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○世帯数   119,640（119増）   ○人口   男128,467（89増）  女126,084（184増）  計254,551（273増）  うち外国人住民数4,277　（平成27年１月１日現在、（　）は前月比）
府中市は平成26年４月１日に市制施行60周年を迎えました

　華やかな香りとともに、春の訪れを告げる紅白の梅の花。園内に
咲き誇る約60種、1100本の梅が春の香りをお届けします。
　問合せ・開花状況は、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。

２月７日（土）２月７日（土）からから３月15日（日）３月15日（日）
市制施行 60周年記念

■古民家探検ツアー
▽日時 ２月７日から３月14日の毎週土曜日　
午後１時～２時
▽集合 旧町役場前
▽内容 園内の復元建物を巡り、昔の生活を学ぶ
▽申込み 当日直接会場へ
■くず湯の無料サービス
▽日時 ２月９日（月）・10日（火）・12日（木）・13日
（金）午前10時～11時半
▽会場 園内売店
▽定員 各日先着100人
■琴・尺八演奏会
▽日時 ２月14日から３月７日の毎週土曜日　
午前11時、午後２時
▽会場 博物館本館エントランスホール
▽協力 府中市三曲協会
■梅まつり手作り工房

▽日時　２月15日、３月１日
（日）午前10時～午後３時
▽会場　ふるさと体験館
▽対象　小学生以上の方
▽定員　各日先着40人
▽費用　300～400円

▽内容 フェルト細工の梅の花など、梅にちなん
だ飾りを作る
▽申込み 当日直接会場へ
■野点茶会
▽日時 ２月15日から３月８日の毎週日曜日　
午前11時～午後３時
▽会場　旧町役場横梅園
▽費用　500円
▽協力　府中市茶道連盟
■お茶室で呈茶
▽日時 ２月16日（月）から20日（金）午前11時～
11時45分、午後１時～３時15分
▽会場 茶室梅欅庵
▽定員 各日先着20人（終了後は通常の呈茶）
▽費用 500円
▽内容 抹茶、上生菓子「うぐいす」
※上記以外の梅まつり期間中、茶室梅欅庵の一般
利用がない日は、通常の呈茶を行います。
■梅の木散歩
▽日時 ２月25日、３月11日（水）午後１時半～２
時半
▽集合 旧町役場前
▽内容 梅にまつわる話や各品種の解説を聞きな

がら梅園を散策
▽講師 大坪孝之氏（日本梅の会会長）
▽申込み 当日直接会場へ
■府中芸能あらかると
▽日時 ３月15日（日）午前11時半～午後４時
▽場所 園内各所
▽内容 大太鼓巡行、みこし展示、武蔵国府太鼓・
府中囃子演奏
▽出演 武蔵国府太鼓響会、番場自治会連合会、是
政八幡神社奉賛会
■職人芸実演
▽日程 ２月７日から３月15日の毎週土・日曜
日、祝日
▽場所 博物館本館前
▽内容 針金、あめ細工、べっこうあめほか
■梅まつり俳句募集
　期間中、梅まつりを題材にした作品を園内設置
の投句箱で受け付けます。選者は榎本　達氏（俳人
協会会員）です。
■郷土の森特産品販売
　園内で収穫した梅を使用した梅ジャムなど、オ
リジナル梅製品を販売します。

バスでお越しになる方へバスでお越しになる方へ
○梅まつり期間中の土・日曜日、祝日は、分倍
河原駅発「郷土の森総合体育館」行きのバス
が増発されます
○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

▽期間 ２月７日（土）から３月15日（日）▽期間 ２月７日（土）から３月15日（日）
▽時間 午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）▽時間 午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）
▽会場 郷土の森博物館▽会場 郷土の森博物館
▽入場料 大人200円、中学生以下100円▽入場料 大人200円、中学生以下100円
※市民の方には、入場料が大人100円になる市民優待券を、70歳以上の市民の方には、入場料が無料にな※市民の方には、入場料が大人100円になる市民優待券を、70歳以上の市民の方には、入場料が無料にな
る高齢者向け市民優待券を郷土の森博物館券売所で発行しています。住所と年齢の確認できるものを持る高齢者向け市民優待券を郷土の森博物館券売所で発行しています。住所と年齢の確認できるものを持
参してください。参してください。
※市内の小・中学生は、「学びのパスポート」をご利用ください。※市内の小・中学生は、「学びのパスポート」をご利用ください。
※開花状況は、郷土の森博物館のホームページ（http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/）でお知らせし※開花状況は、郷土の森博物館のホームページ（http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/）でお知らせし
ています。ています。
※梅まつり期間中の休館日はありません。※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
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府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-m.jpへ空メールを送信

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
2日・23日
（月） 9日（月）16日（月）

郷土の森総合体育館 ３日（火）10日（火）17日（火）
是 政 文 化 セン

ター 25日（水）４日（水）18日（水）
四 谷 文 化 セン

ター 12日（木）19日（木）26日（木）
第九・白糸台学童クラブ 6日・13日・20日（金）
ポップコーン・パパ ０～３歳
南・東・西・中央・住吉保育所 15日（日）
園 庭 開 放 ０～３歳
東・朝日・三本木保育所 毎週火曜日
住吉・四谷・本町保育所 毎週水曜日
北・中央・北山保育所 毎週木曜日
南・西・小柳・八幡・西府・美好保育所 毎週金曜日

■いきいきワーク府中
▽開所日時　月曜から金曜日（祝日、
年末年始、休館日を除く）の午前９時
～午後５時
▽場所 中央文化セン

ター５階
▽費用 無料
▽内容 求職者と求人企業の登録、
求人情報の提供、就労相談、履歴書の
書き方や面接の受け方などの指導
▽紹介する求人情報（フルタイム・
パート）　専門技術、事務、販売、営
業、接客、調理（洗い場）、警備、ヘル
パー、管理人（マンション・駐輪場）、
清掃、倉庫管理、生産（組立て）、建築・
建設関係の技能、運転（送迎・配達）ほ
か
▽問合せ いきいきワーク府中（３
３６・４８７１）

　２月は高年齢者雇用促進強調月間です。勤労者福祉振興公社では、おお
むね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介事業「いきいきワーク府
中」を実施しています。また、中小企業などで働く人たちが豊かで充実し
た生活を送れるよう、中小企業の福利厚生事業「ワークぴあ府中」を実施
しています。ぜひ、ご利用ください。

勤労者の福祉を支援します勤労者の福祉を支援します

■ワークぴあ府中
▽受付日時　月曜から金曜日（祝
日、年末年始、休館日を除く）の午
前８時半～午後５時
▽受付場所　中央文化セン

ター５階
▽対象 従業員が300人以下の事
業所の従業員と事業主
▽会費 入会金１人300円、会費
１人月額500円（原則全額事業主
負担）
▽主な事業　共済金の支給、健康
診断などの受診補助、スキルアッ
プ補助、宿泊補助、温浴施設・遊園
地・ゴルフ場などの割引補助、映
画・コンサート・美術館などのチ
ケットあっ旋ほか
▽申込み・問合せ　ワークぴあ府
中（３６１・１１８８）へ

市民活動支援事業
「東北復興応援コンサート」
▽日時 ２月14日（土）午後零時半～
４時
▽会場 府中グリーンプラザ
▽定員 先着400人
▽費用 500円
▽内容 被災地である東北からの演奏
者４組と市内小・中学生による演奏、気
仙沼で被災した方による講演
▽申込み 当日直接会場へ
▽問合せ 復興支援隊☆チーム府中・
大間宛（０９０・８７５７・６４６８）、
または市民活動支援課支援係（３３５・
４０３５）

２月の子育てひろば
ポップコーン

▽会場・開催日・対象年齢　下の表のと
おり
▽時間 午前10時～11時半／ポップ
コーン・パパは午前10時～正午／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 保育支援課支援計画係
（３３５・４３４１）

創業した先輩から学ぶ
「ミニブルーム交流カフェ」
▽日時 ２月４日（水）午前10時～
正午
▽会場 リレ府中白糸台（白糸台１
の63）
▽対象 起業を考えている方
▽定員 先着20人
▽費用 無料
▽内容 講演会「創業にあたっての
心構えと体験談～私はこうして起業
しました」、トークセッション
▽講師 宮負香織氏（ペンタラボ代
表者）
▽申込み 電話でたましん事業支援
セン
ターへ
▽問合せ たましん事業支援セン

ター（０
１２０・７７８・２６５）、または経済
観光課商工係（３３５・４１４２）

府中ぐるっと
スタンプラリー

▽期間 ２月１日（日）から５月31
日（日）
▽費用 無料
▽内容 スタンプカード（観光情報
セン
ター、府中市美術館、ふるさと府中歴史
館、郷土の森観光物産館ほかに用意）
にスタンプを集めながら市内を巡る
※スタンプカードは、府中観光協会
のホームページ（http：//www.kan
kou-fuchu.com/）からダウンロー
ドできます。
※スタンプを集めた方の中から抽せ
んで105人に賞品を差しあげます。
▽問合せ 府中ぐるっとスタンプラ

リー実行委員会事務局（３３５・４０
９５＝経済観光課内）、または観光情
報セン
ター（３０２・２０００）

ジュニアスポーツ指導者
講習会

▽日時 ２月27日（金）、３月４日
（水）午後７時～９時
▽会場 教育セン

ター

▽対象 ジュニアスポーツに関わる
指導者・保護者ほか
▽定員 80人（抽せん）
▽費用 無料

▽内容 子どもたちのモチベーション
を上げるコーチの振る舞い、効果的な
練習方法ほか
▽講師 伊藤雅充氏（日本体育大学准
教授）
▽申込み ２月６日（金）までに、電話
で、またはＦＡＸ（３６５・３５９３）に
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、指導
スポーツの種目名、スポーツ団体に所
属している方は団体名を記入して、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
ツ推進係（３３５・４４９９）

障害者福祉費の状況　　財政白書ミニ 第９回

　市では、障害者計画・障害者福祉計画の目指す「障害のある人もない人も、市
民すべてが安心して自立した暮らしができるまち・府中の実現」に向けて、障
害者が地域で主体的な生活を送れるよう、福祉サービスの提供や手当の給付、
障害者が利用する福祉施設の運営費の補助などを実施しています。
　今号では、障害者福祉費の状況についてお知らせします。
　問合せは、財政課（３３５・４０２５）へ。

障害者福祉制度の変遷

　平成14年度までの障害者福祉制度
は、施設入所やサービス利用を市が決
定する措置制度でした。
　平成15年度から、障害福祉サービス
の利用者が自ら利用するサービスを選
択し、契約する支援費制度が開始され
ました。
　平成18年度には、障害者が障害福祉
サービスを利用しやすく、地域で自立し

た生活が送れるように障害者自立支
援法が制定されました。この制度で
は、市の特性に合わせた地域生活支
援事業が創設されたほか、利用料は、
利用者が１割を負担し、残りの９割を
国が２分の１、都と市がそれぞれ４分
の１を負担することとなりました。
　また、平成25年度には、難病患者
を対象者に加えるなど新たな障害福
祉サービスの拡充を行う障害者総合
支援法が施行されました。

　このように、障害者福祉制度は、障
害福祉サービスの拡充と財源の確保
のため、この10年間で複数回にわた
り制度が変更されました。

障害者数・障害者福祉費の推移

　障害者数は、高齢化の進展や社会
環境の変化などにより全国的に増加
し、本市では、これらの要因に加え、
障害者や障害児の通所施設、医療施
設の充実など、住みよいまちづくり
を進めたことで増加傾向にありま
す。左下の表１のとおり、本市の障害
者数は、身体障害者手帳所持者と愛
の手帳所持者の合計で、平成元年度
は4099人でしたが、平成25年度は
精神障害者保健福祉手帳（平成７年
度から市で交付を開始）所持者を加
えた３区分の合計で、11303人とな
り、約３倍となっています。
　また、市の障害者福祉費は、各手帳
の所持者数の増加に伴う障害福祉

サービスの利用量の増加、市独自基準
によるサービスや対象者の拡大、自己
負担の軽減の実施により、下の表２の
とおり、予算の総額は、平成元年度では
10億円でしたが、平成25年度では64
億円となり、市の負担額についても５
億円から24億円と、約５倍に増加して
います。

障害者福祉施策の安定的な実施に向けて

　市では、今後も障害福祉サービスの
利用量の増加や新たな通所施設の開設
に伴い、市の負担額が増加するものと
見込んでいます。
　また、新たに難病医療費助成制度の
対象が拡大となるなど、国・都の動向を
踏まえた対応も必要となることから、
引き続き、限られた財源の中で、「障害
のある人もない人も、市民すべてが安
心して自立した暮らしができるまち・
府中の実現」に向けて、障害者福祉施策
を実施していく必要があります。この

ため、市が国・都に先駆
けて実施してきた市独
自の負担軽減策や所得
制限などを、他の自治
体のサービス水準を参
考に見直すなどによ
り、財源を生み出し、今
後も持続可能な障害者
福祉施策となるよう取
組を進めます。

（表１）◆各手帳の所持者数の推移◆ ◆障害者福祉費の推移◆ （表２）

（人）

（年度）平成元年 ５年 10年 15年 20年 25年
0

5,000

10,000

15,000

303
539539
4,0994,099 633

3,989 4,682
6,114 7,101 7,758

7274,6224,622

1,098
118118

7,8347,834

5,5275,527
1,512622622

9,4589,458
1,998

1,5471,547

845845

11,30311,303

精神障害者保健福祉手帳所持者

身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者

3,5603,560

0

10

20

30

40

50

60

70

1010
33

44
44

55

1515

22

88

1818

2828

3232

3232

3636

4040 5959

4545

55
6464

障害者福祉費
一般財源

心身障害者福祉センター費

（億円）

平成元年 ５年 10年 15年 20年 25年

55

1010

1616 1717
2020

2424

（年度）



3 I N F O R M A T I O N ～講座・催しなどの情報 平成27年（2015年）１月21日

○各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、
午前８時半から受け付けます

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

■福島南相馬支援のつどい　２月１
日（日）①正午～午後４時・②１時～
４時・③６時～８時　府中グリーン
プラザ／無料／内容は①支援活動紹
介パネル展、②ワンコインマッサー
ジ（有料、売上げは全て南相馬市社会
福祉協議会へ寄付）、③南相馬市鹿島
区社会福祉協議会の濱名智佳子氏に
よる講演、全盲のギタリスト服部こ
うじ氏の演奏／主催は府中緊急派遣
村南相馬市マッサージ支援グループ
／問合せは松野宛（090・3085・75
57）へ
■シニア健康麻雀体験会　１月26
日（月）・27日、２月３日（火）午前10
時半～午後３時　チーチャ（宮町１
の50）／各日先着８人／費用1200
円（会場費ほか）／内容は喫煙・飲酒
をしないマージャン／主催は健康麻

雀れもん／申込み・問合せは同会・杉
本宛（306・7121）へ、午前９時～午
後６時に
■よさこい鳴子踊り体験会　１月30
日、２月６日（金）午後７時～８時　
生涯学習セン

ター／対象は小学生以上の方
／無料／内容はよさこい鳴子踊りの
基本／主催は无邪志府中魁星／上履
き持参／当日直接会場へ／問合せは
松橋宛（080・3466・8018）へ
■腰痛・膝痛・坐骨神経痛の改善と予
防体験　１月22日、２月12日、３月
５日・26日（木）午前10時～11時半
　生涯学習セン

ター／各日先着20人／無
料／内容は簡単な体操による背骨の
調整／講師は藤井聖司氏（背骨コン
ディショニング協会理事）／主催は
背骨矯正コンディショニング／申込
み・問合せは田所宅（366・8448）へ
■綱引き教室　１月31日（土）午前
９時～正午　四谷体育館／対象は小
学生以上の市民／無料／講師は高橋

弘蔵氏（府中市綱引連盟会長）／主催
は同連盟／当日直接会場へ／問合せ
は秋山宅（302・2942）へ
■にじの会公開講座　１月24日（土）
午後１時半～４時　同会（三鷹市大
沢）／先着100人／無料／内容は地
域における障害者就労支援事業所の
生産活動の実践と課題／当日直接会
場へ／問合せは同会・諏訪宛（0422・
26・8620）へ
■市民のためのメンタルヘルス講座
　１月27日（火）午後２時～４時　府
中グリーンプラザ／先着100人／無
料／内容は心の病を抱える方への在
宅支援／講師は春日雄一郎氏（精神
科医）／主催は府中精神保健福祉協
議会／当日直接会場へ／問合せは地
域生活支援セン

タープラザ（358・2288）へ
■府中アカデミー合唱団定期演奏会
　２月１日（日）午後２時　府中の森
芸術劇場／入場料1500円（全席自
由）／出演は指揮…佐藤正浩・山脇卓
也、管弦楽…オーケストラ「レ・ショ
ン・リリック」、ソリスト…天羽明惠・
小森輝彦／曲目は「ドイツ・レクイエ

ム」「無伴奏混声合唱のための７つの
子ども歌」／問合せは同事務局（090・
3220・1511）へ
■府中市パーキンソン病友の会講演
会　１月23日（金）午後１時半～３
時半　中央文化セン

ター／対象はパーキン
ソン病の方と家族／無料／内容はリ
ハビリ体操の実技と講演会／講師は
小宮山一樹氏（作業療法士）／当日直
接会場へ／問合せはのぞみ会事務局
（324・1531）へ
■今すぐ使える！無料ＰＣ講座事前
説明会　２月６日・20日・27日、３月
６日（金）午前10時～正午　たちか
わ若者サポートステーション（立川
市柴崎町）／対象は15～39歳で、就
学・就労していない求職中の方／申
込み・問合せは同ステーション事務
局（042・529・3378）へ
■ザ・ニュースペーパーライブ　４
月５日（日）午後１時・５時　府中グ
リーンプラザ／入場料5300円（全席
指定、前売りは500円引き）／主催は
東京労音府中セン

ター／申込み・問合せは
同セン
ター（334・8471）へ

平成27年度市嘱託員募集

■母子・父子自立支援員兼婦人相談員
▽採用日 ４月１日（水）
▽対象 昭和25年４月２日以降に生
まれ、社会福祉士、精神保健福祉士資格
のいずれかの資格をもつ方、または３
月31日（火）までに取得見込みの方
▽募集人員　若干名（選考）
▽募集要項　２月３日（火）まで、市役
所５階子育て支援課で配布
※要項は、市のホームページからダウ
ンロードできます。
▽申込み ２月３日（火）まで（必着）
に、履歴書、資格証の写し、小論文「私の
考える母子・父子家庭の自立支援につ
いて」（800字程度）を〒183－8703子
ども家庭部子育て支援課へ／持参可
▽問合せ 子育て支援課母子自立支援
担当（３３５・４３４５）
■学校用務員
▽採用日 ４月１日（水）
▽募集人員　若干名（選考）
▽募集要項　1月30日（金）まで、市役
所１階市民相談室、市政情報セン

ターで配布
※要項は、市のホームページからダウ
ンロードできます。
▽申込み １月30日（金）までに、履歴
書、必要書類、小論文「学校用務員の役
割について」（800字程度）を持って、市
役所８階総務課へ
▽問合せ 総務課総務係（３３５・４４
２４）

■①生活困窮者自立相談支援員・②
精神保健福祉相談員
▽採用日 ４月１日（水）
▽対象 ①生活困窮者の自立相談支
援業務、または社会福祉相談業務の
従事経験が３年（社会福祉士、または
精神保健福祉士の資格をもつ方は１
年）以上ある方、②精神保健福祉士、
社会福祉士、保健師のいずれかの資
格をもつ方
▽募集人員　各若干名（選考）
▽募集要項　２月６日（金）まで、市
役所６階生活援護課で配布
※要項は、市のホームページからダ
ウンロードできます。
▽申込み ２月６日（金）まで（必着）
に、履歴書（写真添付）、資格証の写し
を〒183－8703福祉保健部生活援
護課へ／持参可
▽問合せ 生活援護課自立支援担当
（３３５・４０３９）

高齢者住宅やすらぎ
入居者募集

▽対象 次の全てに該当する方
○65歳以上で、親族と同居していな
いこと
○市に住民票があり、市内に引き続
き３年以上住んでいること
○前年の総所得金額が256万8000
円以下であること
○住宅に困っていること
○暴力団員でないこと
▽募集戸数　６戸（１ＤＫ）
▽使用料 月額15200円～34500円
▽申込書 １月30日（金）まで、市役
所１階高齢者支援課（土・日曜日を除
く午後５時まで）、白糸台・西府文化

セン
ター（土・日曜日を除く午後５時まで）、
市政情報セン

ター（平日は午後７時半まで、
土・日曜日は午後６時まで）で配布
※市役所以外の配布場所は、申込書
がなくなり次第、配布を終了します。
▽申込み １月30日（金）までに、申
込書、平成26年度市（都）民税課税・
非課税証明書、印鑑を持って市役所
１階高齢者支援課へ／郵送・代理人
の申込み不可
※詳しくは、申込みのしおりをご覧
ください。
▽問合せ 高齢者支援課施設担当
（３３５・４５０３）

スポーツ・レクリエーション
活動の協力者を募集
　市民の健康増進と地域コミュニ
ティの活性化を目的に、スポーツ・レ
クリエーション事業の運営協力や指
導、市内団体からの依頼に応じた指
導などを行うコミスポボランティ
ア・リーダーを募集します。
　問合せは、生涯学習スポーツ課ス
ポーツ推進係（３３５・４４７７）へ。
■コミスポボランティア
▽登録期間　３年
▽対象　15歳以上（中学生を除く）
で、市民、市内在勤・在学の方、営利・
宗教・政治目的でない団体
■コミスポリーダー
▽登録期間　２年
▽対象　次の全てに該当する市民、
市内在勤・在学の方
○20歳からおおむね70歳で健康な
方
○スポーツ指導の経験がある方
○消防署、または日本赤十字社の救命
講習を受講した方、または２月28日
（土）午後１時～４時に教育セン

ターで行う
普通救命講習（無料）に参加できる方
○２月28日（土）午前10時～11時半
に教育セン

ターで行う登録講習に参加でき
る方

◆　共通項目　◆
▽申込み　２月10日（火）まで（必着）
に、はがきに登録希望区分（複数可）、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、２
月28日の普通救命講習受講希望の方
は生年月日を記入して、生涯学習ス
ポーツ課「コミスポ」係（〒183－0056
寿町１の５）へ

生涯学習フェスティバル
実行委員募集

▽対象 15歳以上の市民、市内在勤・在
学の方で、10月までの会議（７回程度）と
９月12日（土）・13日（日）開催予定の生涯
学習フェスティバルに参加できる方
▽定員 20人（抽せん）
▽内容 生涯学習フェスティバルの運
営ほか
▽申込み ２月10日（火）まで（必着）
に、はがき、またはＦＡＸ（３６５・３５
９３）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号を記入して、文化スポーツ部生
涯学習スポーツ課「生涯学習フェス
ティバル実行委員募集」係（〒183－
0056寿町１の５）へ
▽問合せ 生涯学習スポーツ課学習推
進係（３３５・４３９４）

文化財防火デー消防訓練

　文化庁では、昭和24年１月26日に法
隆寺金堂が火災で焼失したことを契機
に、１月26日を文化財防火デーと定
め、全国各地で消防演習などの文化財
防火運動を実施しています。
　市内では、１月23日（金）午前10時
20分に郷土の森博物館で消防演習が
実施されます。
　問合せは、ふるさと文化財課郷土資
料担当（３３５・４３９３）へ。
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○各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、
午前８時半から受け付けます

▽掲載期間　４月１日（水）から平
成28年３月31日（木）／１か月単
位
▽掲載位置　図書館のホームペー
ジのトップページ
▽トップページのアクセス数　１
か月約50000アクセス
▽広告の規格　GIF形式で縦60
ピクセル×横150ピクセルで４キ
ロバイト以内／バナーは広告主が
作成

図書館ホームページの図書館ホームページの 広告主を募集広告主を募集
▽募集枠数　１か月当たり６枠（全
72枠／１事業者１か月１枠、複数月
の掲載可／選考）
▽広告料　１か月当たり１枠10000
円（税込み）
▽申込み　決められた用紙（中央図
書館に用意）で、中央図書館へ
※用紙は、図書館ホームページから
ダウンロードできます。
▽問合せ　中央図書館（３６２・８６
４７）

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

■税理士による無料申告相談会　２
月６日（金）午前９時半～正午、午後
１時～４時（受付は午前・午後とも終
了時間の30分前まで）　むさし府中
商工会議所／午前９時から整理券を
配布／譲渡所得・贈与・相続の相談、
提出の受付は不可／問合せは武蔵府
中税務署個人課税第１部門（362・
4711）へ
■東京農工大学科学博物館ミニ企画
展「ミシンを織（し）る」　２月14日
（土）まで　午前10時～午後５時（日・
月曜日、祝日を除く）　同館（小金井
市中町）／無料／内容はミシンの進
化の物語やアンティークミシンの美
しい細工の魅力／問合せは同館
（388・7163）へ
■東京農工大学科学博物館友の会
サークル作品展　２月７日（土）から
14日（土）午前10時～午後５時（９日
を除く、14日は午後３時まで）　同

館（小金井市中町）／無料／内容は
アイ染め、織物などの伝統的技法
を用いた作品の展示／問合せは同
館（388・7163）へ
■インターネット下水道モニ
ター　期間は４月１日（水）から１
年間／対象は平成７年４月１日以
前生まれの都民で、インターネッ
ト・電子メールを利用できる方（島
しょ在住の方、公務員、過去にモニ
ター経験のある方を除く）／定員
1000人程度／内容はアンケート
回答、施設見学会ほか／申込みは
２月27日（金）までに、都下水道局
ホームページ（http：//www.ge
sui.metro.tokyo.jp/）へ／問合せ
は同局広報サービス課（03・
5320・6693）へ
■国民年金保険料12月分の納期
限及び口座振替日　２月２日（月）
／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

東京駅伝大会

　中学生による区市町村対抗の駅伝競
走を開催します。
▽日時 ２月８日（日）①午前10時・②
午後１時
▽場所 味の素スタジアム、都立武蔵
野の森公園
▽内容 ①女子の部、②男子の部
▽主催 都教育委員会
▽問合せ 指導室指導係（３３５・４０
６２）

大規模開発事業の
土地利用構想の縦覧

▽期間 ２月12日（木）まで／土・日曜
日、祝日を除く
▽場所 市役所７階計画課
▽内容
○開発事業者　東京都
○所在地 武蔵台２の９の２外
○面積 179,780.22平方㍍
○土地利用目的　病院
※住みよいまちづくりの推進を図る見
地から意見のある方は、２月18日（水）
までに、意見書（住所、氏名、開発事業者
名、所在地、意見を記入、郵送の場合は

〒183－8703都市整備部計画課に
必着）を提出することができます。
▽問合せ 計画課土地利用担当（３
３５・４４１２）

国民健康保険出産育児
一時金の支給額の変更

　１月１日以降の出産について、国
民健康保険出産育児一時金の支給額
が40万４千円に変わりました。産科
医療保障制度加入医療機関で出産さ
れた場合の支給額は変更ありませ
ん。
　なお、これに伴い出産育児一時金
の貸付金額も32万３千円に変わり
ました。
　問合せは、保険年金課給付係（３３
５・４０４４）へ。

市制施行60周年記念「喜びの集い」
ＤＶＤ・記念ソングＣＤの貸出し・視聴
　市では、市制施行60周年記念「喜
びの集い」のＤＶＤと、そのなかで発
表した記念ソング「きいていたいな
府中の音」のＣＤを作成しました。
　このＤＶＤ・ＣＤは、中央図書館で
貸出し・視聴することができます。
　問合せは、広報課広報担当（３３
５・４０１９）へ。

図書館全館休館・図書館ホー
ムページ休止のお知らせ
　２月２日（月）は、ルミエール府中
の電気設備点検による図書館システ
ム停止のため、中央・各地区図書館を
休館します。また、図書館ホームペー

ジも休止するため、ホームページに
アクセスできません。
　問合せは、中央図書館（３６２・８
６４７）へ。

小・中学校新１年生に
就学通知書を発送

　４月に新しく小・中学生になる方
に、就学通知書を１月31日（土）まで
に送付します。返信用はがきに必要
事項を記入して、２月15日（日）まで
に返信してください。
　なお、国立・都立・私立の小・中学校
に入学する方は、２月13日（金）まで
に、入学先の入学許可証と印鑑を
持って、市役所８階学務保健課で手
続きをしてください。
　また、病気などで入学できない方、
通知書が届かない方は、学務保健課
へご連絡ください。
　問合せは、学務保健課学務係（３３
５・４４３６）へ。

公共施設予約システムの
休止のお知らせ

　１月28日（水）午後10時から29日
（木）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、情報システム課システ
ム管理担当（３３５・４０５７）へ。

文化センター
２月の休館日

○各文化セン
ター　11日（祝）

○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン
ター

　２日（月）
○白糸台・四谷・片町文化セン

ター　16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２月の休館日

○郷土の森総合体育館　２日（月）・
19日（木）・27日（金）
○押立・栄町・四谷体育館　３日
（火）・12日（木）・13日（金）・23日（月）
○白糸台・本宿体育館　５日（木）・
17日（火）・18日（水）・27日（金）
▽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）

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　２月２日（月）
※口座振替をご利用の方は、預金の残
高をご確認ください。
▽問合せ 納税課管理係（３３５・４４
４８）

ご利用ください
臨時納税窓口

▽日時 １月25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・４４
４８）、高齢者支援課介護保険係（３３
５・４０２１）、保育支援課認定給付係
（３３５・４１７２）、当日は市政情報セン

ター

（３３６・１８１８）

■交通安全対策審議会
　１月26日（月）午後２時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方は当日
直接会場へ／問合せは地域安全対策課
安全係（３３５・４１４７）へ
■文化センターあり方検討協議会
　１月27日（火）午後２時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
10人程度）は前日までに、市民活動支
援課へ／問合せは同課地域コミュニ
ティ係（３３５・４１３７）へ
■放課後子どもプラン検討協議会
　１月28日（水）午後６時半　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方は前日
までに、児童青少年課へ／問合せは同
課放課後児童係（３３５・４３００）へ
■保健計画推進等協議会
　１月29日（木）午前10時　保健セン

ター分
館／傍聴希望の方は当日直接会場へ／
問合せは保健セン

ター成人保健係（３６８・６
５１１）へ
■障害者等地域自立支援協議会
　１月29日（木）午後２時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方は前日
までに、障害者福祉課へ／問合せは同
課生活係（３３５・４５４５）へ
■子ども家庭支援センター運営協議会
　２月３日（火）午後２時　子ども家庭
支援セン

ター「たっち」／傍聴希望の方（先着
５人）は前日までに、同セン

ターへ／問合せも
同セン
ター（３５４・８７００）へ



5 I N F O R M A T I O N ～講座・催しなどの情報 平成27年（2015年）１月21日

○各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前９時から受け付けます

日　程 内容（展示コーナー）

２月１日（日）甲州街道府中宿を探訪する（宿場のにぎわい）

２月８日（日）段丘に残る自然と都市化（都市と緑と）

２月11日（祝）縄文時代早期のムラとその暮らし（ムラのはじまり）

２月15日（日）暮らしの移り変わり（変わりゆく府中）

２月22日（日）奈良時代の国府のマチを歩く（古代国府の誕生）
※時間は、いずれも午後１時～１時40分。

　０５０・３４９１・９８４９

■Windows経験者のためのWindows
８．１入門／Ｆ
　２月３日（火）・５日（木）午後１時半
～４時半（全２回）　パソコン学習室／
先着10人／費用2000円／講師は悠学
の会会員
■初めてのPower Point／Ｆ
　２月16日（月）から18日（水）・20日
（金）午前９時半～午後零時半（全４回）
　パソコン学習室／先着19人／費用
3300円／講師はシルバー人材セン

ター登録
講師
■なるほど楽しいExcel～データ活用
にチャレンジ編／Ｆ
　２月16日（月）から18日（水）・20日
（金）午後１時半～４時半（全４回）　パ
ソコン学習室／先着19人／費用3300
円／講師はシルバー人材セン

ター登録講師
■楽しむパソコン「旅行プラン作り」／
Ｆ
　２月23日（月）・25日（水）から27日
（金）午後１時半～４時半（全４回）　パ
ソコン学習室／先着19人／費用2000
円／内容はインターネットとWordを
活用してオリジナルの旅行プランを作
成／講師は悠学の会会員
◆　上記４記事の共通項目　◆

　対象は平成11年４月１日以前生ま
れの市民／申込みは当セン

ターへ
■映像による教養講座／Ｆ
　２月の毎週火曜日　午前10時～正
午　語学室／各日先着30人／無料／
内容は秋田からの地球観測ほか／当日
直接会場へ

◇　　　◇　　　◇
生涯学習センター２月の休館日

　２日（月）・11日（祝）／当セン
ター図書館は

18日（水）・19日（木）も休館

　３６８・７９２１
入場料　２００円（中学生以下１００円）

■学芸員による常設展示室ギャラリー
トーク
　日程・内容は下の表のとおり　本館
常設展示室／対象は高校生以上の方／
各先着20人／当日直接会場へ

■森のお話会～紙芝居
　１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「かまくら
のおしょうが
つ」「うまいもの
やま」ほか／語
りは十べえお話
の会／当日直接
会場へ

■棒屋製作実演
　２月１日（日）から３月15日（日）
午前10時～正午、午後１時～３時　
旧河内家住宅／内容はくわの柄や
臼、きね、拍子木、まな板などの木工
品をつくる府中唯一の職人の技を
披露
■竹とんぼ教室
　２月１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

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館２月の休館日

　２日（月）

　３３６・３３７１

■トークプログラム「美術館」
　１月31日（土）午後２時～４時　
創作室／無料／内容は日本近代美術
の制度的な目標・終着点であった美
術館の歴史の考察／講師は当館学芸
員／当日直接会場へ

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館２月の休館日

　２日・９日（月）・12日（木）・16日
（月）・23日（月）から28日（土）

　３３５・６２１１

芸術文化活動奨励援助
事業を募集　　　　　 

 　市内で、年間を通じて芸術文化活
動をしている団体に、定期事業や記
念事業などに伴う施設使用の一部
を援助します／期間は４月１日
（水）から平成28年３月31日（木）／
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、当館を利用する団体（営利目
的の団体を除く）／申込みは１月25
日（日）から31日（土）（28日を除く）
に、決められた用紙（当劇場に用意）
と必要書類を当劇場へ／申込み時
に優先順を決める抽せんあり／審
査あり
■槇原敬之コンサートツアー
　４月１日（水）午後６時半　ど
りーむホール／入場料7560円（全
席指定、２歳以下の膝上鑑賞は無
料）／１人４枚まで／チケット予約
開始は１月31日（土）／発売は翌日
から

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場２月の休館日

　２日（月）・３日（火）・９日（月）・24
日（火）

　３５１・４６００

■ミニ就職面接会
　①２月５日（木）午前10時～正午・
②10日（火）午前10時～正午、午後１
時～３時　スクエア21・女性セン

ター／対
象はこれから働きたいと思っている
女性／内容は①パートタイム・フル

タイム、②フルタイム／託児（午前中
のみ、１歳～就学前の幼児10人、飲
物とおやつ持参）希望の方は１月30
日（金）までに、電話でむさし府中商
工会議所へ／当日直接会場へ／問合
せは同会議所（362・6421）へ

◇　　　◇　　　◇
スクエア21・女性セン

ター２月の休館日
　11日（祝）・28日（土）

　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２月１日（日）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（月）以降は電話での予
約可

◇　　　◇　　　◇
子ども家庭支援セン

ター「たっち」２月の休館日
　９日（月）

　３３５・４４０１

■国際交流ボランティアってなぁに
～さまざまな在住外国人を知ろう
　２月４日（水）午前10時～正午　
府中駅北第２庁舎３階会議室／対象
は市民、市内在勤・在学の方／先着
30人／無料／講師は長谷部美佳氏
（東京外国語大学特任講師）／内容は
在住外国人の現状を考え、様々な文
化や言語の人々とともに暮らす心得
を学ぶ／申込みは１月21日（水）午
前９時半から電話で、または直接当
サロンへ

　３３０・２０１０

■測定会ダヨ！全員集合！！
　２月６日（金）午後２時半～４時／
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30人／無
料／内容は10メートル障害物歩行・
片足立ち測定ほか／申込みは１月
22日（木）から電話で当セン

ターへ
■介護予防講座「知っておこう!認知
症予防」
　２月９日（月）午前10時半～11時
半／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20人
／無料／内容は気軽にできる認知症
予防／申込みは１月22日（木）から
電話で当セン

ターへ
■いきいきハウス１泊体験「はじめ
よう！パソコン～ハガキ編」
　２月５日（木）・６日（金）／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６人／費用
3300円（食費含む）／内容はWord
を使ったはがき作成を通して脳の活
性化を図る／申込みは１月22日
（木）から電話で当セン

ターへ
■いきいきハウス１泊体験「スポー
ツ吹矢体験」
　２月13日（金）・14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／定員６人（抽せん）／費用
3300円（食費含む）／申込みは1月22
日（木）から24日（土）に電話で当セン

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
　２月５日（木）午前11時～午後２時
／対象は視覚障害者と家族ほか／先着
８人／費用400円（材料費）／内容は
アップルパイとチーズトースト／申込
みは当セン

ターへ
■当事者相談
　①２月５日（木）午後２時～４時半・
②７日（土）午後１時～４時半／対象は
①視覚・②肢体障害のある方と家族ほ
か／無料／申込みは当セン

ターへ
■装具・福祉機器・住宅改善相談会
　２月７日（土）午前９時～正午・19日
（木）午後１時～４時／無料／内容は理
学療法士・作業療法士による相談／申
込みは当セン

ターへ
■身体障害者手帳・愛の手帳のサービ
ス個別相談週間
　２月９日（月）・10日（火）・12日（木）・
13日（金）午後１時～３時半／対象は
身体・知的障害のある方と家族ほか／
無料／申込みは２月２日（月）までに当
セン
ターへ

・権利擁護セン
ターふちゅう ３６０・３９００

・社会福祉協議会 ３３４・３０４０
■介護者と介護者応援ボランティア
「学習会と交流会」
　２月23日（月）午後２時～４時半　
５階会議室／対象は市内の家族介護者
／定員80人／無料／内容は講演会「認
知症～家族が知っていると安心なこ
と」／講師は杉山孝博氏（川崎幸クリ
ニック院長）／申込み・問合せは権利擁
護セン
ターふちゅうへ
■有償ボランティア（協力会員）基礎研
修
　２月16日（月）午後１時～３時半　
６階会議室／対象は市民／内容は事業
説明、家事・介護サービスの基礎研修／
申込み・問合せは社会福祉協議会へ

市民保養所「やちほ」

　０１２０・２１０４４６

〒３８４－０７０４　　長野県南佐久郡
佐久穂町大字八郡２０４９の１５０

■指定管理者主催「やちほ高原スキー
バスツアー」
　３月６日（金）から８日（日）／２泊３
日／集合は午後６時50分に大國魂神
社大鳥居下／定員13組40人（抽せん）
／費用25000円、小学生以下18000円
（宿泊費・食費４食分・リフト代２日分
ほか、市外の方は2000円が別に必要）
／申込みは１月28日（水）までに、電話
で当保養所へ

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中２月の休館日

　２日（月）・３日（火）・16日（月）・17日
（火）／問合せは中央図書館（362・
8647）、市民会館（361・4111）へ

ふるさと府中歴史館２月の休館日
　毎週月曜日／問合せは当館（335・
4393）へ

府中グリーンプラザ２月の休館日
　３日（火）・４日（水）／問合せは当館
（360・3311）へ
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○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

２月の予防と相談

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

　分梅町１丁目で見つかった円墳の石室から大刀が発見されています。
　問合せは、ふるさと文化財課郷土資料担当（３３５・４３９３）へ。

古墳出土の大
た

刀
ち

　分梅町１丁目付近は高倉古墳群と
呼ぶ群集墳が見つかっています。こ
れまでに30基近く確認され、古墳は
どれも円墳になるものと考えられま
す。墳丘の大きさは直径が約11メー
トルから約26メートルまで確認され
ています。また、主体部が見つかって
いるものは、河原石積横穴式石室と
呼ばれるもので５基あります。
　この大刀は高倉10号墳の石室内部
で見つかりました。この古墳は墳丘
直径が11.6メートルと小さなもので

すが、副葬品は、大刀や大刀の金具
類、小刀、刀

とう

子
す

、鉄
てつ

鏃
ぞく

、玉類、耳環と
様々な物が見つかっています。大刀
は、刀身の長さが105.3センチメート
ルを測る市内でも最大級のもので
す。表面はさびていますが、芯にはま
だ地金が残っているため重くしっか
りしたものです。この古墳は、今から
約1400年前に造られたものと考え
られます。
　大刀のほかに石室から出土した鉄
鏃、鍔

つば

、玉、また市内から出土したほ
かの時代の出土品
を、２月15日（日）ま
でふるさと府中歴
史館で開催してい
る「府中の発掘お宝
展」で展示していま
す。この機会に、ぜ
ひ、ご覧ください。

特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

花と緑で人とまちを元気に
ひな草の会

　ひな草の会は、市民による花と緑の
まちづくりを目指して、花や野菜を育
てることが好きな方々が集まり、平成
26年４月に設立されました。
　会では主に、地域の施設や公園の花
壇などの手入れをする花壇ボランティ
アや、花や野菜の苗の育成を行ってい
ます。これらの活動は地域の環境保全
に貢献するとともに、参加者同士のコ
ミュニケーションづくりにもつなが
り、花の美しさや園芸の楽しさに気付
く良いきっかけにもなります。
　「皆で協力して、楽しく活動するこ
とを心掛けています。花を育てるだけ
でも楽しいですが、参加者同士で会話
をすることも園芸の楽しさの一つで
す。野菜や花の苗を手にすれば育て方
や花にまつわる思い出などの話で自
然と盛り上がります。活動後はどの参
加者も生き生きとしており、中には
『園芸活動をすると気持ちが温まる』
と話してくれた方もいらっしゃいま
した」と会員の釣部敏子さん。
　最近では、お年寄りや保育園の園児
と一緒に花壇にチューリップや菜の花
を植える活動を行いました。
　「園児の元気な姿やそれを見守るお
年寄りの笑顔が素敵で、花壇が緑で満
たされただけでなく、その場も心が和
む雰囲気に包まれました。園芸活動は

最近リハビリテーションとしても
注目されてきています。花の香り、
風にそよぐ葉の音、美しい緑の景観
といった植物の魅力に触れること
で五感が刺激され、心身が癒されま
す。また、園芸活動を行うことで自
然に体を動かすことができ、適度な
運動にもなります。活動を通して、
地域の緑を増やすだけでなく、園芸
の素晴らしさを多くの方々に知っ
てもらい、花や野菜に触れ元気に
なってもらえればと思っています。
皆さんも楽しみながらお住まいの
近くの施設や公園を花いっぱいに
してみませんか。花壇の作り方や無
理なく活動を進める作業の仕方な
ど、一緒に考えてお手伝いいたしま
す」と代表の萩原奈美さんは話しま
す。
▽ひな草の会（０９０・４０６０・６
５２５）

ふるさと府中歴史・文化遺産めぐり

▲ 石室内で見つかった大刀

▲ 

み
ん
な
で
花
壇
の
手
入
れ

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（３回コース）／Ｆ　申
込み…１月22日（木）から
　３月６日（金）・14日（土）・20日（金）午後１時半～
４時／対象は受講時妊娠16～36週の初産の妊婦／
定員24人／内容は妊娠中の健康管理、赤ちゃんと
の生活、先輩ママとの交流ほか／14日は配偶者の
参加可（お産の経過、ストレッチ、もく浴体験ほか）
■はじめてのパパママ学級（半日コース）／Ｆ　申
込み…１月22日（木）から
　３月14日（土）午前９時～11時半／対象は受講時
妊娠16～36週の初産の妊婦と配偶者／定員24組
／内容はお産の経過、ストレッチ、もく浴体験ほか
■母子保健相談
　①２月２日・９日・16日（月）・25日（水）午後１時
15分～２時・②４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（電話予約）
■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）
■離乳食教室ステップ１／Ｆ　申込み…１月26日
（月）から
　２月27日（金）午前10時半～11時半／対象は平
成26年８～10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…１月26日
（月）から
　２月18日（水）午後１時半～３時／対象は平成26
年６～８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…１月23日
（金）から
　２月13日（金）午後１時半～３時／対象は平成26
年３～６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…１月23日
（金）から
　２月６日（金）午後１時半～３時／対象は平成25
年８月～平成26年３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…１月23日（金）
から
　２月10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、歯科衛生士による講話、ガーゼ磨き

健康診査
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
　２月12日・19日・26日（木）／受付は午後１時15分
～２時／対象は平成26年10月生まれの乳児と母親
■１歳６か月児健康診査
　２月２日・９日・16日（月）・25日（水）／受付は午後１
時15分～２時／対象は平成25年７月生まれの幼児
■３歳児健康診査
　２月10日・17日・24日（火）／受付は午後１時15
分～２時／対象は平成24年１月生まれの幼児
■妊婦歯科健康診査
　２月12日、３月12日（木）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／母子健康手帳、受診
票持参／市内協力歯科医院でも受診可
■はじめての歯科健診（１歳児）　申込み…１月22
日（木）から
　２月13日（金）午前10時・11時、午後１時15分・２

時15分／対象は平成26年１・２月生まれの幼児／
内容は歯科健康診査、歯磨き指導／申込み・問合せ
は予防歯科指導担当（368・5322）へ
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診
　①２月５日・②26日（木）午前９時半～11時15分、
午後１時15分～３時・③18日（水）午後１時15分～
３時／対象は①平成25年１月生まれの幼児、②平
成24年７月生まれの幼児、③平成22・23年１月生
まれの幼児／内容は歯科健康診査、歯磨き指導／申
込み・問合せ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

■歯と口の健康相談　申込み…１月21日（水）から
　２月19日（木）午後１時半～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と口に関する
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…１月21日（水）から
　２月16日（月）午前９時～10時10分／対象は64
歳以下の市民／定員10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／体
に人工物が入っている方・妊婦は測定不可

▽日時　３月11日（水）午後２時45分～４時半
▽会場　保健セン

ター

▽対象　64歳以下の市民
▽定員　25人（抽せん）
▽費用　無料
▽内容　猫背解消ストレッチ、正しい姿勢の話
ほか
▽講師　渋川光一氏（渋川整骨院院長）
※バスタオル、動きやすい服装、飲み物を持参し
てください。
▽申込み　２月10日（火）まで（当日消印有効）
に、電子メール（iryoc02@city.fuchu.tokyo.
jp）、または往復はがきに、住所、氏名（ふりが
な）、生年月日、性別、電話番号、返信用宛名を記
入して保健セン

ター「リフレッシュセミナー３月11
日」係（〒183－0055府中町２の25）へ
▽問合せ　保健セン

ター成人保健係（３６８・６５１１）

リフレッシュセミナー「キャットレッチ「キャットレッチ
で正しい姿勢を身につける」で正しい姿勢を身につける」
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