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○各分野の基本目標の体系図
〈都市像〉みんなで創る　笑顔あふれる　住みよいまち
〈各分野の基本目標〉

　健康・福祉

人と人とが支え
合い幸せを感じ
るまち

　生活・環境

安全で快適に暮
らせる持続可能
なまち

　文化・学習

人とコミュニティ
をはぐくむ文化の
まち

  都市基盤・産業

人を魅了する
にぎわいと活力
のあるまち

Health/welfare
A town with a sense 
of happiness, where 
people support each 
other

A sustainable town 
where people can 
live safely and 
comfortably

A town of culture 
where people and 
communities are 
nurtured 

A lively town with 
vitality that attracts 
people

Everyday 
living/environment Culture/learning Urban 

infrastructure/industry

府中府中インフォラインインフォライン

正しい知識で健康づくりに取り組めるように
支援します。
We will support organized health programs 
with proper knowledge

水と緑の豊かな環境を守り育てます。
We will protect and foster an environment 
that is rich in waterways and natural greenery

地域コミュニティの輪を広げ、暮らしやすい
環境を目指します。
 We will aim to widen the circle of friendship in 
local communities and build an environment 
that is comfortable to live in.

にぎわいのある魅力的なまちづくりを進めます。
We will promote city planning that is dynamic 
and attractive

発行：市民活動支援課 府中市宮西町2-24
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府中インフォライン

府中の今後のまちづくりの指針 ・第６次府中市総合計画を策定しました

　都市像「みんなで創る　笑顔あふれる　住みよいまち
　　　　～みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して～」
〇総合計画とは・・・
総合計画とは、皆さんが暮らす府中のまちをどのようにつくっていくのか、その
方向性を描いたまちづくりの指針となるものです。第６次府中市総合計画の計画
期間は、平成２６年度から平成３３年度までの８年間です。
○まちの “都市像”（将来像）
「みんなで創る　笑顔あふれる　住みよいまち
～みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して～」
府中をもっと住みやすく、活気のあるまちにしていくために、みんなで目指すま
ちの “都市像” を上のように決めました。住みよいまちをつくっていくためには、
市だけではなく、住民や事業者、在勤者、在学者及び市内で活動する方々や団体
などの皆さんの力が必要です。「市民」と「市」がそれぞれの役割を踏まえて力を
合わせて、これからの府中をつくっていきましょう。
　【市民の役割】（市民、自治会やＮＰＯなどの団体、事業者などに期待される役割）
　　・府中のことをもっと知る
　　・府中のまちづくりに参加する
　　・みんなのために力を発揮するなど
　【市の役割】
　　・まちづくりのまとめ役になる
　　・府中のことをわかりやすく伝える
　　・市民とコミュニケーションをとり、市民の思いをまちづくりに反映する
　　・市民が活動しやすいようにサポートするなど

　　　　

○府中をよくする４つのプロジェクト
プロジェクト1「市民が主役のまちづくり」　
　〇情報公開機能を備えた市民活動拠点を整備します
　〇市民と市とのコミュニケーションを進化させます
　〇市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境を整えます

Fuchu City Formalizes Sixth Comprehensive 
Plan for Its Future 
City vision: A comfortable town filled with smiles that 
everyone builds together—aiming to become a refined 
city with natural greenery, culture and activity
〇 What Is The Comprehensive Plan?
The comprehensive plan refers to the guiding principles 
that describe how we will reshape the town of Fuchu, 
and the direction in which we want to take the city. The 
sixth Fuchu City Comprehensive Plan covers the eight 
years from FY2014 through FY2021. 
〇 A Vision of the City’ s Future 
A comfortable town filled with smiles that everyone 
builds together—aiming to become a refined city with 
natural greenery, culture and activity
To make Fuchu more comfortable and full of activity, we 
came up with the vision of the city mentioned above as 
our goal. To accomplish that goal, we need everyone’ s 
strength: the residents, the businesses, those who work 
or go to school in the city, and all the groups and 
individuals who conduct activities in Fuchu City. We 
hope that city residents and City Hall will understand 
their respective roles and work together to build the 
Fuchu of the future.
The role of city residents (as well as businesses and local 
groups such as resident associations and NPOs) 
　　・Know Fuchu City better
　　・Participate in Fuchu City planning
　　・ Make the best use of everyone’ s strengths
The Role of City Hall
　　・Coordinate city planning
　　・Tell people about Fuchu in a way that is easy to 　
　　　understand
　　・Discuss matters with city residents and reflect 　
　　　their opinions in city planning policies
　　・Support programs so that city residents can easily 
　　　conduct activities
〇 Diagram of Basic Goals in Each Area
City vision: A comfortable town filled with smiles that 　
　　　　　　everyone builds together
Basic Goals of Each Area

〇 Four Projects That Will Make Fuchu a Better Place
Project 1: City Planning That Makes Residents Stars
　〇 We will create a city activity center open to the 　　
　　public that also offers information.
　〇 We will foster better communication between city 　
　　residents and City Hall.
　〇 We will create an environment that helps city 　　
　　residents develop a town that emphasizes culture 　
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  活健康·福利

人与人互助互爱

的幸福街区

    生活·环境

能够安全、舒适

生活、可持续发

展的街区

     文化·学习

养育人与社区的

文化街区

  基础设施·产业

具有迷人魅力

的、有活力的繁

荣街区

   건강ㆍ복지

사람과 사람이

더불어 살며 행복을  

느끼는 도시

   생활ㆍ환경

안전하고 
쾌적하게생활할 수 
있는
지속 가능한 도시

  문화ㆍ학습 

사람과 공동체를 

육성하는

문화의 도시

  도시 기반ㆍ산업

사람을 매료시키는 

활기와 활력이 

넘치는 도시

以正确的知识为保障健康提供支援。

올바른 지식으로 건강 만들기에 

노력할 수 있도록 지원합니다.

保护、培育水与绿色的丰庶环境。

물과 자연이 풍요로운 환경을 보전 

육성합니다.

扩展地区社区的活动，建设生活舒适的

环境。

지역 공동체의 연대를 넓히고 생활하기 

좋은 환경을 지향합니다.

推进繁荣、有魅力的街区建设。

활력 넘치는 매력적인 도시 조성을 

추진합니다.

FUCHU  CITY BULLETIN
府中的今后的街区建设的指针・第６次府中市综合计

划已制定

城市蓝图“大家共同创造　充满欢笑　安居乐业的街区

　　　　～建设绿色、文明、繁荣、洗练的城市街区～”

〇综合计划···
所谓综合计划，是指应该将我们生活的街区——府中，建设成什
么样的街区，描绘其方向性的街区建设指针。有关第６次府中市
综合计划的期间，是从 2014 年度开始至 2021 年度的 8年计划。

○街区建设的“城市蓝图”（未来远景）

“大家共同创造　充满欢笑　安居乐业的街区

　　　　　　～建设绿色、文明、繁荣、洗练的城市街区～”

为了将府中建设成为大家都希望的、更加安居乐业、充满活力的
街区，我们确立了上述“城市蓝图”。为了建设安居乐业的街区，
不仅市政府，而且需要全市居民、企业、在府中工作、上学以及
在市内开展活动的各个团体与个人，大家共同努力，作出贡献。“市
民”与“市政府”应该发挥各自的作用，齐心协力，建设一个新
的府中。 
　【市民的作用】（希望市民、自治会与NPO等团体、企业等发
挥的作用）
　　·更加了解府中
　　·参加府中的街区建设
　　·为了大家，发挥自己的力量等
　【市政府的作用】
　　·总括街区建设工作的作用
　　·通俗易懂地宣传府中的形象
　　·与市民进行交流，将市民的愿望反映到街区建设上
　　·为使市民更加方便地开展活动提供支援等

○各个领域的基本目标体系图

〈城市蓝图〉大家共同创造　充满欢笑　安居乐业的街区

〈各个领域的基本目标〉

○使府中更美好的四个项目
项目 1“以市民为主角的街区建设”　
〇整建具有信息公开功能的市民活动基地
〇促进市民与市政府的交流
〇整建市民培育文化、艺术的街区建设的环境

후츄의 향후 도시 조성 지침ㆍ제6차 후츄시 후츄의 향후 도시 조성 지침ㆍ제6차 후츄시 

종합계획을 책정했습니다종합계획을 책정했습니다

도시상 ‘다함께 만드는 웃음이 넘치는 살기 좋은 도시도시상 ‘다함께 만드는 웃음이 넘치는 살기 좋은 도시

　~자연ㆍ문화ㆍ활력이 넘치는 세련된 도시를 목표로~’　~자연ㆍ문화ㆍ활력이 넘치는 세련된 도시를 목표로~’

○종합계획이란ㆍㆍㆍ종합계획이란ㆍㆍㆍ

종합계획이란 여러분이 생활하는 내고장 후츄를 어떻게 만들어 

갈 것인가? 그 방향성을그린 도시 조성의 지침이 되는 

계획입니다. 제6차 후츄시 종합계획의 계획기간은 2014

년도부터 2021년도까지 8년간입니다.

○후츄의 “도시상” (미래상)후츄의 “도시상” (미래상)

‘다함께 만드는 웃음이 넘치는 살기 좋은 도시‘다함께 만드는 웃음이 넘치는 살기 좋은 도시

~자연ㆍ문화ㆍ활력이 넘치는 세련된 도시를 목표로~’~자연ㆍ문화ㆍ활력이 넘치는 세련된 도시를 목표로~’

후츄를 더욱 살기 좋고 활기 넘치는 도시로 조성하기 위해 

다함께 지향하는 후츄의 “도시상”을 위와 같이 결정했습니다. 

살기 좋은 도시를 조성하기 위해서는 시뿐만 아니라주민과 

사업자, 근무자, 재학생 및 시내에서 활동하는 분 및 단체 등 

여러분 모두의 힘이 필요합니다. ‘시민’과 ‘시’가 각각의 

역할에 따라 힘을 모아 앞으로의 후츄를 만들어 갑시다.

　【시민의 역할】(시민, 자치회 및 NPO 등의 단체, 사업자 

등에게 기대되는 역할)

　　ㆍ후츄에 대해 보다 많이 알기

　　ㆍ후츄의 도시 조성에 참가하기

　　ㆍ모두를 위해서 힘을 발휘하기 등

　【시의 역할】

　　ㆍ도시 조성을 총괄하는 역할 수행하기

　　ㆍ후츄에 대해 알기 쉽게 전달하기

　　ㆍ시민과 소통하여 시민의 생각을 도시 조성에 반영하기

　　ㆍ시민이 활동하기 쉽도록 지원하기 등

○각 분야의 기본목표 체계도

<도시상>  다함께 만드는 웃음이 넘치는 살기 좋은 도시
<각 분야의 기본목표>

   

○후츄의 발전을 위한 4가지 프로젝트
프로젝트1 ‘시민이 주역인 도시 조성’

　○정보 공개 기능을 갖춘 시민 활동 거점을 정비합니다

　○시민과 시의 소통을 강화합니다

　○시민이 육성하는 문화ㆍ예술의 도시를 위한 환경을 　　　

　　정비합니다

市からのお知らせ２ し し



プロジェクト2「防災・減災のまちづくり」
　〇公共施設の安全対策を進めます
　〇ハード・ソフト両面で地域防災体制を強化します
　〇民間建築物の耐震化を促進します
プロジェクト3「にぎわいのあるまちづくり」
　〇けやき並木を活用してにぎわいを生み出します
　〇府中駅南口の再開発事業を進めます
　〇地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策を展開します　
プロジェクト4「健康で元気なまちづくり」
　〇個人の健康を社会全体で支える仕組みをつくります
　〇地域に根差した「スポーツタウン府中」の発展を目指します
　〇元気で健やかに育つ児童・生徒の健康づくりを促進します
 問合せ　政策総務部政策課総合計画担当（℡ 042-335-4188）

旬なイベント情報
■けやき音楽祭 2013JAZZ in FUCHU
　府中の街がJAZZの音楽で溢れる、「けやき音楽祭JAZZ in FUCHU」が10
月27日 (日 )に開催されます。今年から会場になった大國魂神社や、ルミエー
ル府中、グリーンプラザけやきホールをはじめ、府中駅・東府中駅・分倍河
原駅・中河原駅周辺の商店会や、公園、カフェなどの２４会場で約１３０バ
ンドの演奏が自由に楽しめます。
▽日時　10月27日（日）11時スタート
▽観覧無料　(一部カフェ会場ではドリンク料が必要です）
▽ホームページ　http://jazzinfuchu.net/
▽問合せ　JAZZ in FUCHU実行委員会事務局
E-mail contact@jazzinfuchu.net
■大きな地震に備えて訓練をします。　－総合防災訓練－
　府中市では、市民一人ひとりが自らの命を守るための知識や行動を身につ
けることを目的として年一回、総合防災訓練を行っています。実際に消火器
を使ったり、地震の揺れなどを体験することで、防災の知識を身につけます。
▽日 時　10月27日（日）9:00～ 12:00（予定）
▽場 所　府中市立浅間中学校（浅間町1-1）、
　　　　第二中学校（紅葉丘1-23）、
　　　　第五中学校（新町2-44）　
　　　　※小雨でも実施します。
▽内 容　初期消火訓練／起震車による地震体験
　　　／避難所体験／炊出し訓 練／防災資器材の展示ほか
　　　　※会場によって若干内容が異なります。
▽問合せ　防災危機管理課災害対策係（℡042-335-4098）

■第 24回府中市農業まつりを開催します。
　市内農家が生産した野菜や花などの農産物の即売を行います。また、会場
　ステージでは楽しいゲームを予定しています。
▽日　時　11月16日（土）から17日（日）の9:00～ 15:00
▽場　所　府中市郷土の森博物館
▽問合せ　経済観光課農政係
　「府中市農業まつり実行委員会事務局」（℡042-335-4143）

■府中国際交流サロン・国際交流の集い
　～府中の日本人と外国人の交流を深めませんか？
▽日　時：11月24日（日）17:30～ 20:00
▽会　場：ルミエール府中　▽対　象：市内に在住・在学・在勤の方　
▽定　員：定員40人（抽せん）
▽費　用：大人（中学生以上）1,000円、
　　　　　小学生500円、小学生未満無料
▽内　容：各国料理や舞踊、演奏などの披露
▽申込み：電話、または直接当サロンへ
　　　　　（※10月21日より受付開始）
▽問合せ：府中国際交流サロン
　　　　　（℡ 042-335-4401）

Project 2: City Planning to Prevent and Mitigate Disasters 
　〇 We will work on safety measures for public facilities.
　〇 We will reinforce the community disaster prevention 　
　　systems in terms of both hardware and software.
　〇 We will promote making private buildings 　　　　　　
　　earthquake-resistant.
Project 3: City Planning with Activity
　〇 Making good use of the row of zelkova trees, we will 　
　　present lively activities.
　〇 We will work on the redevelopment of the area around 
　　Fuchu Station’ s south exit.
　〇 We will develop commerce and tourism policies that 　
　　encourage activity in the local communities. 
Project 4: Creating a Healthy and Lively City 
　〇 We will create programs in which society as a whole 　
　　supports the health of individuals.
　〇 We will develop the “Fuchu—A Sports Town” concept,　 
　　rooted in the local communities.
　〇 We will promote health programs that foster the 　　　
　　wholesome, healthy growth of school children and 　　　
　　students.
Inquiries: Comprehensive Planning Subsection, Policy 
Section, Policy & General Affairs Division
 (Tel: 042-335-4188)
Information on Upcoming Events
■Keyaki Music Festival 2013—Jazz in Fuchu
The streets of Fuchu will be filled with jazz music during the 
Keyaki Music Festival—Jazz in Fuchu event on Sunday, 
October 27. Come out and enjoy the performances of about 
130 bands at 24 locations—including Okunitama Jinja, 
Lumiere Fuchu, and Fuchu Green Plaza Keyaki Hall, which 
have become event sites as of this year—as well as the 
shopping areas, parks and cafés near Fuchu Station, 
Higashi-Fuchu Station,  Bubaigawara Station,  and 
Nakagawara Station.
▽Date and Time: October 27 (Sun.), from 11:00 a.m.
▽Admission: Free of charge (although some cafés require a 
drink fee)
▽URL: http://jazzinfuchu.net/
▽Inquiries: Jazz in Fuchu Executive Committee Office
E-mail: contact@jazzinfuchu.net
■Comprehensive Disaster Prevention: Major Earthquake 
Preparation Drills
Fuchu City conducts comprehensive disaster prevention 
drills once a year with the goal of having every city resident 
gain the knowledge and skills needed to protect their own 
lives. This drill gives you firsthand experience at using a fire 
extinguisher and feeling the tremors of an earthquake, and 
informs you about disaster prevention. 
▽Date and Time: October 27 (Sun.), 9:00 a.m. to noon 
(tentative)
▽ Locations: Sengen Junior High School (1-1 Sengencho), 
Dai-ni Junior High School    (1-23 Momijioka), and Dai-go 
Junior High School (2-44 Shinmachi) 
     Note: Will be held even in light rain.
▽ Program: Fire-extinguishing drills, earthquake simulation 
truck, evacuation site experience, cooking practice, display of 
disaster prevention equipment, and more.
※Programs may vary somewhat according to the venue.
▽Inquiries: Disaster Countermeasures Subsection, Disaster 
Prevention/Crisis Management Section (Tel: 042-335-4098) 

■The 24th Fuchu City Agriculture Festival 
Agricultural products produced by farmers in the city such 
as vegetables and flowers will be on sale. There will also be 
fun games at various venues. 
▽Date and Time: November 16 (Sat.) and 17 (Sun.), 9:00 
a.m. to 3:00 p.m.
▽Location: Fuchu City Kyodo-no-mori Museum
▽Inquiries: Fuchu City Agricultural Festival Executive 
Committee Office, Agriculture Administration Subsection, 
Economy & Tourism Section, (Tel: 042-335-4143)

■Fuchu International Salon International Exchange 
Gathering: Why Not Strengthening Friendly Ties among 
Fuchu’ s Japanese and Non-Japanese People in Fuchu
▽Date and Time: November 24 (Sun.), 5:30 to 8:00 p.m. 
▽Location: Lumiere Fuchu 
▽Eligibility: Those who live, work, or go to school in Fuchu 
City
▽Capacity: Forty persons (selected by lottery)
▽Fee: \1,000 for adults (junior high school students and 
older), \500 for elementary school children, free of charge for 
preschoolers 
▽Program: Presentation of cuisines, dancing, and musical 
performances of various countries.
▽To apply: Apply by telephone or in person at the Fuchu 
International Salon
Note: Applications are accepted starting October 21.
▽Inquiries: Fuchu International Salon (Tel: 042-335-4401)
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项目 2“防灾·减灾的街区建设”
〇推进公共设施的安全对策
〇从硬件、软件两面加强地区防灾体制
〇促进民间建筑物的抗震化
项目 3“繁荣的街区建设”
〇利用榉树林荫路，建设繁荣的生活
〇推进府中站南口的再开发事业
〇为了地区繁荣建设，展开商业、观光的措施与活动　
项目 4“健康、有活力的街区建设”
〇建设社会整体支撑个人健康的体制
〇实现扎根地区的“体育街区府中”的发展
〇促进儿童、学生的健康与活力
问讯处　政策总务部政策课综合计划担当（TEL 042-335-4188）

各季节例行活动信息
■榉音乐节 2013JAZZ in FUCHU
使府中街区洋溢着 JAZZ 音乐氛围的“榉音乐节 JAZZ in 
FUCHU”，将于 10 月 27 日 ( 星期日 ) 举办。从今年开始，活动
分布在大国魂神社、Lumiere 府中、绿色广场“榉大厅”以及府
中站·东府中站·分倍河原站·中河原站周边的商店会与公园、
咖啡厅等 24 个会场，约有 130 个乐队演奏，大家可以自由欣赏。
▽时间　10 月 27 日（星期日）11 时开始
▽参观免费　(部分咖啡厅会场，饮料需要付费）
▽主页　http://jazzinfuchu.net/
▽问讯处　JAZZ in FUCHU实行委员会事务局
E-mail contact@jazzinfuchu.net

■开展训练，防备大地震　－综合防灾训练－
府中市为了每个市民能够掌握保护自己生命的知识与能力，每年
举办一次综合防灾训练。通过实际使用灭火器、体验地震的晃动
等，学习防灾的知识。
▽时间　10 月 27 日（星期日）9:00 ～ 12:00（预定）
▽地点　府中市立浅间中学校（浅间町 1-1）、第二中学校（红叶
丘 1-23）、第五中学校（新町 2-44）　※小雨照常实施。
▽内容　初期灭火训练／
在起震车进行地震体验／避难所体验／
赈灾做饭训练／防灾资器材的展示等
※在各会场内容有所不同。
▽问讯处　防灾危机管理课灾害对策系
　（TEL042-335-4098）
■第 24 届府中市农业节举办。
府中市内农家生产的蔬菜与花卉等农产品进行现场销售。
会场舞台上预定举办愉快的游戏等。
▽时间　11 月 16 日（星期六）～ 17 日（星期日）9:00 ～ 15:00
▽地点　府中市乡土之森博物馆
▽问讯处　经济观光课农政系“府中市农业节
　　　实行委员会事务局”　（TEL042-335-4143）
■府中国际交流沙龙·国际交流的集会～
　　加深府中日本人与外国人的交流
▽时间：11 月 24 日（星期日）17:30 ～ 20:00
▽会　场：Lumiere 府中  ▽对　象：市内居住、上学、工作者
▽定　员：定员 40 人（抽签）
▽费　用：大人（初中生以上）1,000 日元，
                      小学生 500 日元，学龄前儿童免费
▽内　容：各国烹饪与舞蹈、演奏等的表演
▽申请：电话或直接向本沙龙联系
                  （※10 月 21 日开始受理）
▽问讯处：府中国际交流沙龙
                  　（TEL 042-335-4401）

프로젝트2 ‘방재ㆍ감재 도시 조성’

　○공공시설의 안전대책을 추진합니다

　○양적ㆍ질적 양면에서 지역방재체제를 강화합니다

　○민간 건축물의 내진화를 촉진합니다

프로젝트3 ‘활력 넘치는 도시 조성’

　○느티나무 가로수를 활용하여 활력을 창출합니다

　○후츄역 남쪽 출구의 재개발 사업을 추진합니다

　○지역의 활력 창출을 위한 상업ㆍ관광 시책을 전개합니다

프로젝트4 ‘건강하고 활기 넘치는 도시 조성’

　○개인의 건강을 사회 전체가 지원하는 시스템을 만듭니다

　○지역에 뿌리를 둔 ‘스포츠타운 후츄’의 발전을 지향합니다

　○활기 넘치고 건강하게 자라는 아동ㆍ학생의 건강 만들기를 

　　촉진합니다

 문의　정책총무부 정책과 종합계획 담당(Tel 042-335-4188)

제철 이벤트 정보

■케야키 음악제 2013 JAZZ in FUCHU

후츄의 거리가 JAZZ 음악으로 넘치는 ‘케야키 음악제 JAZZ in 

FUCHU’가 10월 27일(일)에 개최됩니다. 올해부터 공연장이 

된 오오쿠니 타마신사나 루미에르 후츄, 그린 플라자 케야키 홀을 

비롯해 후츄역ㆍ히가시 후츄역ㆍ부바이 가와라역ㆍ나카 

가와라역 주변의 상점회 및 공원, 카페 등 24곳의 공연장에서 약 

130팀의 밴드 연주를 자유롭게 즐길 수 있습니다.

▽일시 10월 27일(일) 11시 시작

▽관람 무료(일부 카페 공연장에서는 음료비가 필요합니다)

▽홈페이지 http://jazzinfuchu.net/

▽문의　JAZZ in FUCHU 실행위원회 사무국

        E-mail contact@jazzinfuchu.net

■큰 지진에 대비하여 훈련을 실시합니다 -종합 방재 훈련-

　후츄시에서는 시민 한 사람 한 사람이 스스로 목숨을 보전하기 

위한 지식과 행동을 습득할 목적으로 연1회 종합 방재 훈련을 

실시하고 있습니다. 실제로 소화기를 사용하거나 지진의 흔들림 

등을 체험하여 방재 지식을 습득합니다.

▽일　시　　10월 27일(일) 9:00~12:00(예정)

▽장　소　　후츄 시립 센겐 중학교(센겐쵸 1-1), 다이니 

중학교(모미지가오카 1-23), 다이고 중학교(신마치 2-44)　

※우천(소량) 시에도 실시합니다.

▽내　용　초기 진화 훈련/기진차를 통한 지진 

체험/대피소 체험/취사 훈련/방재 기자재 전시 외

※행사장에 따라 약간 내용이 다릅니다.

▽문　의 방재위기관리과 재해대책계(TEL 042-335-4098)

■제24회 후츄시 농업 축제를 개최합니다.

　시내의 농가가 생산한 야채 및 꽃 등의 농산물을 즉석에서 

판매합니다. 또한 행사장의 무대에서는 즐거운 게임이 예정되어 있습니다.

　▽일　시　11월 16일(토)부터 17일(일) 9:00~15:00

　▽장　소　후츄시 향토의 숲 박물관

　▽문　의　경제관광과 농정계 ‘후츄시 농업 축제 　　　　　

　　　　실행위원회　사무국’(TEL: 042-335-4143)

　　■후츄 국제교류 살롱ㆍ국제교류의 모임~후츄의 일본인과 

　　외국인의 교류의 폭을 넓혀 보시지 않겠습니까?

　　▽일　시: 11월 24일(일) 17:30~20:00

　　▽장　소: 루미에르 후츄

　　▽대　상: 시내에 거주ㆍ재학ㆍ근무 중인 분

　　▽정　원: 정원 40명(추첨)

　　▽비　용: 성인(중학생 이상) 1,000엔, 초등학생 500엔, 　

　　　　초등학생 미만 무료

　　　▽내　용: 각국 요리 및 무용, 연주 등의 공연

　　　▽신　청: 전화 또는 직접 본 살롱으로(※10월 21일부터 

　　　　접수 개시)

　　　▽문　의: 후츄 국제교류 살롱　

　　　　(TEL: 042-335-4401)
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（市立）
　　園　　　　名
矢崎幼稚園
みどり幼稚園
小柳幼稚園
（私立）
　　園　　　　名
明星幼稚園
府中文化幼稚園
府中白百合幼稚園
府中つくし幼稚園
府中白百合第二幼稚園
府中新町幼稚園
北山幼稚園
三光幼稚園
府中ひばり幼稚園
府中白糸台幼稚園
府中わかば幼稚園
武蔵野学園ひまわり幼稚園
府中おともだち幼稚園
府中天神町幼稚園
府中あおい幼稚園
府中佼成幼稚園
あおい第一幼稚園

　所  在  地
矢崎町1の12
緑町1の8
小柳町6の23

　所  在  地
栄町1の1
寿町2の8
美好町2の2
紅葉丘2の14
是政1の29
新町2の31
西原町3の3
新町１の53
四谷2の25
白糸台5の13
南町4の9
多磨町1の19
住吉町1の36
天神町1の20
西府町3の8
白糸台4の39
晴見町2の15

電話番号
365-2654
365-5835
365-5709

電話番号
368-5110
361‐5416
361-3025
361-3630
361-9957
362-3912
042-573-0248
361-9870
362-8674
366-2201
361-6302
361-9655
364-5579
362-7829
362-6695
363-2150
361-3653

Municipal Kindergartens
Kindergarten Name
Yazaki Kindergarten 
Midori Kindergarten 
Koyanagi Kindergarten 
Private Kindergartens 
Kindergarten Name
Meisei Kindergarten 
Fuchu Bunka Kindergarten 
Fuchu Shirayuri Kindergarten 
Fuchu Tsukushi Kindergarten 
Fuchu Shirayuri Dai-Ni Kindergarten 
Fuchu Shinmachi Kindergarten 
Kitayama Kindergarten 
Sanko Kindergarten 
Fuchu Hibari Kindergarten 
Fuchu Shiraitodai Kindergarten 
Fuchu Wakaba Kindergarten 
Musashino Gakuen 
Himawari Kindergarten 
Fuchu Otomodachi Kindergarten 
Fuchu Tenjincho Kindergarten 
Fuchu Aoi Kindergarten 
Fuchu Kosei Kindergarten 
Aoi Dai-Ichi Kindergarten 

Address
1-12 Yazakicho
1-8 Midoricho 
6-23 Koyanagicho

Address
1-1 Sakaecho
2-8 Kotobukicho 
2-2 Miyoshicho 
2-14 Momijigaoka 
1-29 Koremasa
2-31 Shinmachi 
3-3 Nishiharacho 
1-53 Shinmachi 
2-25 Yotsuya 
5-13 Shiraitodai 
4-9 Minamicho 
1-18 Tamacho 

1-36 Sumiyoshicho 
1-20 Tenjincho 
3-8 Nishifucho 
4-39 Shiraitodai 
2-15 Harumicho 

Telephone
365-2654
365-5835
365-5709

Telephone
368-5110
361-5416
361-3025
361-3630
361-9957
362-3912
042-573-0248
361-9870
362-8674
366-2201
361-6302
361-9655

364-5579
362-7829
362-6695
363-2150
361-3653

■For Private Kindergartens
The distribution and acceptance of 
application forms are conducted at 
the private kindergartens listed in 
the following chart.
For  more  in format ion  on  the  
schedule and number of children 
being recruited, please call the 
particular kindergarten.

■新成人（２０歳）の皆さん、平成２６年府中市成人の日記念「青年のつどい」
（成人式）へ参加しませんか
　毎年１月の第２月曜日は２０歳になった青年を祝う「成人の日」です。府
中市でも希望にあふれる成人の皆さんの新たな門出を祝い、平成２６年府中
市成人の日記念「青年のつどい」が開催されます。
▽日時　１月13日（月）11:00
▽場所　府中の森芸術劇場どりーむホール
▽対象　１９９３年４月２日から
               １９９４年４月１日生まれの
                                         市内在住の方
▽問合せ　児童青少年課（℡042-335-4427）

生活サポート
■平成26年度市立・私立幼稚園児を募集します。　　　　　　
【市立幼稚園】
▽対象  市に住民票があり、次のいずれかに該当する方
　○１年保育…平成20年４月２日から平成21年４月１日生まれの方
　○２年保育…平成21年４月２日から平成22年４月１日生まれの方
▽募集人員  １・２年保育合わせて各園70人／申込み多数の場合は抽せん
　※１年保育児の入園が優先になります。
▽願書の配布  10月 9日 (水）から下の表の各市立幼稚園、市役所８階学務
　保健課で配布
▽申込み  10月 10日（木）・11日（金）午前９時～午後４時に各市立幼稚園へ
▽面接日  10月 20日（日）小柳幼稚園/10月 26日（土）矢崎幼稚園・みど
　り幼稚園
▽問合せ  学務保健課学務係（℡042-335-4436）
【私立幼稚園】 
願書の配布、申込みは下の表の各私立幼稚園で行います。　
日程・募集人数などは、各私立幼稚園へお問い合わせください。
◆新入園児を募集する市立・私立幼稚園は次の表を見てください◆（順不同）

■To All New Adults (Twenty-Year-Olds): Join the 2014 
Fuchu City Coming-of-Age Day Memorial “Youth Gathering” 
(Coming-of-Age Ceremony) 
T h e  s e c o n d  M o n d a y  i n  J a n u a r y  i s  s e i j i n - n o  h i  
(Coming-of-Age Day) for young adults who have just turned 
twenty. Fuchu City will also have a 2014 Fuchu City 
Coming-of-Age Day Memorial “Youth Gathering” to celebrate 
their promising new lives.
▽Date and Time: January 13 (Mon.) from 11:00 a.m.
▽Location: Fuchu-no Mori Theater Dream Hall
▽Eligibility: Those who live in Fuchu City and were born 
between April 2, 1993 and April 1, 1994
▽Inquiries: Children & Youth Section (Tel: 042-335-4427)

Support for Everyday LifeSupport for Everyday Life
■Recrui t ing  Students  for  Munic ipa l  and  Pr ivate  
Kindergartens for the 2014 School Year
For Municipal Kindergartens　　　　　　　　
▽Eligibility: Children who have completed resident 
registration in Fuchu City and fulfill either of the following 
requirements:
○One-Year Program: Those who were born between April 2, 
2008, and April 1, 2009
○Two-Year Program: Those who were born between April 2, 
2009, and April 1, 2010
▽Capacity: A total of 70 children for the one- and two-year 
programs 
Note: If the number of applicants exceeds capacity, a lottery 
will be held. Applicants for the one-year program will receive 
higher priority.
▽Distribution of Application Forms: Starting on October 9 
(Wed.), application forms will be available at the municipal 
kindergartens listed in the following chart as well as at the 
School Affairs & Health Section (Fuchu City Hall 8F). 
▽To Apply: Submit your application form to the municipal 
kindergarten of your choice between 9:00 a.m. and 4:00 p.m. 
on either October 10 (Thu.) or 11 (Fri.).
▽ I n t e r v i e w  D a t e :  O c t o b e r  2 0  ( S u n . )  /  K o y a n a g i  
Kindergarten, 
October 26 (Sat.)/ Yazaki Kindergarten, Midori Kindergarten
▽Inquiries: School Affairs Subsection, School Affairs & 
Health Section (Tel: 042-335-4436)

◆Municipal and Private Kindergartens That Are Recruiting 
Students ◆ (random listing)
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　　　しん せいじん　　　               さい　　　       みな　　　           へい せい　          　ねん ふ   ちゅう し   せいじん            ひ    き   ねん         せい ねん

     せい  じん しき　　          さん   か

　　　まい とし　　 　がつ 　　だい　　　げつ よう  び　　                 　さい　                    　　　せいねん          いわ　       　　せい じん  　　　ひ　                     　　　ふ

ちゅうし　　            　き   ぼう　　                           　　せい じん　　　みな　　　　　        あら　       　　かど  で　　    いわ　            　へいせい           　　ねん  ふ  ちゅう

   し   せい じん　　  　ひ   き   ねん　   　せい ねん　　　                                 　　かい さい

    　　にち じ　          　　がつ　      　にち　   　げつ

  　　　ば  しょ　  　　ふ ちゅう　　もり げいじゅつげきじょう

  　　たいしょう                       　　　　　ねん　　　がつ　　   か

                        　　　　　　　　　　　　ねん　　　がつ　　  たち うま

                                                                 　　　　　　　し   ない ざいじゅう　　かた

  　　とい  あわ　　         　じ   どう せいしょうねん  か

  せい かつ

　　   へい せい　　        ねん  ど    し   りつ　　わたくしりつよう  ち   えん   じ　     　ぼ  しゅう

　　し   りつ よう   ち   えん

　　　たいしょう 　し　   　じゅうみんひょう　                 　　　つぎ                                   　　　　がい とう　        　　かた

                　　　ねん  ほ   いく　　　へいせい       　　ねん   　　がつ　  　  か　          　  へい せい　     　　ねん        がつ　　　たち   う　　                   かた

                　　　ねん  ほ   いく　　　へいせい       　　ねん   　　がつ　  　  か　          　  へい せい　     　 ねん          がつ　　　たち   う　　                   かた

           ぼ  しゅうじんいん　　　　                 ねん  ほ    いく  あ　　                     かくえん　    　　にん　　もうし こ　　      た   すう　    　ば   あい　　ちゅう

            　　　　ねん   ほ   いく  じ　　  　にゅうえん　　ゆうせん

 　　  がんしょ　　　はい  ふ　　         　がつ　  　  か  　　すい　         　　　　した　 　ひょう　 　かく  し   りつ  よう   ち   えん　　　 し   やくしょ　　　かい  がく  む

    　　ほ   けん   か　　    はい  ふ

  　　もうしこ　               　　がつ　    　　か　　　もく　          　　　にち 　　きん　　　 ご   ぜん　　　じ　  　　ご    ご　   　　じ　　　 かく  し   りつ  よう  ち   えん

  　　 めん せつ   び　　           がつ　    　　か　 　　にち　　　 こ やなぎよう  ち    えん   　　　　がつ   　　　にち    　　ど　　　  や   ざき よう    ち   えん

　　　　　よう  ち     えん

  　　とい  あわ　    　　がく  む     ほ   けん  か   がく  む  がかり

  わたくしりつよう  ち  えん

  がん しょ　  　はい   ふ　　 　もうしこ　　　        した　　 ひょう　 　かくわたくしりつようち   えん　  　おこ

  にってい　　　 ぼ  しゅうにんずう　　　　              　　かくわたくしりつよう ち  えん　     　　　と　      　あ

         しんにゅうえん  じ　　　ぼ  しゅう　　        し  りつ　　わたくしりつようち  えん　　  つぎ　　 ひょう　　 み　　　　                                    じゅん ふ  どう

      　　　　  し  りつ

                        　　えん                             めい　                                      　　　しょ   ざい       ち　　                        　でん わ   ばんごう

　　　         や  ざきよう  ち  えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    や ざきちょう

　　　                             よう ち   えん　　　                                       　　みどりちょう

　　            こやなぎよう ち  えん　　　                                                       こやなぎちょう

　　　　    わたくしりつ

                        　　えん                             めい　                                      　　　しょ   ざい       ち　　                        　でん わ   ばんごう

                 めい せいよう ち   えん　　                                             　　　さかえちょう

            　　ふちゅうぶん か   よう ち  えん　                                          ことぶきちょう

        　　　ふ ちゅうしら ゆ    り よう  ち  えん　                                     　　みよしちょう

            　　ふ ちゅう　　          　よう ち  えん　                                  　　もみじがおか

        　　　ふちゅうしら  ゆ   り  だい  に   よう ち   えん　　                　　これ まさ

　　           ふ ちゅうしんまちよう ち   えん　                                      　　　しんまち

                 きたやま よう  ち  えん　                                      　　　　　　　にし はらちょう

       　 　　さんこう よう ち  えん　                                                   　　　 しんまち

        　　　ふ ちゅう　          　　よう ち   えん　　                                   　よ つ や

                   ふちゅうしらいとだいよう ち   えん　                                   　　しらいとだい

        　　　ふ ちゅう　              　よう ち  えん　                                　　みなみちょう

　　　　　  む  さし の   がくえん　                   　　よう ち  えん　         　　た   ま ちょう

            　　ふ ちゅう　                        　　よう ち  えん                           　すみよしちょう

            　　ふちゅうてんじんちょうようち えん                                  　　　てんじんちょう

        　　　ふ ちゅう　              　よう ち  えん　                                   　　にし ふ ちょう

         　　　ふ ちゅうこうせいよう ち  えん                                         　　 　しらいとだい

                     　　　　　だい いち よう ち  えん                                   　　　はる み ちょう



（市立）
　　园　　名

矢崎幼儿园

绿幼儿园

小柳幼儿园

(私立 )
　　园　　名

明星幼儿园

府中文化幼儿园

府中白百合幼儿园

府中笔头菜幼儿园

府中白百合第二幼儿园

府中新町幼儿园

北山幼儿园

三光幼儿园

府中云雀幼儿园

府中白糸台幼儿园

府中若叶幼儿园

武藏野学园向日葵幼儿园

府中朋友幼儿园

府中天神町幼儿园

府中蓝幼儿园

府中佼成幼儿园

蓝第一幼儿园

 

　所　在　地

矢崎町1之 12

绿町1之 8

小柳町6之 23

　所　在　地

荣町1之 1

寿町2之 8

美好町2之 2

红叶丘2之 14

是政1之 29

新町2之 31

西原町3之 3

新町１之53

四谷2之 25

白糸台5之 13

南町4之 9

多磨町1之 18

住吉町1之 36

天神町1之 20

西府町3之 8

白糸台4之 39

晴见町2之 15

 

电话号码

365-2654

365-5835

365-5709

电话号码

368-5110

361-5416

361-3025

361-3630

361-9957

362-3912

042-573-0248

361-9870

362-8674

366-2201

361-6302

361-9655

364-5579

362-7829

362-6695

363-2150

361-3653

(시립) 

　유치원명　

야자키 유치원

미도리 유치원

코야나기 유치원

(사립) 

　유치원명

메이세이 유치원

후츄 분카 유치원

후츄 시라유리 유치원

후츄 츠쿠시 유치원

후츄 시라유리 제2유치원

후츄 신마치 유치원

키타야마 유치원

산코 유치원

후츄 히바리 유치원

후츄 시라이토다이 유치원

후츄 와카바 유치원

무사시노 가쿠엔 히마와리 유치원

후츄 오토모다치 유치원

후츄 텐진쵸 유치원

후츄 아오이 유치원

후츄 코세이 유치원

아오이 제1유치원

　

　소재지

야자키쵸 1-12

미도리쵸 1-8

코야나기쵸 6-23

　소재지

사카에쵸 1-1

코토부키쵸 2-8

미요시쵸 2-2

모미지가오카 2-14

코레마사 1-29

신마치 2-31

니시하라쵸 3-3

신마치 1-53

요츠야 2-25

시라이토다이 5-13

미나미쵸 4-9

타마쵸 1-18

스미요시쵸 1-36

텐진쵸 1-20

니시후쵸 3-8

시라이토다이 4-39

하루미쵸 2-15

　

전화번호

365-2654

365-5835

365-5709

전화번호

368-5110

361-5416

361-3025

361-3630

361-9957

362-3912

042-573-0248

361-9870

362-8674

366-2201

361-6302

361-9655

364-5579

362-7829

362-6695

363-2150

361-3653

FUCHU  CITY BULＬETIN
■欢迎各位新成人（20 岁）参加 2014 年府中市纪念成人节的“青
年聚会”（成人式）
　每年 1月的第 2星期一，是满 20 岁青年的“成人节”。府中市
为了向充满希望的各位新成人的人生新起点表示祝贺，举办 2014
年府中市纪念成人节的“青年聚会”。
▽时间　1月 13 日（星期一）11:00
▽地点　府中之森艺术剧场梦幻大厅
▽对象　1993 年 4 月 2 日～
　　　　1994 年 4 月 1 日出生、在市内居住者
▽问讯处　儿童青少年课（TEL042-335-4427）

■2013 年度市立·私立幼儿园幼儿招收。　　　　　　　
【市立幼儿园】
▽对象  拥有市内居民证、且符合以下任何一条人员
○1年保育⋯2008 年 4 月 2 日 ~2009 年 4 月 1 日出生的人员
○2年保育⋯2009 年 4 月 2 日 ~2010 年 4 月 1 日出生的人员
▽招收人员  1·2 年保育各园共 70 人／如果有过多申请者，将采
取抽签方式
※1年保育儿优先入园。
▽申请书的发放  10 月 9 日（星期三）开始在下表中的各市立幼
儿园、市政府 8楼学务保健课发放
▽申请  10 月 10 日（星期四）·11 日（星期五）9：00~16：00 向
希望进入的市立幼儿园提交
▽面试日  10 月 20 日（星期日）小柳幼儿园／ 10 月 26 日（星期六）
矢崎幼儿园、绿幼儿园
▽咨询  学务保健课学务部门
（042-335-4436）
【私立幼儿园】 
申请书的发放、申请在下表中的
各私立幼儿园进行。　
日程·招收人数等，请向各私立幼儿园咨询。
◆招收新入园儿的市立·私立幼儿园请浏览下面的表◆（不分先
后）

■■새내기 성인(20세) 여러분, 2014년 후츄시 성인의 날 기념 

‘청년의 모임’(성인식)에 참가해 보시지 않겠습니까?

　매년 1월 둘째 월요일은 20세가 된 청년을 축하하는 ‘성인의 

날’입니다. 후츄시에서도희망으로 가득찬 성인 여러분의 　　

　　새로운 출발을 축하하여 2014년 후츄시 성인의 날 기념 　

　　‘청년의 모임’이 개최됩니다.

　　▽일시　1월 13일(월) 11:00

　　▽장소　후츄의 숲 예술극장 드림 홀

　　▽대상　1993년 4월 2일부터 1994년 4월 1일에 태어난 

　　　시내 거주자

　　▽문의　아동청소년과(TEL: 042-335-4427)　

■2013년도 시립ㆍ사립 유치원아를 모집합니다.　　　　　　

【시립 유치원】

▽대상   시에 주민표가 있고 다음 어느 하나에 해당하는 분

○1년 보육…2008년 4월 2일~2009년 4월 1일에 태어난 아동

○2년 보육…2009년 4월 2일~2010년 4월 1일에 태어난 아동

▽모집인원  1ㆍ2년 보육 합해서 각 유치원 70명/신청이 많을 

때는 추첨

※1년 보육아의 입원이 우선입니다.

▽원서배포  10월 9일(수)부터 아래 표의 각 시립 유치원, 

시청 8층 학무보건과에서 배포

▽신    청 10월 10일(목)ㆍ11일(금) 9:00~16:00에 

희망하는 시립 유치원

▽면 접 일 10월 20일(일) 코야나기 유치원/ 10월 26일

(토) 야자키 유치원, 미도리 유치원

▽문    의 학무보건과 학무계(TEL: 042-335-4436)

【사립 유치원】

원서 배포, 신청은 아래 표의 각 사립 유치원에서 실시합니다.　

일정ㆍ모집 인원수 등은 각 사립 유치원에 문의해 주십시오.

◆신입 원아를 모집하는 시립ㆍ사립 유치원은 다음 표를 참조해 

주십시오◆(순서 무시)
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　日　　程
10月   3日（木）
10月   4日（金）
10月  ８日（火）
10月10日（木）
10月11日（金）
10月15日（火）
10月17日（木）

　　会　　場
小柳小、日新小
三小、七小
二小
四小、五小
一小
九小
若松小、南白糸台小

　日　　程
10月18日（金）
10月22日（火）
10月23日（水）
10月24日（木）
10月28日（月）
10月30日（水）
11月   5日（火）

　　会　　場
新町小、白糸台小
十小、南町小
八小、住吉小
六小、武蔵台小
矢崎小
本宿小
四谷小

         Date
October 3 (Thurs.) 

October 4 (Fri.)

October 8 (Tues.)
October 10 (Thurs.) 

October 11 (Fri.)
October 15 (Tues.)
October 17 (Thurs.) 

           Location
Koyanagi Elem. School, 
Nisshin Elem. School
Dai-San Elem. School,
 Dai-Nana Elem. School
Dai-Ni Elem. School
Dai-Yon Elem. School,
 Dai-Go Elem. School
Dai-Ichi Elem. School
Dai-Kyu Elem. School
Wakamatsu Elem. School, 
Minami-Shiraitodai Elem. School

         Date
October 18 (Fri.)

October 22 (Tues.)

October 23 (Wed.) 

October 24 (Thurs.) 

October 28 (Mon.)
October 30 (Wed.) 
November 5 (Tues.)

            Location
Shinmachi Elem. School, 
Shiraitodai Elem. School
Dai-Jyu Elem. School, 
Minamimachi Elem. School
Dai-Hachi Elem. School,
 Sumiyoshi Elem. School
Dai-Roku Elem. School,
 Musashidai Elem. School
Yazaki Elem. School
Honshuku Elem. School
Yotsuya Elem. School

Municipal Kindergartens 

健康診断の日程表

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

■Special Exhibition: 
O JUN
▽Dates: December 21 
(Sat.) through March 
2, 2014 (Sun.) 
▽Admission: \700 for 
adults, \350 for high 
school and university 
s tudents ,  \150  f or  
elementary and junior 
high school students 

ウィリアム・モリス《いちご泥棒》1883年
William Morris, Strawberry Thief, 1883

O JUN《湖畔》2008 年
O JUN, Lakeside, 2008

■来年度の市立小学校の新一年生に健康診断を行います。　　　　　　　
☆外国籍で対象年齢のお子さんが市立小学校に入学を希望する場合は、該当
する学校の健康診断実施日の前日までに、市役所8階学務保健課で入学申込
みの手続きをしてください。
▽対象　　2007年 4月2日から
                   2008年 4月1日に生まれた方
　※該当者には就学時健康診断通知書を
        9月 13日 (金 )にお送りします。
▽問合せ　学務保健課学務係（℡042-335-4436）

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）
問い合わせ：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。

■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円、高校・大学生450円、
　　　　　　　　　小・中学生200円

■企画展「O JUN」
▽会期　 12月21日（土）から平成26年3月2日（日）
▽企画展観覧料　　一般700円、
                                  高校・大学生350円、
　　　　　　　　　小・中学生150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）

■公開制作　「石田尚志」
▽期日　12月21日（土）から平成26年3月2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/

■Health Checkups for Children Entering the First Grade of 
Municipal Elementary Schools 
 ☆If you are a foreign resident with a child of eligible age 
and wish to enroll your child in a municipal elementary 
school, you must first complete application procedures for 
school admission with the School Affairs & Health Section 
(Fuchu City Hall 8F) no later than the day before the health 
checkup at the school in which you wish to enroll your child.
▽Eligibility: Those born between April 2, 2006, and April 1, 
2007
▽Inquiries: School Affairs Subsection, School Affairs & 
Health Section (Tel: 042-335-4436)

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.)
▽C l o s e d  :  P l e a s e  c h e c k  t h e  m u s e u m  w e b s i t e .  
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.

■Open Studio: Taku Furukawa’ 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.

■Open Studio: Takashi Ishida
▽Dates: December 21 (Sat.) through March 2, 2014 (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/
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健康诊断日程表
      日　　程

10月 3日（周四）

10月 4日（周五）

10月 ８日（周二）

10月 10日（周四）

10月 11日（周五）

10月 15日（周二）

10月 17日（周四）

       会　　场

小柳小、日新小

三小、七小

二小

四小、五小

一小

九小

若松小、南白糸台小

       日　　程

10月 18日（周五）

10月 22日（周二）

10月 23日（周三）

10月 24日（周四）

10月 28日（周一）

10月 30日（周三）

11月 5日（周二）

       会　　场

新町小、白糸台小

十小、南町小

八小、住吉小

六小、武藏台小

矢崎小

本宿小

四谷小

건강검진 일정표

   일　　정

10월 3일(목)

10월 4일(금)

10월 8일(화)

10월10일(목)

10월11일(금)

10월15일(화)

10월17일(목)

        장　　소

코야나기초, 닛신초

다이산초, 다이나나초

다이니초

다이욘초, 다이고초

다이이치초

다이큐초

와카마츠초, 미나미 시라이토다이초

   일　　정

10월18일(금)

10월22일(화)

10월23일(수)

10월24일(목)

10월28일(월)

10월30일(수)

11월 5일(화)

        장　　소

신마치초, 시라이토다이초

다이쥬초, 미나미쵸초

다이하치초, 스미요시초

다이로쿠초, 무사시다이초

야자키초

혼슈쿠초

요츠야초

▽대상　2007년 4월 2일~2008년 4월 1

일에 태어난 어린이

   ※해당자에게는 취학 시 건강검진 

통지서를 9월 13일(금)에 보내 드립니다.

▽문의　학무보건과 학무계

     (TEL: 042-335-4436)

■기획전 ‘윌리엄 모리스’기획전 ‘윌리엄 모리스’

▽기간　　　9월 14일(토)~12월 1일(일)

▽기획전 관람료　 일반 900엔, 고교ㆍ

대학생 　450엔, 초ㆍ중학생 200엔

■기획전 ‘O JUN’기획전 ‘O JUN’

▽기간　　　12월 21일(토)~2014년 3월 

2　일(일)

▽기획전 관람료 　일반 700엔, 고교ㆍ

대학생 　350엔, 초ㆍ중학생 150엔

■공개 제작　‘후루카와 타쿠의 실험 공방’공개 제작　‘후루카와 타쿠의 실험 공방’

▽기간　　　7월 20일(토)~12월 1일(일)

▽요금　　　무료

▽장소　　　1층 공개 제작실

(작가 방문일은 전단지, 홈페이지 등을 통해 

알려 드립니다)

威廉·莫里斯《草莓盗贼》1883 年

윌리엄 모리스 《딸기 도둑》1883년

O JUN《湖畔》2008 年

O JUN《호반》2008년

FUCHU  CITY BULＬETIN
■对下一年度市立小学的一年级新生进行健康诊断。　　　　　
☆外籍且在对象年龄段内的孩子如果希望进入市立小学，请在学
校健康诊断实施日的前一天之前到市政府 8楼学务保健课办理入
学申请手续。
▽对象　2007 年 4 月 2 日 ~2008 年 4 月 1 日出生的人员
　※9月 13 日 ( 星期五 ) 向符合者寄送就学时的健康诊断通知书。
▽咨询　学务保健课学务部门（电话 042-335-4436）

＜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“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 日元，
　高中·大学生 450 日元，
　初中·小学生 200 日元

■企划展“O JUN”

▽会期　12 月 21 日（星期六）～
                  2014 年 3 月 2 日（星期日）
▽企划展参观费　　
　　一般 700 日元，高中·大学生 350 日元，
　　初中·小学生 150 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
▽地点　　　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）

■公开制作　“石田尚志”

▽期日　　　12 月 21 日（星期六）～ 2014 年 3 月 2 日（星期日）
▽费用　　　免费
▽地点　　　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/

■내년도 시립 초등학교의 신입생에게 건강검진을 실시합니다.

☆외국 국적으로 대상 연령의 어린이가 시립 초등학교에 입학을 

희망하는 경우는 해당하는 학교의 건강검진 실시일 전날까지 

시청 8층 학무보건과에서 입학 신청 수속을 밟아 주십시오.

 

    
각종 전시 행사관ㆍ극장의 주요 이벤트

후츄시 미술관　　　　

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

문의: 헬로 다이얼 03-5777-8600

개관시간: 10:00~17:00(입장은 16:30까지)

휴관일　　：홈페이지에서 확인해 주십시오. 

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

◎기획 전람회기획 전람회

　 ※기획전 관람료로 상설전도 관람할 수 있습니다. 미취학아, 

　　장애인 수첩 등을 소지한 분은 무료입니다.

■공개 제작 ‘이시다 타카시’공개 제작 ‘이시다 타카시’

▽기간　　12월 21일(토)~2014년 3월 2일(일)

▽요금　　무료

▽장소　　1층 공개 제작실

(작가 방문일은 전단지, 홈페이지 등을 통해 알려 드립니다)

URL:http://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/
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府中市郷土の森博物館　　　　　　　　　　　
〒183-0026　府中市南町６－32（℡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参加無料ですが、
　　博物館入場料は必要です。
▽開館時間：午前９時～午後５時（入場は午後４時まで）
▽休館日：ホームページでご確認ください。
http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

◎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。
※12月1日 (日 )までの投影です。

■プラネタリウム秋番組　
「ＦＵＲＵＳＡＴＯ　宇宙から見た世界遺産」　　毎日14:00に投影
地球観測衛星「だいち」が宇宙からとらえた、圧倒的迫力の世界遺産映像。
ニュージーランド・エジプト・日本の世界遺産を舞台に、そこで暮らす子供
たちと星空のストーリーが繰り広げられます。

■その他の番組
〇「ワンピース　プラネタリウム」　　毎日15:30に投影
〇「ライフ　いのちをつなぐ物語」　　土･日･祝のみ　12:30に投影
〇「宮沢賢治　銀河鉄道の夜」　　　日･祝のみ11:00に投影

■企画展　カモの常識
▽会　期：9月21日 (土 )～ 2014年 3月9日（日）まで
▽会　場：本館2階企画展示室
▽観覧料 : 無料（博物館入場料別途必要）
冬になると多摩川やその支流をにぎわすカモの仲間たち。カモはどこからやっ
て来るのか？　日本に来て何をするのか？　そんなカモに関する色々な疑問
や情報を、剥製標本やパネルで紹介します。
まだまだ色々ありますが、当館のホームページに掲載されています。そちら
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
■府中の森クラシックコレクション　
　芸術の秋に奏でる歌の世界「リゴレット」
　ハイライト～ヴェルディ生誕200年に寄せて～
10月20日（日）15:00 ウィーンホール、全席指定／4,000円
出演：ソプラノ…幸田浩子、テノール…中鉢 聡、バリトン…福島明也、
　　　ピアノ…田島亘祥
曲目：バッハ／グノー：アヴェ・マリア（幸田）　ほか

■府中の森プロムナードコンサートVol.196　
　～日本フィルハーモニー交響楽団弦楽四重奏～
11月９日（土）14:00　ウィーンホール、全席自由／500円
出演：ヴァイオリン…田村博昭、豊田早織、ヴィオラ…中川裕美子、
　　　チェロ…横山 桂
曲目：モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番「狩り」ほか　

■どりーむコンサートVol.84　
　オーケストラの扉Ⅱ　ベートーヴェン交響曲第7番
12月１日（日）14:00　どりーむホール
全席指定／S席：2,000円、A席：1,500円
出演：指揮…沼尻竜典、ピアノ…仲道郁代
　　　管弦楽…桐朋学園大学オーケストラ
曲目：ラヴェル：ツィガーヌ　ほか

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/

◎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.
Showing now through December 1 (Sun.)

■Planetarium Autumn Presentation
FURUSATO—Viewing World Heritage Sites from Space: 
from 2:00 p.m. daily
Film of breathtaking World Heritage sites which Japan’ s 
Earth observation satellite “Daichi” shot from space. 
Exciting stories of children and the starry skies are told 
using the World Heritage sites of New Zealand, Egypt and 
Japan as the settings. 

■Other Presentations
〇 One Piece at the Planetarium (from 3:30 p.m. daily)
〇 One Life (from 12:30 p.m. on Saturdays, Sundays and 
national holidays)
〇 Kenji Miyazawa’ s Fantasy Railroad in the Stars (from 
11:00 a.m. on Sundays and national holidays)

■Special Exhibition: The Common Sense of Ducks
▽Dates: September 21 (Sat.) through March 9, 2014 (Sun.)
▽Location: Special Exhibition Room, Main Bldg. 2F
▽Admission: Free of charge (please note that a separate 
museum admission fee is required, however)
Wild ducks bustle through the Tamagawa River and its 
tributaries in winter. Where do they come from? What do 
they do in Japan? Answers to various questions and 
information related to these wild ducks will be presented 
using stuffed specimens and exhibitions. 

There are various other events listed on the museum’ s 
website, so please visit the site 
(http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/) as well.  

Fuchu-no-Mori Theater　　　　

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

■Fuchu-no Mori Classic Collection: Highlights of 
Rigoletto—World of Song Performed during Autumn, the 
Perfect Time of Year for the Arts—Celebrating the 200th 
Birthday of Verdi
October 20 (Sun.), 3:00 p.m., Vienna Hall 
All seating reserved/\4,000
Performers: Hiroko Koda (soprano), Satoshi Chubachi 
(tenor), Akiya Fukushima (baritone), and Hiroyoshi Tajima 
(piano)
Program: Bach/Gounod’ s Ave Maria (by Koda), and more.

■Fuchu-no Mori Promenade Concert Vol. 196—Japan 
Philharmonic Orchestra String Quartet
November 9 (Sat.), 2:00 p.m., Vienna Hall
Free seating/\500
Performers: Hiroaki Tamura and Saori Toyoda (violins), 
Yumiko Nakagawa (viola), and Kei Yokoyama (cello)
Program: Mozart’ s String Quartet No. 17 ( “The Hunt” ) 
and more

■Dream Concert Vol. 84—Doors of the Orchestra II—
Beethoven’ s Symphony No. 7
December 1 (Sun.), 2:00 p.m. Dream Hall
All seating reserved/S seats: \2,000; A seats: \1,500
Performers: Ryusuke Numajiri (conductor), Ikuyo Nakamichi 
(piano), Toho Gakuen College Orchestra (orchestra)
Program: Ravel’ s Tzigane, and more.
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FUCHU  CITY BULEETIN
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/
◎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。
※到 12 月 1 日 ( 星期日 ) 为止的投影。
■天文馆秋季节目　
 “FURUSATO　从宇宙眺望世界遗产”　　每天 14:00 放映
这是地球观测卫星“大地”从宇宙拍摄的具有令人震撼的感染力
的世界遗产影像。以新西兰、埃及、日本的世界遗产为舞台，讲
述着在那里生活的孩子们与星空的故事。

■其他节目
〇“ONE PIECE　天文馆”　　每天 15:30 放映
〇“生命延续的故事”　　星期六、日、节日　12:30 放映
〇“宫泽贤治　银河铁道之夜”　　　星期日、节日　11:00 放映

■企划展　野鸭的常识
▽会　期：9月 21 日 ( 星期六 ) ～ 2014 年 3 月 9 日（星期日）
▽会　场：本馆 2楼企划展示室
▽参观费用 : 免费（需另行支付博物馆入场费）
一到冬季，多摩川及其支流上有很多野鸭戏水玩耍。野鸭是从何
处而来？　它们来到日本做什么？通过剥制标本与版面说明，为
您解读有关野鸭的各种疑问与信息。

还有一些内容，均刊载于本馆的主页。请予以浏览。
http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/

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）
■府中之森古典音乐会　
唱响艺术之秋的歌唱世界“弄臣”音乐家威尔第诞辰 200 年～
10 月 20（星期日）15:00 维也纳大厅
全席指定／ 4,000 日元
演出：女高音⋯幸田浩子，男高音⋯中钵聪，
男中音⋯福岛明也，钢琴⋯田岛亘祥
曲目：巴赫／吉诺：圣母颂（幸田）　等
■府中之森街角音乐会Vol.196　～日本爱乐交响乐团弦乐四重奏～
11 月 9 日（星期六）14:00　维也纳大厅
全席自由席／ 500 日元
演出：小提琴⋯田村博昭  丰田早织，中提琴⋯中川裕美子，大
提琴⋯横山桂
曲目：莫扎特：降 B大调第 17 弦乐四重奏曲“狩猎”　等
■梦幻音乐会Vol.84　管弦乐之扉Ⅱ　贝多芬第 7交响曲
12 月 1 日（星期日）14:00　梦幻大厅
全席对号入座／ S席：2,000 日元，A席：1,500 日元
演出：指挥⋯沼尻龙典，钢琴⋯仲道郁代，
管弦乐⋯桐朋学园大学管弦乐
曲目：拉威尔：茨冈狂想曲 等

후츄시 향토의 숲 박물관후츄시 향토의 숲 박물관　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

세 미만 무료

※요금이 표기되어 있지 않은 행사는 참가 무료입니다. 단, 

박물관 입장료는 필요합니다.

▽개관시간: 오전 9시~오후 5시(입장은 오후 4시까지)

▽휴관일: 홈페이지에서 확인해 주십시오. 

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

◎플라네타리움

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

※각 프로그램의 전반부에는 당일의 별이 총총한 하늘을 직접 

설명해 드립니다.

※12월 1일(일)까지의 투영입니다.

■플라네타륨 가을 프로그램■플라네타륨 가을 프로그램

 ‘FURUSATO 우주에서 본 세계 유산’  매일 14:00에 투영

지구 관측 위성 ‘다이치’가 우주에서 포착한 압도적인 박력의 

세계 유산 영상. 뉴질랜드ㆍ이집트ㆍ일본의 세계 유산을 

무대로, 그곳에서 생활하는 아이들과 별이 총총한 하늘의 

스토리가 펼쳐집니다.

■기타 프로그램■기타 프로그램

○‘원피스 플라네타륨’  매일 15:30에 투영

○‘라이프 생명을 잇는 이야기’ 토ㆍ일ㆍ공휴일 12:30에 투영

○‘미야자와 켄지 은하철도의 밤’  일ㆍ공휴일 11:00에 투영

■기획전　오리 상식■기획전　오리 상식

▽기　간: 9월 21일(토)~2014년 3월 9일(일)까지

▽장　소: 본관 2층 기획전시실

▽관람료: 무료(박물관 입장료 별도 필요)

겨울이 되면 타마가와나 그 지류를 떠들썩하게 하는 오리떼들. 

오리는 어디에서 찾아 온 걸까? 일본에 와서 무엇을 할까? 

이러한 오리에 관한 여러 가지 궁금증이나 정보를 박제 

표본이나 패널로 설명합니다.

이 밖에도 다양한 프로그램이 준비되어 있으며, 그 내용을 

박물관 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 이곳도 참조해 

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

후츄의 숲 예술 극장　　　

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

■후츄의 숲 클래식 컬렉션　예술의 가을에 연주하는 노래의 ■후츄의 숲 클래식 컬렉션　예술의 가을에 연주하는 노래의 

세계 ‘리골레토’ 하이라이트~베르디 탄생 200주년을 

기념하며~

10월 20(일) 15:00 빈(Wien) 홀

전석 지정/4,000엔

출연: 소프라노…코다 히로코, 테너…츄바치 사토시, 바리톤…

후쿠시마 아키야, 피아노…타지마 히로요시

곡목: 바흐/구노: 아베 마리아(코다) 외

■후츄의 숲 프롬나드 콘서트 Vol.196　~일본 필하모니 ■후츄의 숲 프롬나드 콘서트 Vol.196　~일본 필하모니 

교향악단 현악사중주~

11월 9일(토) 14:00 빈(Wien) 홀

전석 자유/500엔

출연: 바이올린…타무라 히로아키, 토요다 사오리, 비올라…

나카가와 유미코, 첼로…요코야마 케이

곡목: 모차르트: 현악사중주곡 제17번 ‘사냥’ 외

■드림 콘서트 Vol.84 오케스트라의 문 Ⅱ 베토벤 교향곡 제7번드림 콘서트 Vol.84 오케스트라의 문 Ⅱ 베토벤 교향곡 제7번

12월 1일(일) 14:00 드림 홀

전석 지정/S석: 2,000엔, A석: 1,500엔

출연: 지휘…누마지리 류스케, 피아노…나카미치 이쿠요, 

관현악…토호 가쿠엔 대학 오케스트라

곡목: 라벨: 치간느 외

市からのお知らせ10 し し
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