
4月21日平成16年
（2004年） 第1340号

人口のうごき（平成16年4月1日現在） ○世帯数 106,619（567増）○人口 男119,871（211増）女114,217（281増）計234,088（492増）うち外国人登録数3,991

○自然保護団体ＰＲコーナー…浅間山自然保護会、府中野鳥ク
ラブなどによるパネル展示ほか 
○緑の活動推進委員会ＰＲコーナー…自然保護・緑化推進・緑
の環境部会の活動ＰＲ 
○行政ＰＲコーナー…交通安全・リサイクル・環境保全・防災の
ＰＲやガイドブックの販売ほか 
※太陽観測、起震車体験もあります。 
○緑のリサイクル号紹介コーナー…せん定枝をチップ化する
緑のリサイクル号の実演 
○市の歴史・遺跡紹介コーナー…市の歴史・遺跡の写真・パネル
などの展示 

○緑の募金コーナー（午前10時20分～）…募金をした方に、苗木、
草花の種を配布 
○府中囃子の演奏・演技（午前10時20分、午後１時50分）…出演
は府中囃子保存会屋敷分支部 

○緑化相談コーナー（午前10時20分～）…草花・樹木の育て方や
病虫害などについての相談 
○巣箱・竹とんぼ作りコーナー（午前10時20分～）…野鳥向けの
巣箱（先着80人）、竹とんぼの作り方指導 
○趣味のコーナー（午前10時20分～）…草木染めの実技指導 
○緑化講習会（午前10時50分、午後１時10分）…草花などの園芸
についての講演と講評、寄せ植え実技指導 
○草笛の演奏・指導（午前11時40分～午後零時10分）…草笛の演
奏と作り方指導ほか 

○草花・苗木の200円コーナー（午前10時20分、午後１時）…草
花・苗木各250鉢（本）の販売 
○花き・植木即売会（午前10時20分～）…花卉園芸組合・植木花
卉生産組合による草花・植木の即売 
○野菜即売会（午前10時20分）…地元で収穫した野菜の即売 
○枝葉チップと腐葉土の混合土無料配布（午前11時10分、午後
２時）…公園などでせん定した枝葉のチップと市民清掃で集
めた枯葉の腐葉土との混合土の配布 
○各種模擬店（午前10時20分～） 
※ごみ減量のため、マイバッグ持参にご協力ください。 
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※駐車場はありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

市制施行50周年記念 市制施行50周年記念 

　４月　４月2929日（祝）のみどりの日にグリーンフェスティバルを開催しますのみどりの日にグリーンフェスティバルを開催します。
　色とりどりの花が並ぶ会場では、子供も参加できる巣箱作りや寄せ
植え実技なども行われます。ぜひ、お越しください。 
▽日時　４月29日（祝）午前10時～午後３時／雨天実施 
▽会場　すずかけ公園  
▽問合せ　緑のまちづくり推進課自然保護係（３３５・４３１５） 
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植え実技なども行われます。ぜひ、お越しください。 
▽日時　４月29日（祝）午前10時～午後３時／雨天実施 
▽会場　すずかけ公園  
▽問合せ　緑のまちづくり推進課自然保護係（３３５・４３１５） 

会　場　案　内　図 

ごみ収集収集・資源回収は回収は ごみ収集収集・資源回収は回収は ごみ収集収集・資源回収は回収は 

問合せは 
　清掃課管理係（３３５・４４００）へ 

４月29日（祝）から５月５日（祝）の４月29日（祝）から５月５日（祝）の

ごみ収集・資源回収は 
通常どおり行います通常どおり行います 通常どおり行います 
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園主名 住　　　所 電話番号 いちご園所在地 区画数
戸塚喜一 白糸台３の ６ ３６２・２０６７ 白糸台３の37 50
鹿島一夫 白糸台１の56 ３６３・１９０２ 紅葉丘３の １ 80
市村文雄 押立町２の40 ３６３・０４５９ 押立町２の41 70
菊池昭雄 宮　町２の27 ０９０・３２０５・３３４９ 府中町２の21 50
高野茂久 南　町６の44 ３６１・６９２６ 南　町１の21 80
高野祐一 南　町５の28 ３６２・６３０２ 南　町４の19 30
市川勝彦 四　谷２の35 ３６４・４３３５ 四　谷２の35 45
市川禎明 四　谷２の68 ３６４・５８８９ 四　谷３の38 20
松村龍夫 本宿町２の10 ３６４・５９２７ 本宿町１の １ 30
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可／申込み多数の場合は抽せん
▽問合せ 生涯学習課企画振興係
（３３５･４４６３）

▽日時 ５月９日（日）・15日（土）・
23日（日）・29日（土）、６月５日（土）・
13日（日）午後１時～３時（全６回）
▽会場 地域生活支援 プラザ
▽対象 精神に障害のある方で、全
回出席できる方
▽定員 先着４人
▽費用 無料
▽内容 パソコンの基本操作
▽申込み・問合せ 地域生活支援
プラザ（３５８・２２８８）へ

▽日時 ５月30日（日）午前６時～
８時
▽会場 府中公園
▽対象
○市内で農産物などを生産している方
○市内で店舗を出店し、営業してい
る方
○手作りの品物やリフォーム品など
を販売したい方
▽出店料 無料
▽申込み ４月30日（金）までに、決
められた用紙（市役所４階産業経済
課に用意）で、産業経済課へ
▽問合せ 産業経済課消費生活係
（３３５・４１２４）

▽日時 ４月25日（日）午前９時～
午後５時
▽場所 市政情報
▽内容 市税・国民健康保険税・介
護保険料の納付
▽問合せ 納税課管理係（３３５・
４４４８）、介護保険課管理係（３３
５・４０３１）、当日は市政情報セン

ター

セン
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■コンサート「府中四季の調べ」
▽日時 ５月８日（土）午後７時
▽会場 府中グリーンプラザ
▽入場 自由（無料）
■講習生募集
▽日時 ５月８日から平成17年３月の
金曜日（月３回程度） 午後７時～９時
▽会場 府中グリーンプラザ
▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽費用 無料
▽内容 太鼓やトライアングルなどの
打楽器の演奏
▽申込み ４月27日（火）まで（当日消
印有効）に、はがきに住所、氏名、年齢、
職業（学校名・学年）、電話番号を記入し
て、〒183－8703生活文化部文化コミュ
ニティ課へ

◇　　　◇　　　◇
▽問合せ 文化コミュニティ課文化事
業係（３３５・４１３０）

▽日時 ５月15日（土）午前10時
▽会場 府中グリーンプラザ
▽定員 150人
▽費用 無料
▽内容 ５月１日（土）から７日（金）の憲
法週間にちなみ、弁護士活動の中で、人
権について感じていることなどの講演
▽講師 野田愛子氏（弁護士）
▽申込み ５月14日（金）まで（必着）に、
はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入して、〒183－8703生涯
学習部生涯学習課へ／託児（１歳～就
学前の幼児15人）を希望して申し込む
場合は、４月28日（水）まで（必着）に、
往復はがき（１人１枚）で、幼児の氏名
（ふりがな）、生年月日も記入／電話
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（３３６・１８１８）

▽開催日・会場・対象年齢 下の表
のとおり
▽時間 各開催日の午前10時～正
午／園庭開放については午前９時半
～11時
▽費用 無料
▽問合せ 子育て支援課推進係（３
３５・４１９２）

■庭球大会
▽日時 ５月20日（木）・21日（金）
午前９時
▽会場 小柳庭球場
▽試合方法 ダブルス戦／当日抽せ
んでペアを決定
■バドミントン大会
▽日時 ５月21日（金）午前９時
▽会場 総合体育館
▽試合方法 経験、年齢別のダブル
ス戦／当日抽せんでペアを決定
■ソフトテニス大会
▽日時 ５月22日（土）午前９時

▽会場 市民健康 庭球場
▽試合方法 ダブルス戦／当日抽せん
でペアを決定
■バレーボール大会
▽日時 ５月22日（土）午前９時
▽会場 総合体育館
▽試合方法 ブロック別リーグ戦
▽チーム編成 15人以内（監督を除く）
■卓球大会
▽日時 ５月22日（土）午前９時
▽会場 総合体育館
▽試合方法 ３ダブルスの団体戦（ブ
ロック別リーグ戦）
▽チーム編成 ８人以内

◇　　　◇　　　◇
▽対象 市民で、20歳以上の女性（バレ
ーボールは主婦のチーム／庭球は20日
は庭球歴４年以下、21日は同５年以上）
▽申込み ５月６日（木）までに、決め
られた用紙（市役所８階体育課に用意）
で、体育課へ
▽問合せ 体育課振興係（３３５・４４
７７）

▽日時 ５月８日から７月17日の土・
日曜日 午前９時半～正午（全15回）
▽対象 20歳以上の市民、市内在勤・在
学の方
▽定員 先着20人
▽費用 毎回の体育館使用料150円／
ただし、市内在勤・在学の方は300円
▽申込み・問合せ 総合体育館（３６
３・８１１１）へ

■生涯学習審議会
４月26日（月）午後２時 市役所北庁
舎５階会議室／傍聴希望の方（先着５
人）は23日（金）までに、生涯学習課へ／
問合せは同課企画振興係（３３５･４４
６３）へ
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フェスティバル参加者募集

事業名 会　場
対象年齢
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新町文化 セン
ター 17日（月）24日（月）10日・31日（月）

総合体育館 11日（火）18日（火）25日（火）
スクエア２１・
女 性 セン

ター
13日（木）20日（木） 6 日・27日（木）

住吉・白糸台・
第九学童クラブ 14日・21日・28日（金）

コ
ー
ン
・
パ
パ

ポ
ッ
プ

各 市 立
保 育 所

16日（日）

開
放

園
庭 19日（水）

※対象年齢は目安です。
※ 兄弟姉妹で参加する場合は、どちらの対象年齢
でも参加できます。

打楽器アンサンブル
コンサートと講習生募集

簡単・楽しいパソコン入門講座

ご利用ください
臨時納税窓口

憲法週間行事
「一人ひとりが輝くために」／

５月の子育てひろば
ポップコーン

総合体育館
弓道初心者教室参加者募集

▽日程 ５月26日（水）・27日（木）
／１泊２日
▽集合場所 午前８時半に大国魂
神社大鳥居前
▽対象 市民
▽定員 40人
▽費用 13000円
▽内容 奥村土牛記念美術館、八
千穂高原自然園ほかの見学

▽宿泊 市民保
養所「やちほ」
▽主催 府中友
好都市交流協会
▽申込み ４月
28日（水）まで
（必着）に、往復
はがき（１人１
枚）に住所、氏
名（府中友好都
市交流協会会員
はその旨も）、年齢、性別、電話番号、
返信用あて名を記入して、府中友好都
市交流協会事務局（〒183－8703生活
文化部文化コミュニティ課内）へ／申
込み多数の場合は抽せん
▽問合せ 府中友好都市交流協会事
務局（３３５・４１３１＝文化コミュ
ニティ課内）

■市民医療 臨時職員募集 勤務は
月～金曜日の業務日／対象は保健師
の資格を持つ50歳以下の方／若干
名／内容は保健指導業務／申込み・
問合せは同 母子保健係（368・5333）
へ
■パソコン会計無料講習会 ５月11
日（火）・19日（水）・20日（木）午前10
時～正午、午後２時～４時・６時～８
時（20日は午後４時まで） ルミエー

セン
ター

セン
ター

ル府中／対象は個人の事業所得者
及び不動産所得者／定員各回15
人（抽せん）／申込みは４月30日
（金）までに、電話で武蔵府中税務
署へ／問合せは同署（362・4711）
へ
■東京外国語大学管弦楽団定期演
奏会 ５月２日（日）午後２時 府
中の森芸術劇場／無料／内容はド
ボルザーク…交響曲第９番「新世
界より」ほか／出演は橘 直貴
（指揮）／問合せは藤田あて（080・
3014・7136）へ

市民朝市出店者募集

▲新緑のシラカバ
が楽しめます
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作家来館は５月１日・２日を除く毎週
土・日曜日の正午～午後５時／無料／
内容は光や空気を透過する素材のアル
ミメッシュによる立体の人物像制作

■女性が発信する情報誌企画・編集講
座／
５月25日から７月13日の毎週火曜日
午前９時半～正午（全８回）／対象は
市民、市内在勤・在学の女性で、パソコ
ン操作ができ全回出席できる方／定員
10人／無料／内容は情報誌の企画から
編集までの講義とパソコンを使った誌
面作り／講師は上野いく子氏（ユック
舎代表）ほか／託児は１歳～就学前の
幼児８人（おやつ代800円が必要）／申
込みは５月７日（金）までに、電話、また
はＦＡＸ（351・4603）で当 へ／申込み
多数の場合は抽せん

■将棋まつり
６月６日（日）午前10時半 大会議室
／定員150人（指導対局40人を含む）／
費用大人800円、中学生以下400円（指導
対局は大人800円、中学生以下400円が
別に必要）／内容は解説付き対局観戦
会ほか／出演は藤井 猛九段、堀口弘治
七段、中倉彰子女流初段／申込みは５
月12日（水）まで（当日消印有効）に、往
復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号、指導対局の希望、
返信用あて名を記入して、当館「将棋ま
つり」係へ／申込み多数の場合は抽せ
ん

セン
ター

ザ、ルミエール府中、教育センター
でできるようになりました。
問合せは、総合受付（335・5700）へ。

■自然観察会「春の湧水と崖線」
４月25日（日）午前10時 矢川駅改
札集合／費用200円／内容は西府町
のゆう水から崖線沿いに谷保天神ま
で歩き、ゆう水と崖線の関連を解説／
協力は府中市自然調査団／雨天中止
■森のお話会～紙芝居
４月24日（土）午後２時45分 旧

郵便取扱所脇／対象は５歳以上の方
／内容は「しょうじきなきこり」ほ
か／語りは十べえお話の会
■星空観望会～惑星三昧の一夜
４月24日（土）午後７時～８時半
当館正門前集合／費用大人100円、
子供50円／内容は月や木星、土星、
金星などを観察／協力は府中天文同
好会／中学生以下は保護者同伴／雨
天・曇天中止（当日午後３時に決定）
■竹とんぼづくり
５月２日（日）午後１時～３時

ふるさと体験館／対象は小・中学生
の方／先着10人／費用200円／講師
は波多野誠山氏（竹とんぼづくり指
導者）／申込みは電話で当館へ
■わらぞうり教室
５月４日（祝）午後１時～３時

ふるさと体験館／対象は小学５年生
以上の方／先着５人／費用500円／
講師は波多野誠山氏（わらぞうりづ
くり指導者）／申込みは電話で当館へ
■お茶を作ろう

５月１日（土）午前10時～午後５時
集合場所は旧越智家住宅／対象
は小学生と大人（２人１組）／先着
15組／費用500円／内容は園内のお
茶の木から葉を摘んで飲用の葉茶を
作る／指導は現代喫茶人の会／申込
みは電話で当館へ

■公開制作「菱山裕子Yin and
Yang」
４月24日（土）から６月６日（日）

午前10時～午後５時 公開制作室／

■文化講演会「空海と高野山」／
５月７日（金）午後２時～３時半 講
堂／対象は平成元年４月１日以前生ま
れの市民、市内在勤・在学の方／定員
290人／無料／講師は小松大秀氏（東京
国立博物館上席研究員）／共催はＮＨ
Ｋ／受講した方には同博物館で開催す
る「空海と高野山」の招待券（１人１枚）
を配布／申込みははがき、またはＦＡ
Ｘ（336・5709）に講演名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を記入して、
当 学習事業係へ／定員を超えた場合
のみ連絡／問合せは同係へ

■陶芸入門／
５月21日から６月25日の水・金曜日
午前10時～正午（全８回） 陶芸室ほか／
対象は平成元年４月１日以前生まれの市
民／定員20人／費用9000円（受講料・教
材費）／内容は陶芸の基礎、技術を学び作
品を制作／講師は高木信之氏（陶芸家）／
申込みは４月28日（水）まで（当日消印有
効）に、往復はがきに講座名、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号、返信用あ
て名を記入して、当 学習事業係へ／
申込み多数の場合は抽せん／問合せは同
係へ

新しく２階研修室、語学室、スタジオ、
保育室の予約が、市役所１階市民相談
室、各文化センター、府中グリーンプラ
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学習事業係

実技セミナー受講生募集

生涯学習センターの
予約できる施設が増えます

問合せも同宅（364・5725）へ
■剣道無料体験入門 ４月24日、
５月１日（土）午後６時 六小／
対象は小学生以上／主催は剣真会
／問合せは永田宅（369･0629）へ
■古今会水墨画展 ４月29日（祝）
から５月４日（祝）午前10時～午
後６時（29日は正午から、４日は
午後５時まで） 府中グリーンプ
ラザ分館／無料／主催は同会／問
合せは竹口宅（366･5464）へ
■府中写真クラブ写真展 ４月24
日（土）から５月７日（金）午前９時
～午後９時半（６日は休館、７日は
午後５時半まで）生涯学習 ／無
料／内容は自然、人物などの写真
展／主催は同クラブ／問合せは河
内宅（363･9220）へ
■コーラス春の無料体験講座 ４
月26日（月）午前10時～正午 府
中グリーンプラザ／内容は発声、
合唱の指導／講師は中村暎子氏
（トキワ松学園講師）／主催はた
のしいコーラス／問合せは坂本宅
（364・3778）へ

セン
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■はるみ祭 ４月24日（土）午前10時
～午後３時 府中はるみ福祉園／内
容はフリーマーケットほか／問合せ
は同園（333・7555）へ
■レンゲまつり ５月１日（土）午前
10時～午後３時 押立体育館東側田
んぼ／雨天の場合は２日（日）／無料
／内容はハチミツ採取実演ほか／主
催は府中かんきょう市民の会／問合
せは竹内宅（364・3428）へ
■わんぱく相撲府中場所 ５月16日
（日）午前８時半～午後１時半 総合体
育館／対象は市民、市内在学の小学
生／無料／主催は府中わんぱく相撲
の会／申込みは５月13日（木）まで（必
着）に、決められた用紙（市内各小学校
に用意）で同事務局へ／問合せも同事
務局（362･1090）へ
■フリーマーケット ６月６日（日）
午前10時～午後３時 押立公園／雨
天の場合は13日（日）／先着90店／
出店料500円／内容は日用品雑貨、衣

類などの販売ほか／主催は車返地域
のリサイクルを考える会／申込み・問
合せは電話、またはＦＡＸで井関宅
（361・5864＝FAX同番）へ午前９時
～午後３時に
■米作り体験 ５月22日から11月の
土・日曜日 東京農工大学ＦＭ本町
（本町３の７）／夏休み期間中は平日
もあり／対象は小学４年～中学生／
定員40人（抽せん）／無料／講師は本
林 隆氏（同大学助教授）／主催は武
蔵府中ロータリークラブ／申込みは
５月10日（月）まで（必着）に、往復は
がきで同事務局（〒183－0056寿町
１の１の11の703）へ／問合せも同
事務局（360・6655）へ
■シニア・テニス交流大会 ５月16
日（日）午前９時～午後１時 市民健
康 ／雨天の場合は23日（日）／対象
は男性55歳以上、女性50歳以上／費
用1000円／内容はダブルス戦／主催
は府中シニア・テニス協議会／申込
みは５月１日（土）まで（必着）に、往復
はがきにペアで国藤正義宅（〒183－
0057晴見町１の28の９の105）へ／

セン
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間部時雄と京都の仲間たち展

府中市美術館企画展 浅井　忠「光」の系譜 

間部時雄と京都の仲間たち展

間部時雄（1885～1968）は、京都高等工芸学校で、洋画家の浅井 忠（1856～
1907）からすがすがしい作風の水彩画や油彩画などを学んだ作家です。大正９
年から14年にかけてヨーロッパに留学したときは、間接的ながらゴッホの影響
も受け、帰国後は白日会を中心に活躍しました。
問合せは、府中市美術館（３３６・３３７１）へ。

▽期間 ４月24日（土）から６月６
日（日）／ただし、４月30日（金）、５
月６日（木）・10日・17日・24日（月）
は休館
▽時間 午前10時～午後５時
▽観覧料 一般600（400）円、高
校・大学生300（200）円、小・中学生
150（100）円／常設展観覧料を含む
／（ ）内は20人以上の団体料金
※学びのパスポート、障害者手帳な
どをお持ちの方は無料です。

■講演会「京都時代の間部時雄」
５月９日（日）午後２時 講座

室／無料／講師は前川公秀氏（千葉県
立美術館主幹）
■講座「間部時雄と周辺の画家たち」
５月15日（土）午後３時 講座室／無
料／講師は当館学芸員

関連の催し

▲間部時雄「釣り人の歩む道」／水彩・
紙
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■はじめてのパパママ学級（全４回）／ 申込み
…４月23日（金）から
６月４日･11日･18日（金）午後１時半～３時50

分・26日（土）午前９時半～正午／対象は受講時妊
娠16～27週の初産の妊婦／定員40人／内容は妊娠
中の健康管理、出産の準備、妊婦体操、もく浴実習
ほか／11日・26日は父親の参加可（妊婦体験用モ
デルの試着ほか）
■はじめてのパパママ学級（半日コース）／
申込み…４月23日（金）から
５月29日（土）午前９時～11時半／対象は受講時
妊娠24～36週の初産の妊婦と配偶者／定員30組／
内容は歯科講話、もく浴実習、おむつ替え実習ほか
■ママクラスクッキング 申込み…４月23日（金）から
６月４日（金）午前10時～午後１時 ルミエー

ル府中／対象は受講時妊娠16～27週の初産の妊
婦／定員20人／内容はお母さんになるための簡単
バランス料理実習、試食／エプロン、三角きん、ふ
きん、母子健康手帳持参
■母子保健相談 申込み…４月23日（金）から
５月12日（水）・21日（金）午後１時半～４時／定

員各日８人／内容は助産師による妊娠･出産･母乳
育児･乳房の相談
■子育て相談室
受付は月曜から金曜日 午前９時～11時、午後１
時～４時／内容は保健師･看護師･栄養士･歯科衛生
士による電話･面接相談（面接相談は原則として電
話予約）
■子育てわいわいトーキング／ 申込み…４月
26日（月）から
５月18日（火）午前10時（受付は９時半）／対象

は平成13年11月～14年４月生まれの幼児と保護者
（原則として第１子）／定員40人／内容は心理士
と子育て、親育ちについて語り合う／母子健康手
帳持参

■離乳食教室前期／ 申込み…４月30日（金）から
５月19日（水）･28日（金）午後１時半～３時／対
象は平成15年10～12月生まれで第１子の保護者／
定員各20人／内容は離乳食のすすめ方、調理実演、
試食ほか
■離乳食教室後期／ 申込み…４月23日（金）から
５月12日（水）午後１時半～３時／対象は平成15
年５～８月生まれで第１子の保護者／定員20人／
内容は離乳食のすすめ方、調理実演、試食ほか
■幼児食教室／ 申込み…４月26日（月）から
５月14日（金）午前10時～正午／対象は第１子で
１歳６か月～２歳未満児の保護者／定員20人／内
容は栄養士の講話､調理実演､試食ほか／託児あり
■親と子の歯磨き教室 申込み…４月23日（金）から
５月19日（水）午前10時～11時／対象は歯がはえてい
る平成15年５月１日以降に生まれた乳幼児と保護者／
定員25人／内容は歯科医師による話、歯磨き指導ほか
■１歳・３歳６か月児予防歯科指導教室
５月７日･21日（金）／受付時間は①午前９時～11
時･②午後１時15分～２時45分／対象は①平成15年
４月生まれの幼児と保護者、②平成12年10月生まれ
の幼児と保護者／内容は歯科衛生士による歯磨き
指導／申込みは予防歯科指導担当（368･5322）へ

■ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種
対象･接種日･会場は下の①②のとおり／受付時

間はいずれも午後１時40分～２時40分／遅れてい
る方も７歳５か月まで接種可／検温は当日会場
で／母子健康手帳を持って､必ず保護者同伴で
①対象は１回目…平成15年７～９月生まれの乳
児､２回目…平成15年１～３月生まれの幼児

②対象は１回目…平成15年10～12月生まれの乳
児､２回目…平成15年４～６月生まれの乳幼児

■結核予防接種
５月11日（火）ツベルクリン・13日（木）判定とＢ

ＣＧ／接種時間はいずれも午後１時40分～２時40
分／対象は平成16年１月生まれの乳児／遅れてい
る方も３歳11か月まで接種可／検温は当日会場で
／母子健康手帳を持って、必ず保護者同伴で
■結核検診
５月13日（木）午後１時半～３時／対象は15歳

以上の市民／内容は胸部Ｘ線間接撮影／託児あり
■３･４か月児健康診査と産婦健康診査
５月20日（木）･26日（水）・27日（木）／受付時間

は午後１時10分～２時20分／対象は平成16年１月
生まれの乳児とその母親
■１歳６か月児健康診査
５月10日･17日･24日（月）／受付時間は午後１

時～２時／対象は平成14年10月生まれの幼児
■３歳児健康診査
５月18日･25日（火）･31日（月）／受付時間は午

後１時～２時／対象は平成13年４月生まれの幼児
■妊婦歯科健康診査
５月28日（金）／受付時間は午後１時20分／対

象は妊娠16～27週の妊婦／定員32人（予約制）／
内容は歯科健康診査、歯磨き指導ほか／母子健康
手帳、受診票持参／市内協力歯科医院でも受診可
■２歳・２歳６か月・４歳･５歳児幼児歯科健診
①５月６日（木）午前９時半～午後３時･②13日

（木）午後１時15分～３時･③27日（木）午前９時半
～３時／対象は①平成14年４月生まれの幼児、②
平成11・12年４月生まれの幼児、③平成13年10月
生まれの幼児／内容は歯科健康診査、歯磨き指導
ほか／申込みは予防歯科指導担当（368･5322）へ

■健康教室「うつと不安にどう向き合うか」／
申込み…４月23日（金）から
５月13日（木）午後１時半～３時半／先着40人／
内容はうつ・不安の原因、症状、治療などの話／講師
は近藤智恵子氏（多摩総合精神保健福祉 医師）
■ヘルスサポーター養成講座「お母さんの手作り
おやつ」／ 申込み…４月23日（金）から
５月17日（月）午後１時半～４時 是政文化

／先着12人／内容はヘルスメイト21による話、調
理実習／栄養士による相談／エプロン、三角きん、
ふきん、台ふきん持参
■いきいき健康相談 申込み…４月23日（金）から
５月18日（火）午後１時～３時半／定員12人／

内容は医師、保健師、栄養士、歯科衛生士による病
気、食生活、歯の相談
■歯科何でも相談 申込み…４月23日（金）から
５月19日（水）午後１時半～３時／定員15人／

内容は歯科医師、歯科衛生士による歯の健康相談
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申込みは母子保健係（368・5333）へ

申込みは成人保健係（368・5338）へ

申込みは母子保健係（368・5333）へ

５月の予防と相談

※各ページの マークは、「ふちゅうカレッジ1 0 0」の対象事業です。

○会場の記載のないものは、市民医療センターで
行います
○予防と相談は無料です
○各事業の申込み・問合せは、それぞれの申込み日
の午前８時半から受け付けます／申込み日の記載
のないものは、当日直接会場へ
○このコーナーは、毎月21日号に掲載します

出も防ぎます。
「カンボジアはどんな国だと思い
ますか。地雷被害の多い国といった
悲惨なイメージが強いかもしれませ
ん。しかし、森の中の遺跡、広大な湖、
雄大な農村風景など、水と森の国と
いうもうひとつの顔と、明るく温か
い人々の笑顔があります。会では、
カンボジアをもっと知ってもらうた
めに、カンボジアを紹介するセミ
ナーなどを定期的に開催しています
ので、参加してください」と小沢さ
んは話します。
▽アルカイックスマイル（片町３の
12／０８０・３１２２・７６１２）

アルカイックスマイルは、カンボジ
アの女性が自立した生活を自国で送り、
未来へ希望を持って生きてほしいとの
思いから、平成11年４月に設立されま
した。
活動の中心は、農村地区の女性の暮

らしの安定を図るため、カンボジアの
伝統産業であるクメールシルクという
絹を復興させ、人々の暮らしの向上と、
さらに、その伝統を守り、多くの人に伝
えていくことです。
「クメールシルクとは、黄金の繭と呼
ばれるカンボジア産の繭で生産される
黄金色の絹で、この絹で織る織物がカ
ンボジアの伝統産業で文化的財産でし
た。しかし、織物生産技術者が内戦の影
響で減少し、今では消滅の危機にひん
しています」と代表の小沢美紀さん。会
では、復興に必要な養蚕業や染織技術
を支援する技術センターを現地に建設
することを目指しています。この織物
産業の活性化が、農村の暮らしを楽に
するほか子供たちの教育の機会も増え、
慢性的な餓えや病気を防ぎ、人口の流

特集　ＮＰＯ・ボランティア団体特集　ＮＰＯ・ボランティア団体特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

カンボジアのシルクに願いを 

アルカイックスマイル 
特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

▲絹糸作業を行う女性たち

右の写真は昭和39年に日新町
１の７付近で撮影した府中用水で
す。
府中用水は、かんがい区域が最
も大きい農業用水として、国立市
青柳で多摩川から取水し、市川、
新田川などに分水し、姿を変えた
現在でもその役目を果していま
す。用水のすぐ脇には、舗装され
ていない日新通りと、用水沿いに立っている電信柱には、この年の９月

に事業を開始した日本電気府中事
業所の看板が目に入ります。しかし、
日本の高度成長に伴い宅地化が進
み、この府中用水を含め市内を流れ
ていた農業用水などは、緑道や遊歩
道、水に親しむ場所に生まれ変わり
ました。この場所も左の写真のよう
に、平成６年９月に市川緑道として、
新しく整備されました。市川緑道は
新田川緑道に接続されていて、市民
健康センターまで続いています。

府中市今昔物語府中市今昔物語府中市今昔物語
〜懐かしいあの場所を訪ねて
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接種日 会　場 ５月14日（金） 住吉文化セン
ター

５月 ６ 日（木） 西府文化セン
ター ５月17日（月） 是政文化セン

ター

５月 ７ 日（金） 市民医療セン
ター ５月20日（木） 新町文化セン

ター

５月10日（月） 紅葉丘文化セン
ター ５月21日（金） 白糸台文化セン

ター

５月12日（水） 武蔵台文化セン
ター ６月 ９ 日（水） 市民医療セン

ター 

接種日 会　場 ５月26日（水） 住吉文化セン
ター

５月18日（火） 武蔵台文化セン
ター ５月27日（木） 是政文化セン

ター

５月19日（水） 市民医療セン
ター ５月28日（金） 白糸台文化セン

ター

５月24日（月） 西府文化セン
ター ５月31日（月） 新町文化セン

ター

５月25日（火） 紅葉丘文化セン
ター ６月16日（水） 市民医療セン

ター 

※文化センターへの問合せは、ご遠慮ください。

市川緑道脇に流れる小川には、西
府のゆう水が流れ込み田植えの
時期には、水の流れる音も楽しめ
ます


