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　府中市は、東京2020オリンピック自
転車競技ロードレースの開催地・７人
制ラグビー  （日本）の事前キャンプ地
です。また、  （オーストリア）と  （オー
ストラリア）のホストタウンです。

東京2020オリンピック

 開催まで 185日
東京2020パラリンピック

 開催まで 217日開

東

 

ⒸTokyo2020 ※ホストタウンは、国の事業です。

◆期日前投票所◆
期日前投票所 投票期間 投票時間

市役所１階市民談話室
１月25日（土）まで

午前８時半～午後８時
市政情報セン

ター（ル・シーニュ 
５階）

午前10時～午後８時／
25日は午後５時まで

東・西部出張所（白糸台・
西府文化セン

ター内）
１月22日（水）から24日
（金） 午前８時半～午後５時

府中市マスコットキャラクター ふちゅこま

わが一票　この声とどけ　市長選

広報ふちゅうに掲載している記事（ひろ
ば、官公庁を除く）は、市、または各施設の
ホームページにも掲載しています。

　任期満了に伴う府中市長選挙は、１月19日に告示され、１月26日（日）が投票日です。　任期満了に伴う府中市長選挙は、１月19日に告示され、１月26日（日）が投票日です。
　私たち市民の声を市政に反映させる大切な選挙です。必ず投票しましょう。　私たち市民の声を市政に反映させる大切な選挙です。必ず投票しましょう。
　問合せは、選挙管理委員会事務局選挙係（３３５・４４８６）へ。　問合せは、選挙管理委員会事務局選挙係（３３５・４４８６）へ。

投票できる方投票できる方
　平成14年１月27日以前に生まれ、令和元年10
月18日以前に府中市に住民登録の届出をし、引き
続き３か月以上市内に居住している日本国籍のあ
る方で、府中市の選挙人名簿に登録されている方
です。
　ただし、投票日前に市外へ転出した方は、投票で
きません。

市内で転居した方市内で転居した方
　府中市の選挙人名簿に登録されている方で、12
月16日以降に市内で転居した方は、転居前の住所
地の投票所で投票します。

投票所入場整理券を郵送投票所入場整理券を郵送
　投票所入場整理券は、同一世帯の方の全員分を
１つの封筒に入れて郵送しました。
　投票の際は、自分の投票所入場整理券をお持ち
ください。

選挙公報は全戸に配布選挙公報は全戸に配布
　選挙公報は、１月22日（水）から24日（金）頃に、
新聞販売店を通して全ての世帯に配布します。選
挙公報が届かない場合は、朝日新聞朝日町（紅葉丘
１の34／３６３・６４０３）、日経新聞府中西部
（美好町２の５／３６１・３２２４）、毎日新聞府中

投票日に投票できない方は、期日前投票・不在者投票を
■期日前投票
　投票日に仕事や旅行などの理
由で投票できない方は、右の表
のとおり期日前投票ができます。
　投票の際は、投票所入場整理
券裏面の「宣誓書」を記入のう
え、お持ちください。
■不在者投票
　不在者投票所として指定され
た病院・老人ホームなどの施設
に入院・入所している方は、その
施設で投票ができますので、施
設の職員に申し出てください。

　また、出張などのため市内で
投票できない方は、市へ投票用
紙を直接、または郵送で請求し、
滞在地の選挙管理委員会で投票
ができます。
※郵送に日数を要するため、請

求は早めにしてください。
※投票用紙の請求書類は、投票
所入場整理券裏面の「宣誓書・請
求書」を使用するか、市のホーム
ページからダウンロードできま
す。

（府中町３の11／３６１・２９５２）のうち、最寄
りの新聞販売店へご連絡ください。
　なお、各文化センター、保育所などの市の施設、
各新聞販売店にも用意します。

浅間中学校体育館で即日開票浅間中学校体育館で即日開票
　開票は、浅間中学校体育館で、当日午後９時から
行います。
　府中市の選挙人名簿に登録されている方は、開
票をご覧いただけます。申込みは、午後８時半から
先着順（10人程度）で受け付けます（受付開始時点

で定員を上回る場合は抽せん）。なお、車での来場
はご遠慮ください。
　また、開票結果は、市役所西玄関に掲示するほ
か、市のホームページでもお知らせします。

府中駅周辺で投票の呼び掛け府中駅周辺で投票の呼び掛け
　日頃から、明るくきれいな選挙が行われることを
目指して活動している、府中市明るい選挙推進協
議会・推進委員会が、１月23日（木）午前11時、午後
４時から府中駅周辺で、投票への参加を呼び掛け
ます。

府中市長選挙
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第 2～ 5区中継地点
フィニッシュ地点

第 1区スタート地点
（フォーリス前）

折り返し地点

刑務所側歩道通行規制
※歩行者は府中高校側の歩道をご利用ください。
※歩道橋は利用できません。

大國魂神社前から
国際通り入口は
午前９時10分から
10時10分に規制

交通規制（車両通行止め）区域
午前９時40分～10時10分頃
午前９時40分～午後零時20分頃
午前９時40分～午後零時20分頃
（規制通路）
車両進行方向

　２月11日（祝）は、府中駅伝競走大会開催に伴い、けやき並木通り・桜通
り・富士見通り・美術館通り・晴見町商店街などをコースとして使用する
ため、午前９時10分から午後零時20分の間、一部の道路で車両交通規制
を行います。また、午前９時40分から午後零時20分に、次のバス停留所を
休止、または移動します。
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　問合せは、スポーツ振興課スポーツ推進係（３３５・４４７７）へ。
■臨時休止する停留所
○京王バス…寿町１丁目、府中町１丁目、ルミエール府中
■移動する停留所
○京王バス…市民球場前

◆交通規制図◆

府中駅伝競走大会開催に伴う府中駅伝競走大会開催に伴う
交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ

講座・催し講座・催し
観光ガイドツアー「東芝府中事業所の
最先端技術・水素社会への取組を見る」

▽日時 ２月21日（金）午前９時～正
午／荒天中止
▽集合場所　北府中駅
▽定員 30人（抽せん）
▽費用 200円（保険料、資料代）
▽内容 東芝府中事業所内の生産ライ
ン・研究セン

ター・ラグビー場などを見学
▽申込み １月31日（金）まで（必着）
に、往復はがき（１人１枚）に住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、携帯電話番号
（または電話番号）、返信用宛名を記入
して、〒183－8703生活環境部経済観
光課「東芝府中事業所ツアー」係へ／電
子メール可
▽問合せ 経済観光課観光係（３３５・
４０９５）

アウトドア・フェスタ

▽日時 ３月１日（日）午前９時～午後
３時
▽場所 青少年キャンプ訓練場（四谷
６の54）

▽対象 小・中学生の市民と家族
▽定員 100人（抽せん）
▽費用 未就学児500円、小・中学生
800円、大人1000円（保険料、食材費
ほか）
▽内容 たき火料理とレクリエー
ション
▽申込み ２月７日（金）まで（必着）
に、はがきに代表者の住所・電話番
号、参加希望者全員の氏名（ふりが
な）・年齢・学年を記入して、〒183－
8703子ども家庭部児童青少年課「ア
ウトドア・フェスタ」係へ／電子メー
ル可
▽問合せ 児童青少年課青少年係
（３３５・４４２７）

動物の愛護と管理・飼い
主のいない猫対策講座

▽日時 ２月４日（火）午前10時～
正午
▽会場 府中駅北第２庁舎３階会議
室
▽定員 先着40人
▽費用 無料
▽内容 動物の愛護と管理に関する
講演会、飼い主のいない猫対策ＤＶ
Ｄの上映
▽講師 都動物愛護相談セン

ター職員
▽申込み 環境政策課へ／電子メー

ル可
▽問合せ 環境政策課管理係（３３
５・４１９５）

市民提案型協働事業
「認知症の人の心を感じて」
▽日時 ２月15日（土）午後１時半
～４時半
▽会場 市民活動セン

ター「プラッツ」
▽対象 市民
▽定員 先着30人
▽費用 500円
▽内容 認知症の方との関わり方の
講話、認知症模擬演技者を相手に介
護の体験、グループワークほか
▽講師 ACT SPSD研究会職員
▽申込み ACT府中たすけあいワー
カーズぽ♡ぽ（３６３・１８１６）へ
／電子メール可
▽問合せ 高齢者支援課地域包括ケ
ア推進係（３３５・４５３７）

いつまでも府中で暮らしたいシ
リーズ「患者に寄り添う緩和ケア」

▽日時 ２月22日（土）午後２時半
～４時
▽会場 市民活動セン

ター「プラッツ」
▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽定員 先着70人
▽費用 無料
▽内容 緩和ケアの考え方と現状
▽講師 芝　祐信氏（荏原病院副院
長）
▽申込み・問合せ　高齢者支援課在
宅療養推進担当（３３５・４１０６）
へ

地域包括支援センターしみずがおか家族介護者教室
「今すぐ始める生前整理～自分のため、家族のため」
▽日時 ３月７日（土）午前10時～
正午
▽会場 しみずがおか高齢者在宅
サービスセン

ター

▽定員 先着40人
▽費用 無料
▽内容 生前整理の基本的な考えや
具体的な方法の講義
▽講師 石見良教氏（アールキュー
ブ社員）
▽申込み １月27日（月）から地域
包括支援セン

ターしみずがおか（３６３・１
６６１）へ
▽問合せ 高齢者支援課地域包括ケ
ア推進係（３３５・４５３７）

発達障害児の
保護者交流会

▽日時 ２月６日（木）午前10時～
11時半
▽場所 地域活動支援セン

ターふらっと
▽対象 発達障害のある小学～高校
生の保護者
▽定員 先着８人
▽費用 無料
▽内容 生活上の不安や困りごとの
話し合いと情報交換
▽申込み 地域活動支援セン

ターふらっと
（３７０・１７８１）へ
▽問合せ 障害者福祉課生活係（３
３５・４５４５）

歯と口の健康相談

▽日時 ２月13日（木）午後１時半
～３時
▽会場 保健セン

ター

▽対象 市民
▽定員 先着10人
▽費用 無料
▽内容 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
▽申込み １月22日（水）から保健セン

ターへ
▽問合せ 保健セン

ター成人保健係（３６８・６
５１１）

２月の子育てひろば
すきっぷ

○西府文化セン
タ―　３日（月）（０歳児）・17日

（月）（１～３歳児）
〇西府保育所　４日（火）
〇四谷保育所　５日（水）
〇本町保育所　６日（木）
〇北保育所　７日（金）
○朝日・住吉保育所　10日（月）
○美好保育所　12日（水）
○八幡保育所　13日（木）
○武蔵台文化セン

ター　18日（火）
〇紅葉丘文化セン

ター　19日（水）
〇三本木保育所　21日（金）
○中央保育所　25日（火）　
○北山・西保育所　26日（水）
〇小柳・東保育所　27日（木）
▽時間 午前９時半～11時
▽対象 ０～３歳の子どもと保護者
▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」さ
んぼんぎ（３６５・６２１２）

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／園庭開
放は午前９時半～11時
▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」さ
んぼんぎ（３６５・６２１２）

おしらせおしらせ
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（金）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14日（金）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14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
（３３５・４４３
６）へ。

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 17日（月） ３日（月） 10日（月）

男女共同参画セン
ター

フ チ ュ ー ル 18日（火） 25日（火） －

是 政 文 化 セン
ター
５日・19日
（水） 12日（水） 26日（水）

四 谷 文 化 セン
ター
６日・27日
（木） 13日（木） 20日（木）

第九・白糸台学童クラブ ７日・14日（金）
ポップコーン・パパ ０～３歳
東・住吉・北山・小柳
本町・三本木保育所 16日（日）

園 庭 開 放 ０～３歳

本 町 保 育 所 毎週月・水曜日
（24日を除く）

北山・西府・美好保育所 毎週月・木曜日
（24日を除く）

東・西・住吉・朝日
小柳・四谷・八幡保育所

毎週火・金曜日
（11日を除く）

北・中央・三本木保育所 毎週水・木曜日



○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
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府中市公式ツイッターのアカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」

　令和２年度の広報紙「広報ふちゅう」・市のホームページ・テレビ広報「ま
るごと府中」・図書館ホームページに、広告掲載を希望する事業者などを次
のとおり募集します。

■広報紙「広報ふちゅう」の広告
▽掲載号 ４月１日号から９月21日
号（月３回発行／７月１日号を除く）
▽発行部数　１号当たり約72000部
▽広告の規格　縦4.7センチメー

トル×横
７センチメー

トル／カラー／広告は広告主
が作成
▽募集枠数　１号当たり原則６枠
（全102枠／選考）
▽広告料　１号１枠当たり30000

円（税込み）
▽申込み　１月
31日（金）まで
に、広告代理店
の共同印刷所
（寿町３の13＝

広報紙「広報ふちゅう」・テレビ広報「まるごと府中」・
市のホームページ・図書館ホームページの広告主を募集

３６８・２００１）へ／予定数に達し
ない場合は、２月10日（月）から先着
順で受付
■テレビ広報「まるごと府中」の広告
▽掲載期間　４月１日（水）から令和
３年３月31日（水）
▽放送回数　１号当たり１日３回
10日間（31日までの月は11日間）
▽広告の規格　１枠当たり15秒の
動画、または静止画／広告は広告主
が作成
▽募集枠数　１号当たり４枠（選考）
▽広告料 １号当たり１枠50000
円（税込み）／３か月以上継続して広
告を掲出する場合は１か月につき
100000円（税込み）

▽申込み ２月10日（月）までに、決
められた用紙（市役所２階広報課に
用意、ダウンロード可）と原稿案を
持って、広報課へ
■市ホームページのバナー広告
▽掲載期間　４月１日（水）から令和
３年３月31日（水）／１か月単位
▽掲載位置　①市ホームページの
トップページ、②市ホームページの
第２階層（くらし・手続き、健康・福
祉、子育て・教育、防犯・防災、文化・ス
ポーツ・生涯学習、施設案内、行政情
報）のいずれかのページ右側
▽トップページへのアクセス数　１
か月約117000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８キロバ
イト以内／バナーは広告主が作成
▽広告料 １か月当たり１枠①30000
円・②10000円（税込み）

▽申込み ２月７日（金）までに、決
められた用紙（市役所２階広報課に
用意、ダウンロード可）で、広報課へ
◆　上記３記事の共通項目　◆
▽問合せ 広報課広報担当（３３５・
４０１９）　
■図書館ホームページのバナー広告
▽掲載期間　４月１日（水）から令和
３年３月31日（水）／１か月単位
▽掲載位置　図書館ホームページの
トップページ
▽トップページへのアクセス数　１
か月約89000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
▽募集枠数　１か月当たり６枠（全
72枠／１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、ダウンロード可）で、中
央図書館へ
▽問合せ 中央図書館（３６２・８６
４７）

募集募集
保健センター
歯科衛生士（臨時職員）

▽対象 歯科衛生士の免許をもつ方
▽募集人数　若干名（選考）
▽勤務 月～金曜日の午前８時半～午
後５時で週２日程度
▽申込み １月31日（金）まで（必着）に、
履歴書と免許証の写しを保健セン

ター母子保
健係（〒183－0055府中町２の25）へ
▽問合せ 保健セン

ター母子保健係（３６８・
５３３３）

会計年度任用職員

■生活保護ケースワーカー・ケース
ワーカー補助員
▽募集人数　６人（試験）
▽問合せ 生活援護課生活保護担当
（３３５・４１０５）
■債権管理相談員
▽対象 生活保護事務、社会福祉相談
業務、債権管理・回収業務のいずれかの
従事経験が１年以上ある方
▽募集人数　若干名（試験）
▽問合せ 生活援護課管理担当（３３
５・４１４６）
■精神保健福祉相談員
▽対象 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
▽募集人数　若干名（試験）
▽問合せ 生活援護課自立支援担当
（３３５・４０３９）
◆　上記３記事の共通項目　◆

▽採用日 ４月１日（水）
▽募集要項　２月７日（金）まで、市役
所６階生活援護課で配布（土・日曜日を
除く、ダウンロード可）
▽申込み ２月７日（金）まで（必着）に、
履歴書、職務経歴書、資格証の写しを
〒183－8703福祉保健部生活援護課へ
■保育士
▽採用日 ４月１日（水）

▽対象 保育士の資格をもつ方、ま
たは３月31日（火）までに取得見込
みの方
▽募集人数　若干名（試験）
▽募集要項　２月７日（金）まで、市
役所５階保育支援課、各市立保育所
で配布（土・日曜日を除く、ダウン
ロード可）
▽申込み ２月７日（金）までに、履
歴書、小論文、資格証の写しを持っ
て、市役所５階保育支援課へ
▽問合せ 保育支援課管理係（３３
５・４２３３）
■男女共同参画センター「フチュー
ル」女性問題相談相談員
▽採用日 ４月１日（水）
▽対象 女性問題などの相談経験が
５年以上ある方
▽募集人数　２人（試験）
▽内容 女性問題相談
▽試験日 ２月17日（月）
▽募集要項　２月７日（金）まで、府
中駅北第２庁舎３階地域コミュニ
ティ課、男女共同参画セン

ター「フチュー
ル」で配布／ダウンロード可
▽申込み ２月７日（金）まで（必着）
に、履歴書、小論文「相談業務におい
て大切にしていること」（800字程
度）を男女共同参画セン

ター「フチュール」
（〒183－0034住吉町１の84）へ
▽問合せ 男女共同参画セン

ター「フチュー
ル」（３５１・４６００）

カフェ運営事業者

　府中市美術館のカフェ運営事業者
を、プロポーザル方式により募集し
ます。
▽対象 本業務と同種、または類似
する業務の実績があり、要項で定め
る応募資格を有する事業者
▽募集要項　１月31日（金）まで、府
中市美術館で配布／ダウンロード可
▽申込み ２月15日（土）から21日
（金）の午前９時～午後４時に、必要
書類を持って、府中市美術館へ
※２月３日（月）に府中市美術館で行

う説明会に出席してください（事前
申込みが必要、詳細は募集要項をご
確認ください）。
▽問合せ 府中市美術館（３３６・３
３７１）

スポーツ・レクリエー
ション活動の協力者

　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、スポーツ振興課スポー
ツ推進係（３３５・４４９９）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、または
市内で活動している営利・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で、認定証をも
つ方
○２月19日（水）午後７時～８時半
に府中駅北第２庁舎で行う登録講習
会に参加できる方

◆　共 通 項 目　◆

▽申込み ２月７日（金）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、生年
月日を記入して、スポーツ振興課「コミ
スポ」係（〒183－0056寿町１の５）へ
／電子メール可

市民農園の利用者

▽農園名・所在地・利用期間・面積・利用
料（年額）・区画数　下の表のとおり
※区画数は、状況により変更する場合
があります。
※区画によっては、日陰などにより使
いづらい場合があります。
※利用料は各年度の４月に納入してく
ださい。
▽対象 市民で、自分の区画及び共用
スペースを週に１回以上除草するな
ど、責任を持って維持管理できる方
▽申込み １月31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区画のみ）、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、返信用宛名を
記入して、〒183－8703生活環境部経
済観光課「市民農園」係へ／申込み多数
の場合は、２月13日（木）午後６時か
ら、市役所北庁舎３階会議室で公開抽
せん
※現在、下の表以外の市民農園を利用
している世帯は申込みできません。
※１世帯での重複申込みや名義を借り
ての申込みは、その世帯全ての申込み
を無効とします。
▽問合せ 経済観光課農政係（３３５・
４１２４）

◆市民農園◆

農園名 所在地 利用期間

面積・利用料（年額）・区画数
Ａ区画
（6㎡）
3,300円

Ｂ区画
（6㎡）
3,300円

Ｃ区画
（12㎡）
6,600円

Ｄ区画
（18㎡）
9,900円

紅葉丘 紅葉丘１の４

４月１日（水）から令和
４年１月31日（月）

10 16 11 ０
小柳町第２ 小柳町６の20 16 ８ 28 ２
小柳町第３ 小柳町１の８ ９ ５ 34 ２
若松町第３ 若松町３の34 27 ８ 34 ８
府中町第１ 府中町３の７ 20 10 ４ ０
府中町第３ 府中町３の３ ９ 14 34 ０
矢崎町第１ 矢崎町４の12 12 ５ 42 ４
南町第３ 南町６の３ 26 ７ 56 19
西府町第３ 西府町１の51 11 16 18 ９

住吉町 住吉町３の６ ４月１日（水）から令和
５年１月31日（火） 14 11 26 ８

※Ａ区画は昭和30年４月１日以前生まれの方のみ申込み可能です。
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▲ 「
子
ど
も
緊
急
避
難
の
家
」の
ポ
ス
タ
ー

おしらせおしらせ

v 子どもたちを地域で守ろう「子ども緊急避難の家」
　「子ども緊急避難の家」は、子どもが
不審者に声を掛けられるなど身の危険
を感じたときに、逃げ込んで安全を確
保できる場所です。
　現在、各小・中学校ＰＴＡを中心に、
青少年対策地区委員会や学校などが連
携して、家庭や商店、事業所、公共施設
などに「子ども緊急避難の家」への登録
をお願いし、建物の玄関など目立つ場
所にポスターを掲示しています。
　子どもたちが犯罪被害に遭わないよ
うに、地域ぐるみで子どもたちの安全
を守りましょう。
　ポスターが破損・劣化した場合は、新
しいものと交換しますので各学校のＰ
ＴＡ、または児童青少年課へご連絡く
ださい。
　問合せは、児童青少年課青少年係（３
３５・４４２７）へ。

就学相談説明会

▽日時 ２月17日（月）午前10時～11
時
▽場所 教育セン

ター

▽対象 令和３年度に小学校入学予定
で、心身の障害や発達などに心配な点
がある子どもの保護者
▽定員 先着50人
▽内容 就学相談の流れ、特別支援学
級・特別支援教室・通級指導学級・特別
支援学校の説明ほか
▽申込み 当日直接会場へ
▽問合せ 教育セン

ター（３６４・６６２０）

後期高齢者医療費等
通知を発送

　健康や医療に関する認識を深めてい
ただくことを目的として、平成30年９
月から令和元年８月に医療費の総額が
５万円を超える月がある方に、医療費
の額などをお知らせする通知を、東京
都後期高齢者医療広域連合から１月下
旬に発送しますので、内容をご確認く
ださい。

　問合せは、保険年金課後期高齢者
医療係（３３５・４０３３）へ。

プレミアム付商品券の
購入はお早めに

　平成31年度市民税非課税の方及
び乳幼児のいる子育て世帯を対象に
販売しているプレミアム付商品券の
販売期間は１月31日（金）までです
ので、お早めに購入してください。な
お、プレミアム付商品券は市内全て
の郵便局で平日に販売しています。
　問合せは、プレミアム付商品券コー
ルセンター（３３５・４２７２）へ。

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損したこ
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28日（火）午前10時
に上染屋不動尊（白糸台１の11）で
消防訓練が実施されます。
　問合せは、ふるさと文化財課郷土
資料担当（３３５・４３９３）へ。

高齢者用肺炎球菌
ワクチン予防接種

　令和元年度の対象の方の予防接種
費用の助成は、３月31日（火）で終了
します。
　接種費用の助成は生涯で１度限り
となりますので、対象の方は接種券
を持参のうえ、協力医療機関で接種
しましょう。
　問合せは、保健センター成人保健
係（３６８・６５１１）へ。

地区図書館臨時休館

　次の地区図書館は蔵書点検のた
め、臨時休館します。
○新町・西府図書館　２月18日（火）・
19日（水）
▽問合せ 新町図書館（３６０・６３
３６）、西府図書館（３６０・８９９
８）

図書館全館休館・図書館
ホームページを休止

　２月３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
ジも休止します。
　問合せは、中央図書館（３６２・８
６４７）へ。

納期限のお知らせ

▽種別 市（都）民税第４期分、国民
健康保険税第７期分、介護保険料第

７期分、後期高齢者医療保険料第７
期分
▽納期限及び口座振替日　１月31
日（金）
※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 納税課納税推進係（３３
５・４４４９）、介護保険課資格保険
料係（３３５・４０２１）、保険年金課
後期高齢者医療係（３３５・４０３
３）

体育館２月の休館日

○押立・栄町・四谷体育館　５日（水）・
13日（木）・14日（金）・18日（火）
○白糸台・本宿体育館　６日（木）・
10日（月）・25日（火）・26日（水）
○郷土の森総合体育館　電気設備改
修のため全日休館
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３
６３・８１１１）、各地域体育館はス
ポーツ振興課施設係（３３５・４４８
８）

文化センター
２月の休館日

○各文化セン
ター　11日・23日（祝）

○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン
ター

　３日（月）
○白糸台・押立・四谷・片町文化セン

ター　
17日（月）
▽問合せ 地域コミュニティ課コ
ミュニティ推進係（３３５・４１３
７）

スポーツスポーツ
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク気運醸成「親子で楽しめる卓球教室」

▽日時 ２月８日（土）午前９時半～
午後３時
▽場所 生涯学習セン

ター

▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽費用 無料
▽内容 トークショー、初心者・経験
者向け指導
▽講師 平野早矢香氏（ロンドンオ
リンピック卓球女子団体銀メダリス

ト）
▽申込み 当日直接会場へ
※運動ができる服装、体育館履きを持
参してください。
※混雑時は入場制限を行う場合があり
ます。
▽問合せ スポーツ振興課スポーツ推
進係（３３５・４４７７）

審議会・協議会審議会・協議会などなど
■国民健康保険運営協議会
　１月29日（水）午後１時半　市役所
西庁舎３階委員会室／傍聴希望の方は
前日までに、保険年金課へ／問合せは
同課給付係（３３５・４０４４）へ
■障害者計画推進協議会
　１月29日（水）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
■男女共同参画推進協議会
　１月30日（木）午前10時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
５人）は前日までに、男女共同参画セン

ター

「フチュール」へ／問合せは同セン
ター（３５

１・４６００）へ
■福祉のまちづくり推進審議会
　１月30日（木）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）は前日までに、地域福祉推進課へ
／問合せは同課社会福祉係（３３５・４
１６１）へ
■障害者等地域自立支援協議会
　１月31日（金）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
■青少年問題協議会
　２月３日（月）午後２時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方は１月
31日（金）までに、児童青少年課へ／問
合せは同課青少年係（３３５・４４２
７）へ
■情報公開・個人情報保護審議会
　２月４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５
人）は前日までに、広報課へ／問合せは
同課広聴担当（３６６・１７１１）へ

広報ふちゅうの希望配布

▽対象 市民
▽申込み 電話で、またはＦＡＸ
（３６１・８２８８）に住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を記入して
広報課へ／電子メール可
※新聞折込みや既に申込みをさ
れ、広報紙を受け取られている方

は、申込みの必要はありません。

配布までのスケジュール
15日まで申込み　翌月１日号から
お届け
月末まで申込み　翌月21日号から
お届け

　「広報ふちゅう」をより多くの方にご覧いただくため、新聞折込みのほ
か、希望する方に戸別で配布しています。ぜひ、ご利用ください。
　また、市の施設や市内の鉄道各駅のほか、市内のコンビニエンスストア
（ファミリーマート・セブン-イレブン）各店でも配布しています。
　問合せは、広報課広報担当（３３５・４０１９）へ。
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人費200円内トレーニングキットを
使用した胸骨圧迫による心肺蘇生
法、ＡＥＤ使用方法の学習講三井貴
子氏（３ＰＵＳＨ代表）申 問当セン

ター

（319・9703）へ
■空き家セミナー「家族で考えよ
う！実家の相続と空き家問題」　日
①２月１日（土）午後１時～２時55
分・②３時～４時半場市役所北庁舎
３階会議室定先着①60人・②15組費
無料内①空き家の有効活用や相続対
策などの紹介、②専門家による個別
相談会講上田真一氏（空家・空地管理
セン
ター代表理事）ほか申問同セン

ター（0120・
336・366）へ、午前９時～午後５時
に

■市長杯争奪卓球大会　日２月16
日（日）午前９時場押立体育館対市
民、市内在勤・在学の方費１組1000
円（保険料ほか）内男子・女子ペア
マッチ申２月３日（月）までに、決め
られた用紙（府中駅北第２庁舎４階
スポーツ振興課に用意）を持って、
スポーツ振興課へ問府中市卓球連
盟・市川宛（361・8417）へ
■にせ税理士・にせ税理士法人にご
注意を　内無資格者が税務相談、税
務書類の作成、税務代理を行うこと
は、法律で禁じられています／税金
の相談などは、税理士証票を携帯し、
税理士バッジを着用している税理士
に依頼しましょう問東京税理士会
（03・3356・4461）へ
■市の花うめ展　日１月31日（金）、
２月１日（土）午前10時～午後５時・

■脳トレゲームと生演奏でリフ
レッシュ！　日２月２日（日）午後２
時～４時場ルミエール府中定先着
50人費無料講加藤良江氏（認知症予
防ネット認定講師）申当日直接会場
へ問ＡＣＴ府中たすけあいワーカー
ズぽ♡ぽ事務所（363・1816）へ
■協働事業「プラッツと。」対象事業
「胸骨圧迫とＡＥＤ～あなたにしか
救えない命がある」　日２月２日
（日）午後２時～３時半場市民活動セン

ター

「プラッツ」対小学生以上の方（小学
３年生以下は保護者同伴）定先着20

○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

２日（日）午前10時～午後３時場市
民活動セン

ター「プラッツ」費無料内梅にち
なんだ盆栽と春の展覧会問府中盆栽
同好会・松実宛（323・2105）へ
■ヨガ・ピラティス無料体験会　日
１月24日、２月14日・28日、３月13
日（金）午前10時～11時場片町文化
セン
ター対女性定各回先着５人内バラン
ス・柔軟性を高め、体のゆがみの矯正
と体幹の強化講吉川宜余子氏（ピラ
ティスインターナショナルインスト
ラクター）申問片町リフレッシュ・杉
本宛（363・8843）へ
■東京都アンサンブルコンテスト　
日２月２日（日）午前９時半場府中の
森芸術劇場費３歳～中学生600円・
高校生以上1000円（全席自由）問東
京都吹奏楽連盟（090・2537・2795）
へ

▲季節の掛け軸を作ろう

　０５０・３４９１・９８４９

■今、中世が面白い！～中世美術／Ｆ
　日２月15日・22日・29日、３月７日・
14日（土）午後２時～４時（全５回）場
講堂対平成16年４月１日以前生まれ
の方定先着290人費2600円内個性的
な様式と特質を持つ中世美術を紹介講
斎藤陽一氏（美術ジャーナリスト）申当
セン
ターへ
■大西泰斗の「訳せるだけの英語力か
ら話す英語力へ」／Ｆ
　日２月16日（日）午後２時～３時半場
講堂対平成19年４月１日以前生まれの
方定先着290人費1000円内英語を話す
ために必要な英語力のヒント講大西泰
斗氏（東洋学園大学教授）申当セン

ターへ
■府中の森芸術劇場連携講座～「文楽」
を楽しく学ぶ／Ｆ
　日２月23日（祝）午後２時～４時場
講堂対平成16年４月１日以前生まれ
の市民、市内在勤・在学の方定先着290
人費720円内語りと人形で表す文楽の
歴史や演目のあらすじ・見所を学ぶ講
東　晴美氏（日本女子大学学術研究員）
申当セン

ターへ

◇　　　◇　　　◇
生涯学習センター２月の休館日

　３日（月）・19日（水）／当セン
ター図書館は

20日（木）も休館

　３６８・７９２１
入場料　３００円（中学生以下１５０円）

■星空観望会「メシエさん気分で、星
雲・星団めぐり！」
　日１月25日（土）午後６時半～８
時／雨天・曇天中止（当日午後３時に
決定）場博物館正門前集合費大人
200円、中学生以下100円内すばる
やオリオン星雲を中心に冬の星々を
観察
■森のお話会～紙芝居
　日１月25日（土）午後２時45分場
旧郵便取扱所脇対５歳以上の方内
「あかいてぶくろ」「ちいさなきかん
しゃ」ほか他語りは十べえお話の会
■自然観察会「園内・冬鳥捜査網」
　日１月26日（日）午前９時半～正
午／雨天中止場博物館正門前集合費
300円内留鳥に混じる渡り鳥を探索
他小学生以下は保護者同伴
■竹とんぼ教室
　日２月２日（日）午後１時～３時場
ふるさと体験館定先着10人費200円
他小学４年生以下は保護者同伴申１
月23日（木）から電話で当館へ

　３３６・３３７１

■アートスタジオ・トークプログラム
「美術館の楽しみ方～ボランティア」
　日１月25日（土）午後２時～４時
場創作室費無料内市民活動の場とし
ての美術館の広がりを探る講当館学
芸員申当日直接会場へ
■アートスタジオ・オープンプログ
ラム「もうすぐ春、季節の掛け軸を作
ろう」
　日２月１日（土）午後１時～４時場
創作室定先着100人費100円（材料
費）内墨の線で描いた絵に絵の具で

色をつけて掛け軸を作る講山口健児
氏（画家）他未就学児は保護者同伴申
当日午後３時までに直接会場へ

■市民ギャラリー「府中市連合書写
展」
　日１月25日（土）から２月４日
（火）午前10時～午後５時（４日は午
後３時まで）場市民ギャラリー費無
料内児童の書道作品を展示

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館２月の休館日

　３日・10日（月）・12日（水）・17日
（月）・25日（火）

　３３５・６２１１
【チケットの申込み】

・チケットふちゅう（午前１０時～午後６時）

 ３３３・９９９９
・チケットぴあ（各チケット予約開始日の午前１０時から）

 ０５７０・０２・９９９９

■府中の森クラシックコレクション
奥村　愛の「四季」～Ｎ響の仲間たち
と共に
　日 ５月 17日（日）午後２時 場
ウィーンホール費入場料4000円（全

席指定）内曲目は山中敦史編…「ジプ
シーメドレー」、ロジャース…「私のお
気に入り」、ビバルディ…「四季」全曲
ほか出奥村　愛・大宮臨太郎（バイオ
リン）、長久真実子（チェンバロ）ほか
他未就学児の入場不可申チケット予
約開始は１月25日（土）／発売は翌日
から

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
ます日４月１日（水）から令和３年３月
31日（水）対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、当劇場を利用する団体（営利目的の
団体を除く）申１月23日（木）から31日
（金）（28日を除く）に、決められた用紙
（当劇場に用意、ダウンロード可）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／審査あり問事業
係（335・6210）へ

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場２月の休館日

　10日・17日（月）・25日（火）・26日（水）

・市民会館　３６１・４１１１
・中央図書館　３６２・８６４７
■親子パン作り教室～パン生地をこね
て伸ばしてクッキング！
　日３月15日（日）午前10時～午後１
時・２時～５時場料理講習室対市民で
小学生と保護者定各回12組（抽せん）
費１組3500円内ベーグル講千種晃子
氏（ちぐさパン教室講師）他食品アレル
ギーの方は事前にご相談ください申２
月16日（日）まで（当日消印有効）に、往
復はがきに住所、親子の氏名（ふりが
な）、子どもの学年、電話番号、参加希望
時間、返信用宛名を記入して、市民会館
「親子パン作り教室」係へ／電子メール
可問同館へ

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中２月の休館日

　３日（月）・４日（火）・17日（月）・18日
（火）
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テレビ広報「まるごと府中」はJ：COMチャンネル（11チャンネル）で毎日の午前９時、正午、午後８時に放映中（15分番組）

７日（金）までに、同連盟・渡辺雅子宛
へ問同宛（090・4704・6457）へ
■「ヨガ・アルファー会」会員募集　
日活動は第１・２・４木曜日の午後１
時半～２時半場住吉文化セン

ターほか費月
額2500円内簡単な動きで心と体を
整える講永井京子氏（日本ヨーガ療
法学会認定ヨーガ療法士）申問永井
典子宛（365・2639）へ
■「安来節保存会」会員募集　日活動
は第２・４水曜日の午後１時～４時
場片町文化セン

ター費各回2000円内ど
じょうすくい踊り講中村英生氏（安
来節踊り師範）申 問飯塚宛（090・
8513・7244）へ

■自然観察会～冬鳥を探してみよう
　日２月７日（金）午前９時～11時
／雨天の場合は13日（木）場府中の

森公園定先着15人費無料講府中野
鳥クラブ会員他小学生以下は保護者
同伴申問同公園サービスセン

ター（364・
8021）へ
■インターネット下水道モニター募
集　日期間は４月１日（水）から１年
間対平成12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1000人内アンケート回
答、施設見学会ほか他回答数に応じ
図書カードを贈呈申２月28日（金）
までに、都下水道局ホームページへ
問同局広報サービス課（03・5320・
6693）へ
■税理士による無料申告相談会　日
２月３日（月）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）場むさし府
中商工会議所定先着130人他申告書
にはマイナンバーの記載が必要／申
告書の提出には、マイナンバーカー
ドや運転免許証などの本人確認書類

の提示、または写しの添付が必要／
昨年パソコンで申告書を作成・提出
した方は利用者識別番号の分かるも
のを持参／譲渡所得・贈与・相続の相
談、提出の受付は不可申当日午前９
時から整理券を配布問武蔵府中税務
署（362・4711）へ
■東京農工大学科学博物館友の会作
品展　日２月１日（土）・２日（日）・４
日（火）から８日（土）午前10時～午
後５時（８日は午後２時まで）場同館
（小金井市中町）費無料内伝統的技法
を用いて制作した藍染や織物などを
展示申当日直接会場へ問同館（388・
7163）へ
■国民年金保険料12月分の納期限
及び口座振替日　日１月31日（金）
場納付場所は郵便局、金融機関、また
はコンビニエ
ンスストア問
府中年金事務
所（361・1011）
へ

■粒谷区合唱団定期演奏会　日１月
26日（日）午後２時場市民活動セン

ター「プ
ラッツ」費無料申当日直接会場へ問
同団体・前田宛（080・5379・5713）
へ
■バドミントン総合選手権大会①高
校生の部・②一般の部　日①２月24
日（休）、②３月１日（日）午前９時場①
日吉・②栄町体育館対高校生以上で市
民、市内在勤・在学の方費１人１種目
①500円（府中市バドミントン連盟未
登録者は100円が別に必要）・②1000
円（同連盟未登録者は800円が別に必
要）内種目は①男女シングルス・ダブ
ルス・②シングルス・ダブルス（男女１
部・２部／１部は同連盟主催大会で４
位以上になった方）、壮年ダブルス（男
女45歳以上）、女子初心者の部申２月

○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

　３１９・９７０３

市民活動セン
ター「プラッツ」

■ソーシャルビジネス起業個別相談会
　日２月17日（月）午前10時～11時・
11時～正午、午後２時～３時・３時～
４時対ソーシャルビジネスに関心のあ
る方、地域課題解決型の起業を検討中
の方定各回先着１組費無料内地域課題
解決のための事業申当セン

ターへ／電子メー
ル可
■ＮＰＯ会計税務などの個別相談会
　日２月15日（土）午前10時～11時・
11時～正午対NPO会計や税務などに
悩んでいる方、一般社団や個人事業主
などで活動している方定各回先着１組
費無料申当セン

ターへ／電子メール可
◇　　　◇　　　◇

市民活動セン
ター「プラッツ」２月の休館日

　25日（火）

　３６７・８８８１

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」

■オープンルーム～２月生まれのお誕
生会
　日２月４日（火）午前11時～11時半
対未就学児と保護者費無料内誕生月の
子どもは手形、または足形がとれます
申当日直接当セン

ターへ

男女共同参画セン
ター「フチュール」

　３５１・４６００

■登録団体協働講座～中学生のための
自習学習「てらこや中河原」
　日２月15日・22日（土）午後６時半～
９時対中学生定各回先着20人費400
円内大学生による中学生の自習学習の
サポート他参考書・問題集など自分に
合った教材持参申ママチャーリーズ・
軽部宛（080・5646・4466）へ
■男女共同参画主催講座「つまずきを
『働く』につなげる」
　日２月18日（火）午後７時～９時対

20～40代で、市民、市内在勤・在学の
女性定先着15人費無料内自分らし
い生き方・働き方に近づくために必
要なことを考えるワークショップ講
杉原志保氏（NPOサポートセン

ター職員）
申当セン

ターへ
■登録団体協働講座「下肢静脈瘤市
民講座」
　日２月８日（土）午後１時～４時対
市民定先着40人費無料内下肢静脈
瘤の症状・予防法・治療法を紹介講宮
城直人氏（調布恵仁会クリニック医
師）申府中恵仁会病院（365・1211）
へ

◇　　　◇　　　◇
男女共同参画セン

ター「フチュール」２月の休館日
　11日（祝）・29日（土）

　３３０・２０１０

■世代間交流「ふれあいトワイライ
ト食堂」
　日２月４日（火）午後７時～８時
10分対おおむね65歳以上の市民定
先着５人費300円（食事代）内光明高
倉保育園のトワイライト事業を利用
している子どもたちと食卓を囲み交
流する申１月22日（水）から28日（火）
に当セン

ターへ
■介護予防講座「はじめてのコラー
ジュ」
　日２月５日（水）午前10時～正午
対65歳以上の市民定先着５人費500
円内雑誌などを切り抜いて作る西洋
貼り絵申１月22日（水）から当セン

ターへ
■介護予防講座「カラダ・大発見！男
性のための３回連続講座」
　日２月５日・12日・19日（水）午後零
時半～２時（全３回）対65歳以上の男
性市民定先着16人費無料内姿勢測
定、ストレッチマシン体験とスト
レッチ、ストレッチポールを使った
運動ほか申１月22日（水）から当セン

ターへ
■介護予防講座「楽しく身につく栄
養調理講座～惣菜・冷凍食品アレン
ジ」
　日２月７日（金）午前10時半～午

後零時半対65歳以上の市民定先着
10人費300円内栄養の話と厚揚げス
テーキなめ茸あんかけなどの調理実
習申１月22日（水）から当セン

ターへ
■介護予防講座「吹矢式呼吸で健康
増進！」
　日２月７日（金）午後２時～３時半
対65歳以上の市民定先着20人費無
料内的を狙う吹矢と吹矢式呼吸法申
１月22日（水）から当セン

ターへ
■介護予防講座「認知症予防連続講
座～旅行の計画を立てよう！」
　日２月10日・17日・24日（月）午後
２時～３時半（全３回）対65歳以上の
市民定先着20人費無料内奥多摩町や
青梅市の調査申１月22日（水）から当
セン
ターへ

　３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■当事者相談
　日①２月１日（土）午後１時～５
時・②６日（木）午後２時～５時対①
肢体・②視覚障害のある方と家族ほ
か費無料申当セン

ターへ
■装具・福祉機器・住宅改善相談
　日①２月15日（土）午前９時～正
午・②20日（木）午後１時～４時費無
料内理学療法士・作業療法士による
相談申①２月７日（金）・②13日（木）
までに当セン

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
　日２月18日（火）から21日（金）午
後１時～３時半対身体・知的障害の
ある方と家族ほか費無料申２月13
日（木）までに当セン

ターへ
■視覚障害者料理教室「手軽にクッ
キング」
　日２月６日（木）午前11時～午後
２時対視覚障害のある方と家族ほか
定８人（抽せん）費500円（材料費）内
太巻きと豚汁申１月30日（木）まで
に当セン

ターへ
■リラクゼーションヨガ
　日２月13日（木）午後１時20分～
２時50分対身体障害のある方で、歩
行が可能なヨガ初心者の方定８人
（抽せん）費無料申１月31日（金）ま
でに当セン

ターへ
■ほんわか交流会
　日２月13日（木）午後１時半～３

時対肢体不自由・視覚障害のある方と
家族、介助者などの市民内災害時の避
難を考える定15人（抽せん）費100円
（お菓子代）申２月６日（木）までに当セン

ター

へ

・社会福祉協議会 ３６４・５３８２
・府中ボランティアセン

ター ３６４・００８８
・シルバー人材セン

ター ３６６・２３２２
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■住吉・分梅・南町ささえあい協議会
（地区社協）
　日２月４日（火）午後１時半～３時半
場住吉文化セン

ター内住吉文化セン
ターエリアで、

住民同士が支えあう主旨のもと、地域
の課題を共有して解決するための協議
会定例会申問社会福祉協議会へ
■わがまち支えあい協議会（地区社協）
準備委員会
　日①２月７日（金）・②８日（土）午後
１時半～３時半場①西府文化セン

ター、②ふ
れあい会館（内容は中央文化セン

ターエリア
について）内文化セン

ターエリアで行う、住民
主体で地域の課題を共有・協議して解
決する場づくりについての話し合い申
問社会福祉協議会へ
■児童・生徒のボランティア活動紹介
展～楽しいイベントで盛り上がろう！
　日２月１日（土）・２日（日）午前10時
～午後６時場フォーリス費無料内市内
小学～高校のボランティア活動のパネ
ルや作品展示、ボランティアグループ
や市内学校の楽器演奏・ダンスなどの
イベント問府中ボランティアセン

ターへ
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会
　日２月４日（火）午前９時半～正午場
３階会議室対60歳以上の市民で、短期
的・補助的な仕事を探している方申問
同セン
ターへ

◇　　　◇　　　◇
ふれあい会館２月の休館日

　毎週日曜日、11日（祝）・24日（休）問
当館（334・3011）へ

府中の森芸術劇場分館２月の休館日
　25日（火）問当館（319・9737）へ

子ども家庭支援セン
ター「たっち」２月の休館日

　10日（月）問同セン
ター（354・8700）へ

ふるさと府中歴史館２月の休館日
　10日・17日（月）・25日（火）問当館
（335・4393）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／通マークは、対象の方に
通知を送付済み（通知が届かない方はご連絡くだ
さい）
○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

凡例：日日程・日時　場会場・場所　対対象
　　  定定員　費費用　内内容　講講師　出出演
　　  他その他　申申込み　問問合せ

東京2020オリンピック・パラリンピック特集

世界　府中　
　本市はオーストラリアの
ホストタウンです。オース
トラリアの歴史や文化を知
り、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックの開催
時は市全体でオーストラリ
アを応援しましょう。
■オーストラリア・デー
　オーストラリアでは、毎
年１月26日を国家的記念
日である「オーストラリア・
デー」としています。この記念日は、
イギリスからの最初の船団がシド
ニー湾に到着した日に由来していま
す。
　当日は、盛大に打ち上げられる花
火やコンサート、屋外パフォーマン
スなど、国中で様々なイベントが開
催されます。

■車いすバスケットボールオースト
ラリア代表チームが東京2020パラリ
ンピックへの出場権を獲得
　令和元年11月29日から12月７日
に、タイで東京2020パラリンピック
への予選を兼ねた「アジアオセアニ
アチャンピオンシップス」が開催さ
れ、この大会に出場したオーストラ
リア代表チームが、男女ともに東
京2020パラリンピックへの出場
権を獲得しました。
　市では、ホストタウン交流事業
として、昨年度から市内で男子
オーストラリア代表チームの事
前キャンプの受け入れを行って
おり、市民との交流も図ってきま
した。東京2020パラリンピック
での活躍を期待して、会場やテレ
ビの前で、応援しましょう。

オーストラリア

▲ オーストラリア代表チームと市民との
交流

オーストラリア
ホストタウン展

in 183 FUCHU FAN ZONE
▲ 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
チ
ー

ム
の
事
前
キ
ャ
ン
プ

申問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

■はじめてのパパママ学級（母親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日２月14日（金）午後１時～４時対受講時妊娠16
～27週の初産の妊婦（週数を超えていても参加可）
内妊娠中の生活、先輩ママとの交流、妊娠中の歯の
健康、むし歯菌チェック、妊娠中からの授乳期の栄
養・試食
■はじめてのパパママ学級（両親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日２月８日（土）午前９時半～正午対受講時妊娠
28～36週の初産の妊婦と配偶者内お産の経過、赤
ちゃんとの生活ほか
■助産師相談　
　日①２月３日・10日・17日（月）午後１時５分～２
時５分・②２月５日（水）午後１時半～４時定①各
日３人、②10人内助産師による妊娠・出産・母乳育
児・乳房の相談（相談は電話予約）
■子育て相談室
　日受付は月曜から金曜日　午前８時半～午後５
時内保健師・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１月24日（金）か
ら
　日２月27日（木）午前10時半～11時45分、午後１
時半～2時45分対令和元年８～10月生まれで第１
子の保護者定各20人内離乳食の開始について、講
話、試食、懇談
■離乳食教室ステップ２／Ｆ　申１月24日（金）か
ら
　日２月26日（水）午前10時半～11時45分対令和
元年６～８月生まれで第１子の保護者定40人内１
回食から２回食への移行について、講話、試食、懇
談
■離乳食教室ステップ３／Ｆ　申１月23日（木）か
ら
　日２月21日（金）午後１時半～３時対平成31年３
月～令和元年６月生まれで第１子の保護者定30人
内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１月23日（木）か
ら
　日２月７日（金）午後１時半～３時対平成30年８
月～平成31年３月生まれで第１子の保護者定27人
内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１月23日（木）から
　日２月４日（火）午前10時～11時対歯が生えてい
る乳児と保護者定25組内歯科医師、歯科衛生士に
よる講話、ガーゼ磨き

健康診査
問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

■３・４か月児健康診査と産婦健康診査／通
　日２月６日・13日・20日（木）／受付は午後１時～
１時半対受診時に３・４か月の乳児と母親
■１歳６か月児健康診査／通
　日２月３日・10日・17日（月）／受付は午後１時～
１時半対受診時に１歳６か月～11か月の幼児
■３歳児健康診査／通
　日２月４日・18日・25日（火）／受付は午後１時～
１時半対受診時に３歳の幼児

■妊婦歯科健康診査
　日２月20日（木）、３月18日（水）／受付は午後１
時半対受診時妊娠16～31週の妊婦定各日20人内
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　申１月22日（水）から
　日２月21日（金）午前10時・11時、午後１時15分・
２時15分対平成31年１・２月生まれの幼児内歯科
健康診査・歯磨き指導申問予防歯科指導担当（368・
5322）へ
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診
　日①２月６日・②27日（木）午前９時半～11時15
分、午後１時15分～３時・③２月12日（水）午後１時
15分～３時対①平成30年１月生まれの幼児・②平
成29年７月生まれの幼児・③平成27・28年１月生
まれの幼児内歯科健康診査、歯磨き指導申問予防歯
科指導担当（368・5322）へ

■グッズ・パネル展示会
▽日時 ２月下旬までの午前７時
～午後11時（土・日曜日、祝日は午
前８時～午後10時）
▽会場 183  FUCHU FAN 
ZONE
▽内容 野球オーストラリア代表

のサイン入り
グッズ、キャン
プ中の様子を
収めた写真パ
ネルなどの展示

　本市は東京2020オリンピック・パラリンピックに向けたオーストラリ
アのホストタウンとして登録されています。昨年は、オーストラリアの野
球代表チーム及び車いすバスケットボール代表チームが、市内でキャン
プを行い、練習試合や市民との交流を行いました。
　オーストラリアでは、毎年１月26日は「オーストラリア・デー」として、
国中で様々なイベントが開催されます。
　本市でも、これに併せて、キャンプで訪れた選手たちのサイン入りグッ
ズやキャンプ中の様子を収めた写真パネルや、幼少期を本市で過ごし、
オーストラリア代表として東京2020オリンピック自転車競技（ＢＭＸ
レーシング）への出場を目指す榊原　魁さん・爽さん兄妹のグッズを集め
た展示会を行います。また、オーストラリアのショートフィルム上映など
を行うナイトイベントを開催します。ぜひ、ご覧ください。
　問合せは、政策課オリンピック・パラリンピック等推進担当（３３５・４
００６）へ。

※展示期間は変更する場合があり
ます。
■ナイトイベント
▽日時　１月25日（土）午後６時～
８時
▽会場 183  FUCHU FAN 
ZONE
▽内容　オーストラリアのショー
トフィルム上映ほか
▽費用　１オーダー制
※客席の状況によって入場いただ
けない場合があります。

▲ 府中市アカウ
ントページの
ＱＲコード

公式ツイッター
で配信中で配信中

　市では、震災などの緊急時における情報発
信力を強化するとともに、市のＰＲ情報を発
信するため、ツイッターを活用しています。
ぜひ、ご利用ください。
　問合せは、広報課広報担当（３３５・４０１
９）へ。

▽アカウント　東京都府中市
▽ユーザー名　@fuchu_tokyo
▽費用　無料／通信料な
どは自己負担
※なお、市の投稿は、ツ
イッターの登録の有無に
かかわらず、府中市アカウ
ントページでご覧になれ
ます。
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期間中の期間中の主な催し主な催し

バスバスでお越しになる方へ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」行きのバスを
増発します。

郷土の森郷土の森 梅まつり

■野点茶会
▽日時 ２月16日（日）･23日（祝）・24日（休）、３月
１日（日）午前11時～午後３時
▽場所 旧府中町役場横梅園
▽費用 600円
■特別呈茶
▽日時 ２月17日（月）から22日（土）午前11時～
11時45分、午後１時～３時15分
▽場所 茶室梅欅庵
▽定員 各日先着20人（終了後は通常の呈茶（400
円））
▽費用　500円

■琴・尺八演奏会
▽日時 ２月15日、３月７日（土）午前11時、午後２時
▽場所 博物館本館エントランスホール
■梅まつり手作り工房
▽日時 ２月16日、３月１日（日）午前10時～正午、
午後１時～３時
▽場所 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 200～400円
▽内容 梅の花にちなんだ飾りを作る
■梅の木散歩
▽日時 ２月21日・28日（金）午後１時半～２時半
▽場所 旧府中町役場前集合

▽内容 梅の雑学や各品種の解説を聞きながら梅
園を散策
■府中芸能あらかると
▽日時 ３月８日（日）午前11時半～午後３時
▽場所 園内各所
▽内容 大太鼓巡行、みこし展示、武蔵国府太鼓演
奏、府中囃子演奏
■古民家探検ツアー
▽日時 期間中の毎週土曜日　午後１時～２時
▽場所 旧府中町役場前集合
▽内容 園内の復元建物を巡り、解説を聞く
■大道芸･職人芸
▽日時 期間中の毎週土･日曜日、祝日
▽場所 博物館本館前ほか
▽内容 針金・あめ細工、糸操り人形などの実演
■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。

◆　共通項目　◆
※天候などにより、中止、または日程変更となる場
合があります。

▽期間 ２月１日（土）から３月８日（日）
▽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
▽入場料 大人300円、中学生以下150円
※市民の方には、入場料が大人150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
になる高齢者用市民優待券を郷土の森博物館券売所で発行しています。住所と年齢が確認できるも
のを持参してください。
※市内の小・中学生は、「学びのパスポート」をご利用ください。
※開花状況は、郷土の森博物館のホームページでお知らせします。
※梅まつり期間中の休館日はありません。

　爽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　爽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、日々異なる風情を演出します。誇る約60種、1100本の梅が、日々異なる風情を演出します。
　問合せ・開花状況は、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。　問合せ・開花状況は、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。

２月１日（土）から３月８日（日）２月１日（土）から３月８日（日）

▲  市内を練習拠点とし
て活動している選手
の皆さん

　令和元年11月２日から３日に埼玉県本庄市などで開催された、ＪＡ共
済杯全国選抜リトルリーグ野球大会で優勝した武蔵府中リトルリーグメ
ジャーに、12月18日、高野市長が市民スポーツ優秀賞を贈呈しました。

市民スポーツ優秀賞を贈呈市民スポーツ優秀賞を贈呈
武蔵府中リトルリーグメジャー武蔵府中リトルリーグメジャー　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の実施に向け、気

運醸成や大会・競技への理解促進を図ることを目的に、オリンピックフ
ラッグ・パラリンピックフラッグを展示します。ぜひ、ご覧ください。
　問合せは、政策課オリンピック・パラリンピック等推進担当（３３５・
４００６）へ。

▽日時 １月28日（火）から２月
10日（月）午前８時半～午後５時
（土・日曜日を除く）
▽会場 市役所１階市民談話室
▽内容 オリンピックフラッ
グ・パラリンピックフラッグや、
大会関連パネルなどの展示
▽主催 東京都／東京2020組
織委員会

オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ展示会

▲ フラッグを間近で見られる貴重な機
会です


