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●世帯数 128,200（368増） （令和3年5月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,947 （89増）  女  129,779 （129増）
 計  260,726 （218増）  うち外国人住民数 5,148

第2回府中市議会定例会
招集日は6月3日（木）

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、傍聴を制限
させていただく場合がありますので、その場合は、府中市議
会HPで配信しているインターネット中継をご覧ください。
問議事課（☎335-4507）

お手元に接種券をご用意のうえ、
お申し込みください。
予約電話の掛け間違いにご注意ください。

75歳以上の
方が対象 新型コロナワクチン新型コロナワクチン予約受付

個
別
接
種

会　場 所在地
予約方法（電話／榊原記念病院のみインターネット予約可）

予約電話番号 受付時間（祝日を除く）
朝日町クリニック 朝日町2の28の1 042-352-5233 月・木曜日及び第2・4土曜日の午前10時半～午後0時半、火・金曜日の午後3時半～6時

榊原記念病院 朝日町3の16の1 0570-071-567
月～金曜日の午前10時～正午、午後1時～3時／ web予約システム（24時
間、6月2日（水）は午前10時から）も利用可（市 HPの「府中市新型コロナワ
クチン接種について」からもアクセスできます）

いづみ内科 押立町4の9の10 080-7695-4992 日・月曜日の午前11時～午後0時半、水～土曜日の午前11時～午後0時半・4時～ 6時半
浅川医院 北山町2の18の4 042-572-3812 月～水・金曜日の午前9時～正午、午後4時～ 6時、木・土曜日の午前9時～正午　
寿町クリニック 寿町1の3の10 042-354-3111 月～土曜日の正午～午後1時半・5時～ 6時、日曜日の午前9時～正午

共済会櫻井病院 是政2の36 042-362-5141 月～土曜日の午前9時～午後3時080-4106-7387
康野診療所 白糸台2の10の2 090-5411-3807 月・火・木・金曜日の午前11時～午後0時半
府中新町医院 新町2の64の1 042-367-2122 月・火・木・土曜日の午後2時～ 3時半
河村医院 新町3の12の40 090-4015-0909 月～金曜日の午前10時～正午、午後3時～ 5時
みね内科クリニック 住吉町1の30の2 070-8514-2474 月～水曜日の午前10時～正午
日野クリニック 住吉町2の15の9 042-330-3600 月～金曜日の午後2時～ 4時

府中恵仁会病院 住吉町5の21の1
080-9508-7322

月～金曜日の午後2時～ 4時
090-8811-7323

ジェイタワー
クリニック 日鋼町1の1 042-330-7320 月～金曜日の正午～午後1時・4時～ 5時

府中医王病院 晴見町1の20 070-7013-5831 月～金曜日の午前9時半～午後3時070-7013-5842
髙野医院 晴見町3の11の21 042-361-9578 月・水・金曜日の午後4時～ 5時
府中診療所 府中町1の13の3 042-306-5122 月～金曜日の午前9時～ 11時、月・水・金曜日の午後1時～ 3時
津久井内科
おなかクリニック 府中町2の9の16 080-6635-0119 月～土曜日の午前9時～午後4時

府中クリニック 緑町1の3の1 050-5840-3989 毎日の24時間（自動音声ガイダンス予約）※祝日も受け付けます。
※予約時は、診察券番号（無い場合は電話番号）の入力が必要です。

赤須内科クリニック 緑町2の17の9 042-334-0780 月～水・金曜日の午前9時半～ 11時半、午後3時～ 5時、木・土曜日の午前9時半～ 11時半
府中病院
（旧：奥島病院） 美好町1の22 070-7469-6926 月～水・金曜日の午後2時～ 4時半、土曜日の午後1時半～ 2時半

分倍医院 美好町3の3の18 042-361-2768 6月8日（火）からの月・火・木・金曜日の午前9時～正午
東府中病院 若松町2の7の20 042-364-0151 月～土曜日の午前9時～午後5時

※集団接種の1回目の接種日は、6月27日（日）から7月10日（土）です。個別接種の接種日は、予約時にご確認ください。　※予約電話番号を追加する場合があります。
※診察券がある場合は、予約時にお手元に診察券もご用意ください。　※予約電話番号以外の電話番号（代表番号など）や来院での予約はできません。
※東京都がん検診センターは、6月14日（月）からの予約受付開始を予定しています。対象者などの詳細は、改めて広報ふちゅうなどでお知らせします。

集
団
接
種

会場・所在地 受付予定数 予約方法（電話・インターネット） 受付時間

市民活動センター
「プラッツ」内の
オープンスペース
  宮町1の100
  ル・シーニュ 5階

約7500人分

府中市新型コロナワクチンコールセンター（☎0570-042567）

月～金曜日の午前9時～
午後5時、第2・4土曜日の
午前9時～正午（祝日を除
く）

右のQRコードからweb予約システムにアクセスして必要事項を入力
※ 市 HPの「集団接種会場の予約（web予約システム）」からもアクセスで
きます。また、予約システムの入力方法も同ページに掲載しています。

24時間
（6月2日（水）は午前9時
から）

　新型コロナワクチンについて、6月2日（水）から、令和3年度
に75歳以上となる方を対象に、予約受付を開始します。
　予約は、下の表の集団接種、または個別接種のいずれかへ、
決められた予約方法でお申し込みください。
問保健センター（☎042-368-6511）

（昭和22年4月1日以前生まれの方）

!

6月2日（水）予約受付開始

（ ）
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府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-m.jpへ空メールを送信

市役所市民相談室の各種相談は
当日午前8時半から先着順で受付（法律相談を除く）

※電話可（☎366-1711）
税務相談…1日・8日・15日・22日（火）午後1時～4時
行政相談…1日・15日（火）午後2時～4時
相続・遺言等暮らしの書類作成相談…10日（木）午後1時～4時
不動産取引相談…10日・24日（木）午後2時～4時
人権身の上相談…17日（木）午後2時～4時
交通事故相談…8日・22日（火）午後1時半～4時
登記相談…18日（金）午後1時～4時
住宅建築相談…17日（木）午後2時～4時
外国人相談…月～金曜日　午前8時半～午後5時
法律相談…月・水・金曜日　午後2時～4時半
（相談日の2週間前から予約受付、各先着順）
労務相談…24日（木）午後2時～4時
福祉の相談（月～金曜日　午前8時半～午後5時）

総合相談…福祉相談窓口（☎335-4496）
保健相談…保健センター（☎368-6511）
心身障害者福祉相談…障害者福祉課（☎335-4962）
精神福祉相談…障害者福祉課（☎335-4022）
生活保護相談…生活援護課（☎335-4038）
暮らしとしごとの相談…生活援護課（☎335-4191）
母子・父子、自立支援相談…子育て応援課（☎335-4240）

年金相談 月～金曜日　午前9時～午後4時　保険年金課（☎335-4066）
市政情報センター（☎336-1818）

法律相談…12日・26日（土）午前9時～11時半（相談日の2週間前か
ら予約受付、各先着順）※電話可（☎336-1818）／年金・労災・雇用
保険相談…19日（土）午前9時～正午（午前9時から先着受付順）

消費生活センター（☎360-3316）
消費生活相談…月～金曜日の午前10時～正午、午後1時～4時（1日
（火）、市民活動センター「プラッツ」休館日を除く）
男女共同参画センター「フチュール」相談室（☎351-4602）
女性問題相談（女性への暴力など）…月～土曜日　午前9時～正午、
午後1時～5時（電話・面接、土曜日は電話のみ）、水・金曜日　午後6
時～9時（電話）※緊急事態宣言発出中は、面接を中止します。

聴覚障害者手話通訳（FAX368-6126）
金曜日　午前10時～午後4時

心身障害者福祉センター総合相談
（☎360-1313／FAX368-6127）

月～金曜日、第1・3土曜日　午前9時～午後5時
（㊋㊍は午後7時まで）
地域福祉コーディネーターによる困りごとなんでも相談

月～土曜日　午前9時～午後5時（☎334-3040）
権利擁護センターふちゅうの相談（☎360-3900）

成年後見等利用支援相談…月～金曜日　午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター「たっち」（☎354-8701）
子どもと家庭の総合相談…月～金曜日　午前10時～午
後6時

青年総合相談（☎090-5408-2667）
水曜日　午後1時～5時、土曜日　午前9時～午後1時／
電子メール可
教育センター相談室（月～金曜日　午前9時～午後5時）
教育相談…（☎360-4188）／就学相談…（☎364-6620）

オンブズパーソンの面談日時

ご自身の利害にかかわる市政についての相談は、この
面談をご利用ください　　　　　　　　　　　　
7日・21日（月）…河野泰義氏（大学客員教授）14日・28
日（月）…近藤わかな氏（弁護士）午後1時～4時　市役
所1階市民相談室
※ 面談日時以外は、月～金曜
日の午前8時半～午後5時に
事務局職員が受け付け、オ
ンブズパーソンに引き継ぎ
ます。
オンブズパーソン事務局（☎
366-1711＝市民相談室内）

6月の相談とオンブズパーソンの面談日 ※ 新型コロナウイルスの感染状況により中止する
　場合があります。

令和2年度下半期

市の財政運営の状況市の財政運営の状況
　市では、皆さんに納めていただいた市税などの収入の状況や
その使われ方、借入金（市債）の状況などの財政運営状況を毎年6
月と12月にお知らせしています。
　今号では、令和2年度下半期（令和2年10月1日から令和3年3月
31日）の状況をお知らせします。
問財政課（☎335-4025）

■財政運営のあらまし
　令和2年度下半期の財政運営は、歳入面では、市税、寄附金、諸
収入などが増額となりましたが、使用料及び手数料や市債など
が減額となりました。
　歳出面では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会などの関連事業や、人件費に係る経費を減額し、新型コロナワ
クチン接種費や時短営業等関連事業者支援事業費を増額するな
ど、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や経済支援対策に
努めました。
　一般会計予算現額は、令和2年9月30日現在で1371億4883万2
千円でしたが、令和2年12月に4億5631万7千円を増額補正し、令
和3年3月に14億9374万円を増額補正したことなどから、総額
1390億9888万9千円となっています。
　この額を前年度予算現額と比較すると、328億112
万9千円（30．9％）の増となっています。
　令和2年度の一般会計・特別会計の執行状況など
は、右の表のとおりです。
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歳入…収入済額（収入率）歳出…支出済額（執行率）
歳入・歳出…予算現額

518億7100万8千円
517億7626万3千円 （99.8％）

470億8725万5千円
466億7759万3千円 （99.1％）

  50億8735万8千円
  47億3867万6千円（93.1％）

  37億4144万3千円
  26億3962万5千円（70.6％）

  24億3450万5千円
  24億3450万5千円（100.0％）

  18億5310万円
  10億8700万円（58.7％）

134億6466万円
127億3490万3千円（94.6％）

135億5956万円
118億      4万5千円（87.0％）

市税
市民税や
固定資産税など

国庫支出金
国からの負担金・
補助金など

都支出金
都からの負担金・
補助金など

諸収入
貸付金元利収入や
市預金利子など

使用料及び手数料
市の施設使用料や
証明書などの手数料

繰越金
前年度からの
繰越金

市債
国などからの
借入金

その他
地方譲与税や
地方交付税など

億円

予算現額 1390億9888万9千円
収入済額（収入率） 1338億8861万円（96.3％） 歳

出
予算現額 1390億9888万9千円
支出済額（執行率） 1247億6549万6千円（89.7％）
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550億3588万9千円
515億1040万2千円（93.6％）

170億  806万7千円
126億6998万1千円（74.5％）

  75億4012万7千円
  46億5265万9千円（61.7％）

  67億1131万6千円
  57億3048万5千円（85.4％）

  39億6976万8千円
  39億6960万1千円（99.9％）

382億4977万7千円
377億2695万6千円（98.6％）

105億8394万5千円
  85億  541万2千円（80.4％）

民生費
高齢者・障害者福祉、
子育て支援など

教育費
小・中学校やスポーツ
施設の運営など

総務費
市役所の運営や
文化振興など

土木費
緑化対策や公園・
道路の整備など

衛生費
各種検診や
環境衛生など

公債費
市の借入金の返済

その他
産業の振興や
防災対策など

億円

会計別 予算現額 収入済額 収入率（％） 支出済額 執行率（％）
国民健康保険 235億4158万6千円 214億3171万円  　 91.0 216億4265万8千円 91.9
後期高齢者医療 55億5305万7千円 53億9410万5千円 97.1 55億  347万円  　 99.1
介 護 保 険 192億8812万3千円 186億1553万9千円 96.5 165億9804万6千円 86.1
公 共 用 地 13億1936万3千円 12億5060万5千円 94.8 11億4065万4千円 86.5
合 計 497億 212万9千円 466億9195万9千円 93.9 448億8482万8千円 90.3
※一時的に資金が不足している場合は、各会計間で運用しています。

◆公営企業会計収入・支出予算の執行状況◆
（令和3年3月31日現在）

会　計 競走事業
区　分 収益的収支 資本的収支

収入予算現額 867億6350万円     2億6807万2千円
収入予算執行済額 848億8855万2千円     2億6469万7千円
執行率（％） 97.8 98.7
支出予算現額 834億2477万9千円   39億7644万7千円

支出予算執行済額 808億3957万9千円   39億6167万3千円
執行率（％） 96.9 99.6

会　計 下水道事業
区　分 収益的収支 資本的収支

収入予算現額   53億3277万7千円     6億2021万1千円
収入予算執行済額   52億  669万3千円     5億2866万4千円
執行率（％） 97.6 85.2
支出予算現額   51億8982万8千円   12億9815万2千円

支出予算執行済額   49億2249万1千円   11億2723万円
執行率（％） 94.8 86.8

※収入・支出済額は、千円未満を四捨五入しています。

◆一般会計歳入・歳出の執行状況◆

◆各特別会計歳入・歳出予算の執行状況◆ （令和3年3月31日現在）

（令和3年3月31日現在）

◆市税収入の状況◆
（令和3年3月31日現在）

◆市債現在高の状況◆
（令和3年3月31日現在）

教育債
145億  975万8千円
（34.5％）
小・中学校校舎、
給食センターほか

土木債
81億4172万9千円（19.3％）
道路、市営住宅ほか

■臨時財政対策債
57億1045万7千円
（13.6％）

■総務債 76億4813万9千円（18.2％）
市民活動センターほか

■下水道事業債
42億  322万8千円
（10.0％）

■民生債
9億2909万9千円
（2.2％）保育所ほか

■消防債 2億3042万9千円
（0.5％）
消防ポンプ車ほか

■商工債
1億9133万3千円
（0.5％）市民農園

■農林水産業債
5900万円（0.1％）

■減税補塡債
4億7318万円（1.1％）

※市債は、義務教育施設や道路、下水道など、公共施設の建設事業の財源とする
　ため、国などから長期に借り入れ、財源の一部としているものです。

合計
420億9635万2千円

500 100 150 200 250

収入済額（収入率）予算現額

247億8701万円
248億2884万8千円（100.2％）

222億4602万6千円
221億9384万4千円（99.8％）

  33億6153万7千円
  33億6220万7千円（100.0％）

  12億8198万9千円
  11億9467万5千円（93.2％）

    1億9444万5千円
    1億9668万9千円（101.2％）

                    1千円
                       0円（0.0％）

市民税

固定資産税

都市計画税

市たばこ税

軽自動車税

入湯税

億円

予算現額 518億7100万8千円
収入済額（収入率） 517億7626万3千円（99.8％）
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●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前8時半から受け付けます

報情 かわら版市 からの

　各種催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する場合
があります。詳細は、HPでご確認いただくか、各担当へお問い合わせください。

◆令和3年度からの国民健康保険税◆
区分 所得割率 均等割額 課税限度額

医療分 4.75% 23,720円 63万円
後期高齢者支援金分 1.48% 7,440円 19万円
介護分 1.55% 9,840円 17万円
※均等割額は、加入者1人当たりの年額です。
※課税限度額は、1世帯当たりの年額です。

市議会市議会
臨時会臨時会

　5月17日・18日に、市議会臨時会が開かれ、議長に村崎啓二氏、副議長に
西村　陸氏が就任しました。同時に常任委員会委員、議会運営委員会委
員、特別委員会委員も決まり、各委員会の正・副委員長も選ばれました。
問議事課（☎335-4507）

■市議会議長
　村崎啓二氏
幸町2の43／72歳／
当選7回／府中市議
会市民フォーラム
■市議会副議長
　西村　陸氏
白糸台3の36／53歳
／当選3回／公明府
中

常任委員会の委員
（議席順、敬称略）

■総務委員会（7人）
▽委員長　増山あすか
▽副委員長　稲津憲護
▽委員　奥村さち子、比留間利蔵、福
田千夏、にしみや幸一、赤野秀二

議長に　　議長に　　村崎啓二村崎啓二氏氏
副議長に　副議長に　西村　陸西村　陸氏氏

■文教委員会（7人）
▽委員長　前川浩子
▽副委員長　秋山としゆき
▽委員　結城　亮、西のなお美、髙津
みどり、須山たかし、横田　実
■厚生委員会（7人）
▽委員長　奈良﨑久和
▽副委員長　渡辺　将
▽委員　竹内祐子、杉村康之、西村　
陸、佐藤新悟、手塚としひさ
■建設環境委員会（6人）
▽委員長　松村祐樹
▽副委員長　清水　勝
▽委員　そなえ邦彦、遠田宗雄、村崎
啓二、市川一德

議会運営委員会の委員
（議席順、敬称略）

■議会運営委員会（10人）
▽委員長　遠田宗雄
▽副委員長　比留間利蔵
▽委員　奥村さち子、渡辺　将、竹内
祐子、福田千夏、清水　勝、にしみ
や幸一、佐藤新悟、そなえ邦彦

特別委員会の委員
（議席順、敬称略）

■基地等跡地対策特別委員会（9人）
▽委員長　髙津みどり
▽副委員長　にしみや幸一
▽委員　前川浩子、渡辺　将、比留間
利蔵、秋山としゆき、杉村康之、須
山たかし、遠田宗雄
■市庁舎建設特別委員会（9人）
▽委員長　手塚としひさ
▽副委員長　結城　亮
▽委員　西のなお美、増山あすか、赤
野秀二、そなえ邦彦、奈良﨑久和、
稲津憲護、市川一德
■学校施設老朽化対策特別委員会
（9人）
▽委員長　佐藤新悟
▽副委員長　福田千夏

▽委員　奥村さち子、松村祐樹、竹内
祐子、西村　陸、清水　勝、村崎啓
二、横田　実
■公契約関係競売入札妨害事件に係
る再発防止対策特別委員会（10
人）
▽委員長　にしみや幸一
▽副委員長　奈良﨑久和
▽委員　結城　亮、西のなお美、比留
間利蔵、杉村康之、福田千夏、清水
　勝、増山あすか、赤野秀二

◇　　　◇　　　◇ 

監査委員に市川一德氏

　市議会議員から選出される監査委
員には、議会の同意を得て、市川一德
氏が市長から選任されました。
　なお、市の監査委員は、市川一德氏
のほか、町田昌敬氏、太田進司氏、酒
井克典氏がその任に当たります。
問監査事務局（☎335-4497）

■監査委員
　市川一德氏
四谷2の66／69歳／
当選4回／府中市議
会市政会

募集

市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■学校給食費滞納対策支援員
採用日8月1日（日）
募集人数 1人（試験）
募集要項 6月7日（月）から7月9日（金）
に、学校給食セン

ター、市役所8階学務保健課
で配布（平日のみ）／ダウンロード可
申6月7日（月）から7月9日（金）（必着）
に、申込書を同セン

ター（〒183-0003朝日町
3の13／問☎365-2655）へ
※対象などの詳細は、募集要項をご確
認ください。

特別養護老人ホームの事業者
　市では、計画的な介護施設の整備を
進めており、特別養護老人ホームの整備
及び運営を行う事業者を募集します。
対社会福祉法人
募集要項 7月28日（水）まで、市役所1階
介護保険課で配布（平日のみ）／ダウン
ロード可
申7月1日（木）から28日（水）に、電話連

絡のうえ、必要書類を持って同課
（問☎335-4503）へ
成人の日記念
青年のつどい実行委員
対平成13年4月2日から平成14年4
月1日生まれの市民、市内在勤・在学
の方で、平日の夜に開催する実行委
員会（月1回程度）に出席できる方
募集人数 3人
内令和4年1月10日（祝）開催予定の
青年のつどいの企画・運営ほか
申6月15日（火）まで（必着）に、決め
られた用紙（市役所4階児童青少年
課に用意、ダウンロード可）で、
〒183-8703児童青少年課（問 ☎
335-4427）へ

子ども・子育て審議会委員
任期 7月30日（金）から令和5年7月
29日（土）
対市民で、平日の昼間に開催する会
議に出席できる方／7月30日現在、
市の審議会・協議会などの公募委員
の方を除く
募集人数 3人（うち2人は未就学児の
保護者）
内子ども・子育て支援に関する施策

の推進についての調査・審議ほか
申6月15日（火）まで（必着）に、「安心
して子どもを産み育てられるまちづ
くりに向けた行政と地域住民の役割
について」を800字以内にまとめて、
住所、氏名、生年月日、職業、電話番
号、子どもがいる方は子どもの生年
月日を記入して、〒183-8703子育
て応援課（問☎335-4192）へ／応募
書類は返却しません
※審議会開催中は託児（1歳以上の
未就学児）を利用できます。

講座・催し

集団型産後ケア事業
ママとねんねの赤ちゃんの会
日 7月の毎週火曜日　午前10時～
11時45分（全4回）
場保健セン

ター

対市民で、令和3年3・4月生まれの子
と母親
定先着10組
費1組1000円
内育児の悩みを助産師と一緒に考
える集団型デイサービス
申6月7日（月）から子ども家庭支援
課母子保健係（問☎368-5333）へ

歯と口の健康相談
日6月17日（木）午後1時半～3時

場保健セン
ター

対市民
定先着10人
費無料
内歯科医師による歯と口に関する相談
申 6月2日（水）から同セン

ター（問 ☎ 368-
6511）へ

発達障害児の保護者交流会
日7月2日（金）午前10時半～正午
場地域生活支援セン

ターふらっと
対発達障害のある小学5年～高校生の
保護者
定先着5人
費無料
内子どもへの対応の悩みや進路など
の情報交換
申 午前9時半から同セン

ター（問 ☎ 370-
1781）へ

お知らせii
国民健康保険税の見直し
　国民健康保険は、医療費の増加、被保
険者の高齢割合の増加などにより、運
営のための財源が不足しており、一般
会計からの繰入で対応しています。
　事業の安定的かつ健全な運営を図る
ため、令和3年度から国民健康保険税の
税率などを下の表のとおり見直します。
問保険年金課（☎335-4055）
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テレビ広報「まるごと府中」はJ：COMチャンネル（11チャンネル）で毎日の午前9時、正午、午後8時に放映中（15分番組）

■講演会「最初の一歩を踏み出して、もう一度輝く自分になる」／ F
日6月19日（土）午前10時～正午
場男女共同参画セン

ター「フチュール」／オンライン（Zoom)で
も実施
定会場…先着20人、オンライン…先着60人
費無料
内専業主婦から産業カウンセラーになった体験談を聞
き、自分の人生や家庭生活を豊かにするために、再出発に
必要なことや心構えなどを学ぶ
講長岩佳子氏（産業カウンセラー）ほか
申6月17日（木）までに、会場参加希望の方は電話で、オンライン参加希望の
方は氏名・お住まいの市区町村名・電話番号を記入して、電子メール
（danjo183市ドメイン )で同セン

ターへ
■パネル展示「ジェンダーフリーファッション」
日①6月4日（金）まで（4日は午後4時まで）、②6月8日（火）から29日（火）の

　互いに人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりな
く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を
実現するためには、国や市だけでなく、皆さん一人ひとりの取組が大切で
す。この機会に私たちの周りのパートナーシップについて考えてみま
しょう。
問男女共同参画センター「フチュール」（☎351-4600）

午前9時～午後10時
場①市役所1階市民談話室、②同セン

ター

費無料
内性別や体形を気にせずに「自分らしさ」を表現できるファッションのパ
ネル展
■中央図書館に特集コーナーを設置
　中央図書館に男女共同参画に関する特集コーナーを設置
します。
■期間中に開催する関連講座
日 定 費 内ＱＲコードからご確認ください　
申電話で同セン

ターへ

▲長岩佳子氏
男女共同参画宣言都市・府中

　市は、平成11年11月3日に「府中市男女共同参画都市宣言」を行い
ました。現在は、第6次府中市男女共同参画計画に基
づき、男女が性別にかかわらず、職場・地域・家庭など
の社会のあらゆる場に平等に参画でき、一人ひとり
の個性や能力が存分に発揮され、共に喜びと責任を
分かち合い、自分らしく豊かに生きることのできる
男女共同参画社会の実現を推進しています。

66月23月23日日（水）（水）かからら2299日日（火）（火）

　市では「第3次府中市食育推進計画」を策定し、家庭や食に関する関係
機関・団体、企業などと連携を図り、ライフステージに応じた取組を通じ
て、生涯にわたり切れ目のない食育を推進しています。
　この機会に身近な食について考えてみませんか。
問保健センター（☎368-6511）

当てはまる項目はありますか？
□外食が多い
□朝食は食べない
□野菜が苦手

　野菜の多い食事は生活習慣病予防に効果的です。1日の目標量は350
グラム（小鉢5皿）ですが、意識して食べるようにしないと不足しやす
い食材です。まずは毎食小鉢１皿以上食べることを心掛けましょう。

ひろげようひろげよう食食のの環環

野菜を食べて健康に！

一つでも当てはまる方は、野菜が不足しているかもしれません

毎月19日は食育の日

□太り気味
□肌荒れが気になる
□便秘がちである
□風邪をひきやすい

図書館6月の
子ども向けおはなし会

　図書館のおはな
し会は、図書館のHP

でご案内していま
す。

問中央図書館（☎362-8647）

休館・休止
■公共施設予約システム
　6月10日（木）午前1時～6時／定期
保守点検のため 問情報管理課（☎
335-4057）

6 月の掲示板

お知らせii
「令和3年度版介護保険ガイド&
おとしよりのふくし」を配布
　介護保険制度や高齢者向けの各種福
祉サービスをまとめた冊子を無料で配
布しています。
配布場所市役所1階高齢者支援課、各文

化セン
ター、市政情報セン

ター、生涯学習セン
ター、男女

共同参画セン
ター「フチュール」、各地域包

括支援セン
ター、ふれあい会館、介護予防推

進セン
ター「いきいきプラザ」／ダウンロー
ド可
問高齢者支援課（☎335-4496）
「一生を 共に歩む 自分の歯」
歯と口の健康週間
　6月4日（金）から10日（木）は、歯と
口の健康週間です。いつまでも健康
で、いきいきと笑顔で過ごすために、
歯科疾患の予防などの歯と口の健康
づくりに取り組みましょう。
問保健セン

ター（☎368-6511）

6月1日（火）人権擁護委員の日
　人権擁護委員は、人権や身の上、児
童虐待などについての相談を受け付
けています。いじめや差別などで
困ったり、悩んだりしている方は、次
の相談窓口にご相談ください。相談
は、いずれも無料で、秘密は守られま
す。
受付時間平日の午前8時半～午後5時
15分

相談窓口みんなの人権110番（人権一
般）…☎0570-003-110、女性の人権
ホットライン…☎0570-070-810、
子どもの人権110番…☎0120-007-
110、外国語人権相談ダイヤル…☎
0570-090-911
問市民相談室（☎366-1711）

6月は浸水対策強化月間
　道路にある雨水ますや側溝がごみ
などでふさがっていると、雨水がう
まく流れず浸水の危険性が高まりま
す。雨水ますにごみを入れたり、物を
置いたりしないようご協力をお願い
します。
　また、都は、東京の降雨情報が一目
でわかる東京アメッシュをインター
ネットで公開していますのでご活用
ください。
問下水道課（☎335-4384）

土地の現況調査
　市が国から譲与された里道や水路
などの土地について、使用実態や機
能、境界杭の設置状況などを確認す
るため、12月末までを目途に、現況
調査を行います。
　調査は、市が発行する証明書を携
帯した委託業者が行います。その際、
立会いは不要です。私有地などに立
ち入る場合もありますので、ご理解
とご協力をお願いします。
問道路課（☎335-4794）

都市計画案の公告・縦覧
日6月9日から23日（水）
場第2庁舎7階計画課
内府中都市計画生産緑地地区の変
更案

※市民、または利害関係のある方は、同
期間に意見書（住所、氏名、計画案の
名称、意見を記入、郵送の場合は計画
課（〒183-0056寿町1の5／ 問☎
335-4335）に必着）を提出できま
す。
ありがとうございました
寄付 （敬称略）

■社会福祉協議会へ
坂　紀春　１万円

スポーツ

令和4年度ジュニアスポーツ
活動事業補助金
対次の全てに該当するジュニアス
ポーツ団体
○市内に活動基盤を持ち、小・中学生の
市民で構成された10人以上のス
ポーツ団体であること
○スポーツ活動を通したクラブ員の
健全育成を目的とし、そのために側
面的な援助ができる成人による組
織を持ち、代表者が原則市民である
こと
○クラブの健全な運営のための取り決
めがあり、継続的・計画的・民主的に
運営されている団体であること
申込用紙令和3年度に同補助金の交付
を受けている団体へは7月中に資料を
郵送
※新規で交付を希望する団体は、7月
16日（金）までに、スポーツ振興課
（問☎335-4499）へお問い合わせく
ださい。
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報情 かわら版市 からの

●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前8時半から受け付けます

凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

会議名 日時 会場 定員 傍聴の申込み
都市計画マスタープラン
改定検討部会

6月10日（木）
午前10時 市役所3階

会議室

先着
3人

前日までに計画課（問
☎335-4335）へ

空家等対策協議会 6月10日（木）
午後3時

先着
5人

前日までに環境政策課
（問☎335-4195）へ

審議会・協議会など

　各種催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する場合
があります。詳細は、HPでご確認いただくか、各担当へお問い合わせください。

日7月4日（日）までの午前9時～
午後5時（入場は午後4時まで）
休館日毎週月曜日

入場料大人300円、中学生以下150円
（3歳以下は無料）

　7月4日（日）まで、郷土の森博物館で「郷土の森あじさいまつり」を開催　7月4日（日）まで、郷土の森博物館で「郷土の森あじさいまつり」を開催
しています。しています。
　約1万株のアジサイが、園内の水車小屋や旧町役場など、昔の建物を背　約1万株のアジサイが、園内の水車小屋や旧町役場など、昔の建物を背
景に咲き誇ります。梅雨時の風情を味わいながら、ゆったりとした時間景に咲き誇ります。梅雨時の風情を味わいながら、ゆったりとした時間
をお楽しみください。をお楽しみください。
　なお、アジサイの開花状況は、郷土の森博物館の　なお、アジサイの開花状況は、郷土の森博物館のHPでお知らせします。でお知らせします。
問郷土の森博物館（☎368郷土の森博物館（☎368--7921）7921）

郷土の森

7月44日（日）まで

あじさいまつりあじさいまつり
■事務職（障害者対象）①上級（大
卒程度）・②初級（高卒程度）

対①昭和60年4月2日から平成11
年4月1日・②昭和60年4月2日か
ら平成15年4月1日に生まれ、次の
全てに該当する方
○身体障害者手帳、療育手帳（愛の
手帳など）、または精神障害者保
健福祉手帳などの交付を受けて
いること
○通常の勤務時間（原則週38時間
45分、1日7時間45分）に対応で

　市では、令和3年度10月1日付採
用の市職員を募集します。
　市役所の仕事は、まちづくりや
防災、福祉など幅広い分野で市民
に寄り添い、生活を支えていく大
切なものです。市民のニーズを正
確に捉え、未来の府中市を創り上
げていく仕事に挑戦してみません
か。
問職員課（☎335-4051）

きること
※試験にあたり配慮が必要な場合は
お問い合わせください。
募集人数各若干名
■技術職（土木・建築）上級（大卒程度）
対昭和60年4月2日から平成11年4
月1日に生まれた方、または昭和45
年4月2日から昭和60年4月1日に生
まれた方（就職氷河期世代対象）
募集人数若干名
■保健師職上級（大卒程度）
対昭和60年4月2日以降に生まれ、保
健師免許をもつ方
募集人数若干名

◆　共通項目　◆
募集要項 6月14日（月）まで、市役所1
階市民相談室、市政情報セン

ターで配布／
ダウンロード可
申 6月14日（月）まで（必着）に、〒
183-8703職員課へ
※試験日などの詳細は、募集要項を
ご確認ください。

市 職 員 募 集市 職 員 募 集
令和3年度

お知らせii
宿泊機能・サービスの今後の
在り方に係る基本方針を策定
　市では、公共施設マネジメントの取
組の1つとして、宿泊機能を有する施
設に関して、老朽化や利用率の低下な
どの課題を踏まえ、施設の保有にとら
われない新たなサービスへの転換を図
るため、宿泊機能・サービスの今後の在
り方に係る基本方針を策定しました。
　この基本方針と皆さんからのご意見
は、市役所3階市政情報公開室、中央図
書館、各文化センター、市政情報セン
ター、市のHPでご覧になれます。
問建築施設課（☎335-4358）
■主な内容
○対象施設における現状及び課題の整
理
○対象施設に係る基本方針

○基本方針に基づく取組の効果

耐震改修促進計画を策定
　市では、市内の建築物の耐震化を
計画的かつ総合的に促進し、災害に
強いまちづくりを進めることを目的
として、令和3年度から7年度を計画
期間とする耐震改修促進計画を策定
しました。
　この計画と皆さんからのご意見
は、市役所3階市政情報公開室、中央
図書館、市のHPでご覧になれます。
問住宅課（☎335-4173）
■主な内容
○耐震化の基本的な考え方
○耐震化の促進施策
○今後の取組
令和3年度
市（都）民税納税通知書を発送
　納税通知書により市（都）民税を個
人で納める方を対象に、令和3年度
市（都）民税納税通知書を6月7日

（月）に発送します。内容について不
明な点がある方や、6月21日（月）ま
でに納税通知書が届かない方は、市
民税課（問☎335-4441）へご連絡く
ださい。
市（都）民税証明書の請求時に
委任状を求める範囲を見直します
　市（都）民税の各種証明書を本人以
外が請求する場合における委任状の
提出について、必要とする方の範囲
を見直します。
　これまで同居の配偶者及び一親等
の方を除き、委任状の提出が必要で
したが、6月1日から、同一世帯の方
は委任状の提出が不要となります。
また、令和4年6月1日（水）から、これ
まで委任状を不要としていた、同居
していて世帯が別の配偶者及び一親
等の方は、委任状が必要となります。
問窓口での請求…総合窓口課（☎
335-4120）、郵送での請求…市民税
課（☎335-4440）

肝炎ウイルス検診
日令和4年2月28日（月）までの各協
力医療機関の診療時間内（予約制）
場各協力医療機関
対昭和57年3月以前生まれの市民／
過去にB型・C型肝炎ウイルス検診を
受けたことがある方、職場などで検
診機会がある方を除く
※昭和56年4月1日から昭和57年3
月31日生まれの方には、受診勧奨
通知を送付しています。

費無料
内血液検査によるB型・C型肝炎ウ
イルス検査
申令和4年2月25日（金）までに、保健
セン
ター（問☎368-6511）へ

「心と体の健康チェック」を発送
　市では、体力・気力の衰えの兆しを

早期に発見し、生活を見直す手掛かり
となる質問票「心と体の健康チェック」
を対象の方に発送します。
　また、加齢に伴い心身の活力が低下
した状態の「フレイル」を予防する講習
会の案内も同封しています。ぜひ、ご参
加ください。
対令和4年3月31日現在、71・73・75・
77・79歳の方で、介護保険の介護認定
を受けていない方
提出方法 6月15日（火）まで（必着）に、同
封の返信用封筒で高齢者支援課（問☎
335-4117）へ
府中らしい緑ゆたかな
まちづくり
　市では、緑の基本計画に基づき、緑豊
かな環境づくりを目指し、緑を大切に
育てることの意識を啓発するため、指
定樹木への奨励金の交付などを行って
います。
問環境政策課（☎335-4315）
■指定樹木に奨励金
　市内にある木々を保全するため、一
定の要件を満たす樹木を指定樹木と
し、奨励金を交付しています。また、適
切に管理されている指定樹木が強風な
どによる枝折れや倒木で事故が発生し
た場合には、状況に応じて、市が加入し
ている保険の範囲内で事故に係る賠償
金を補償しています。ただし、自然災害
など不可抗力とされる事故については
保険対象外となります。
■市民花壇
　草花の苗を提供するなど、市民団体・
グループによる花壇づくりを支援しま
す。
■落ち葉の銀行
　緑のリサイクルを積極的に進めるた
め、登録した市民団体が公園や広場で
収集した落ち葉を市が回収し、その収
集量に応じて腐葉土を配付します。
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官公庁から

■6月は蚊の発生防止強化月間 内
デング熱など、蚊が媒介する感染症
の防止には、蚊の発生抑制と、蚊に刺
されないことが大切です／植木鉢の
受皿、空き缶など不要なたまり水を
なくし、草むらなどの手入れをして

風通しを良くしましょう／蚊に刺さ
れないように長袖・長ズボンの着用
や虫避け剤を活用しましょう問都
福祉保健局環境保健衛生課（☎03-
5320-4391）へ
■おもちゃの病院 日 6月12日
（土）午前10時～午後1時場旧府中
グリーンプラザ分館対市民費無料
／部品代は実費負担内壊れたおも

ちゃの修理他1世帯1点まで／付属
品や説明書を持参／おもちゃの状
態により、一定期間預かる場合あり
問リサちゃんショップけやき（☎
360-3751）へ
■福祉の店「は～もにぃ」 日①6
月4日（金）・②10日（木）・③18日・④
25日（金）午前11時～午後2時半場
旧府中グリーンプラザ分館内①ち

えホーム・②ケアチーム大芽・③童
里夢工房・④集いの家の実演販売問
社会福祉協議会「は～もにぃ」（☎
340-0212）へ

【 各施設の所在地など 】
介護予防推進センター「いきいきプラザ」 〒183-0033 分梅町1の31
心身障害者福祉センター「きずな」 〒183-0026 南町5の38
ふれあい会館 〒183-0055 府中町1の30

日　時 会　場
毎週月曜日
（7日・14日を
除く）

午前9時15分
～11時45分 中央文化セン

ター

毎週月曜日
（7日を除く）

午後1時半～
4時

紅葉丘文化
セン
ター

毎週火曜日
武蔵台文化
セン
ター

是政文化セン
ター

毎週水曜日

午前9時15分
～11時45分 新町文化セン

ター

午後1時半
～4時

白糸台文化
セン
ター

毎週木曜日

午前9時15分
～11時45分

西府文化セン
ター

片町文化セン
ター

午後1時半～
4時

押立文化セン
ター

四谷文化セン
ター

毎週金曜日
（4日を除く）

午前9時15分
～11時45分 住吉文化セン

ター

◆わがまち支えあい協議会（地区社協）◆
会の名称 日　時 会　場

わがまちありすの会～朝日・多
磨・紅葉・若松 6月15日（火）午後1時半～3時半 紅葉丘文化セン

ター

押立・車返ささえあい協議会 6月19日（土）午前10時～正午 押立文化セン
ター

ささえあいの会～白糸台・若松
町・清水が丘・小柳町 6月21日（月）午後1時半～3時半 たちばなの園白糸台

(白糸台6の2の17）
わがまち支えあいの会～小柳・
是政・清水が丘エリア 6月23日（水）

午前9時半～11時半 是政文化セン
ター

かたまち支えあいの会
午後1時半～3時半

片町文化セン
ター

ささえあい四谷 6月26日（土） 四谷文化セン
ター

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

■3か月教室「少人数制・フレイル予防」
（7月～9月開催）
教室番号 教室名 日 対 定 費 内は下の表

のとおり申 6月10日（木）まで（必着)
に、往復はがきに希望教室番号・教室
名、住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月
日、電話番号、介護認定の有無、返信用
宛名を記入して当セン

ターへ
■介護予防講座「あなたのソレって物
忘れ？」
日6月9日・23日（水）午後1時半～3

時（全2回）対 65歳以上の市民定先着
12人内脳の健康度テストと認知症予
防申6月2日（水）から電話で当セン

ターへ
■元気一番！！ひろめ隊・運動普及員に
よる体操
日①6月14日（月）午後1時半～2時

半・②19日（土）午前10時～11時・③
21日（月）午前11時～11時50分対65
歳以上の市民定各先着20人（1人1回）
費無料内①昔のラジオ体操とエアロ
ビクス、②筋力トレーニングとスト
レッチ、③骨に刺激をあたえる体操申

6月2日（水）から電話で当セン
ターへ

☎360-1312／ FAX 368-6127

心身障害者福祉センター

「きずな」

■リラクゼーションヨガ
　（初心者向け）
日 7月8日（木）午後1時20分～2

時50分対身体障害のある方で歩行
が可能な方定 8人（抽せん）費無料
申6月25日（金）までに当セン

ターへ

ふれあい会館

社会福祉協議会 ☎364-5382
権利擁護セン

ターふちゅう ☎360-3900
シルバー人材セン

ター ☎366-2322

社会福祉
協議会 HP

■わがまち支えあい協議会
　（地区社協）
日 場下の表のとおり内住民同士

が支えあう主旨のもと、地域の課題
を共有して解決するための協議会定
例会申 問社会福祉協議会へ
■地域福祉コーディネーターによる
6月の「困りごと相談会」
日 場右上の表のとおり内地域生

活における困りごとの相談申当日
直接会場へ問社会福祉協議会へ

■講演会「知っておこう。備えておこ
う。成年後見制度」
日7月2日（金）午後1時半～3時半

場市民活動セン
ター「プラッツ」対市民定

先着56人費無料講長谷川敬祐氏（弁
護士）他手話通訳あり申 問電話で権
利擁護セン

ターふちゅうへ

◆　下記4記事の共通項目　◆
場ミーティングルーム申 問シルバー

人材セン
ターへ

■プログラミングにチャレンジ初級
日7月から9月の毎週月曜日（7月19

日、8月9日・16日、祝日を除く）　午後5
時半～7時半（全9回）対小学４年～中
学生定先着4人費16448円内プログラ
ミングの基本とゲーム作成ほか 他
USBメモリー持参
■LINE入門
日7月から9月の第1・3土曜日　午前

10時～正午（全6回）対市民定先着4人
費 10100円他スマートフォン、タブ
レット持参
■写真・動画の撮影と編集
日7月から9月の第2・4土曜日　午前

10時～正午（全6回）対市民定先着4人
費9500円内撮影と画像処理の基本ほ
か他デジタルカメラ、USBメモリー持
参
■楽しいワード中級
日7月から9月の第2・4土曜日　午後

1時半～3時半（全6回）対市民でワード
の入力ができる方定先着4人費10430
円内ワードの使い方を学ぶ他USBメ
モリー持参

◆介護予防3か月教室「少人数制教室」「フレイル予防教室」（7月～9月開催）◆
教室
番号 教室名 日　時 対　象 定員

（抽せん） 費用 内　容

379
男のストレッチ
マシン

月曜日 午後2時半～3時半
65歳以上の男性市民で、自分で通所・体調管理
ができ、医師からの運動制限がない方

各3人 各
2400円

ストレッチマシンを使って筋肉の柔軟性と関
節可動域を高め、身体能力の向上を図る

380 水曜日
381 木曜日 午前9時～10時
382 金曜日 午後2時半～3時半
383

女のストレッチ
マシン

月曜日 午後1時～2時
65歳以上の女性市民で、自分で通所・体調管理
ができ、医師からの運動制限がない方

384 水曜日
385 木曜日 午前10時半～11時半
386 金曜日 午後1時～2時

387 初めての絵手紙 水曜日 午前10時～11時40分 65歳以上の市民で、自分で通所・体調管理がで
きる方

各4人

2400円 絵手紙を描くことで集中力を高め、脳を活性化して認知症を予防する

388 脳トレクッキング 金曜日 午後2時～3時 1500円 アイデアを出し合い新しい料理を考え、脳を活性化して認知症を予防する

389 オンライン de 
ロコモ予防教室

木曜日
（来館日：7月8日、8月
5日、9月2日・23日）

午後1時～2時 65歳以上の女性市民で、医師からの運動制限が
なく、普段からLINEを使用している方 各

1500円
LINEを使って、運動、栄養・口くう、認知症予防
を自宅で学び、オンラインで仲間とつながるこ
とで心身の健康を保つ390 午後3時～4時 65歳以上の男性市民で、医師からの運動制限が

なく、普段からLINEを使用している方

391 フレイル予防教室 水曜日 午前10時～
11時10分

65歳以上の市民で、自分で通所・体調管理がで
き、介護保険サービスを利用していない要支援
1・2の方で医師からの運動制限がなく、「心と身
体の健康チェック」を受診している方

6人 2400円
加齢とともに心身の活力が低下し、生活の質が
落ちる「フレイル」を正しく理解し、予防するた
めの運動や栄養、口のケア、脳トレなどを学ぶ

　6月6日（日）まで、禁煙週間で
す。この機会に禁煙と健康につい
て考えてみましょう。
問保健センター（☎368-6511）

■主流煙と副流煙
　たばこの煙には、喫煙者本人が
吸い込む主流煙とたばこの先か
ら出ている副流煙があります。ま
た、副流煙を喫煙者の周りの人が
吸い込んでしまうことを受動喫
煙といいます。
　たばこの主流煙には、約5300

6月6日（日）まで

種類の化学物質が含まれており、そ
の中には約70種類の発がん性物質
が含まれています。また、副流煙に
も主流煙の数倍の有害物質が含ま
れています。
　たばこに含まれる有害物質は、が
んや慢性肺疾患、心疾患、脳卒中、歯
周病など多くの病気の原因になり
ます。また、妊娠している方や子ど
もには、乳幼児突然死症候群やぜん
息といった影響を及ぼすことも分
かっています。

禁煙週間

府中市公式ツイッターのアカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」
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凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

7月18日までは日曜日･祝日
のみ、7月20日からは毎日

午前9時半 常設展示室体験ツアー

午前10時15分 クレヨンしんちゃん

午前11時半 チコちゃんに叱られる!

午後1時 今夜の星空と宇宙人…!?

午後2時15分 クレヨンしんちゃん

午後3時半 チコちゃんに叱られる!

ひろば

■多摩パブリック法律事務所無料法
律相談会 日 6月26日（土）午前10
時～午後4時場同事務所（立川市曙
町）対当事務所の利用が初めての方
定先着35人内不動産、相続、離婚、成
年後見、事業者向け法務、労働問題、
刑事事件、債務整理などの相談（1枠
30分）申6月7日（月）からの平日の午
前10時～午後5時に同事務所（問☎
042-548-2450）へ
■電話リレーサービスが公共インフ
ラ化されます 日7月1日（木）から

対身体障害者手
帳（聴覚・言語障
害）を持つ方 費
無料（通信料は
利用者負担）内
聴覚・言語障害

などで電話の利用が困難な方を、通
訳オペレーターを介してサポートす
るサービスです／公共インフラとな
ることで、24時間対応、緊急通報、通
話の相手方との双方向の発信などが
できるようになります他利用には
パソコン、スマートフォン、タブレッ
ト端末が必要 申日本財団電話リ
レーサービスの HPから問同財団電
話リレーサービス（☎03-6275-
0910／FAX03-6275-0913）へ
■谷戸沢処分場「国蝶オオムラサキ
見学会」 日 6月26日（土）午前8時
半・10時、午後1時（各3時間程度）場
谷戸沢廃棄物広域処分場（西多摩郡
日の出町大字平井谷戸）対多摩地域
在住・在勤・在学の方内オオムラサ
キ観察会、自然観察ガイドツアー他
ＪＲ河辺駅集合申 6月15日（火）ま
で（必着）に、はがきに参加希望者全
員の氏名（ふりがな）・年齢・性別・住

所・携帯電話番号・通勤通学先（多摩
地域在住でない方のみ）を記入し
て、東京たま広域資源循環組合「オ
オムラサキ見学会」係（〒190-0181
西多摩郡日の出町大字大久野7642
／問☎042-597-6152）へ
■「TAMA市民塾」塾生募集 日 10
月から令和4年3月場多摩交流セン

ター費
4200～8400円内食などの様々な
観点から世界遺産を学ぶ講座ほか
申7月9日（金）まで（当日消印有効）
に、はがきで同塾宛（〒183－0056
寿町1の5の1）へ問平日の午前9時
～午後4時に同塾（☎335-0111）へ
■ドクターカーの運行を開始 内
ドクターカーは、医師・看護師など
が救急現場で直接患者の診察・処置
を行うために、現場へ出動するため
の車両です／安全な緊急走行のた
めに、ご理解とご協力をお願いしま
す問都立多摩総合医療セン

ター（☎323-
5111）へ
■「写童12」会員募集 日活動は毎
月第2火曜日の午前10時～正午場市
内ほか費入会金1000円、年額20000
円内デジタルカメラによる撮影技

術の向上講宮沢あきら氏（写真家）
申 問 同会・石川宛（☎080-4058-
3324）へ

官公庁から

■都民住宅入居者募集 対住宅を
必要としている都民で、都が定める
所得制限以下の方他申込書は6月9
日（水）まで、都住宅供給公社府中窓
口セン

ター（土・日曜日を除く午後6時ま
で）、第2庁舎5階住宅課、市役所1階
市民相談室、白糸台・西府文化セン

ター（土・
日曜日を除く午後5時まで）、市政情
報セン

ター（午後7時半まで／土・日曜日は
午後6時まで）で配布／なくなり次
第終了申 6月14日（月）まで（必着）
に、郵送で同公社募集セン

ター（問 ☎03-
3498-8894）へ
■都介護支援専門員実務研修受講試
験 日試験日は10月10日（日）申 6
月30日（水）まで（当日消印有効）に、
簡易書留郵送で決められた用紙（市
役所1階介護保険課、市政情報セン

ター、社
会福祉協議会に用意）を東京都福祉
保健財団（問☎03-3344-8512）へ

　各種催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する
場合があります。詳細は、各問合せ先へお問い合わせください。

●掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください

市の施設

講座・催し情報講座・催し情報
●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前9時から受け付けます
●掲載記事以外の催しは各施設HPでご確認ください

☎368-7921

郷土の森博物館

■プラネタリウム夏の新番組・①「プラ
ネタリウムでチコちゃんに叱られ
る！」、②「今夜の星空と宇宙人…！？」
日 6月20日から8月29日（日）場プ

ラネタリウム／投映時間は下の表の
とおり費大人600円、中学生以下300
円内①宇宙に関する疑問を解き明か
す、②宇宙人がテーマの生解説番組

■宇宙わくわくイベントデー「光のひ
みつを探ろう！」
日6月19日（土）午後1時半～3時半

場本館大会議室対小学4～中学3年生
定先着10人費500円内星の研究に使
われる分光器の工作と実験申6月5日

（土）から電話で当館へ
■星空観望会「月のクレーターを見
よう！」
日6月20日（日）午後7時～7時45

分・8時～8時45分／雨天・曇天中止
（当日午後3時に決定）場博物館正
門前集合定各先着40人費大人200
円、中学生以下100円内月を中心に
季節の星々を観察申6月6日（日）か
ら電話で当館へ

☎335-6211
【チケットの申込み】
 チケットふちゅう（午前10時～午後6時）
　　　　　☎333-9999

府中の森芸術劇場

■ プロムナードコンサート～弦楽四
重奏
日 6月12日（土）①午前10時半～

11時、②午後2時～3時場ウィーン
ホール対①乳幼児と保護者、②小学
生以上の方定各先着430人費①無
料、②500円（全席自由）内①ジブリ
メドレーほか、②ウィーンスペシャ
ルメドレーほか出荒川以津美・田村
博文（バイオリン）、森口恭子（ビオ
ラ）、室野良史（チェロ）申①当日直
接会場へ、②前売券は当劇場チケッ
トセン
ターで販売中

中央図書館 ☎362-8647

ルミエール府中

■図書館ガイドツアー
日6月20日（日）午前10時、午後2

時場中央図書館定各先着5人費無
料内同館の施設を1時間程度で案
内申同館へ
■検索レスキュー（OPAC検索案内）
日6月の毎週水曜日、27日（日）午

後2時～3時半（15分程度）場中央図
書館費無料申当日直接同館へ

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■英会話カフェオンライン
日 6月19日（土）午後2時～3時対

市民、市内在勤・在学の方定先着10人
費無料内自分の趣味を英会話で表現
する方法を学ぶ他オンライン（Zoom）
で実施申電子メール、ま
たは右のQRコードの
申込みフォームへ

☎354-8700

子ども家庭支援センター

「たっち」

■里親制度説明会
日 6月2日（水）・7日（月）・18日（金）・

26日（土）午後2時～2時45分費無料内
里親体験紹介、制度説明他オンライン
（Zoom）で実施（26日は当セン

ター）申多摩
児童相談所フォスタリング機関二葉学
園のHPから

【 各施設の所在地など 】
郷土の森博物館 〒183-0026 南町6の32（入場料300円／中学生以下150円）
府中の森芸術劇場 〒183-0001 浅間町1の2
 ※ チケットの申込みは、チケットぴあ（各チケット予約開始日の

午前10時から）でも可　 ☎0570-02-9999
ルミエール府中 〒183-0055 府中町2の24
市民活動センター「プラッツ」 〒183-0023 宮町1の100
子ども家庭支援センター「たっち」　 〒183-0023 宮町1の50

　各種催しなどは、中止する場合があります。また、施設利用の際には、マスク
の着用や検温などにご協力いただく場合があります。詳細は、HPでご確認いた
だくか、各担当へお問い合わせください。

　市民の皆さんに人と人との絆を大切にした地域の支え合いの輪を広げ
てもらうことを目的に、福祉まつりを開催します。福祉活動を行う団体と
一緒に、様々な催しをオンラインで行います。また、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック気運醸成イベントも同時開催します。
　子どもから高齢の方までどなたでも楽しめますの
で、ぜひ、ご参加ください。
問社会福祉協議会（☎364-5137）

日6月6日（日）から7月5日（月）
内  市内の福祉団体やボランティア団体などの紹介、市
内小・中学生などによる活動発表の動画配信

※各種動画は、福祉まつりのHPでご覧になれます。

　6月6日（日）午前11時半～午後1時に、リオデジャネ
イロパラリンピック閉会式で世界を魅了した義足のダ
ンサーの大前光市氏によるダンスパフォーマンスと
トークショーを社会福祉協議会のYouTubeチャンネ
ルでライブ配信します。

あったか府中ささえあいまつり

▲ 福祉まつりの
ホームページ
のＱＲコード

6月6日（日）から
7月5日（月） 福祉まつり

東京2020オリンピック・
パラリンピック気運醸成イベント

同時開催

今年はオンラインで開催



令和3年（2021年）6月1日 8文化センターの催し

各ページの F マークは、「ふちゅうカレッジ100」の対象事業

ボートレース平和島6月のレース収益
事業
夕刊フジ杯 日18日（金）から21日（月）
ボートレース研究ファン感謝祭 日24日（木）から28日（月）
※ その他場外・指定席限定発売などの詳細は、
ボートレース平和島公式HPでご覧ください。

問ボートレース平和島サービスセン
ター（☎ 03-

3768-9200）

　市では、ケーブルテレビを活用した行政広報番組、テレビ広報「まるごと府中」を毎日放
映しています。番組では、新型コロナウイルス感染症に関する情報などもお伝えします。
　なお、現在放映中の番組や過去に放映した番組をインターネットでも公開しています。
問広報課（☎335-4019）

日毎日の午前9時、正午、午後8時（15分番組）
番組 J：COMチャンネル（11チャンネル）
※J：COMチャンネルの番組編成の都合により、放映時間が変更になる場合があります。
※内容は毎月1日・11日・21日に更新します。

テレビ広報「まるごと府中」放映中！

中央 ☎364-3611

■グラウンドゴルフの集い
日 6月2日（水）・13日（日）・16
日・23日（水）午前9時場府中
公園
■フォークダンスの集い 日
6月6日・20日（日）午前10時
■民踊教室 日6月10日（木）
午後1時内「令和音頭」
■民踊の集い 日 6月16日
（水）午後1時内「武田節」
■児童館サークル「大きく
なーれ」 日 6月21日（月）午
前10時対未就学児（保護者同
伴）内簡単な紙工作
■親子いも掘りの集い 日6
月26日（土）午前9時半対小学
生と保護者（未就学児の弟妹

の同伴可）定60世帯（抽せん）
費100円申9日（水）まで受付
（平日の午後5時まで、代理受
付不可）
■七夕の集い 日7月7日（水）
午後3時対 3歳～小学3年生
（未就学児は保護者同伴）定71
人（抽せん）内七夕飾り作りほ
か申 10日（木）から17日（木）
受付（平日の午後5時まで、代
理受付不可）

白糸台 ☎363-6208

■白糸台ジュニアダンスサー
クル会員募集 日7月から令
和4年2月の水曜日（月2～3回
程度）①午後3時・②4時対①
小学1～3年生・②4～6年生定
各20人（抽せん）申9日（水）か

ら15日（火）受付（電話受付可）

西府 ☎364-0811

■民踊教室　日6月11日・25
日（金）午後1時半内「夫婦扇」
■囲碁の集い 日毎週土曜
日　午後1時

新町 ☎366-7611

■養生気功の集い 日6月2
日・16日（水）午後1時半定各
先着10人内養生気功による
健康法
■民踊教室 日 6月4日（金）
午後1時内「おんなの仮面」
■青空太極拳 日毎週水曜
日　午前10時（雨天中止）場

当セン
ター北側広場

住吉 ☎366-8611

■民踊の集い 日 6月9日
（水）午後1時半内「武田節」

是政 ☎365-6211

■グラウンドゴルフの集い
日6月12日（土）午後1時半対
小学4年生以上定先着20人申
受付中
■工作サークル「ちびまる
ちゃん」 日 6月22日（火）午
前10時対未就学児（保護者同
伴）内散歩できる犬のおも
ちゃをペットボトルで作る
■ケロちゃんクッキング 日
6月23日（水）午後3時対小学
生定6人（抽せん）費350円内
「チーズケーキ」申9日（水）・10
日（木）受付

紅葉丘 ☎365-1188

■民踊の集い 日 6月9日
（水）午後1時半内「武田節」

押立 ☎042-488-4966

■ファミリースポーツの集い
日6月19日（土）午前9時45

分場押立体育館定先着25人
内ラリーテニスほか他体育
館履き持参申7日（月）午後3

時から受付
■いも堀りの集い 日6月26
日（土）午前10時、午後1時（荒
天中止）対3歳～小学生（未就
学児は保護者同伴）定各先着
50区画（1世帯1区画）費 100
円他シャベル・手提げ袋持参
申14日（月）午後3時から受付
（電話受付可）
■七夕の集い 日 6月30日
（水）午後3時対小学生以下
（未就学児は保護者同伴）定
先着25人内七夕飾り作りほ
か申16日（水）午後3時から受
付

四谷 ☎367-1441

■新舞踊教室 日6月3日、7
月1日（木）午前10時内「熊本
城」
■いも掘りの集い 日6月12
日（土）午後2時／雨天の場合
は13日（日）定先着100人（1
人2株）費100円申6日（日）午
後2時～5時受付

片町 ☎368-7001

■民踊の集い 日6月9日（水）
午後1時半内「武田節」ほか
■ラリーテニスの集い 日
毎週土曜日　午前10時（雨天
中止）

文化センターの催し文化センターの催し 西府文化センター
「ピョン太とミミちゃん」

　各種催しなどは、中止する場合があります。また、施設利用の際には、マスクの着用や検温
などにご協力いただく場合があります。詳細は、HPでご確認いただくか、各センターへお問
い合わせください。

●対象は市民／費用などの記載がないものは無料
●申込みの記載のないものは、当日直接会場へ
●申込受付は、午前8時半～午後9時（休館日を除く）
●申込みは、原則として電話不可
●問合せは、各文化センターへ

●年：定期開催する年間行事

掲載記事以外の催しは
各施設HPでご確認ください

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

東京2020オリンピック

 開催まで 52日
東京2020パラリンピック

 開催まで 84日 開

東

※ホストタウンは、国の事業です。ⒸTokyo2020Ⓒ

甲州街道

車返団地入口北

白糸台五丁目

車返団地入口

味の素スタジアム西

榊原記念病院入口

白糸台三丁目

朝日保育所入口

武蔵野の森総合スポーツプラザ

東京スタジアム
©Tokyo 2020 ©2020 ZENRIN CO., LTD.

会場エリア（立入禁止）

通行規制

歩道の通行規制

凡
例

車両及び歩行者の通行は
できません。

居住者・業務車両など所用の
ある方以外は通行
できません。

通行規制

　東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク開催に伴い、東京スタジアム・都立武蔵野
の森公園・武蔵野の森総合スポーツプラザ
周辺で、交通規制が実施されます。
　ご迷惑をおかけしますが、利用経路を変
更するなど、交通混雑緩和にご
理解とご協力をお願いします。
問 東京2020問合せ窓口（☎
0570-09-2020）

規制期間：  7月19日（月）から22日（祝）・24日
（土）から8月2日（月）・5日（木）から7
日（土）・25日（水）から29日（日）

規制時間： 午前5時～翌日午前2時

規制期間：  6月1日（火）から9月30日（木）（武蔵野
の森総合スポーツプラザ側の歩道のみ）

規制時間： 終日

規制期間：  7月6日（火）から
 9月6日（月）
規制時間： 終日

パラリンピック時は、武蔵野
の森総合スポーツプラザの
み競技開催のため、会場エリ
ア（立入禁止）の位置が変更
になります。

府中市近隣競技会場周辺の交通規制東京2020オリンピック・
パラリンピック開催に伴う


