「春
だ！笑いで介護予防」
　４月30日（金）午後３時～４時／対
象は市民／先着60人／無料／内容は
落語と介護予防講座／出演は三笑亭
可龍、三笑亭可女次／申込みは電話で
当セン
ターへ
■介護予防講座「楽しく身につく栄
養講座」
　４月27日（火）、５月６日（木）午後
２時～４時／対象は65歳以上の市民
／各日先着10人／費用300円／内容
は鉄分が多くとれる料理の実習ほか
／申込みは電話で当セン

ターへ
■介護予防講座「みんなの筋トレ」
　５月３日（祝）午前10時～11時／対
象は65歳以上の市民／先着20人／無
料／内容は今日から始められる楽し

い筋力トレーニング／申込みは電話で
当セン
ターへ
■いきいきハウス１泊認知症予防体験
「脳力ＵＰ！」
　５月７日（金）・８日（土）／対象は介
護保険の認定を受けていない65歳以上
の市民／先着５人／費用3300円（食費
含む）／内容は認知症予防講座、脳力ト
レーニング、回想法ほか／申込みは電
話で当セン

ターへ

　３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■視覚障害者料理教室
　５月６日（木）午前11時～午後２時／
対象は視覚障害のある方と家族ほか／
先着10人／費用350円／内容は鶏肉の
ソテー／申込みは当セン

ターへ

　・社会福祉協議会　３３４・３０４０
　・権利擁護セン

ターふちゅう　３６０・３９００
　・府中ボランティアセン

ター　３６４・００８８

■有償在宅福祉サービス事業協力会員
募集
　対象は社会福祉に興味があり、家事
援助などに協力できる市民／内容は有
償（１時間700～900円）で在宅の家事援
助・介護支援ほか／登録前に基礎研修
（随時）あり／申込み・問合せは社会福
祉協議会へ
■成年後見制度入門講座
　５月13日（木）午後３時～４時半　し
みずがおか高齢者在宅サービスセン

ター／対
象は市民／先着20人／無料／講師は権
利擁護セン

ターふちゅう所長ほか／申込みは
電話、またはＦＡＸ（362・9093）で権利
擁護セン

ターふちゅうへ／問合せも権利擁護
セン
ターふちゅうへ
■趣味、特技を役立てよう～「夢バン
ク」登録者募集
　対象は地域で趣味や技術などを生か
したい方・グループ・団体／内容は福祉
施設や学校、団体、企業など活動の場の
紹介／申込みは決められた用紙（府中
ボランティアセン

ターに用意）で同セン
ターへ／問

合せも同セン
ターへ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館５月の休館日
　１日・８日（土）／問合せは当館（334・
3011）へ

スクエア21・女性セン
ター５月の休館日

　２日（日）・19日（水）／問合せは当セン
ター

（351・4600）へ

　日本全国に３万以上分布するといわれるお稲荷さん。その起源と歴史を探
ります。お札や狐像など、お稲荷さんにまつわる資料から、全国的な広まりや
多様な姿を眺めるほか、市内の代表的なお稲荷さんを紹介します。
　問合せは、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。

▲

八
幡
町
稲
荷

▲伏見稲荷大社千本鳥居

５５月月１１日日（土）（土）からから６６月月2727日日（日）（日）

▽日程 ５月１日（土）から６月27日
（日）
▽会場 本館特別展示室
▽費用 大人200円、中学生以下無料
／博物館入場料が別に必要
※５月５日（祝）、５月の毎週土・日曜
日（22日・30日を除く）、６月27日
（日）、６月の毎週土曜日は、午後１時
半から学芸員の解説があります。

講演会講演会「お稲荷さんをさぐる」
■日本の稲荷・府中の稲荷
▽日程 ６月６日（日）
▽講師 当館学芸員
■「正一位稲荷大明神」の謎
▽日程 ６月13日（日）
▽講師 榎本直樹氏（日本民俗学会
会員）
■お稲荷さんと神仏習合
▽日程 ６月20日（日）
▽講師 大森惠子氏（佛教大学非常
勤講師）

◇　　　◇　　　◇

▽時間 午後１時半～３時半
▽会場 本館大会議室
▽定員 各100人（抽せん）
▽費用 300円／博物館入場料が
別に必要
▽申込み ５月21日（金）まで（当
日消印有効）に、往復はがきに参加
希望日（複数可）、住所、氏名、電話
番号、返信用あて名を記入して、郷
土の森博物館「講演会」係（〒183－
0026南町６の32）へ

お稲荷さんの世界お稲荷さんの世界郷土の森博物館特別展お稲荷さんの世界

◆読み聞かせ講習会◆
回 日　程 内　容 講　師

１ ６月４日（金）子どもの読書の意義について 竹中淑子氏
（子どもの本研究所主宰）

２ ６月18日（金）小学生対象のおはなし会について 黒澤克朗氏
（児童図書館研究会運営委員長）

３ ６月25日（金）乳幼児対象のおはなし会について 吉田優子氏
（わらべうた研究家）

４ ７月２日（金）絵本の読み聞かせの実習 市職員
※時間は、いずれも午前10時～正午。

▲

 

中
川
佳
代「
無
題
」（
２
０
０

７
年
）
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　・学習事業係　３３６・５７０８
　・企画係　３３６・５７１１

生涯学習セミナー受講生募集

①教養セミナー

■クラシック音楽講座／Ｆ
　日程・内容・講師は下の表のとおり　
講堂／対象は平成７年４月１日以前生
まれの市民、市内在勤・在学の方／定員
290人（抽せん）／費用1800円

②実技セミナー

■デジタルカメラ編集入門／Ｆ
　５月31日（月）、６月２日（水）・４日
（金）午後１時半～４時半（全３回）　パ
ソコン学習室／対象は平成７年４月１
日以前生まれの市民で、文字入力がで
きる方／定員19人／費用2100円（受講
料・教材費）／講師はシルバー人材セン

ター登
録講師／デジタルカメラ持参
■はじめよう！スペイン語会話／Ｆ
　５月26日から８月11日の水曜日　午
後２時～４時（全10回）　語学室／対象
は平成７年４月１日以前生まれの市民
／定員20人／費用6000円（受講料）／内
容は日常会話に必要な基礎を学ぶ／講

師は桜庭雅子氏（ＮＨＫ学園講師）
◇　　　◇　　　◇

　申込みは４月28日（水）まで（当日
消印有効）に、①はがき、または講座
応募箱、②往復はがき（１人１枚）に
希望講座名、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、当セン

ター学習事業係へ／電子申請
可／②は申込み多数の場合は初めて
の方を優先して抽せん／問合せも同
係へ

■憲法週間事業「守ろう子どもの人
権、なくそう児童虐待～子どもの未
来を守るために」／Ｆ
　５月８日（土）午後１時半～３時半
　講堂／定員290人（抽せん）／無料
／内容は憲法に保障される基本的人
権と児童虐待について／講師は磯谷
文明氏（弁護士）／申込みは４月30日
（金）まで（当日消印有効）に、はがき
に住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入して、当セン

ター企画係へ／講
座応募箱での申込み可／問合せも同
係へ

◇　　　◇　　　◇
生涯学習センター５月の休館日
　６日（木）・19日（水）・20日（木）／宿
泊施設は５日（祝）・18日（火）も利用
不可／問合せは施設係（336・5700）
へ

　３６８・７９２１
入場料　２００円（中学生以下１００円）

■森のお話会～紙芝居
　４月24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「ちびちゃん」「ばけねこやま」
ほか／語りは十べえお話の会
■星空観望会
　４月24日（土）午後７時～８時半　
博物館正門前集合／費用大人100円、
中学生以下50円／内容は土星の環、
季節の星々の観察／協力は府中天文
同好会／雨天・曇天中止（当日午後３
時に決定）
■自然観察会「郷土の森の野鳥～春
夏編」
　４月29日（祝）午前９時半～正午　
博物館正門前集合／費用200円／内
容は春を告げる鳥のさえずりや夏鳥
を探して園内を巡る／協力は自然観
察指導員／雨天中止

■竹とんぼ教室
　５月２日（日）午後１時～３時　ふる
さと体験館／先着10人／費用200円／
小学４年生以下は保護者同伴／申込み
は電話で当館へ
■刺子教室
　５月３日（祝）午前10時～午後３時　
ふるさと体験館／①初級・②中級各先
着10人、③上級先着５人／費用①500
円、②700円、③1000円／内容は①
ティッシュケース、②きんちゃく袋、ま
たはランチョンマット、③手さげ袋／
小学３年生以下は保護者同伴／申込み
は電話で当館へ
■はたおり教室
　５月４日（祝）午前10時～正午、午後
１時～３時　ふるさと体験館／各回先
着10人／費用500円／内容はコース
ター／小学３年生以下は保護者同伴／
申込みは電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館５月の休館日

　６日（木）・10日・17日・24日（月）・25日
（火）・31日（月）

　本市と長野県佐久穂町は、姉妹都市の盟約を結んでいます。
　今号では、佐久穂町にある八千穂高原自然園のハイキングの楽しみ方を紹
介します。
　問合せは、市民活動支援課都市交流担当（３３５・４１３１）へ。

　佐久穂町では、季節に応じた様々
なハイキングをお楽しみいただけま
す。５月ごろからは、植生豊かな八千
穂高原自然園がおすすめです。ハイ
キングの道々には、四季を通して
様々な山野草の愛らしい姿が見られ
ますが、この時期はヤマツツジやレ
ンゲツツジ、ドウダンツツジ、ミツバ

ツツジなど、色とりどりのツツジが
次々に見ごろを迎え、毎年美しい姿
を求め多くの方が訪れます。
　また、野鳥の美しいさえずりや四
季折々の景色を映し出す遊亀湖を渡
るさわやかな風は、心を和ませてく
れます。季節ごとの山野草の解説付
き高原ガイド（全３コース・５人以
上・予約制・有料）もあり、それぞれの
コースの見所をご案内します。
　「信州百名山」の一つである茂来山
では、標高1717メートル、山頂まで
約２時間の手軽な登山が楽しめま
す。また、その名の響きから、縁結び
の山としても知られています。二つ
ある登山道のうち霧久保沢コースの
途中には、林野庁の日本「森の巨人た
ち百選」に選ばれた巨木「トチノキ・
コブ太郎」に出会うことができます。

山頂からの眺望も素晴らしく、360
度の大パノラマが広がっています。
晴れた日には八ヶ岳連峰を間近に見
ることができ、地の谷間に目を向け
ると箱庭のような佐久平を展望でき
ます。新緑に包まれる春の自然園ハ
イキング、初夏のさわやかさを感じ
られる茂来山登山など、手軽に山歩
きを楽しめる佐久穂町へ、ぜひ、お越
しください。

八千穂高原ハイキング八千穂高原ハイキング
姉妹都市長野県佐久穂町だより姉妹都市長野県佐久穂町だより

佐久穂町産業振興課佐久穂町産業振興課
▽日程 ６月８日（火）・９日（水）
／１泊２日
▽集合時間・場所　午前８時15分
に観光情報セン

ター

▽対象 平成７年４月１日以前生
まれの市民
▽定員 40人（抽せん）
▽費用 13000円（宿泊費、食事
代、保険料ほか）
▽内容 白駒池ハイキング、姉妹
都市長野県佐久穂町の見学ほか
▽宿泊 市民保養所「やちほ」

▽主催 府中友好都市交流協会
▽申込み ４月30日（金）まで（必
着）に、往復はがきに参加希望者
（２人まで）の住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、返信用あて名
を記入して、府中友好都市交流協
会事務局「バスハイク」係（〒183
－8703市民生活部市民活動支援
課内）へ
▽問合せ 府中友好都市交流協会
事務局（３３５・４１３１＝市民活
動支援課内）

　市では、佐久穂町の自然を体感していただくため、次のとおり佐久穂
町バスハイクを実施します。ぜひ、ご参加ください。

佐 久 穂 町 バ ハス イク

■キスゲフェスティバル
▽日時 ５月１日（土）・２日（日）・
８日（土）・９日（日）午前10時～午
後４時／雨天中止
▽会場 浅間山山頂あずまや
▽内容 ムサシノキスゲ、キンラ
ン、ギンランなど浅間山に咲く花
や野鳥などの紹介、写真展示ほか
※４月23日（金）から５月10日（月）
に、生涯学習センターでも写真展
を開催します。
▽主催 武蔵野公園サービスセン

ターほ
か

■浅間山自然観察会
▽日時 ５月８日（土）午前10時／
雨天の場合は９日（日）
▽集合場所　浅間山山頂あずまや
▽講師 新井孝次朗氏（樹木医）
※軽装、運動靴でお越しください。
▽申込み 当日直接会場へ

◇　　　◇　　　◇
▽問合せ 公園緑地課自然保護係
（３３５・４３１５）、または浅間山自
然保護会・山田あて（３０２・７２７
３）

◆クラシック音楽講座◆
回 日　程 内　容 講　師

１ ５月31日（月） トロンボーンという楽器 池上　亘氏（ＮＨＫ交響楽団員）

２ ６月14日（月） コントラバスとオーケストラ 西山真二氏（ＮＨＫ交響楽団員）

３ ６月21日（月） オーボエのミニコンサート 北島　章氏（ＮＨＫ交響楽団員）

４ ６月28日（月） オーケストラ打楽器史 石川達也氏（ＮＨＫ交響楽団員）

５ ７月12日（月） ファゴットの知られざる魅力 森田　格氏（ＮＨＫ交響楽団員）

６ ７月26日（月） バイオリンと私 鈴木弘一氏（ＮＨＫ交響楽団員）

※時間は、いずれも午後２時～４時。

美しく咲く美しく咲く

 ムサシノキスゲ ムサシノキスゲをを

    見に来ませんか見に来ませんか

▲

ト
チ
ノ
キ
・
コ
ブ
太
郎

▲レンゲツツジ
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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

５月の予防と相談

申込み・問合せは、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…４月23日（金）から
　６月４日・11日・18日（金）午後１時半～４時・26日
（土）午前９時～11時半／対象は受講時妊娠16～27
週の初産の妊婦／定員30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／11
日・26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…４月23日（金）から
　５月29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36組／
内容は歯科保健講話、妊婦体験用モデルの試着、も
く浴実習ほか
■母子保健相談　申込み…４月27日（火）から
　①５月12日（水）午後１時半～４時・②17日・24日
（月）・26日（水）・31日（月）午後１時半～２時／定員
①８人、②各日２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～午後５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）
■地域子育てクラス「ぷにぃ」／Ｆ　申込み…４月
23日（金）から
　①５月20日（木）・②21日（金）午前10時～11時　
①白糸台中部公会堂（白糸台２の67）、②本宿四丁
目公会堂（本宿町４の17）／対象は０歳児の第１子
と保護者／定員各日15組／内容は保健師による講
話、親子遊び、保護者交流
■離乳食教室ステップ１／Ｆ　申込み…４月27日

（火）から
　５月28日（金）午後１時半～３時／対象は平成21
年11月～平成22年１月生まれで第１子の保護者／
定員25人／内容は離乳食の開始について、調理実
演、試食、懇談
■離乳食教室ステップ２／Ｆ　申込み…４月27日
（火）から
　５月19日（水）午後１時半～３時／対象は平成21
年９～11月生まれで第１子の保護者／定員25人／
内容は１回食から２回食への移行について、調理
実演、試食、懇談
■離乳食教室ステップ３／Ｆ　申込み…４月26日
（月）から
　５月14日（金）午後１時半～３時／対象は平成21
年６～９月生まれで第１子の保護者／定員25人／
内容は２回食から３回食への移行について、調理
実演、試食、懇談
■離乳食教室ステップ４／Ｆ　申込み…４月26日
（月）から
　５月７日（金）午後１時半～３時／対象は平成20
年11月～平成21年６月生まれで第１子の保護者／
定員25人／内容は離乳食から幼児食への移行につ
いて、調理実演、試食、懇談
■親と子の歯みがき教室　申込み…４月26日（月）
から
　５月11日（火）午前10時～11時／対象は歯が生え
ている乳児と保護者／定員25組／内容は歯科医
師、歯科衛生士による話
■１歳児予防歯科指導教室　申込み…４月27日
（火）から
　５月14日・21日（金）午前10時半、午後１時半／対
象は平成21月４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

問合せは母子保健係（368・5333）へ

■３・４か月児健康診査と産婦健康診査
　５月６日・13日・20日（木）／受付は午後１時15
分～２時／対象は平成22年１月生まれの乳児と
母親
■１歳６か月児健康診査
　５月17日・24日（月）・26日（水）・31日（月）／受付は
午後１時15分～２時／対象は平成20年10月生まれ
の幼児
■３歳児健康診査
　５月11日・18日・25日（火）／受付は午後１時15分

～２時／対象は平成19年４月生まれの幼児
■妊婦歯科健康診査
　５月20日（木）、６月１日（火）午後１時半／対象
は妊娠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／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　
申込み… ４月27日（火）から
　①５月13日（木）午前９時半～11時15分、午後１時
15分～３時・②19日（水）午後１時15分～３時・③27
日（木）午前９時半～11時15分、午後１時15分～３時
／対象は①平成20年４月生まれの幼児、②平成17・
18年４月生まれの幼児、③平成19年10月生まれの幼
児／内容は歯科健康診査、歯磨き指導／申込みは
予防歯科指導担当（368・5322）へ

申込み・問合せは、成人保健係（368・6511）へ

■栄養改善事業「知って、使って、健康に～食事バ
ランスガイドの活用」／Ｆ　申込み…４月21日（水）
から
　５月20日（木）午前11時～午後２時　ルミエール
府中／対象は市民／先着24人／内容は食事バラン
スガイドについての講話と調理実習／エプロン、
三角きん、マスク、ふきん、台ふきん持参
■歯科なんでも相談　申込み…４月21日（水）から
　５月20日（木）午後１時15分～３時　保健セン

ター分館
／定員10人／内容は歯科医師による歯の健康相
談、歯科衛生士による口くうケア
■ヘルスチェック「あなたの内臓脂肪はどのくら
い？」　申込み…４月21日（水）から
　①５月14日（金）・②15日（土）午前８時50分～11時
　保健セン

ター分館／対象は64歳以下の市民／定員①10
人、②８人／内容は体成分分析器による内臓脂肪
測定、生活習慣記録機の貸出し／身体に人工物が
入っている方・妊婦は測定不可

TEL（362・2334）

■５月の専門医による心の相談事業　申込み…４
月21日（水）から
　思春期相談…７日（金）・18日（火）、高齢者相談…
10日（月）、酒害相談…12日（水）、一般精神保健…17
日（月）・20日（木）いずれも午後２時～４時、18日は
午前10時～正午　多摩府中保健所／問合せは地域
保健係へ

　大國魂神社例大祭のくらやみ祭が、東京都を代表する都市祭礼のひとつと
して都の無形民俗文化財に指定されました。
　問合せは、文化振興課文化財係（３３５・４４７３）へ。

　古くから府中最大の祭礼として親
しまれている「武蔵府中くらやみ祭」
は、大國魂神社（六所宮）の例大祭で、
４月30日の品川沖の潮盛りに始ま
り、５月３日・４日には競

こ ま く ら べ

馬式、囃子、
万灯大会、山車・太鼓・子どもみこし
の巡行など様々な行事が行われま
す。５月５日の午後６時、６基の大太
鼓に先導された８基のみこしが神社
から御旅所へ向かうみこし渡御で祭
りは最高潮を迎え、多くの見物客で
にぎわいます。翌６日の午前４時か
らはみこしが各町内を巡行後、再び
神社に戻り、祭りは終わります。
　くらやみ祭は、古代の武蔵国府の
祭りの伝統を今に伝える貴重な祭り
で、国府の総社に集められた武蔵国
内の神社の祭神を国司が参拝したこ
とが起源とさています。
　近代以降になると宿場町の旧四カ
町（本町・番場宿・新宿・八幡宿）が中

ふるさと府中歴史・文化遺産めぐり

心となり、みこしや太鼓の分担を決
めて運営するようになりますが、現
在は町ごとの自治会組織などに引き
継がれています。祭りを支える「講」
は、府中や多摩地域のみならず、旧武
蔵国内一円に広く組織されていま
す。神社主体の公的な祭りから都市
住民が参加する町ぐるみの大きな祭
礼に変わっていきました。
　今年も新緑のケヤキの下、くらや
み祭に、ぜひ、お越しください。

特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

気功からはじまる地域のつながり
朝の気功・四谷

　朝の気功・四谷は、近所の方たちの世
間話の中で気功が話題になったことを
きっかけに、地域の交流を図ることと
健康保持を目的に、平成13年に設立し
ました。
　会の主な活動は、月曜から木曜日と
土曜日の午前中に、四谷の梅林公園に
集まり気功をすることです。会員の大
半は60歳以上で、中には90歳を超える
方もいます。四谷地区以外の会員も増
え、徐々に市内での広がりを見せてい
ます。
　会の決まりごとはほとんどなく、必
要な時に声を掛け合って、できる人が
できることをするという自由な気風を
大事にしています。例えば、梅林公園内
を自主的に会員が掃除することで、あ
ずまやに落書きをするといったいたず
ら行為が減ってきています。
　「会では、気功以外の活動として、昨
年の夏に、会員の一人が、紛争地や被災
地で医療活動を続ける精神科医のド
キュメンタリー映画に感動したことが
きっかけで、自主上映会を開催しまし
た。チラシやポスターを作って多くの
人に呼び掛けることなどは、これまで

にない体験でしたが、会員相互のつ
ながりがより深められたと思ってい
ます。気功を通じてできたつながり
は、地震や災害時などにも助け合え
る地域の強いつながりになります。
高齢者ということを消極的にとらえ
るのではなく、年を重ねた分だけ人
生経験が豊かだと考えています。自
分たち自身も、次にどんなアイデア
が出てくるのか楽しみです」と代表
の岡田さんは話します。
▽朝の気功・四谷（四谷３の55／
３６４・６０６９）

都無形民俗文化財　武蔵府中くらやみ祭

▲ 勇壮なみこし渡御
▲ 気功でいつまでも元気に


