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３面…郷土の森博物館特別展　「宮本常一の足跡」
４面…ムサシノキスゲの群生美を見にきませんか
５面…府中市美術館企画展　「子どもの目で見る、てんらんかい」

○世帯数   112,393（523増）   ○人口   男123,682（164増）  女118,925（92増）  計242,607（256増）  うち外国人登録数4,186　（平成19年４月１日現在、（　）は前月比）
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〇緑の募金コーナー（午前10時20分から）…募金をした方に草花の種を配布
〇府中囃子の演奏・演技（午前10時20分、午後１時50分）…出演は府中囃子保
存会本町支部

〇自然保護団体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
〇緑の活動推進委員会ＰＲコーナー…自然

　　　　　　　　　　　　　保護・緑化推進活動ＰＲ
〇行政ＰＲコーナー…リサイクル・防犯・防災のＰＲや天文観測、起震車体
験ほか
〇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
〇市の歴史・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

〇緑化相談コーナー（午前10時20分から）…草
花・樹木の育て方や病害虫などについての相談
〇巣箱・竹とんぼ作りコーナー（午前10時20分
から）…野鳥向けの巣箱（先着50人）、竹とんぼ

　　　　　　　　　　　　　などの作り方指導
〇緑化講習会（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、寄せ植えの実技指導
〇草笛の演奏・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

〇草花・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）の頒布
〇花・植木即売会（午前10時20分から）…府
中市花卉園芸組合・植木花卉生産組合による        

　　　　　　　　　　　　　花・植木の即売
〇野菜即売会（午前10時20分から）…府中産野菜の即売
〇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れ葉の腐葉土の混
合土の配布
〇各種模擬店（午前10時20分から）

▽日時 ４月28日（土）午前10時～午後
３時／雨天実施
▽会場 すずかけ公園
※駐車場はありませんので、車での来場はご
遠慮ください。
※ごみ減量のためマイバッグ持参にご協力く
ださい。

　４月28日（土）に、すずかけ公園でグリーンフェスティバルを　４月28日（土）に、すずかけ公園でグリーンフェスティバルを
開催します。開催します。
　花と緑に囲まれた快適な環境づくりを進めるため、会場では　花と緑に囲まれた快適な環境づくりを進めるため、会場では
緑化講習会や緑化相談を行うほか、環境活動団体のＰＲコー緑化講習会や緑化相談を行うほか、環境活動団体のＰＲコー
ナーや草笛・巣箱の作り方指導など、家族で楽しめる催しがナーや草笛・巣箱の作り方指導など、家族で楽しめる催しが
いっぱいです。いっぱいです。
　ぜひ、お越しください。　ぜひ、お越しください。
　問合せは、公園緑地課自然保護係（３３５・４３１５）へ。　問合せは、公園緑地課自然保護係（３３５・４３１５）へ。
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子宮がん検診

▽日程 ６月４日（月）から７月31日
（火）
▽時間 各協力医療機関の診療時間内
▽会場 下の表の各協力医療機関
▽対象 昭和62年以前生まれの女性市
民
※昭和37・42・47年生まれの方は受診券
をお送りしますので、申込みの必要は
ありません。
▽定員　2500人（抽せん）
▽費用　無料
▽申込み ４月27日（金）まで（当日消
印有効）に、はがき（１人１枚）に住所、
氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号を
記入して、保健セン

ター分館「子宮がん検診」
係（〒183－0055府中町１の30）へ
▽問合せ 保健セン

ター分館成人保健係（３
６８・６５１１）

乳がん検診

▽日程 ７月３日（火）・４日（水）・６日
（金）・９日（月）・11日（水）・17（火）・19（木）・
23日（月）・26日（木）、８月７日（火）から
10日（金）、９月３日（月）・６日（木）・７
日（金）・11日（火）・12日（水）・18日（火）・
19日（水）・27日（木）・28日（金）
▽会場 保健セン

ター分館、または都多摩が
ん検診セン

ター（武蔵台２の９）
▽対象 昭和42年以前生まれの女性市
民
※次の方は受診できません。
○平成18・19年度に市の乳がん検診を
受けた方
○授乳中、または卒乳後半年未満の方

○乳房疾患で治療中、または経過観
察中の方
○妊娠中、または妊娠の可能性があ
る方
○10分程度まっすぐ立てない方
○心臓にペースメーカーを装着して
いる方
○乳房内に人工物が入っている方
※過去に乳房の手術をした方は、個
別で受診することをお勧めします。
▽定員 600人（抽せん）
▽費用 2000円
※生活保護世帯で検診を希望する方
は、検診時に無料受診券（市役所６階
生活援護課に用意）を持参してくだ
さい。
▽内容 マンモグラフィ（１方向、ま
たは２方向）、視触診ほか
▽申込み ４月27日（金）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）、生年月日、
電話番号、返信用あて名を記入して、
保健セン

ター分館「乳がん検診」係（〒183－
0055府中町１の30）へ
▽問合せ 保健セン

ター分館成人保健係
（３６８・６５１１）

５月の子育てひろば
ポップコーン

▽日程・会場・対象年齢　下の表のと
おり
▽時間 午前10時～正午／園庭開放
は午前９時半～11時（南・四谷保育所
は午前10時～11時半）
▽費用 無料
▽問合せ 保育課管理係（３３５・４
１７２）

高齢者福祉電話事業の
見直し

　４月１日から、65歳以上の方のみ
の世帯で、市民税非課税世帯を対象
とする高齢者福祉電話事業は、基本・
通話料の助成と高齢者電話訪問を廃

止し、電話を持っていない方へのＮ
ＴＴの電話加入権の貸与のみを継続
します。
　問合せは、高齢者支援課管理係（３
３５・４０１１）へ。

ご利用ください
臨時納税窓口

▽日時 ４月29日（祝）午前９時～午
後５時
▽場所 市政情報セン

ター

▽内容 市税、国民健康保険税、介護
保険料、保育料の納付
※固定資産税は５月に、市（都）民税
は６月に、国民健康保険税と介護保
険料は７月に、納税通知書を発送す
る予定です。
▽問合せ 納税課管理係（３３５・４
４４８）、高齢者支援課介護保険係
（３３５・４０２１）、保育課管理係
（３３５・４１７２）、当日は市政情報
セン
ター（３３６・１８１８）

総合体育館初心者指導
参加者募集

■弓道
▽日時 ５月５日から７月15日の土・
日曜日　午前９時～正午（全15回）
▽定員 先着25人
■なぎなた
▽日時 ５月12日から７月14日の毎
週土曜日　午前10時～正午（全10回）
▽定員 先着10人
■剣道
▽日時 ５月27日から８月12日の日
曜日　午前10時半～正午（全10回）
▽定員 先着10人

◇　　　◇　　　◇
▽対象 高校生相当以上の市民
▽費用 毎回の体育館使用料150円
▽申込み・問合せ　総合体育館（３６
３・８１１１）へ

市民スポーツ・レクリエー
ションフェスティバル開会式
の演技団体を募集
▽日時 ６月24日（日）午前９時半
▽会場 総合体育館
▽対象 次のすべてに該当する団体
○活動内容がモダンバレエ、太極拳、
新体操などの演技種目であること
○10人以上の会員で組織した市内の
団体であること
○営利を目的としていないこと
○事前打合せ会議に出席し、フェス
ティバル運営に協力できること
※演技時間は、各種目10分程度です。
▽申込み ５月11日（金）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・４
４９９）

壮年ソフトボール大会
参加チーム募集

▽日時 ５月27日（日）午前８時半／
雨天の場合は６月３日（日）

▽会場 是政ソフトボール場（是政４
丁目）
▽対象 40歳以上の市民で編成した
チーム（監督１人、選手10人以上）
▽費用 無料
▽申込み ５月10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
９９）

少年野球大会
参加チーム募集

▽日程 ６月２日から７月22日の毎週
土・日曜日、祝日
▽会場 市民健康セン

ター第１野球場ほか
▽対象 スポーツ安全保険に加入し、
市内で活動している小・中学生のチーム
▽種別
○中学の部…11人以上の中学生チーム
○学童の部…９人以上の小学生チーム
で１部（６年生を含む）、２部（５年生以
下）、３部（４年生以下）、４部（３年生以
下）
※試合は各部別のトーナメントです。
※５月19日（土）午後６時から、教育セ
ンターで監督会議を行います。
▽申込み ５月14日（月）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
９９）

インディアカ大会
参加チーム募集

▽日時　５月20日（日）午前９時
▽会場　総合体育館
▽対象　中学生以上の市民、市内在勤・
在学の方で編成した４人以上のチーム
▽費用　無料
▽競技種別　女子の部（初心者・中級・
上級）、女子シニアの部（45歳以上）、男
子の部、混合の部
▽申込み　４月27日（金）までに、決め
られた用紙（市役所８階体育課、総合・
各地域体育館に用意）で体育課、総合・
各地域体育館へ
※４月29日（祝）午前９時から、本宿体育
館で抽せん会・審判講習会を行います。
▽問合せ　体育課振興係（３３５・４４
９９）

■府中水辺の楽校運営協議会
　４月23日（月）午後４時半　市役所北
庁舎５階会議室／傍聴希望の方は当日
直接会場へ／問合せは公園緑地課緑化
推進係（３３５・４３１３）へ
■都市景観審議会
　４月24日（火）午前10時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方は当日直
接会場へ／問合せは計画課地域まちづ
くり担当（３３５・４４１２）へ
■地域包括支援センター運営協議会
　４月27日（金）午後１時半　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
10人）は当日直接会場へ／問合せは高
齢者支援課介護保険係（３３５・４０２
１）へ

子育てひろば
ポップコーン ０歳 １歳 ２・３歳

新町文化 セン
ター 14日（月） 28日（月） ７日（月）

四谷文化 セン
ター

10日・31日
（木） 17日（木） 24日（木）

総合体育館 15日（火） １日・22日
（火）

８日・29日
（火）

第九・住吉・白糸台
学童クラブ 11日・18日・25日（金）

ポップコーン･
パパ ０～３歳

各市立保育所 20日（日）
園 庭 開 放 ０～３歳
各市立保育所 ２日・９日・16日・23日・30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。

◆子宮がん検診協力医療機関◆
協力医療機関名 所　在　地 電話番号
笠間産婦人科 白糸台３の50 ３６６・８８２８
東府中病院 若松町２の７ ３６４・０１５１
幸町産婦人科診
療所 幸　町２の13 ３６５・０３４１

府中レディース
クリニック 府中町２の１ ３５８・５５５８

効生堂医院 宮　町１の40 ３３４・４１８８
野本医院 是　政１の５ ３６３・２７３６
草間医院 片　町３の３ ３６２・７７６７
赤澤クリニック 寿　町１の１ ３５８・２２５５
ジェイタワーク
リニック 日鋼町１の１ ３３０・７３１８

分倍医院 美好町３の３ ３６１・４７２２
府中恵仁会病院 住吉町５の21 ３６５・１２１１
呉医院 四　谷１の３ ３６２・６２７１

▽期間 ４月28日（土）から５月28
日（月）を予定
▽対象 市民
▽費用 １区画4000円（１区画は
約20株）

▽申込み ４月22日（日）午前９時か
ら費用を持って、直接、下の表の希望
する園主宅へ／先着順
▽問合せ 経済観光課農政係（３３
５・４１４３）

◆イチゴ園申込み先◆
園主名 住　所 電話番号 イチゴ園所在地 区画数
鹿島一夫 白糸台１の56の２ ３６３・１９０２ 紅葉丘３の１ 30
市川勝彦 四　谷２の35の９ ３６４・４３３５ 四　谷２の35 30

イチゴの摘み取りイチゴの摘み取りイチゴの摘み取りイチゴの摘み取りイチゴの摘み取りイチゴの摘み取りイチゴの摘み取り
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福祉計画検討協議会委員
を募集

▽任期 ６月から平成21年３月
▽対象 市民／ただし、現在、市の別の
審議会や協議会などの公募委員の方は
除く
▽募集人員　若干名
▽申込み ５月11日（金）まで（必着）
に、応募の動機（400字程度）、住所、氏
名、年齢、職業、電話番号を記入して、
〒183－8703福祉保健部地域福祉推進
課へ／応募書類は返却しません／選考
結果は６月上旬までに郵送で通知
▽問合せ 地域福祉推進課社会福祉係
（３３５・４１６１）

障害者計画推進協議会委員
を募集

▽任期 ６月から平成21年３月
▽対象 市民／ただし、現在、市の別の
審議会や協議会などの公募委員の方は
除く
▽募集人員　若干名
▽申込み ５月11日（金）まで（必着）
に、応募の動機（400字程度）、住所、氏
名、年齢、職業、電話番号を記入して、
〒183－8703福祉保健部障害者福祉課
へ／応募書類は返却しません／選考結
果は６月上旬までに郵送で通知
▽問合せ 障害者福祉課生活係（３３
５・４５４５）

市民朝市出店募集

▽日時 ５月27日（日）午前６時半～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
○市内で事業を営んでいる方
○手作りの品物やリフォーム品などを
販売したい方
▽出展料 無料
▽申込み ４月27日（金）までに、決め
られた用紙（市役所４階経済観光課に
用意）で経済観光課へ
▽問合せ 経済観光課消費生活係（３
３５・４１２４）

打楽器アンサンブル
コンサート・講習生募集

■コンサート「府中四季の調べ」
▽日時 ５月12日（土）午後７時
▽入場 自由（無料）
■講習生募集
▽日時 ５月12日から平成20年３月
の土曜日（月３回程度）　午後７時～９
時
▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽費用 無料
▽内容 太鼓や拍子木などの打楽器の
演奏
▽指導 打・GAKUDAN四季会員
▽申込み ４月27日（金）まで（当日消
印有効）に、往復はがきに住所、氏名、年
齢、職業（学校名・学年）、電話番号、返信

用あて名を記入して、〒183－8703
生活文化部文化コミュニティ課へ

◇　　　◇　　　◇
▽会場 府中グリーンプラザ
▽問合せ 文化コミュニティ課文化
事業係（３３５・４１３０）

海外留学・ホームステイ
奨学金を受付

■海外留学
▽対象 日本の高校、短大、大学、高
専、盲学校などの高等部、専修学校を
卒業、または在学し（専修学校は卒業
者のみ）、平成20年３月までに海外留
学する市民で、保護者が市内に６か月
以上居住し、市税を完納している方
▽貸付額 150万円以内
▽返済 帰国後６か月据え置きで10
年以内／無利子
■海外ホームステイ
▽対象 日本の中学、高校、短大、大
学、高専、盲学校などの高等部、専修
学校に在学し、平成20年３月までに
海外でホームステイを計画している
市民で、保護者が市内に６か月以上
居住し、市税を完納している方
▽貸付額 50万円以内
▽返済 帰国後６か月据え置きで３
年以内／無利子

◇　　　◇　　　◇
▽申込み ５月15日（火）から６月15
日（金）（土・日曜日を除く）に、決めら
れた用紙（市役所８階総務課に用意）
に必要書類を添えて、総務課へ／郵

送不可／連帯保証人（１人）が必要／
申込み多数の場合は選考
▽問合せ 総務課学校管理係（３３
５・４４２８）

多摩川通りが開通

　４月９日に周辺住民のご協力によ
り、多摩川通りの市民健康センター
周辺が開通しました。
　なお、この区間は大型車両の通行
はできませんのでご注意ください。
　問合せは、土木課（３３５・４３５
０）へ。

東府中駅東自転車駐車場
開設

　５月１日（火）から、東府中駅北口
の京王線高架事業用地の一部を暫定
利用して、有料自転車駐車場を開設
します。
▽所在地 清水が丘１の13
▽利用日時　毎日の24時間

▽収容台数　自転車115台
▽利用料金　24時間100円
▽問合せ 地域安全対策課施設管理係
（３３５・４０６９）、または自転車駐車
場整備セン

ター管理部（０３・３６６７・１２
４１）

市の施設　５月の休館日

■文化センター
○西府・新町・是政文化セン

ター　21日（月）
▽問合せ 文化コミュニティ課管理係
（３３５・４１３７）
■体育館
○総合体育館　７日（月）・16日（水）・17
日（木）・21日（月）
○押立・栄町・四谷体育館　９日（水）・10
日（木）・18日（金）
○白糸台・本宿体育館　14日（月）・15日
（火）・28日（月）
▽問合せ 総合体育館（３６３・８１１
１）、各地域体育館は体育課施設係（３
３５・４４８８）

東府中駅 品川街道

甲州街道

旧甲州街道

京王線

至府中

至府
中競
馬

正門
前

至多磨
　霊園

競
馬
場
通
り

清水が丘
郵便局

清水が丘
第３公園
清水が丘
第３公園

東府中駅前交番

東府中駅東
自転車駐車場

▽日程 ４月28日（土）から７月１
日（日）
▽時間 午前９時～午後５時（入
館は午後４時まで）
▽休館日 毎週月曜日（４月30日
を除く）、５月29日（火）
▽会場 本館特別展示室
▽観覧料 大人200円、中学生以下
100円、３歳以下無料
※市民の方には、観覧料が大人100
円になる市民優待券を、70歳以上
の市民の方には、観覧料が無料に
なる高齢者向け市民優待券を郷土
の森博物館券売所で発行していま
す。住所と年齢が確認できるもの
を持参してください。
※市内の小・中学生は、「学びのパ

　日本を代表する民俗学者の宮本常一は、日本の隅々を歩いて民俗・民具の調査
をはじめ、農林業振興や離島振興、周防猿まわしの復活など、多方面で活躍して
いたことから、「旅する民俗学者」とも呼ばれていました。
　宮本常一は、昭和36年から亡くなるまでの約20年間、府中市に住み、府中の
人々の生活や民俗の調査を行い、「府中市史」の編集や執筆をするなど、多くの業
績を残しています。
　そこで、宮本常一生誕100年を記念し、宮本常一が残した日本全国の足跡を、
ゆかりの品々からたどります。
　問合せは、郷土の森博物館（３６８・７９２１）へ。

■鼓童演奏会
　６月17日（日）午前11時、午後３時
　野外ステージ（雨天の場合は本館
前）／無料／内容は和太鼓の演奏
■記念講演会「風の人・地の人～宮本
常一という世界」
　６月23日（土） 午後１時　会議室
／先着100人／無料／講師は佐田尾
信作氏（中国新聞記者）
■坂本長利一人芝居「土佐源氏」
　６月23日（土）午後５時半・24（日）
午後２時・５時半　旧田中家住宅／
定員各回100人（抽せん）／費用2000
円／申込みは６月10日（日）まで（当
日消印有効）に、往復はがきに参加希
望者（２人まで）の住所、氏名（ふりが
な）、年齢、希望日時を記入して、当館
（〒183－0026南町６の32）へ

関連企画
■郷土大学講義（DVD上映会）
　５月の土・日曜日、祝日　午前10
時、午後１時（土曜日は午後１時の
み）　会議室／各回先着100人／無料
■「周防猿まわしの記録」上映会＆講
演会
　６月２日（土）午後１時　会議室／
先着100人／無料／講師は姫田忠義
氏（民族文化映像研究所所長）
■猿まわし公演
　６月３日（日）午前11時、午後３時
　野外ステージ（雨天の場合は本館
前）／無料／出演は周防猿まわしの
会

宮本常一の足跡

宮本常一生誕100年記念
郷土の森博物館特別展
宮本常一生誕100年記念
郷土の森博物館特別展

４月28日● 
　～７月１日●
４月28日●土 
　～７月１日●日

宮本常一の足跡 ～旅する民俗学者
　の遺産

スポート」をご利用ください。

　４月30日（月）から５月４日（祝）の可燃・不燃ごみの収集
と水曜日の資源回収は、通常どおり行います。と水曜日の資源回収は、通常どおり行います。
　問合せは、ごみ減量推進課管理係（３３５・４４００）へ。　問合せは、ごみ減量推進課管理係（３３５・４４００）へ。

ゴールデンウイーク期間中の
ごみと資源

▲開通した多摩川通り
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　３５４・８７００

■子育てプログラム「完璧な親なんて
いない！」
　５月11日から７月６日の毎週金曜日
　午前10時～正午（全９回）　子ども家
庭支援セン

ターしらとり／対象は１～３歳の
第１子を育てている母親で全回出席で
きる市民／定員10組（抽せん）／無料／
内容は子育てについて参加者が中心に
なって話し合い、交流しながら進行役
とともに学び合う／申込みは４月28日
（土）まで（必着）に、往復はがき（１人１
枚）に住所、氏名、電話番号、参加動機、
託児を希望する子供の氏名（ふりが
な）・生年月日、返信用あて名を記入し
て、子ども家庭支援セン

ターしらとり「子育て
プログラム」係（〒183－0042武蔵台１
の10の２）へ
■リフレッシュ保育７月分利用受付
　対象は１歳～就学前の幼児の保護者
で利用登録している方／１時間ごとに
先着８人／費用（１時間）市民１人目
800円・２人目400円・３人目以降200円、
市内に２親等以内の親族がいる市外の
方１人目1000円・２人目500円・３人目
以降300円／内容は午前10時～午後５
時で継続して４時間を限度に月８日ま
での一時預かり／申込みは５月１日
（火）から利用日の２日前までに、決め
られた用紙（当セン

ター総合受付に用意）で当
セン
ター総合受付へ／２日（水）以降は電話で
の予約可

◇　　　◇　　　◇
子ども家庭支援セン

ター「たっち」５月の休館日
　14日（月）

　３６０・３３１１

■囲碁まつり
　６月10日（日）午前10時…プロ棋士の
解説による対局観戦、午後１時…多面
打ち指導碁　大会議室／定員150人（抽
せん／指導碁は定員40人）／費用大人
800円、中学生以下400円（指導碁は大人
1000円、中学生以下500円が別に必要）
／出演は春山　勇九段、中島美絵子初
段ほか／協力は府中市囲碁連盟／申込
みは５月21日（月）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、指導碁希
望の有無、返信用あて名を記入して、当
館「囲碁まつり」係へ

◇　　　◇　　　◇
府中グリーンプラザ５月の休館日
　２日（水）

　・府中国際交流サロン事務局
　（市民活動支援課内）
　３３５・４１３１
■日本語教授法研修会
　５月30日から７月18日の毎週水曜
日　午後７時～９時（全８回）　府中
駅北第２庁舎３階会議室／期間中に
日本語学習会を必ず見学／対象は全
回出席でき、研修会終了後に当サロン
の日本語学習会にボランティアとし
て参加できる方／定員40人（抽せん）
／費用4000円（テキスト代2500円が
別に必要）／内容は初級日本語の指導
方法を学ぶ／講師は東京外国語大学
講師／申込みは４月28日（土）まで（必
着）に、往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、返信用あて名を記入
して、当サロン事務局（〒183－8703
生活文化部市民活動支援課内）へ

　３３０・２０１０

■介護予防講座「楽しく身につく栄
養講座」
　５月７日（月）午後１時半～３時半
／対象は65歳以上の市民／先着20人
／無料／内容は飲み込み、低栄養、骨

粗しょう症などについての栄養講座
／申込みは電話で当セン

ターへ
■元気一番介護予防健診
　６月４日・11日（月）午前９時、午後
１時／対象は65歳以上で介護保険
サービスを利用していない市民／定
員100人（抽せん）／無料／内容は問
診と体力測定／申込みは４月30日
（月）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）、生年月日、電話番号、返信用あて名
を記入して、当セン

ターへ／昭和12年・17年６
月生まれの方は別に通知する募集要領
で応募／健診日時は後日通知

スクエア21・女性セン
ター５月の休館日

　４日（祝）・29日（火）／問合せは当セン
ター

（351・4600）へ

▲ プロの棋士による指導碁

■キスゲフェスティバル
▽日時 ５月５日（祝）・６日（日）・
12日（土）・13日（日）午前10時～午
後４時／雨天中止
▽会場 浅間山山頂あずま屋
▽内容 ムサシノキスゲ、キンラ
ン、ギンランなど浅間山に咲く花
や野鳥などの紹介と写真パネル展
示ほか

※５月19日（土）
まで、生涯学習
センターでも写真
展「浅間山の花たち」
を開催します。
▽主催 武蔵野公園事務所、浅間山
自然保護会、府中野鳥クラブ
■浅間山自然観察会
▽日時 ５月５日（祝）午前10時／雨
天の場合は６日（日）
▽集合場所　浅間神社鳥居下
▽講師 新井孝次朗氏（樹木医）
※軽装、運動靴でお越しください。

◇　　　◇　　　◇
▽問合せ 公園緑地課自然保護係
（３３５・４３１５）、または浅間山自
然保護会・山内あて（３６３・５８６
８）

ムサシノキスゲムサシノキスゲ

▲ 浅間山だけに自生するムサシ
ノキスゲ

■初夏ダンスパーティ　４月30日
（月）午後６時20分～９時　府中グ
リーンプラザ／先着100人／費用
1200円（前売りは200円引き）／内
容はデモンストレーション、ミキ
シング、トライアルほか／主催は
住吉社交ダンスサークル／申込
み・問合せは新藤宅（361・9430）へ
■社交ダンス無料講習会　４月23
日（月）午後６時半～８時　中央文
化セン

ター／対象は初・中級程度の方／
主催は社交ダンスハッピー／問合
せは初鹿宅（362・1341）へ、午後１
時以降に
■民踊・新舞踊のつどい参加団体
募集　６月７日（木）午前10時半　
府中グリーンプラザ／費用１人500
円／主催は府中市民踊連盟／申込
みは４月30日（月）までに、曲目の
テープを直接、堀江宅（八幡町２の
26の13）へ／問合せも同宅（362・27
64）へ
■健康フォークダンス初心者講習
会　５月22日・29日、６月５日・12日
（火）正午～午後１時半　白糸台体
育館／対象は20歳以上で、市民、市
内在勤・在学の方／費用各日100円
／申込み・問合せは寺田宅（302・
0813）へ
■団塊世代のラリーテニス教室　
５月15日・22日（火）午後１時～３
時　栄町体育館／対象は初心者の
方／先着20人／費用200円（保険
料）／講師は岩波　亮氏（ラリーテ
ニス協会会員）ほか／申込み・問合

せは諏訪宅（366・2913）へ
■尾瀬・アヤメ平から尾瀬ヶ原水芭
蕉ハイキング　６月２日（土）・３日
（日）の１泊２日　尾瀬（群馬・福島
県）／対象は20歳以上で市民、市内在
勤の方／定員40人（抽せん）／費用
26000円／主催は府中市山岳連盟／
申込みは４月29日（祝）まで（必着）
に、はがきで波多野三郎宅（〒183－
0006緑町１の40の４）へ／問合せも
同あて（090・4224・7181）へ、夜間に
■あしながＰウォーク10　５月13
日（日）午前９時半　大國魂神社大鳥
居横集合／費用大人500円、中学・高
校生300円、小学生以下100円／内容
は世界の遺児について考えながら10
キロメー

トルのコースを歩く／問合せは同
実行委員会（03・3221・2529）へ
■フリーマーケット出店者募集　６
月３日（日）午前10時～午後３時　押
立公園／雨天の場合は10日（日）／出
店数100店（抽せん）／出店料500円／
申込みは５月11日（金）まで（必着）
に、往復はがきで車返住宅管理事務
所（〒183－0011白糸台５の31の１）
へ／問合せも同事務所（365・5175）
へ
■投資信託セミナー　４月28日（土）、
５月１日（火）午後１時半　府中グ
リーンプラザ／各日先着15人／費用
1000円／内容は老後の資金作りと失
敗しないための投資信託の選び方／
申込み・問合せは日本ＦＰ普及協議
会（090・4756・3731）へ
■府中パーキンソン病友の会相談会
　４月27日（金）午後１時半～３時半
　中央文化セン

ター／対象はパーキンソン
病の方とその家族／無料／内容は生

活上の悩みや当事者による相談ほか
／問合せは横山宅（361・9668）へ

■都立府中高校公開講座「天体観望
会」　５月19日（土）午後５時～８時
半、11月17日（土）午後５時半～９時、
平成20年２月９日（土）午後５時～８
時（全３回）　同校／定員20人（抽せ
ん）／費用1000円／内容は天体ドー
ムで星座・月・惑星などを観察／講師
は同校教諭／申込みは５月４日（祝）
まで（当日消印有効）に、往復はがき
で同校（〒183－0051栄町３の３の
１）へ／問合せも同校（364・8411）へ
■東京農工大学スポーツ講座「プロ
に学ぶゴルフ初級」　６月の毎週金
曜日　午前10時～正午（全５回）　同
大学府中キャンパス／先着15人／費
用8000円／講師は堀　嵩彦氏（トー
ナメントプロ）ほか／申込みは電話、
またはＦＡＸ（367・5898）で同大学広
報・社会貢献チームへ／問合せも同
チーム（367・5895）へ
■奥多摩水と緑のふれあい館「春の
ミニコンサート」　４月28日（土）午
前11時、午後１時・29日（祝）午前11時
半、午後１時半　同館（西多摩郡奥多
摩町）ほか／無料／内容は中学生に
よる吹奏楽の演奏（28日のみ）とマリ
ンバの演奏／問合せは同館（0428・
86・2731）へ
■国民年金保険料３月分の納期限及
び口座振替日　５月１日（火）／納付
場所は郵便局、金融機関、コンビニエ
ンスストア／問合せは府中社会保険
事務所（361・1011）へ
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　・学習事業係　３３６・５７０８

■サウンドフェスティバル「Live in 府
中」参加バンド募集
　開催日は９月30日（日）／対象は市内
で音楽活動をしている個人、またはグ
ループ／先着８グループ／内容は当
フェスティバルの企画・運営・出演／申
込みは電話で当セン

ター学習事業係へ

生涯学習セミナー受講生募集

実技セミナー

■はじめてのパソコン／Ｆ
　講座番号・日程・時間は下の表のとお
り　パソコン学習室／定員各19人（抽
せん）／費用3000円（受講料・教材費）／
内容はWindowsXPの基礎知識と基本
操作を学ぶ／講師は府中市シルバー人
材セン
ター登録講師

■陶芸入門／Ｆ
　５月23日から６月15日の毎週水・金
曜日　午前10時～正午（全８回）　陶芸
室ほか／定員20人（抽せん）／費用6000
円（受講料・教材費）／講師は高木信之
氏（陶芸家）ほか
■体験アクア＆ウォーキング教室
　５月31日から６月14日の毎週木曜日
　午前10時～正午（全３回）　温水プー
ル／定員30人（抽せん）／費用1800円
／講師は宮嵜裕子氏（アクアエクササ
イズインストラクター）ほか

◇　　　◇　　　◇
　対象は平成４年４月１日以前生まれ
の市民／申込みは５月８日（火）（「陶芸
入門」は４月28日（土））まで（当日消印有
効）に、往復はがきに希望講座名・番号、
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、当セン
ター学習

事業係へ／電子申請可
◇　　　◇　　　◇

生涯学習センター５月の休館日
　７日（月）・16日（水）・17日（木）／宿
泊施設は６日（日）・15日（火）も利用
不可／問合せは管理係（336・5700）へ

　３６８・７９２１
観覧料　２００円（中学生以下１００円）

■テーマ展「村人と文字」
　６月17日（日）まで　午前９時～午
後５時（入館は午後４時まで）　本館
テーマ展コーナー／内容は江戸時代
に庶民が学び、身に付けた文字を、当
館所蔵の古文書から紹介する
■森のお話会～紙芝居
　４月28日（土）午後２時45分　旧
郵便局取扱所脇／対象は５歳以上の
方／内容は「いっすんぼうし」「まこ
とくんとおかし」ほか／語りは十べ
えお話の会
■押し花教室「ＧＷ編」
　４月29日、５月５日（祝）午前10時
～正午　ふるさと体験館／対象は全
回出席できる小学４年生以上の方／
先着10人／費用1000円／内容は園内
で摘んだ草花で押し花を作る／申込
みは電話で当館へ／29日が雨天の場
合は中止
■わらぞうり教室
　５月３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10人／費用1000円／申
込みは電話で当館へ
■竹とんぼ教室
　５月３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10人／費用200円／申
込みは電話で当館へ
■刺子教室
　５月４日（祝）午後１時～３時　ふ
るさと体験館／対象は小学４年生以
上の方／①初級先着10人、②中級先
着10人、③上級先着５人／費用①500
円、②700円、③1000円／内容は①
ティッシュケース、②きんちゃく袋、

③手さげ袋／申込みは電話で当館へ
■はたおり教室「ゼロからつくる
コースター中級編」
　５月６日（日）午前10時～午後３時
　ふるさと体験館／対象は小学４年
生以上の方／先着５人／費用800円
／申込みは電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館５月の休館日

　７日・14日・21日・28日（月）・29日
（火）／30日（水）・31日（木）はプラネ
タリウムの投影のみ休み

　３３６・３３７１

■公開制作～須田悦弘
　４月28日（土）から７月16日（祝）午
前10時～午後５時　公開制作室／無
料／内容は精巧な木彫りの植物で幽
玄な世界を作り出す空間芸術／作家
来館は４月28日（土）から５月11日

（金）（５月１日・７日を除く）
■公開制作関連企画
　５月12日（土）午後２時　講座室／無
料／内容は須田悦弘（作家）による自作
の解説／当日直接会場へ
■ティーンズスタジオ体験企画「マイ
ミュージアム・マイライフ」
　５月26日までの毎週土曜日　午後１
時～５時　創作室／対象は10～19歳で
美術の好きな方／無料／内容は美術館
をテーマに白い立方体の箱を制作する
／講師は当館指導員／当日直接会場へ

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館５月の休館日

　１日（火）・７日・14日・21日・28日（月）
から31日（木）

　３３５・６２１１

■日本フィル夏休みコンサート
　７月21日（土）午後２時　どりーむ
ホール／入場料大人Ｓ席5000円、Ａ席
4000円、Ｂ席3000円、子供Ｓ席3200円、
Ａ席2500円、Ｂ席1800円／出演は沼尻
竜典（指揮）、江原陽子（お話と歌）、ス
ターダンサーズ・バレエ団（バレエ）ほ
か／曲目はチャイコフスキー…バレエ
「白鳥の湖」ほか／チケット発売中／３
歳以下のお子さんの入場不可

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場５月の休館日

　７日（月）・８日（火）・28日（月）・29日
（火）

▲ 
須
田
悦
弘
「
木
蓮
」（
２
０
０
４
年
）

講座番号 日　程 時　間

１－１ ５月30日（水）、
６月１日（金）・
６日（水）・８日
（金）

午前９時半
～午後零時半

１－２ 午後１時半
～４時半

１－３ 午後６時～９時

関連企画関連企画
■いろとかたちで遊ぼう！
　５月９日・16日・23日（水）午後２時
～４時　創作室／対象は幼児～小学
３年生／先着20人／費用100円／内
容は色々な素材を使った造形遊び／
申込みは当日午後１時45分に直接会
場へ
■作家にたくさん聞いてみよう！
　４月30日（月）午後２時　企画展示
室／無料（企画展観覧料が別に必要）
／講師は金田実生氏（画家）／内容は

　みずみずしい感性や鋭い観察力、色の鮮やかさや形の面白さに対する率
直な反応など、枠にとらわれない子供の見方は、抽象的な作品を見る時など
に大いに助けとなります。
　本展では、子供の見方をヒントに、床に座ったり、寝転んだりして、作品を
見る目の高さを変える場を設置するなど、目や頭だけでなく手足も使いな
がら、小山田二郎、斎藤義重、山田正亮、金田実生などの戦後の絵画や彫刻を
新しい視点でご覧いただきます。
　問合せは、府中市美術館（３３６・３３７１）へ。

市内在住の画家が自分の作品を解説
／当日直接企画展示ロビーへ
■ギャラリーツアー
　４月29日（祝）、５月６日・13日・20
日・27日（日）午後１時・３時　企画展
示室／無料（企画展観覧料が別に必
要）／内容は展示作品の解説／講師
は当館学芸員／当日直接企画展示ロ
ビーへ

▽日程 ４月28日（土）から５月27日
（日）
▽時間 午前10時～午後５時（入館
は午後４時半まで）
▽休館日 毎週月曜日（４月30日を
除く）、５月１日（火）
▽観覧料 一般300（240）円、高校・大

学生150（120）円、小・中学生70（50）円
／常設展観覧料を含む／（　）内は20
人以上の団体割引／未就学児、障害
者手帳などをお持ちの方は無料／市
内の小・中学生は「学びのパスポー
ト」をご利用ください 　期間中は、受付で小学生向け、中学生以上向けの企画展用特別鑑賞ガ

イドを無料配布します。ぜひ、ご覧ください。

３月の市内の交通事故と犯罪発生件数                         府中警察署速報値

　３月の交通事故、犯罪発生件数は減少しました。ゴールデンウィークな
どで外出が多い時期です。大人は子供の飛び出しなどに気を配り、家族み
んなで交通安全に努めましょう。
　ひったくり犯は私たちの気が緩む瞬間を狙って手荷物を盗みます。手荷
物は車道とは反対側の手に持ち、後ろから近づく気配に気をつけるように
しましょう。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

（　）は前年比

交通事故
発生件数
（件）

事故当事者（人）
歩行者 自転車 二輪車 四輪車

102（15減） 14（増減なし） 56（６増） 12（12減） 108（20減）

犯罪発生
（単位　件）

全刑法犯 侵入盗 乗り物盗 ひったくり 振り込め詐欺

249（11減） 23（１減） 52（24減） ２（２増） ２（２減）

※ 交通事故は事故１件に対し、複数の当事者の計上となっています。数値は手集計につき確定数ではあり
ません。

▲ 金田実生「今日も何かが届
けられる」（2002年）

４月28日（土）～５月27日（日）
子どもの目で見る、てんらんかい子どもの目で見る、てんらんかい
府中市美術館企画展 府中市美術館コレクションによる戦後の美術府中市美術館企画展

子どもの目で見る、てんらんかい子どもの目で見る、てんらんかい子どもの目で見る、てんらんかい
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※各ページのＦマークは、「ふちゅうカレッジ1 0 0」の対象事業です。

○会場の記載のないものは、保健センターで行い
ます
○予防と相談は無料です
○各事業の申込み・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

5月の予防と相談

府中市今昔物語府中市今昔物語

申込みは母子保健係（368・5333）へ

■はじめてのパパママ学級（４回コース）／Ｆ　
申込み…４月23日（月）から
　６月８日・15日・22日（金）午後１時半～３時50
分・30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／15日・30日は配偶者の参加可（妊婦体験
用モデルの試着、もく浴実習ほか）
■はじめてのパパママ学級（半日コ－ス）／Ｆ  申
込み…４月23日（月）から
　５月26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／内容は歯科保健講話、もく浴実習、妊婦体験
用モデルの試着ほか
■母子保健相談　申込み…４月23日（月）から
　①５月２日（水）午後１時半～４時・②７日
（月）・16日・23日（水）・28日（月）午後１時半～２時
／定員①８人、②各日２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　保健セン

ター分館／内容は保健師・看護
師・栄養士・歯科衛生士による電話・面接相談（面
接相談は原則として電話予約）
■ママクラスクッキング　申込み…４月23日
（月）から
　６月８日（金）午前10時～午後１時　中央文化
セン
ター／対象は受講時妊娠16～27週の初産の妊婦／
定員15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
■離乳食教室前期／Ｆ　申込み…４月24日（火）
から
　５月11日（金）・24日（木）午後１時半～３時／対
象は平成18年10～12月生まれで第１子の保護者
／定員各日25人／内容は離乳食のすすめ方、調理

実演、試食、懇談ほか
■離乳食教室後期／Ｆ　申込み…４月25日（水）
から
　５月25日（金）・30日（水）午後１時半～３時／対
象は平成18年５～８月生まれで第１子の保護者
／定員各日25人／内容は離乳食のすすめ方、調理
実演、試食、懇談ほか
■幼児食教室／Ｆ　申込み…４月23日（月）から
　５月２日（水）午前10時～正午／対象は平成17
年５～10月生まれで第１子の保護者／定員20人
／内容は栄養士の講話、調理実演、試食、懇談ほか
／託児あり
■親と子の歯みがき教室　申込み…４月25日
（水）から
　５月８日（火）午前10時～11時／対象は歯が生
えている乳児と保護者／定員25人／内容は歯科
医師、歯科衛生士による話
■１歳児予防歯科指導教室
　５月18日・25日（金）／午前10時半、午後１時半
／対象は平成18年４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

申込みは母子保健係（368・5333）へ

■ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種
　対象・接種日・会場は下の表①②のとおり／受付
はいずれも午後１時40分～２時40分／接種が遅れ
ている方も７歳５か月まで可／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18年７月～９月生まれの
乳児、２回目…平成18年１月～３月生まれの幼児

②対象は１回目…平成18年10月～12月生まれの乳
児、２回目…平成18年４月～６月生まれの乳幼児

■結核予防接種（ＢＣＧ）
　５月８日（火）／受付は午後１時40分～２時40分
／対象は平成19年１月生まれの乳児／接種が遅れ
ている方も生後５か月まで可／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（胸部Ｘ線間接撮影）
　５月８日（火）午後１時半～３時／対象は15歳
以上の市民／託児あり
■３・４か月児健康診査と産婦健康診査
　５月10日・17日・31日（木）／受付は午後１時15
分～２時／対象は平成19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７日（月）・16日・23日（水）・28日（月）／受付
は午後１時15分～２時／対象は平成17年10月生
まれの幼児
■３歳児健康診査
　５月15日・22日・29日（火）／受付は午後１時15
分～２時／対象は平成16年４月生まれの幼児
■妊婦歯科健康診査
　５月８日、６月５日（火）午後１時半／対象は妊
娠16～27週の妊婦／定員20人／内容は歯科健康
診査、歯磨き指導／母子健康手帳、受診票持参／
市内協力歯科医院でも受診可
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診
　①５月10日・②24日（木）午前９時半～11時15
分、午後１時15分～３時・③30日（水）午後１時15
分～３時／対象は①平成17年４月生まれの幼児、
②平成16年10月生まれの幼児、③平成14・15年４
月生まれの幼児／内容は歯科健康診査、歯磨き指
導／申込みは予防歯科指導担当（368・5322）へ

申込みは成人保健係（368・6511）へ

■女性のための健康講座「ステキな貴女を健康
に！」／Ｆ　申込み…４月23日（月）から
　４月26日（木）午後１時半～３時半　保健セン

ター分
館／先着40人／無料／内容は乳がん・子宮がん予
防の生活習慣、スキンケアほか／講師は保健師・
栄養士ほか／託児を希望する方は、申込み時にご
相談ください
■歯科なんでも相談　申込み…４月23日（月）から
　５月17日（木）午後１時半～３時／保健セン

ター分館
／先着15人／内容は歯科医師、歯科衛生士による
歯の健康相談

TEL（362・2334）

■５月の心の相談事業
　高齢者の心の相談…７日（月）・17日（木）、酒害
相談…11日（金）、思春期相談…14日（月）、心の健
康相談…21日（月）いずれも午後２時～４時　多
摩府中保健所／申込みは地域保健係へ

特集　ＮＰＯ・ボランティア団体

魅力ある府中を伝えます

ＮＰＯ法人府中観光協会

　府中観光協会は、昭和36年に府中市
の観光事業を推進するため設立され、
観光の振興と観光客誘致を行ってき
ました。平成17年５月からは大國魂神
社境内に開設した「府中市観光情報セ
ンター」を拠点として、自然散策や名
所めぐりなど、観光ボランティアによ
るガイドツアーなどを実施していま
す。
　さらに、市内の自然や神社仏閣をは
じめとする魅力ある観光スポットや、
伝統的な催し、各種イベントの観光資
源を広くＰＲし、市内外に観光する魅
力・楽しさを伝え、感じ取ってもらい
たいという願いから、平成18年10月に
NPO法人格を取得しました。平成18年
度は新規事業として、地域ブランド推
奨品制度を立ち上げ、「府中太鼓判」の
シンボルマークを作成しました。会長
の加藤慎一さんは「府中ならではのこ
だわりの一品を推奨品として認定し、
府中土産として全国に発信すること
で、少しでも多くの方に、歴史と伝統

に育まれ、いぶし銀に光るふるさ
と府中の観光資源を観ていただけ
るよう事業を展開したいと思って
います。また、５月に開催する『く
らやみ祭』には市内外から多くの
観光客が訪れるので、市内の観光
名所などの情報提供を積極的に行
い、府中の自慢の歴史、文化、自然
などの素晴らしさを知ってもらい
たい」と話します。
▽ＮＰＯ法人府中観光協会（宮西
町３の１／３０２・２００８）

▲ 推奨品で府中の魅力を伝えます

　甲州街道の名は、この道が甲州
へ通じることに由来します。
　甲州街道は、江戸時代の五街道
の一つで、日本橋を起点として甲
府まで、後に、中山道に合流する
下諏訪まで延長されました。
　江戸時代初期の甲府城主は、徳
川将軍の一族、または腹臣だった
といわれ、西国に豊臣色の残る時
代には、江戸城の出城的性格を持ってお
り、徳川にとって重要な地であった甲府に
至る道として甲州街道が設置されたと考
えられています。
　江戸中期以降の街道には、45の宿場が
あったとされ、その中でも府中は、大きな
宿場の一つとして繁栄しました。
　５月に行われる「くらやみ祭」では、大太
鼓に先導された神輿が威勢よく街道を巡
行します。まち並みは変わっても、古き伝
統は今もなお脈々と息づいています。

上の写真は大國魂神社
前から西を望む大正初
期の甲州街道

府中市今昔物語府中市今昔物語
の巻の巻

〜懐かしいあの場所を訪ねて
甲州街

道（旧
甲

甲州街
道（旧

甲

州街道
）

州街道
）

接種日 会　場 接種日 会 場
５月９日（水）保健セン

ター ５月22日（火）武蔵台文化セン
ター

５月11日（金）住吉文化セン
ター ５月25日（金）紅葉丘文化セン

ター

５月14日（月）新町文化セン
ター ５月28日（月）是政文化セン

ター

５月15日（火）西府文化セン
ター ６月４日（月）保健セン

ター（整理日）
５月18日（金） 白糸台文化セン

ター

接種日 会　場 接種日 会　場
５月21日（月）保健セン

ター ６月12日（火）是政文化セン
ター

５月31日（木）新町文化セン
ター ６月14日（木）武蔵台文化セン

ター

６月１日（金） 西府文化セン
ター ６月19日（火）紅葉丘文化セン

ター

６月５日（火） 住吉文化セン
ター ６月20日（水）保健セン

ター（整理日）
６月11日（月）白糸台文化セン

ター

※文化センターへの問合せは、ご遠慮ください。


