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　　用意するもの
印鑑、前住所地の市区町村の転出証明書
印鑑、健康保険などをやめた証明書
印鑑、被扶養者ではなくなった証明書

印鑑、生活保護廃止決定通知書
印鑑、保険証
印鑑、保険証、職場で入った健康保険
などの保険証
印鑑、保険証、生活保護開始決定通知書
印鑑、保険証、葬儀の領収書、
喪主の銀行預金通帳
保険証、在留カード、パスポート
印鑑、保険証

印鑑、保険証、在園・在学証明書

印鑑

こ ん な と き
府中市へ引っ越ししてきたとき
職場の健康保険などをやめたとき
職場の健康保険などの被扶養者から
はずれたとき
生活保護を受けなくなったとき
府中市から引っ越しするとき
職場の健康保険などに入ったとき、
被扶養者になったとき
生活保護を受けるようになったとき
死亡したとき

S i t u a t i o n
If you move into Fuchu City 

I f  y o u  w i t h d r a w  f r o m  
worker’ s health insurance

I f  y o u  a r e  n o  l o n g e r  a  
dependent of someone having 
worker’ s health insurance
If you no longer receive public 
fi n an c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  
everyday living

If you move out of Fuchu City
If you become a dependent of 
someone having worker’ s 
health insurance

If you start receiving public 
fi n an c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  
everyday living

If a member dies

    W h a t  t o  B r i n g
Your personal  sea l  and the 
moving-out certificate from the 
municipal office administering 
your previous residence
Your personal  sea l  and the 
d o cumen t a t i o n  c e r t i f y i n g  
w i t h d r a w a l  f r o m  h e a l t h  
insurance
Your personal  sea l  and the 
documentation certifying that 
you are no longer a dependent
Your personal  sea l  and the 
notification of termination of 
public financial assistance for 
everyday living
Your personal seal and NHI card
Your personal seal, NHI card, 
and the health insurance card of 
t h e  m em b e r ’ s  p l a c e  o f  
employment
Your personal seal, NHI card, 
and notification of start of public 
financial assistance for everyday 
living 
Your personal seal, NHI card, 
funeral receipt, bank account 
information of the chief mourner
Your NHI card, residence card, 
and passport
Your personal seal and NHI card 

Your personal seal, NHI card, 
and some form of documentation 
certifying institutionalization or 
school enrollment

Your personal seal 

Enrollment

Withdrawal

If you are a foreign resident and your visa 
period of stay has been extended
If there is a change in the head of your 
household, name, or address, or if your 
household has been divided or been 
combined with another
I f  your  res idence  record  has  been 
transferred due to institutionalization in a 
special facility or entrance to school, but 
you are still enrolled in Fuchu City health 
insurance
If you need your NHI card reissued

入
る
と
き

や
め
る
と
き

外国人住民の方で、在留期限を延長したとき
世帯主や氏名が変わったとき、
住所が変わったり、世帯を分けたり、
一緒にしたとき
特定の施設入所や就学の都合で
住民票を動かすが、引き続き府中市
の保険に該当するとき
保険証の再交付が必要なとき

府中府中インフォラインインフォライン
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生活サポート情報①～日本の健康保険制度～

　このコーナーでは、日本で生活する上で必要な基本的情報や、
それに関する市での手続の方法などを、皆さんにお知らせします。
第１回目は、皆さんの健康にとって、とても大事な健康保険についてです。

健康保険制度は、病気になったりけがをしたときに、お金の心配をしないでお医
者さんにかかることができるように、日頃からお金を出し合い、みんなで助け合
うという制度です。
日本に住んでいる人は全員、いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
外国籍の方については、在留期間が３か月を超える場合、必ず加入しなければな
りません。国民健康保険に加入すると、保険証をお渡しします。病院の窓口で保
険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。

▽対象者
次に該当する方を除くすべての方は、国民健康保険に加入してください。
・職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
・在留期間が３か月以下の外国籍住民の方
・生活保護を受けている方
・後期高齢者医療保険に加入している方

▽手続が必要なとき・用意するもの
次の場合、必ず14日以内に国民健康保険の手続きをしてください。
※本人確認書類（運転免許証、住民基本台帳カード（顔写真付き）など）は必ず
お持ちください。

※表の中で “保険証” は国民健康保険の保険証を指します。
▽届出場所　市役所5階保険年金課窓口、市役所1階総合窓口課、白糸台文化セ
ンター、　西府文化センター
▽問い合わせ　市民部保険年金課保険税係（℡042-335-4055）

Information on Support for Everyday Life ①
Japan’ s Health Insurance System 
In this section, we provide information on basic aspects of 
everyday life in Japan and on related procedures that need 
to be completed with Fuchu City Hall. In the first of the 
series we offer information on health insurance, which is 
very important for everyone.
Japan’ s health insurance system—known as National 
Health Insurance (NHI)—is a mutual assistance program in 
which everyone contributes to a financial pool on a regular 
basis so that no one has to worry about money for treatment 
if they become ill or injured. 
Everyone who lives in Japan must enroll in some form of 
public health insurance, including foreign residents with a 
visa period of stay of more than three months. Upon 
enrollment in NHI, you will be issued a NHI card. If you 
show this insurance card at the service counter of a medical 
institution, you can receive medical treatment for only a 
small portion of the actual cost. 
▽Eligibility
Everyone except for those described below must enroll in 
NHI:
・Those enrolled in the health insurance of their place of                     
employment, and dependents of such employees
・Foreign residents with a visa period of stay of three months         
or less
・Those who receive public financial assistance for everyday     
living
・Those who are enrolled in Latter-Term Elderly Medical 
Insurance

▽Required Procedures and What to Bring
In the following situations, please be sure to complete the 
designated procedures for NHI within 14 days.
Note: Please be sure to bring some form of official personal 
identification (such as your driver’ s license or basic resident 
registration card [with photo]).

▽Where to File Notifications: National Insurance and 
Pension Section (Fuchu City Hall 5F), Registration 
Procedures Section (Fuchu City Hall 1F), Shiraitodai 
Culture Center, or Nishifu Culture Center 
▽Inquiries: Insurance Premiums Subsection, National 
Insurance and Pension Section, City Residents Division (Tel: 
042-335-4055)
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　　　이 런  경 우

후츄시로 이사를 온 경우

직장의 건강보험 등을 탈퇴한 경우

직장의 건강보험 등의 피부양자에서 

제외된 경우

생활보호를 받지 않게 된 경우

후츄시에서 이사를 갈 경우

직장의 건강보험 등에 가입한 경우,

피부양자가 된 경우

생활보호를 받게 된 경우

사망한 경우

　　　　　준 비 물

인감, 이전 주소지 시구정촌의 전출증명서

인감, 건강보험 등을 탈퇴한 증명서

인감, 피부양자 자격 상실 증명서

인감, 생활보호 폐지 결정 통지서

인감, 보험증

인감, 보험증, 직장에서 가입한 건강보험 등

의 보험증

인감, 보험증, 생활보호 개시 결정 통지서

인감, 보험증, 장례식 영수증, 상주의 은행

 예금통장

보험증, 체류카드, 여권

인감, 보험증

인감, 보험증, 재원ㆍ재학증명서

인감

외국인 주민으로 체류기한을 연장한 경우

세대주나 성명이 변경된 경우,

주소 변경 또는 세대를 분리하거나 통합

한 경우

특정 시설 입소나 취학상의 이유로 주민

표를 옮기지만, 계속 후츄시의 보험에 해

당할 경우

보험증 재교부가 필요한 경우

　　这样的时候

搬迁至府中市时

退出工作单位的健康保险等时

不再是工作单位健康保险等的被抚养

人时

不再接受生活保障时

迁出府中市时

加入了工作单位的健康保险等时、成为

被抚养人时

开始接受生活保障时

死亡时

外国人居民延长在留期限时

户主或姓名发生变更时、住址发生变更、分

立门户、成为其他家庭的一员时

尽管由于入住特定的设施或就学住民票发生

了变更，但是依然属于府中市的保险时

需要重新发放保险证时

　　　　准 备 的东 西

印章、前居住地市区町村出具的迁出证明书

印章、退出健康保险等的证明书

印章、不再是被抚养人的证明书

印章、生活保障废止决定通知书

印章、保险证

印章、保险证、在工作单位加入的健康保险等

的保险证

印章、保险证、生活保障开始决定通知书

印章、保险证、丧葬仪式的发票、丧主的银行

存折

保险证、在留卡、护照

印章、保险证

印章、保险证、在园·在学证明书

印章

加　

入　

时

退　

出　

时

가

입
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FUCHU  CITY BULEETIN
生活支援信息①～日本的健康保险制度～

　　在此处，向大家介绍一下在日本生活需要了解的基本信息和
在市办理与之相关手续的方法等。第一回是关于对大家的健康非
常重要的健康保险。

　　健康保险制度是指为了在生病或受伤时，不用担心没钱看医
生，而在平时就拿出一部分钱，大家彼此相互帮助的制度。
　　在日本在留的所有人都必须加入某一种健康保险。外籍人士
在日本在留的时间如果超过 3个月，也必须加入。加入了国民健
康保险，会发放保险证。在医院的窗口出示保险证的话，只需支
付一部分医疗费用就能够接受治疗。

▽ 保险对象
请除了符合以下条件的人之外的所有人加入国民健康保险。
·加入了工作单位健康保险的人和其抚养的家属
·在日本在留的时间在 3个月以下的外籍居民
·接受生活保障的人
·加入了后期高龄者医疗保险的人

▽办理手续时需要准备的东西
以下情况请务必在 14 日之内办理国民健康保险的手续。
※请务必携带能证明本人身份的资料（驾驶证、住民基本台帐卡
（有面部照片）等）。

※表中的“保险证”指的是国民健康保险的保险证。
▽申请场所　市政府 5楼保险年金课窗口、市政府 1楼综合窗口
课、白糸台文化中心、　西府文化中心
▽咨询　市民部保险年金课保险税部门（电话 042-335-4055）

생활 지원 정보①~일본의 건강보험제도~생활 지원 정보①~일본의 건강보험제도~

　본 코너에서는 일본에서 생활하는 데 필요한 기본적인 정보 

및 이와 관련된 시청에서의 수속방법 등을 여러분에게 알려 

드립니다. 제1회째에는 여러분의 건강에서 매우 중요한 

건강보험에 관한 내용입니다.

　건강보험제도는 질병에 걸리거나 부상을 당한 경우에 

금전적인 걱정 없이 의사의 진료를 받을 수 있도록 평소에 돈을 

각출하여 함께 서로 돕는 제도입니다.

　일본에 거주하고 있는 분은 모두 어느 하나의 건강보험에 

가입해야 합니다. 외국 국적자는 체류기간이 3개월을 초과할 

경우, 반드시 가입해야 합니다. 국민건강보험에 가입하면 

보험증을 교부합니다. 병원 창구에서 보험증을 제시하면 

의료비의 일부만 지불하고 의료 서비스를 받을 수 있습니다.

▽대상자

다음에 해당하는 분을 제외한 모든 분은 국민건강보험에 가입해 

주십시오.

ㆍ직장의 건강보험에 가입한 분과 그 부양가족

ㆍ체류기간이 3개월 이하인 외국 국적의 주민

ㆍ생활보호를 받고 있는 분

ㆍ후기 고령자 의료제도에 가입한 분

▽수속이 필요한 경우ㆍ준비물

다음과 같은 경우 반드시 14일 이내에 국민건강보험 수속을 

밟아 주십시오.

※본인 확인 서류(운전면허증, 주민기본대장카드(얼굴 사진 

첨부) 등)는 반드시 지참해 주십시오.

※표 안에서 “보험증”은 국민건강보험의 보험증을 의미합니다.

▽신고장소　시청 5층 보험연금과 창구, 시청 1층 종합창구과, 

시로이토다이 문화센터, 니시후 문화센터

▽문    의　시민부 보험연금과 보험세계 

                  (Tel: 042-335-4055)
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              会　　　　場
武蔵台文化センター、新町文
化センター、住吉文化センタ
ー、是政文化センター、紅葉
丘文化センター、押立文化セ
ンター、四谷文化センター
中央文化センター、白糸台
文化センター、西府文化セン
ター、片町文化センター

     日　 程
7月13日（土）・
　　14日（日）

  

7月 27日（土）・
　　28日（日）

       D a t e
July 13(Sat.) and
        14 (Sun.) 

   
July 27 (Sat.) and
        28 (Sun.) 

                L o c a t i o n
Musashidai Culture Center, Shinmachi 
Culture Center, Sumiyoshi Culture 
Center, Koremasa Culture Center, 
Momijigaoka Culture Center, Oshidate 
Culture Center, Yotsuya Culture Center,
Chuo Culture Center, Shiraitodai Culture 
Center, Nishifu Culture Center, 
Katamachi Culture Center

旬なイベント情報

　この夏、市内で開催されるお祭りをご紹介します。ぜひ足を運んで日
本の夏を楽しんでください！

■地域まつり
　ふれあいとコミュニティの輪を広げる「地域まつり」を、次の日程で各文化セ
ンターで開催します。
　各会場では、盆踊りやお囃子、カラオケ大会など、笑顔あふれる楽しい催しがいっ
ぱいです。ぜひ皆さんでお越しください。問合せは、各文化センターへ。

■すもも祭
　夏の風物詩として親しまれている「すもも祭」は、毎年
7月20日に大國魂神社で行われます。境内には、すもも
市のほか、120店近くの露店が出店されます。
また、毎年7月20日だけに頒布される「からす団扇」（500
円～）と「からす扇子」（1000円～）は、玄関先などに飾
ると幸福が訪れるといわれ、これを求める人たちで終日賑
わいます。
▽日時　7月20日（土）8:00より（からす団扇･
からす扇子の頒布は、6:00より21:00頃まで）
▽場　所　大國魂神社
▽問合せ　経済観光課（TEL 042-335-4095）

■商工まつり
　市内商工業者の出展のほか、見て、
参加して、楽しく遊べるコーナーや
様々なショーなどが開催されます。
▽日　時　8月9日（金）から
                         11日（日）
▽場　所　大國魂神社
▽内容は即売・展示・ちびっこ広場
   などの各コーナー、ミニSLや各種
   ステージショーなど
▽問合せ　むさし府中商工会議所振興活性課（TEL042-362-6421）

■けやきフェスタ2013「よさこいｉｎ府中」
　8月24日（土）・25日（日）に、けやきフェスタ「よさこいｉｎ府中」を
開催します。よさこいは、高知県が発祥の元気な踊りで、よさこい節に合わ
せ鳴子を持ったチームが、道路や舞台で踊ります。
　今年はけやき並木と旧甲州街道で流し踊りを行うほか、府中駅周辺の商店
会や中河原駅前広場、武蔵台商店会、晴見町商店会、平和通りでも熱い踊り
を披露します。
　真夏のひとときを、よさこい演舞でお楽しみください。
　※なお、交通規制が行われるため、周辺道路の混雑が予想されます。
　　皆さんのご理解とご協力をお願いします。
　▽問合せ　
　　むさし府中商工会議所
       振興活性課（TEL042-362-6421）

Information on Upcoming Events
Here is information on the festivals that will be held in 
Fuchu City this summer. Don’ t miss the opportunity to 
enjoy summer in Japan!

■Community Festivals
Community festivals that encourage the development of 
friendships in communities will be held at local culture 
centers according to the following schedule.
Each festival will be full of fun events that are sure to make 
you smile, such as bon-odori (dancing), ohayashi (music), and 
karaoke contests. Come one, come all! For more information, 
please inquire at your local culture center. 

July 20 (Sat.), from 8:00 a.m. (Sale of karasu uchiwa and 
karasu sensu is from 6:00 a.m. to 9:00 p.m.)/Okunitama           
Jinja Shrine/Inquiries: Economy & Tourism Section (Tel: 
042-335-4095)

■Local Commerce Festival
There will be booths set up by merchants and industries of 
Fuchu; areas where visitors can watch, join in, or have fun 
playing; as well as various shows to enjoy.
August 9 (Fri.) through 11 (Sun.) ／ Okunitama Jinja Shrine
／ The program includes areas for on-the-spot sale and 
exhibition of items, a children’ s square, a mini steam 
locomotive, and various stage shows.
▽Inquiries: Promotion Activity Section, Musashi-Fuchu 
Chamber of Commerce and Industry (Tel: 042-362-6421)

■Keyaki Festa 2013—Yosakoi in Fuchu
　Keyaki Festa 2013—Yosakoi in Fuchu will be held on 
August 24 (Sat.) and 25 (Sun.). Yosakoi refers to an energetic 
dance that originated in Kochi Prefecture. Teams with 
naruko (Japanese percussion) will dance in rhythm to the 
yosakoi music in the streets and on stage. 
　This year, the performances will be held along Keyaki 
Namiki Dori and Kyu-Koshu Kaido Avenue as well as in the 
shopping district near Fuchu Station, at Nakagawara 
Station-front plaza, in the Musashidai shopping district, 
Harumicho shopping district, and along Heiwa Dori Avenue.
　Enjoy a refreshing midsummer moment with yosakoi 
dancing.
　Please note that the streets are expected to be very 
crowded due to restricted traffic. Your understanding and 
cooperation would be greatly appreciated.
▽Inquiries: Promotion Activity Section, Musashi-Fuchu 
Chamber of Commerce and Industry (Tel: 042-362-6421)
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■Sumomo Plum Festival 
The Sumomo Plum Festival, a  
familiar summer tradition for 
citizens, is held every year on  
July 20 at  Okunitama Jinja 
S h r i n e .  W i t h i n  t h e  s h r i n e  
grounds, there will be a sumomo 
plum market and nearly 120 
vendors offering various items. 
Also, karasu uchiwa (round fan) 
and karasu sensu (folding fan) 
are sold only on July 20 every 
year  ( f rom \500  for  karasu  
uchiwa and from \1,000 for  
karasu sensu). It is said that 
decorating the entrance of your 
home with these fans brings good 
luck. Crowds of people come to 
the festival specifically for these 
fans.
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　일 정

7월 13일(토)ㆍ 

14일(일)

7월 27일(토)ㆍ

 28일(일)

　　　　　　　　　장    소

무사시다이 문화센터, 신마치 문화센터, 스미요시 문화센

터, 코레마사 문화센터, 모미지가오카 문화센터, 오시타테

문화센터, 요츠야 문화센터

츄오 문화센터, 시라이토다이 문화센터, 니시후 문화센터, 

카타마치 문화센터

　　日　程

7月 13日（星期六）·

　　14日（星期日）

7月 27日（星期六）·

　　28日（星期日）

　　　　　　　　会　　　　场

武藏台文化中心、新町文化中心、住吉文化中心、是政文化中心、

红叶丘文化中心、押立文化中心、四谷文化中心

中央文化中心、白糸台文化中心、西府文化中心、片町文化中心

FUCHU  CITY BULEETIN
＜活动情况＞
介绍一下今夏将在市内举办的节日活动。请一定前来感受日本夏
天带给您的快乐！

■地区节日　
将按照以下日程在各文
化中心举办“地区节日
活动”，节日活动将扩大
人们之间亲密接触和社
区团体的圈子。
各个会场将上演盂兰盆
舞、伴奏、卡拉OK大赛等各种令人快乐的充满欢声笑语的文娱
活动。请大家届时一定光临。请咨询各文化中心。

■李子节
作为夏季的风物诗而深受欢迎的
“李子节”于每年 7月 20 日在大
国魂神社举办。在神社内，除李
子市之外，将近有 120 个露天售
货摊。此外，只有每年 7月 20 日
才发放的“乌团扇”（500 日元 ~）
和“乌扇子”（1,000 日元 ~）也很抢手，来求此扇的人们络绎不绝，
这是由于据说将此扇装饰在玄关等处好运幸福就会降临。
▽时　间：7月 20 日（星期六）8：00 开始（乌团扇、乌扇子的
发放将从 6：00 到 21：00 左右）
▽场　所：大国魂神社
▽咨　询：经济观光课（电话 042-335-4095）

■商工节
除了市内工商业者的参展，
还会设置可以“参观、参与、
愉快游玩”角，并举办各种
各样的展览会。
▽时　间：8月9日（星期五）
            ~11日（星期日）
▽场　所：大国魂神社
▽活动内容包括展销、展示、儿童广场等各种活动角、小型 SL
以及各种舞台展示等。
▽咨询　武藏府中商工会议所振兴活性课（电话 042-362-6421）

■榉树节 2013“夜来祭（Yosakoi）府中”　　
8月 24 日（星期六）、25 日（星期日），将举办榉树节“夜来祭府
中”。 夜来祭是起源于高知县的充满活力的舞蹈，演员们手持与夜
来小调相呼应的鸣器，在道路上、舞台上跳舞。
今年，除了在榉树林荫道和旧甲州街道进行串街舞蹈表演之外，
在府中站周边的商店会、中河原站前广场、武藏台商店会、晴见
町商店会、平和大道等地也会进行热舞表演。
通过欣赏夜来舞蹈表演来享受这盛夏一刻。
　※此外，由于采取交通管制措施，周边道路可能出现拥挤的情       
况。希望大家能理解和支持我们。
▽咨询　武藏府中商工会议所振兴活性课
        （电话 042-362-6421）

제철 이벤트 정보제철 이벤트 정보
올여름 시내에서 개최되는 축제를 소개합니다. 꼭 오셔서 

일본의 여름을 즐겨 주십시오!

■지역 축제

　교류와 소통의 폭을 넓히는 ‘지역 축제’를 다음과 같은 

일정으로 각 문화센터에서 개최합니다.

　각 축제 행사장별로 봉 오도리(춤)와 하야시(반주 음악), 

노래자랑 등 흥겹고 즐거운 행사들로 가득합니다. 꼭 함께 

방문해 주십시오. 문의는 각 문화센터로 연락해 주십시오.

■자두 축제

　여름의 풍물시로서 친근한 ‘자두 축제’는 매년 7월 20일에 

오오쿠니타마 신사에서 열립니다. 신사의 경내에는 자두 시장을 

비롯하여 120여 점의 노점들이 장사진을 이룹니다. 또한 매년 

7월 20일에만 판매하는 ‘까마귀 방구 부채’(500엔~)와 

‘까마귀 접부채’(1,000엔~)를 현관과 같은 곳에 걸어 두면 

행복이 찾아 온다고 하여 이 부채를 구입하려는 사람들로 종일 

북새통을 이룹니다.

　▽일시　7월 20일(토) 8:00부터(까마귀 방구 부채ㆍ까마귀 

접부채 판매는 6:00부터 21:00경 까지

▽장소　오오쿠니타마 신사

▽문의　경제관광과(TEL 042-335-4095)

■상공 축제

　시내 상공업자의 출품전을 비롯하여 직접 보고 참여하면서 

즐거운 시간을 보낼 수 있는 코너와 다채로운 볼거리 등이 

열립니다.

　▽일시　8월 9일(금)부터 11일(일)까지

▽장소　오오쿠니타마 신사

▽내용은 즉석 판매ㆍ전시ㆍ어린이 광장 등의 각 코너, 미니 

관람 열차와 다양한 무대 등이 있습니다.

　▽문의  무사시 후츄 상공회의소 진흥활성과(TEL: 

042-362-6421)

■느티나무 축제 2013 ‘요사코이 in 후츄’

  8월 24일(토)ㆍ25일(일)에 느티나무 축제 ‘요사코이 in 

후츄’를 개최합니다. 코치현에서 시작된 요사코이는 역동적인 

춤사위로 유명합니다. 요사코이 가락에 맞춰 나루코(판자에 

작은 대나무를 걸어 줄을 당겨서 소리를 냄)를 든 팀이 

길거리와 무대에서 춤사위를 펼칩니다.

  올해는 느티나무 가로수 길과 옛 코슈 거리에서 나가시 오도리

(춤)를 펼칩니다. 또한 후츄역 주변 상점회와 나카가와라역 앞 

광장, 무사시다이 상점회, 하루미쵸 상점회, 헤이와 

도오리에서도 열띤 춤사위를 선보입니다.

　낭만이 가득한 한 여름의 추억을 요사코이 춤사위와 함께!

　또한 교통 통제로 인해 주변 도로가 정체될 것으로 

예상됩니다. 여러분의 이해와 협조를 부탁드립니다.

　▽문의  무사시 후츄 상공회의소 진흥활성과(TEL: 

042-362-6421)

市からのお知らせ4 し し



生活サポート

■外国人学校に通う児童・生徒の保護者への補助金申込を受け付けます
　▽対　象　　外国人学校（小学校、中学校相当）に通う児童・生徒の保護者
　　　　　　　ただし、市の住民基本台帳に記載がある方に限ります。
　▽期　間    　平成25年度上期分（4月～9月分）
　▽補助額　　月額2000円
　▽申込み    　申込み用紙は、各学校または市役所
　　　　　　　市民活動支援課でお受け取りください。
　▽問合せ    　市民活動支援課（℡042－335－4131）

■府中市の情報を公式ツイッターで知ることができます
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」です。ツイッター
では、災害情報や市のPR情報などをお知らせ
します。ツイッターに自分のアカウントを作成
している方は、フォローしてください。
○ツイッターに自分のアカウントを作成しなく
ても、https://twitter.com/fuchu_tokyoへアクセス
すれば、パソコンや携帯電話をお持ちの方なら、インターネットに接続でき
誰でも府中市のツイッターを見ることができます。
※日本語のみの対応となっています。
▽問合せ　政策総務部広報課（℡042-335-4019）

■平成25年度国民年金保険料学生納付特例の受付をします
国民年金に加入している学生の方には、保険料の
納付が猶予される学生納付特例制度があります。
▽対　象 　次のすべてに該当する方
○平成25年度に大学などに在学予定の方
　（一部対象外の学校あり）
○市の住民基本台帳に記載があり、20～59歳の
　国民年金第1号被保険者の方
○前年の収入が一定額以下の方
▽申込み 　申請書（市役所5階保険年金課、
　府中年金事務所に用意）、学生証または学生証の
　裏表両面コピーを〒183－8703市民部保険年金課、または〒183－8505府中
　年金事務所へ持ってきてください。（郵送可、代理人が持参の場合は委任状、
　代理人の本人確認書類も必要）／平成24年度学生納付特例承認者には、4
　月初旬に日本年金機構から申請書を送付します。
▽問合せ 　保険年金課年金係（℡042-335-4066）、
　　　　　または府中年金事務所（℡042-361-1011）

■平成26年度市立幼稚園軽度障害園児募集
　市立矢崎幼稚園、みどり幼稚園、小柳幼稚園では、集団行動のできる軽度
の障害のある園児を募集します。
▽対象　平成20年4月2日から平成22年4月1日までに生まれた幼児で、　
　　　　保護者と市内に居住し、市内に住民基本台帳がある方
▽定員　若干名
▽保育期間　平成26年4月から就学前まで
▽申込　8月13日（火）から配布する決められた用紙（市立矢崎・みどり・
　　　　小柳幼稚園、市役所８階学務保健課に用意）に必要事項を記入して、
　　　　8月22日（木）から8月23日（金）までに学務保健課へ持ってき
　　　　てください／郵送不可
▽問合せ　学務保健課学務係　（℡042-335-4436）

Support for Everyday LifeSupport for Everyday Life
■Now Accepting Applications for Subsidies for Parents with 
Children Attending International School
□Eligibility: Parents of children attending international 
school (corresponding to elementary and junior high school) 
are eligible. However, this program is restricted to those who 
have Gaikokujin Toroku Genpyo (Certificate of Registered 
Items in the Foreign Resident Registry) in Fuchu City.
▽Dates: First half of FY2013 (April through September)
▽Subsidy Amount: ¥2,000 per month
▽To Apply: Pick up an application form at your child’ s 
school or Fuchu City Hall’ s City Residents’ Activities 
Support Section.
▽Inquiries: City Residents’ Activities Support Section (Tel: 
042-335-4131)

■Find Information on Fuchu City through the Official 
Fuchu City Twitter Feed
Fuchu City Hall’ s Twitter account is “東京都府中市” (Fuchu 
City, Tokyo), and the user name is “@fuchu_tokyo.” Our 
Twitter feed provides useful information on disasters  and 
Fuchu City public relations. If you have a Twitter account, 
please follow us!
Note: Even if you do not have a Twitter account, you can 
v i e w  t h e  F u c h u  C i t y  T w i t t e r  f e e d  i f  y o u  a c c e s s  
https://twitter.com/fuchu_tokyo via the Internet from your 
personal computer or mobile phone. Please note that the 
information is in Japanese only.
▽Inquiries: Public Relations Section, Policy & General 
Affairs Division (Tel: 042-335-4019)

■FY2013 National Pension Premiums
Accepting Applications for Student Payment Exception
Students enrolled in the national pension plan can take 
advantage of a student payment exception program that 
delays the payment period for premiums.
▽Eligibility: Those to whom all of the following applies:
○Those who plan to be in a university or other educational 
institution in FY2013 (Some schools are not applicable for 
this program.)
○Those between 20 and 59 years of age who are registered 
in the Fuchu City basic resident register and are national 
pension category 1 members.
○Those whose income in the previous year is below a 
designated level
▽To Apply: Complete the designated application form 
(available at the National Insurance and Pension Section on 
the fifth floor of Fuchu City Hall or at the Fuchu Pension 
Office) ,  attach a copy of  both sides of  your student 
identification card, and send your application to the National 
Insurance and Pension Section, City Residents Division 
183-8703 or to the Fuchu Pension Office 183-8505. ／
Alternatively, you can file your application in person. (You 
must have your pension book and student identification card 
or a copy of both sides of your student identification card. If a 
proxy is filing your application, he/she needs a letter of proxy 
and a document verifying his/her identity.) ／ Application 
forms were mailed in early April from Japan Pension Service 
to those who received approval for the FY2012 student 
payment exception. 
▽Inquiries: Pension Subsection, National Insurance and 
Pension Section (Tel: 042-335-4066); or Fuchu Pension Office 
(Tel: 042-361-1011)

■Municipal Kindergartens Are Recruiting Children with 
Light Disabilities for FY2014
Municipal kindergartens, such as Yazaki Kindergarten, 
Midori Kindergarten, and Koyanagi Kindergarten, are 
recruiting children with light disabilities who can participate 
in group activities.
▽Eligibility: Children born between April 2, 2008, and April 
1, 2010, who live in Fuchu City with their parents and are 
registered in the Fuchu City basic resident register.
▽Capacity: A few children
▽Childcare Term: From April 2014 until entrance to 
elementary school
▽To Apply: Complete the designated application form that 
will be distributed starting on August 13 (Tue.) (available at 
Yazaki, Midori, and Koyanagi Kindergartens or at the School 
Affairs & Health Section [Fuchu City Hall 8F]) and submit 
the completed form to the School Affairs & Health Section 
between August 22 (Thu.) and August 23 (Fri.)./Applications 
by mail are not accepted.
▽Inquiries: School Affairs Subsection, School Affairs & 
Health Section (Tel: 042-335-4436)
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FUCHU  CITY BULEETIN
＜生活支援＞

■对在外国人学校就读的儿童、学生的监护人受理补助金申请事
项
▽对 象　 在外国人学校（适用于小学、中学）
　　　　　就读的儿童、学生的监护人
　　　　　但是，仅限于在市内有外国人登记原票者。
▽期 间   2013 年度上半期（4月 ~9 月）
▽补助额　月额 2,000 日元
▽申请    申请用纸请到各学校或市政府市民活动
　　　　　支援课领取。
▽咨询    市民活动支援课（电话 042-335-4131）

■可以通过公式推特了解府中市的信息
推特的账户是“东京都府中市”，用户名是
“@fuchu_tokyo”。会在推特上通知灾害信息
市的 PR信息等。在推特上建立了自己账号
的人，请关注查看。
○持有能够访问互联网的电脑或手机的人，
即使不在推特上建立自己的账号，通过访问
https://twitter.com/fuchu_tokyo，也都能
够查看府中市的推特。※只有日文版本。
▽咨询　政策总务部公报课（电话 042-335-4019）
■2013 年度国民年金保险费　学生交纳特例的受理
对于参加国民年金的学生，存在学生缴纳特例的制度，可延长保
险费交纳期限。
▽对象  符合以下条件者
○预计在 2013 年度就读大学等的学生
  （存在部分对象外的学校）
○市住民基本台帐有记载，20~59 岁的
  国民年金第１号被保人
○前一年的收入在一定额度以下者　
▽申请  将申请书 ( 在市政府 5楼
保险年金课、府中年金事务所领取 )、
学生证两面的复印件递交至市民部
保险年金课（邮编 :183-8703），
或府中年金事务所（邮编 :183-8505）/ 可自备 ( 需要年金手帐、
学生证或学生证两面的复印件、如为代理人需出示委托书、代理
人的本人确认文件 ) / 对于被批准为 2011 年度学生缴纳特例者，
应于 4月上旬由日本年金机构寄送申请书
▽咨询 保险年金课年金部门（电话 335·4066）、或府中年金事务
所（电话 361·1011）

■2014 年度市立幼儿园轻度残疾园儿招收
　在市立矢崎幼儿园、绿幼儿园、小柳幼儿园，招收可进行集体
活动的有轻度残疾的园儿。
▽对象　2008 年 4 月 2 日至 2010 年 4 月 1 日出生的幼儿，和监护
人居住在市内，市内有住民基本台帐的人员
▽定员　若干名
▽保育期间　从 2014 年 4 月到就学前
▽申请  在于 8 月 13 日（星期二）分发的特定纸张 (在市立矢崎
幼儿园、绿幼儿园、小柳幼儿园、市政府 8楼学务保健课领取 )
上填写必要事项，在 8月 22 日 ( 星期四 ) 至 8 月 23 日 ( 星期五 )
期间交给学务保健课 /不可邮寄
▽咨询　学务保健课学务部门　
（电话 042·335·4436）

생활 지원생활 지원

■외국인 학교에 다니는 아동ㆍ학생의 보호자를 위한 보조금 ■외국인 학교에 다니는 아동ㆍ학생의 보호자를 위한 보조금 

신청 접수신청 접수

▽대 상   외국인 학교(초, 중학교 상당)에 다니는 아동ㆍ학생의  ▽대 상   외국인 학교(초, 중학교 상당)에 다니는 아동ㆍ학생의  

　　　　 보호자　　　　 보호자

　　　　 단, 후츄시 내에 외국인 등록원표가 있는 분만     　　　　 단, 후츄시 내에 외국인 등록원표가 있는 분만     

한합니다.한합니다.

▽기 간   2013년도 상반기분(4월~9월분)▽기 간   2013년도 상반기분(4월~9월분)

▽보조금  월 2,000엔▽보조금  월 2,000엔

▽신 청   신청용지는 각 학교 또는 시청 시민활동지원과에서 ▽신 청   신청용지는 각 학교 또는 시청 시민활동지원과에서 

교부하고 있습니다.교부하고 있습니다.

▽문 의   시민활동지원과(TEL 042-335-4131)▽문 의   시민활동지원과(TEL 042-335-4131)

■후츄시의 정보를 공식 트위터로 알 수 있습니다.■후츄시의 정보를 공식 트위터로 알 수 있습니다.

트위터 계정은 ‘東京都府中市 (도쿄도 후츄시)’, 사용자 　트위터 계정은 ‘東京都府中市 (도쿄도 후츄시)’, 사용자 　

이름은 ‘@fuchu_tokyo’입니다. 트위터에서는 재해정보 및 이름은 ‘@fuchu_tokyo’입니다. 트위터에서는 재해정보 및 

시의 PR 정보 등을 알려 드립니다. 트위터에 본인의 계정을 시의 PR 정보 등을 알려 드립니다. 트위터에 본인의 계정을 

만든 분은 팔로우해 주십시오.만든 분은 팔로우해 주십시오.

○트위터에 본인의 계정을 만들지 않더라도 ○트위터에 본인의 계정을 만들지 않더라도 

https://twitter.com/fuchu_tokyo에 접속할 수 있는 PC나 https://twitter.com/fuchu_tokyo에 접속할 수 있는 PC나 

휴대전화가 있는 분이라면 누구나 후츄시의 트위터를 볼 수 휴대전화가 있는 분이라면 누구나 후츄시의 트위터를 볼 수 

있습니다. ※일본어로만 대응하고 있습니다.있습니다. ※일본어로만 대응하고 있습니다.

▽문의 정책총무부 홍보과(Tel: 042-335-4019)▽문의 정책총무부 홍보과(Tel: 042-335-4019)

■2013년도 국민연금 보험료  학생 납부 특례 접수■2013년도 국민연금 보험료  학생 납부 특례 접수

국민연금에 가입한 학생 분에게는 보험료 납부를 유예해 드리는 국민연금에 가입한 학생 분에게는 보험료 납부를 유예해 드리는 

학생 납부 특례 제도가 있습니다학생 납부 특례 제도가 있습니다

▽대상  다음 요건을 모두 충족하는 분▽대상  다음 요건을 모두 충족하는 분

○2013년도에 대학 등에 재학 예정인 분(일부 대상 외 학교가 ○2013년도에 대학 등에 재학 예정인 분(일부 대상 외 학교가 

있음)있음)

○시의 주민기본대장에 기재되어 있고 20~59세의 국민연금 제○시의 주민기본대장에 기재되어 있고 20~59세의 국민연금 제

1호 피보험자인 분1호 피보험자인 분

○전년 수입이 일정 금액 이하인 분○전년 수입이 일정 금액 이하인 분

▽신청  신청서(시청 5층 보험연금과, 후츄 연금사무소에 ▽신청  신청서(시청 5층 보험연금과, 후츄 연금사무소에 

비치), 학생증의 양면 복사본을 우183-8703시민부 비치), 학생증의 양면 복사본을 우183-8703시민부 

보험연금과 또는 우183-8505 후츄 연금사무소로 송부해 보험연금과 또는 우183-8505 후츄 연금사무소로 송부해 

주십시오./직접 가지고 오셔도 됩니다.(인감, 대리인인 경우는 주십시오./직접 가지고 오셔도 됩니다.(인감, 대리인인 경우는 

위임장 또는 대리인의 본인 확인 서류가 필요)/2012년도 학생 위임장 또는 대리인의 본인 확인 서류가 필요)/2012년도 학생 

납부 특례 승인자에게는 4월 초순에 일본 연금기구에서 납부 특례 승인자에게는 4월 초순에 일본 연금기구에서 

신청서를 송부해 드립니다.신청서를 송부해 드립니다.

▽문의  보험연금과 연금계(TEL 335-4066) 또는 후츄 ▽문의  보험연금과 연금계(TEL 335-4066) 또는 후츄 

연금사무소(TEL 361-1011)연금사무소(TEL 361-1011)

■2014년도 시립 유치원 경도 장애 원아 모집■2014년도 시립 유치원 경도 장애 원아 모집

시립 야자키 유치원, 미도리 유치원, 코야나기 유치원에서는 시립 야자키 유치원, 미도리 유치원, 코야나기 유치원에서는 

집단 행동을 할 수 있는 경도 장애 원아를 모집합니다.집단 행동을 할 수 있는 경도 장애 원아를 모집합니다.

▽대상　2008년 4월 2일~2010년 4월 1일에 태어난 유아로 ▽대상　2008년 4월 2일~2010년 4월 1일에 태어난 유아로 

보호자와 시내에 거주하고 시내에 주민기본대장이 있는 분보호자와 시내에 거주하고 시내에 주민기본대장이 있는 분

▽정원  약간 명▽정원  약간 명

▽보육기간  2014년 4월부터 취학 전까지▽보육기간  2014년 4월부터 취학 전까지

▽신청  8월 13일(화)부터 배부하는 지정 용지(시립 야자키ㆍ▽신청  8월 13일(화)부터 배부하는 지정 용지(시립 야자키ㆍ

미도리ㆍ코야나기 유치원, 시청 8층 학무보건과에 비치)에 미도리ㆍ코야나기 유치원, 시청 8층 학무보건과에 비치)에 

필요 사항을 기입한 후 8월 22일(목)부터 8월 23일(금)까지 필요 사항을 기입한 후 8월 22일(목)부터 8월 23일(금)까지 

학무보건과에 제출/우송 불가학무보건과에 제출/우송 불가

▽문의  학무보건과 학무계(TEL 335-4436)▽문의  학무보건과 학무계(TEL 335-4436)
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各館 ・劇場の主なイベント

府中市美術館
　〒183－0001　府中市浅間町１丁目３番地（都立府中の森公園内）
【ちゅうバス：府中駅から多磨町行き『府中市美術館』下車すぐ】
▽問合せ　：ハローダイヤル　03－5777－8600
▽開館時間：10:00～ 17:00（入場は16:30まで）
▽休館日：ホームページをご覧下さい。URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

企画展覧会　
※企画展観覧料で、常設展もご覧になれます。未就学児、障害者手帳等をお
　持ちの方は無料です。（　）内は20人以上の団体割引料金

■企画展「夏休みこども美術館　いたずらぱれたん　絵の国は大さわぎ」
▽会期　　　　　　7月20日（土）から
　　　　　　　　　9月1日（日）
▽企画展観覧料　　一般400（320）円、
　　　　　　　　　高校・大学生200（160）円、
　　　　　　　　　小・中学生70（50）円

■企画展「ウィリアム・モリス」
▽会期　　　　　　9月14日（土）から
　　　　　　　　  12月 1日（日）
▽企画展観覧料　　一般900（720）円、高校・大学生450（360）円、
　　　　　　　　　小・中学生200（160）円
■公開制作　「古川タクの実験工房」
▽期日　　　7月20日（土）から12月1日（日）
▽料金　　　無料
▽場所　　　1階公開制作室
（作家来館日はチラシ、ホームページ等でお知らせします）
URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

府中市郷土の森博物館
〒183-0026　府中市南町6－32　℡042-368-7921
▽博物館入場料　大人200円、子供（中学生以下）100円、4歳未満無料
※料金の書かれていない催しは観覧無料ですが、博物館入場料は必要です。
▽開館時間　9:00～ 17:00（入場は16:00まで）
▽休 館 日　ホームページでご確認ください。
http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

展示会
■企画展　大西浩次　星景写真展　「天・空の記」
▽会期 9月 1日（日）まで
▽会場 本館2階企画展示室
＊内容は、前号をご確認ください。

■特別公開　　チェリャビンスク隕石　ロシアで起きた隕石落下
▽会期　9月1日(日）まで
▽会場　本館２階企画展示室前ロビー
▽協力　スペースガード協会
▽内容　今年２月、ロシアの一角に落下し、街に大きなダメージを与えた隕
　石のニュースは大変衝撃的なものでした。スペースガード協会の協力を得
　て、この隕石を展示します。いつ何時、自分の街にも降って来るかも知れ
　ない宇宙の小石を実感してください。

Events at Museums and Theaters
Fuchu Art Museum 
1-3 Sengencho, Fuchu City 183-0001 (inside Fuchu-no Mori 
Park)

▽Inquiries: Tel: 03-5777-8600 (Hello Dial)
▽Hours: 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (admission until 4:30 p.m.)
▽Closed : Please check the museum website. 
　URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

Special Exhibition 　
Admission to the permanent exhibition is included in the 
following fees. Admission is free for preschoolers and those 
presenting a Disabled Person’ s Handbook. Fees in 
parentheses are for groups of 20 or more people.

■Special Exhibition: Summer Vacation at the Children’ s 
Art Museum—Mischievous Palletan: “The Picture Kingdom 
Is Filled with Excitement”
▽Dates: July 20 (Sat.) through September 1 (Sun.) 
▽Admission: ¥400 (¥320) for adults, ¥200 (¥160) for high 
school and university students, ¥70 (¥50) for elementary 
and junior high school students

■Special Exhibition: William Morris 
▽Dates: September 14 (Sat.) through December 1 (Sun.) 
▽Admission: ¥900 (¥720) for adults, ¥450 (¥360) for high 
school and university students, ¥200 (¥160) for elementary 
and junior high school students

■Open Studio: Furukawa Taku’ s Experimental Workshop
▽Dates: July 20 (Sat.) through December 1 (Sun.) 
▽Admission: Free of charge
▽Location: 1F Open Studio
Note: The dates the artist will be present will be announced 
via fliers and the website.
URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

Fuchu City Kyodo-no-Mori Museum　　　　
6-32 Minamicho, Fuchu City 183-0026 (Tel: 042-368-7921)
▽Admission: ¥200 for adults, ¥100 for children junior high 
school age and younger, free for 3-year-olds and younger 
children
▽Note: Events that do not indicate an admission fee are free 
of charge, but museum admission fees are required.
▽Hours : 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (admission until 4:00 p.m.)
▽Closed: Please check the museum website. 
　http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

Exhibitions
■Special Exhibition: Koji Onishi’ s Star Photography—
“Record of the Heavens and Sky”
▽Dates: Until September 1 (Sun.)
▽Location: Special Exhibition Room, Main Bldg. 2F 
Note: Please read the previous issue for information on this 
program.

■Special Exhibition: The Chelyabinsk Meteorite—The 
Meteor Shower in Russia
▽Dates: Until September 1 (Sun.) 
▽Location: Lobby in front of the Special Exhibition Room, 
Main Bldg. 2F 
▽Cooperation: Japan Spaceguard Association
▽Program: The news of the meteorite that fell in a corner of 
Russia and heavily damaged a town in February of this year 
was shocking. Parts of the meteorite will be on exhibit 
thanks to the cooperation of the Japan Spaceguard 
Association. See what a small stone from outer space is like. 
You never know when one may fall in our town! 
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▲ぱれたん と　むら田
▲Palletan and Murata

▲ウィリアム・モリス《いちご泥棒》1883年
▲William Morris, Strawberry Thief, 1883
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■공개 제작 ‘후루카와 타쿠의 실험 공방’■공개 제작 ‘후루카와 타쿠의 실험 공방’

▽기간　　　7월 20일(토)~12월 1일(일)▽기간　　　7월 20일(토)~12월 1일(일)

▽요금　　　무료▽요금　　　무료

▽장소　　　1층 공개제작실▽장소　　　1층 공개제작실

(작가 방문일은 전단지, 홈페이지 등을 통해 (작가 방문일은 전단지, 홈페이지 등을 통해 

알려 드립니다)알려 드립니다)

URL:http://www.city.fuchu.tokyo.URL:http://www.city.fuchu.tokyo.

jp/art/jp/art/

FUCHU  CITY BULEETIN
＜各馆・剧场的主要活动＞
府中市美术馆　　　　　
邮编 183-0001　府中市浅间町 1丁目 3番地
　　　　　　　（都立府中之森公园内）
▽咨    询　：HELLO DIAL　03-5777-8600
▽开关时间　：10：00~17：00（入场截止到 16：30 止）
▽休馆日 　：请从主页上确认。
URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

企划展览会　　　
※交了企划展参观费，还可以参观常设展。未就学儿童、持有残
疾人手册等的人员免费。（　）内为 20 人以上的团体优惠票价／
未就学儿童、持有残疾人手册等的人员免费。

■企划展“暑假儿童美术馆　恶作剧先生 Paretan
　绘画王国热闹非凡”
▽会期　　　　　　7月 20 日（星期六）
　　　　　　　　　~9 月 1 日（星期日）
▽企划展参观费　　一般 400（320）日元、
　　　　　高中·大学生 200（160）日元、
　　　　　小·中学生 70（50）日元

■企划展“威廉·莫里斯”
▽会期　　　　　　9月 14 日（星期六）
　　　　　　　　 ~12 月 1 日（星期日）
▽企划展参观费　　一般 900（720）日元、
         高中·大学生 450（360）日元、
         小·中学生 200（160）日元
■公开制作　“古川 Taku 的实验工作室”
▽日期　　　7月 20 日（星期六）~12 月 1 日（星期日）
▽费用　　　免费
▽场所　　　1楼公开制作室
（作家来馆日通过传单和互联网主页等通知。）
URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

府中市乡土之森博物馆　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮编 183-0026　府中市南町 6-32（电话 368-7921）
▽博物馆入场费　大人 200 日元、
     孩子（中学生以下）100 日元、未满 4岁免费
※没有标记费用的活动是可以免费参加的，但是博物馆是需要入
场费的。
▽开馆时间：上午 9时 ~下午 5时（入场截止到下午 4时止）
▽休馆日：请从主页上确认。http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

展示会
■企划展　大西浩次　星景写真展　“天·空之记”
▽会期 9 月 1 日（星期日）止
▽会场 本馆 2楼企划展示室
＊内容请看信息热线 70 号。

■特别公开　　车里雅宾斯克陨石 发生在俄罗斯的陨石坠落
▽会期　9月 1 日 ( 星期日）止
▽会场　主馆 2楼企划展示室前大厅
▽协助　太空护卫协会　　
▽内容　今年 2月有一则爆炸性新闻，一颗陨石坠落到了俄罗斯
的一处地方，给城市造成了巨大的破坏。我们得到了太空护卫协
会的协助，展示这块陨石。请亲身感受一下宇宙中的小石头，说
不定什么时候亦会坠落到自己的城市。

＜각종 전시 행사관ㆍ극장의 주요 이벤트＞＜각종 전시 행사관ㆍ극장의 주요 이벤트＞
후츄시 미술관　　　　후츄시 미술관　　　　

우183-0001 후츄시 센겐쵸 1쵸메 3번지(도립 후츄의 숲 공원 우183-0001 후츄시 센겐쵸 1쵸메 3번지(도립 후츄의 숲 공원 

내)내)

문의: 헬로 다이얼 03-5777-8600문의: 헬로 다이얼 03-5777-8600

개관시간: 10:00~17:00(입장은 16:30까지)개관시간: 10:00~17:00(입장은 16:30까지)

휴관일　　：홈페이지에서 확인해 주십시오. 휴관일　　：홈페이지에서 확인해 주십시오. 

URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/

기획 전람회기획 전람회

※기획전 관람료로 상설전도 관람할 수 있습니다. 미취학아, ※기획전 관람료로 상설전도 관람할 수 있습니다. 미취학아, 

장애인 수첩 등을 소지한 분은 무료입니다. (  ) 안은 20명 장애인 수첩 등을 소지한 분은 무료입니다. (  ) 안은 20명 

이상의 단체 할인 요금/미취학아, 장애인수첩 등을 소지한 분은 이상의 단체 할인 요금/미취학아, 장애인수첩 등을 소지한 분은 

무료입니다.무료입니다.

■기획전 ‘여름방학 어린이 미술관 개구쟁이 파레탄 ■기획전 ‘여름방학 어린이 미술관 개구쟁이 파레탄 

그림나라는 대소동’그림나라는 대소동’

▽기간　　　　　　7월 20일(토)~9월 1일(일)▽기간　　　　　　7월 20일(토)~9월 1일(일)

▽기획전 관람료　일반 400(320)엔, 고교ㆍ대학생 200▽기획전 관람료　일반 400(320)엔, 고교ㆍ대학생 200

(160)엔, 초ㆍ중학생 70(50)엔(160)엔, 초ㆍ중학생 70(50)엔

■기획전 ‘윌리엄 모리스’■기획전 ‘윌리엄 모리스’

▽기간　　　　　　9월 14일(토)~12월 1일(일)▽기간　　　　　　9월 14일(토)~12월 1일(일)

▽기획전 관람료　일반 900(720)엔, 고교ㆍ대학생 450▽기획전 관람료　일반 900(720)엔, 고교ㆍ대학생 450

(360)엔, 초ㆍ중학생 200(160)엔(360)엔, 초ㆍ중학생 200(160)엔

후츄시 향토의 숲 박물관　　　　　　　　　　　후츄시 향토의 숲 박물관　　　　　　　　　　　

우183-0026 후츄시 미나미쵸 6-32(TEL: 368-7921)우183-0026 후츄시 미나미쵸 6-32(TEL: 368-7921)

▽박물관 입장료  어른 200엔, 어린이(중학생 이하) 100엔, 4▽박물관 입장료  어른 200엔, 어린이(중학생 이하) 100엔, 4

세 미만 무료세 미만 무료

※요금이 표기되어 있지 않은 행사는 참가 무료입니다. 단, ※요금이 표기되어 있지 않은 행사는 참가 무료입니다. 단, 

박물관 입장료는 필요합니다.박물관 입장료는 필요합니다.

▽개관시간: 오전 9시~오후 5시(입장은 오후 4시까지)▽개관시간: 오전 9시~오후 5시(입장은 오후 4시까지)

▽휴관일: 홈페이지에서 확인해 주십시오. ▽휴관일: 홈페이지에서 확인해 주십시오. 

http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

전시회전시회

■기획전 오오니시 코지 별풍경 사진전 ‘천공기’■기획전 오오니시 코지 별풍경 사진전 ‘천공기’

▽기간 9월 1일(일)까지▽기간 9월 1일(일)까지

▽장소 본관 2층 기획전시실▽장소 본관 2층 기획전시실

＊내용은 지난 호를 확인해 주십시오.＊내용은 지난 호를 확인해 주십시오.

■특별 공개  첼랴빈스크 운석 러시아에서 발생한 운석 낙하■특별 공개  첼랴빈스크 운석 러시아에서 발생한 운석 낙하

▽기간 9월 1일(일)까지▽기간 9월 1일(일)까지

▽장소 본관 2층 기획전시실 앞 로비▽장소 본관 2층 기획전시실 앞 로비

▽협력 스페이스가드협회▽협력 스페이스가드협회

▽내용 올해 2월 러시아 일원에 떨어져 도시에 막대한 피해를 ▽내용 올해 2월 러시아 일원에 떨어져 도시에 막대한 피해를 

준 운석에 관한 뉴스는 매우 충격적이었습니다. 준 운석에 관한 뉴스는 매우 충격적이었습니다. 

스페이스가드협회의 협력을 얻어 이 운석을 전시합니다. 언제 스페이스가드협회의 협력을 얻어 이 운석을 전시합니다. 언제 

어느 때에 자신의 도시에도 떨어질지 모르는 우주의 소운석을 어느 때에 자신의 도시에도 떨어질지 모르는 우주의 소운석을 

실감해 보십시오.실감해 보십시오.
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▲Paretan 和村田

▲威廉·莫里斯《草莓盗贼》1883 年

▲파레탄과 무라타

▲윌리엄 모리스 《딸기 도둑》1883년

し し



 

■特別展　あしもとネイチャーワールド「多摩川にアユが帰ってきた！」
▽会期　９月１日(日）まで
▽会場　本館1階特別展示室
　川が汚れて、一度は姿を消したアユが再び戻るほどに、今は環境を　取り
　戻した多摩川の自然を考察します。多摩川で見られる魚たちも水槽で紹介
　します。

プラネタリウム
▽観覧料：大人400円、中学生以下200円　（博物館入場料が別途必要）
※各番組の前半では当日の星空を生解説いたします。

■プラネタリウム夏の新番組
「ワンピース　プラネタリウム」
投影期間：投影中～9月1日 (日 )　14:00に投影
人気コミックのワンピースがついにプラネタリウムに登場！暗闇の中、突然
現れた麦わらのルフィ率いる麦わらの一味。彼らの目的は、観客と一緒に星
空を航海すること。様々な形の星座、キレイな流星、オーロラ････ナミのナ
ビゲーターのもと四季の星座をめぐり、宇宙の神秘に触れていきます。

■その他の番組　　
○「プラネタリウム宇宙兄弟　一点のひかり」　毎日　15:30に投影
○「宮沢賢治　銀河鉄道の夜」　日・祝・夏休みのみ11:00に投影　　
○「ライフ　いのちをつなぐ物語」　土・日・祝・夏休みのみ　12:30に投影

※7/20（土）7/21（日）の9:30～ 10:30は、「夏の星空ガイド2013」として特
別投影があります。こちらもぜひご観覧ください。料金は同じです。

詳細、またはその他の情報については、当館のホームページに掲載されてい
ます。こちらもご覧ください。http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

府中の森芸術劇場
〒183-0001　府中市浅間町1－2   ℡042-335-6211

■ジョン・健・ヌッツォ　シューベルティアーデ
８月28日（水）19:00 ウィーンホール
全席指定／5,500円
出演：テノール…ジョン・健・ヌッツォ、ピアノ…近藤亜紀
曲目：シューベルト：「美しき水車小屋の娘」より、知りたがる男、好きな色
　　　　　　　　　　ほか

■音楽の絵本～親子のためのクラシックコンサート～
９月21日（土）①10:30／②15:00　ウィーンホール
全席指定／子供（3歳以上小学生以下）：1,500円、大人：2,500円
出演：ズーラシアンブラス≪金管五重奏≫＆弦うさぎ≪弦楽四重奏≫
曲目：ウィリアムテル序曲、愛の挨拶、となりのトトロメドレー　ほか

■どりーむコンサートVol.82　ムソルグスキー組曲「展覧会の絵」
９月23日（月祝）14:00　どりーむホール
全席指定／S席：5,000円、A席：4,000円
出演：指揮…宮本文昭、フルート…工藤重典、ヴァイオリン…岸本萌乃加
曲目：モーツァルト：フルート協奏曲第1番
　　　ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
　　　ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」

■Special Exhibition: Nature World at Your Feet—River 
Trout Have Returned to the Tamagawa River! 
▽Dates: Until September 1 (Sun.)
▽Location: Special Exhibition Room, Main Bldg. 1F 
Come observe the natural environment of the Tamagawa, 
once so polluted that the river trout disappeared. Today, 
though, the river has regained its natural environment to 
the extent that the fish have returned. Various kinds of fish 
that can be seen in the river will also be introduced using 
fish tanks.

Planetarium
Admission: ¥400 for adults, ¥200 for children junior high 
school age and younger (A separate museum admission fee is 
required.)
The first half of each program is a live explanation of the 
stars for that day.

■Planetarium Summer Presentation
One Piece at the Planetarium
Dates: Showing now through September 1 (Sun.), 2:00 p.m.
The characters of the popular comic One Piece are coming to 
our planetarium! Luffy and the Straw Hat Pirates appear 
suddenly in the darkness. Their mission is to journey 
through the stars together with the audience. Journeying 
through the four seasons with Nami as the navigator and 
seeing various constellations, beautiful shooting stars, and 
the aurora borealis, let’ s enjoy the mystic atmosphere of 
outer space.

■Other Presentations
○Space Brothers—One Point of Light   (from 3:30 p.m.)
○Kenji Miyazawa’ s Fantasy Railroad in the Stars (from 
11:00 a.m. on Sundays, national holidays, and during 
summer vacation) 
○One Life  (from 12:30 p.m on Saturdays, Sundays, national 
holidays, and during summer vacation)
Note: There will be a special show called “Summer Star 
Guide 2013” on July 20 (Sat.) and 21 (Sun.), from 9:30 to 
10:30 a.m. Don’ t miss the opportunity to watch this show as 
well. The admission fee is the same.

Details and information on various other programs can be 
found on the museum’ s website, so please take a look: 
www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

Fuchu-no-Mori Theater　　　　

1-2 Sengencho, Fuchu City 183-0001 (Tel: 042-335-6211)

■John Ken Nuzzo—Schubertiade 
August 28 (Wed.), 7:00 p.m.
Vienna Hall 
All seating reserved: \5,500
Performers: John Ken Nuzzo (tenor) and Aki Kondo (piano)
Program: The Inquisitive One, The Beloved Color, and more 
from Schubert’ s “The Lovely Maid of the Mill”

■Picture Book of Music—Classical Concert for Parents and 
Children 
September 21 (Sat.), (1) 10:30 a.m. and (2) 3:00 p.m.　
Vienna Hall 
All seating reserved: Children (three years of age through 
elementary school age): \1,500, adults: \2,500
Performers: Zoorasian Brass (brass quintet) and Tsuru 
Usagi (string quartet) 
Program: William Tell Overture, Salut d'amour, medley from 
Totoro, and more

■Dream Concert Vol. 82—Mussorgsky Suite, Pictures at an 
Exhibition
September 23 (Mon., a national holiday), 2:00 p.m. 
Dream Hall 
All seating reserved: S seats: \5,000; A seats: \4,000
Performers: Fumiaki Miyamoto (conductor), Shigenori Kuto 
(flute), Honoka Kishimoto (violin)
Program: Mozart’ s Flute Concerto no. 1; Bruch’ s Violin 
Concerto no. 1; and Mussorgsky’ s Suite, Pictures at an 
Exhibition
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とくべつてん

 ふ ちゅう　　 もりげいじゅつげきじょう
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■特别展　脚下的自然世界“香鱼重返多摩川！”
▽会期　9月 1 日 ( 星期日）止
▽会场　本馆 1楼特别展示室
现在在考察环境得以恢复了的多摩川的自然情况，由于河水遭到
污染，一度消失了的香鱼又回来了。也会将多摩川中的鱼儿放在
水槽中进行介绍。

天文馆
▽参观费：大人 400 日元、中学生以下 200 日元　（需要另行收取
博物馆入场费）
※各节目的前半段将对当日的星空进行实时解说。

■天文馆夏季的新节目
“海贼王　天文馆”
放映期间：放映中 ~9 月 1 日 ( 星期日 )　14:00 放映
人气漫画终于要在天文馆登场了！草帽团团长路飞率领的草帽海
贼团突然出现在黑暗之中。他们的目的是与观众一起畅游星海。
各种各样形状的星座、美丽的流星、极光····跟随领航员娜美，
环绕着四季的星座，去感受宇宙的神秘。

■其他节目
○“天文馆宇宙兄弟　一点光亮”　15:30 放映
○“宫泽贤治　银河铁道之夜” 11:00 放映（仅星期日、节日·暑
假中）
○“连接生活 生命的故事”12:30 放映（仅星期六、日、节日·暑假中）

※在 7/20（星期六）7/21（星期日）的 9:30 ～ 10:30，有特殊放映
“夏日的星空介绍 2013”。也请一定观看。费用相同。

详情及其他信息登载在该馆的主页上。敬请浏览此处。
http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

府中之森艺术剧场　　　
邮编 183-0001　府中市浅间町 1-2
             （电话　042-335-6211）

■乔恩·健·Nuzzo（John Ken Nuzzo）　舒伯特音乐节　
8月 28（星期三）19:00 维也纳大厅　
全部对号入座／ 5,500 日元
演出：男高音⋯乔恩·健·Nuzzo、钢琴⋯近藤亚纪
曲目：舒伯特：《美丽的磨坊女》、疑虑、可爱的颜色　其他

■音乐画册 ~为父母与子女共同准备的古典音乐会 ~
9 月 21 日（星期六）①10:30 ／②15:00　维也纳大厅
全部对号入座／孩子（3岁以上小学生以下）：1,500 日元、大人：
2,500 日元
演出：欧亚大陆动物铜管组（ZORASIANBRASS）《铜管五重奏》
＆弦乐兔子《弦乐四重奏》
曲目：威廉泰尔序曲、爱的问候、龙猫系列组曲　其他

■梦想音乐会Vol.82　穆索尔斯基组曲《展览会之画》
9月 23 日（星期一节日）14:00　梦幻大厅
全部对号入座／ S座：5,000 日元、A座：4,000 日元
演出：指挥⋯宫本文昭、长笛⋯工藤重典、小提琴⋯岸本萌乃加
曲目：莫扎特：长笛协奏曲第 1乐章
      布鲁赫：小提琴协奏曲第 1乐章
      穆索尔斯基：组曲《展览会之画》

■특별전 발 아래 자연의 세계 ‘타마가와에 은어가 돌아왔다!’■특별전 발 아래 자연의 세계 ‘타마가와에 은어가 돌아왔다!’

▽기간 9월 1일(일)까지▽기간 9월 1일(일)까지

▽장소 본관 1층 특별전시실▽장소 본관 1층 특별전시실

강이 오염되어 한 차례 자취를 감춘 은어가 다시 돌아올 정도로 강이 오염되어 한 차례 자취를 감춘 은어가 다시 돌아올 정도로 

지금은 환경을 회복한 타마가와의 자연을 고찰합니다. 지금은 환경을 회복한 타마가와의 자연을 고찰합니다. 

타마가와에서 볼 수 있는 물고기들도 수조를 통해 소개합니다.타마가와에서 볼 수 있는 물고기들도 수조를 통해 소개합니다.

플라네타리움플라네타리움

▽관람료: 어른 400엔, 중학생 이하 200엔(박물관 입장료 ▽관람료: 어른 400엔, 중학생 이하 200엔(박물관 입장료 

별도)별도)

※각 프로그램의 전반부에는 당일의 별이 총총한 하늘을 직접 ※각 프로그램의 전반부에는 당일의 별이 총총한 하늘을 직접 

설명해 드립니다.설명해 드립니다.

■플라네타륨 여름의 새 프로그램■플라네타륨 여름의 새 프로그램

‘원피스 플라네타륨’‘원피스 플라네타륨’

투영기간: 투영 중~9월 1일(일) 14:00에 투영투영기간: 투영 중~9월 1일(일) 14:00에 투영

인기 코믹스인 원피스가 드디어 플라네타륨에 등장! 암흑 속 인기 코믹스인 원피스가 드디어 플라네타륨에 등장! 암흑 속 

갑자기 나타난 밀짚모자 루피가 이끄는 밀짚모자 일당. 그들의 갑자기 나타난 밀짚모자 루피가 이끄는 밀짚모자 일당. 그들의 

목적은 관객과 함께 별하늘을 항해하는 것. 다양한 모양의 목적은 관객과 함께 별하늘을 항해하는 것. 다양한 모양의 

별자리, 아름다운 유성, 오로라ㆍㆍㆍㆍ나미의 길 안내 아래 별자리, 아름다운 유성, 오로라ㆍㆍㆍㆍ나미의 길 안내 아래 

사계절의 별자리를 둘러보며 우주의 신비를 체험합니다.사계절의 별자리를 둘러보며 우주의 신비를 체험합니다.

■기타 프로그램　　■기타 프로그램　　

○‘플라네타륨  우주형제  한 점의 빛’ 15:00에 투영○‘플라네타륨  우주형제  한 점의 빛’ 15:00에 투영

○‘미야자와 켄지 은하철도의 밤’ 11:00에 투영(일ㆍ공휴일ㆍ○‘미야자와 켄지 은하철도의 밤’ 11:00에 투영(일ㆍ공휴일ㆍ

여름방학 동안만 )여름방학 동안만 )

○‘삶 생명을 잇는 이야기’ 12:30에 투영(토·일ㆍ공휴일ㆍ○‘삶 생명을 잇는 이야기’ 12:30에 투영(토·일ㆍ공휴일ㆍ

여름방학 동안만)여름방학 동안만)

※7/20(토), 7/21(일)의 9:30~10:30은 ‘여름의 별하늘 ※7/20(토), 7/21(일)의 9:30~10:30은 ‘여름의 별하늘 

가이드 2013’으로 특별 투영이 있습니다. 본 특별 투영도 꼭 가이드 2013’으로 특별 투영이 있습니다. 본 특별 투영도 꼭 

관람해 주십시오. 요금은 같습니다.관람해 주십시오. 요금은 같습니다.

자세한 내용 또는 기타 정보는 박물관 홈페이지에 게재되어 자세한 내용 또는 기타 정보는 박물관 홈페이지에 게재되어 

있습니다. 이곳도 참조해 주십시오. 있습니다. 이곳도 참조해 주십시오. 

http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

후츄의 숲 예술 극장　　　후츄의 숲 예술 극장　　　

우183-0001 후츄시 센겐쵸 1-2(TEL: 042-335-6211)우183-0001 후츄시 센겐쵸 1-2(TEL: 042-335-6211)

■존 켄 누조 슈베르티아데■존 켄 누조 슈베르티아데

8월 28일(수) 19:00 빈(Wien) 홀8월 28일(수) 19:00 빈(Wien) 홀

전석 지정/5,500엔전석 지정/5,500엔

출연: 테너…존 켄 누조, 피아노…콘도 아키출연: 테너…존 켄 누조, 피아노…콘도 아키

곡목: 슈베르트 ‘아름다운 물레방앗간의 아가씨’부터 호기심이 곡목: 슈베르트 ‘아름다운 물레방앗간의 아가씨’부터 호기심이 

강한 사내, 좋아하는 빛깔 외강한 사내, 좋아하는 빛깔 외

■음악 그림책~부모와 자녀를 위한 클래식 콘서트~■음악 그림책~부모와 자녀를 위한 클래식 콘서트~

9월 21일(토) ①10:30/②15:00 빈(Wien) 홀9월 21일(토) ①10:30/②15:00 빈(Wien) 홀

전석 지정/아동(3세 이상 초등학생 이하): 1,500엔, 어른: 전석 지정/아동(3세 이상 초등학생 이하): 1,500엔, 어른: 

2,500엔2,500엔

출연: 주라시안 브라스《금관 오중주》&츠루우사기《현악 출연: 주라시안 브라스《금관 오중주》&츠루우사기《현악 

사중주》사중주》

곡목: 윌리엄 텔 서곡, 사랑의 인사, 이웃집 토토로 메들리 외곡목: 윌리엄 텔 서곡, 사랑의 인사, 이웃집 토토로 메들리 외

■드림 콘서트 Vol.82 무소륵스키 조곡 ‘전람회 그림’■드림 콘서트 Vol.82 무소륵스키 조곡 ‘전람회 그림’

9월 23일(월ㆍ공휴일) 14:00 드림 홀9월 23일(월ㆍ공휴일) 14:00 드림 홀

전석 지정/S석: 5,000엔, A석: 4,000엔전석 지정/S석: 5,000엔, A석: 4,000엔

출연: 지휘…미야모토 후미아키, 플루트…쿠도 시게노리, 출연: 지휘…미야모토 후미아키, 플루트…쿠도 시게노리, 

바이올린…키시모토 호노카바이올린…키시모토 호노카

곡목: 모차르트: 플루트 협주곡 제1번곡목: 모차르트: 플루트 협주곡 제1번

   브루흐: 바이올린 협주곡 제1번   브루흐: 바이올린 협주곡 제1번

   무소륵스키: 조곡 ‘전람회 그림’   무소륵스키: 조곡 ‘전람회 그림’
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