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●世帯数 128,273（49増） （令和3年7月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,886 （28減）  女  129,844 （31増）
 計  260,730 （3増）  うち外国人住民数 5,159

ⒸTokyo2020

　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

  開催中
東京2020パラリンピック

 開催まで 23日  

東

 

※ホストタウンは、国の事業です。Ⓒ

新型新型コロナワクチンコロナワクチン予約受付予約受付

ワクチン接種に関する問合せは、府中市新型コロナワクチンコールセンター（☎0570-042567）へ

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

　新型コロナワクチンの集団接種の予約受付については、
ワクチンの供給状況を見ながら開始しており、広報ふちゅう
8月21日号では、見通しが立っていることが想定されるため、
予約開始日や予約方法をお知らせする予定です。

　個別接種を行う市内の医療機関は67か所あり、市からワクチンを順次配送しています。予約
受付については、原則、接種券をお持ちの方が対象ですが、医療機関により、空き状況や予約を
受け付けている年齢が異なる場合があります。集団接種よりも早い時期の接種を希望する方は、
医療機関に空き状況などをお問い合わせください。
　個別接種を行う医療機関や予約電話番号などの最新情報は、市の HPからご確認ください。

※37.5度以上

接種会場

1回目の接種日

予約方法

フォーリス3階（宮町1の41）

9月12日（日）から10月2日（土）の予定

広報ふちゅう8月21日号でお知らせ予定

集団接種

個別接種を行う医療機関
をぜひ、ご利用ください

接種券をお持ちの全ての方

次回の予約受付は、接種券をお持ちの
全ての方を対象に、広報ふちゅう8月21日号
でお知らせする予定です

  新型コロナワクチン接種後に見られる副反応や特徴  
　新型コロナワクチン接種後には、体がワクチンに反応し
て、接種部位の痛みなどの局所反応や、発熱、頭痛などの
全身性の反応が生じる可能性があります。これらの反応
は、1回目より2回目の接種後に多くみられ、高齢者より若
年者の方が頻度が高いことが国から報告されています。
　接種後の痛みや副反応の多くは2～3日で治まります
が、接種後に気になる症状がある場合は、下記の東京都新
型コロナウイルスワクチン副反応相談センターや、主治医
などにご相談ください。

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
☎03-6258-5802 （毎日24時間対応）

ワクチン接種後に副反応の症状がある方の相談窓口

◆ 2回目接種後の発熱割合 ◆

60%50%40%30%20%10%0%

全体
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※厚生労働省の「新型コロナワクチンの接種後の
　健康状況調査」をもとに作成。

男性 女性
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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…3日・10日・17日・24日（火）午後1時～4時
行政相談…中止します。
相続・遺言等暮らしの書類作成相談…12日（木）午後1時～4時
不動産取引相談…12日・26日（木）午後2時～4時
人権身の上相談…中止します。
交通事故相談…10日・24日（火）午後1時半～4時
登記相談…20日（金）午後1時～4時
住宅建築相談…中止します。
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…26日（木）午後2時～4時
犯罪被害者等支援相談…月～金曜日　午前8時半～午後5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…14日・28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／年金・労災・雇用保険相談…21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（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）
毎週金曜日　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（21日を除く）　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
2日・16日・30日（月）…河野泰義氏（大学客員教授）　
10日（火）・23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）

8月の相談とオンブズパーソンの面談日

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

※ 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。

　市内の畑で収穫されたブルーベ
リーと阿蘇のジャージー乳で作った
TOKYO府中アイスを市内の店舗
などで販売しています。
販売場所郷土の森観光物産館、郷土
の森博物館ハケの茶屋、モナムール
清風堂、マインズショップ西府店・多
磨店
価格 300円
問 郷土の森観光物産館（☎302-
4000）

TOKYO府中アイスを販売TOKYO府中アイスを販売

お知らせii
8月は道路ふれあい月間
　道路は、皆さんの生活に最も身近な
公共施設です。皆さんが気持ちよく利
用できるよう、次の事項を遵守しま
しょう。
〇自転車やオートバイを置かない
〇ごみを捨てない
〇店の看板や商品を置かない
〇庭木や生け垣の枝木を敷地から道路
にはみ出させない

問道路課（☎335-4328）
①胃がん・②肺がん・③大腸がん・
④乳がん・⑤子宮頸がん検診
日10月から令和4年1月
※検診日は指定できません。
場①②③保健セン

ター、④⑤市内協力医療機
関
対①②③昭和57年3月31日以前生ま
れの市民、④昭和57年3月31日以前生
まれの女性、⑤平成14年3月31日以前
生まれの女性
※既往歴のある方、または現在、治療
中・経過観察中の方は受診できない
場合があります。

定先着①2200人・②2500人・③5000
人・④1300人・⑤1500人
費各500円
※検診内容などの詳細は、4月に全戸
配布した「令和3年度健康応援ガイ

ド」をご確認ください。
申8月2日（月）から10月22日（金）（当
日消印有効）に、はがき（1人1枚）に
希望検診名、住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、性別、電話番号、②で50歳
以上の方は喫煙指数（1日の喫煙本
数×喫煙年数）を記入して、保健セン

ター

（〒183-0055府中町2の25／問☎
368-6511）へ

大腸がん検診の受診案内を発送
　市では、大腸がん検診の受診案内
を、対象の方に送付しました。この機
会に、ぜひ、ご利用ください。
　なお、対象以外の方は、4月に全戸
配布した「令和3年度健康応援ガイ
ド」の申込書でお申し込みください。
日10月14日（木）から令和4年1月26
日（水）
場保健セン

ター

対 4月1日から令和4年3月31日に
41・43・45・47・49・51・53・55・57・
59歳になる男性市民
費500円
内便潜血反応検査2日法
問保健セン

ター（☎368-6511）
助成しています
成年後見人等への報酬費用
　成年後見人・保佐人・補助人・成年
後見監督人・保佐監督人・補助監督人
への報酬を負担することが困難な方
に対し、その費用を助成します。
対次の全てに該当する方
○市に住民票がある方

○生活保護を受給している方、市民
税非課税世帯の方、または境界層
該当の方
○報酬付与の審判申立時及び申請時
において、本人の預貯金などの現
金化可能な資産の合計が60万円
以下である方
※任意後見制度を利用している、成
年後見人が配偶者、または四親等
内の親族などで対象外となる場合
や、市外に住民票がある方でも対
象となる場合がありますので、制
度利用を検討している方は、一度
お問い合わせください。

助成額月額上限2万円／予算の範囲
内
申令和4年2月10日（木）まで（必着）
に、決められた用紙（権利擁護セン

ターふ
ちゅうに用意、ダウンロード可）を権
利擁護セン

ターふちゅう（〒183-0055府
中町1の30ふれあい会館内）へ
問地域福祉推進課（☎335-4161）

集水ますの清掃にご協力ください
　道路には、雨水を排水するための
集水ますが設けられています。道路
冠水防止のため、自宅周りの集水ま
すに落ち葉などのごみがたまらない
よう、清掃にご協力をお願いします。
問道路課（☎335-4536）
ありがとうございました
寄付 （敬称略）

■社会福祉協議会へ
倉林三郎　1万円

スポーツ

地域体育館団体利用を受付
　白糸台・押立・栄町・日吉・本宿・四谷
体育館の10月から12月の団体・貸切利
用の申込みを受け付けます。
対次の全てに該当する団体
○10人以上で、過半数の市民と、市内
在勤・在学の方で構成された市内の
スポーツ団体であること
○営利を目的としていないこと
○ほかのクラブ・団体と協調して活動
できること

申8月2日（月）から8日（祝）に、決めら
れた用紙（各地域体育館に用意、ダウン
ロード可）に名簿を添えて、各地域体育
館へ（白糸台・本宿体育館は4日を除
く）
※原則として、週2回以上、複数体育館
への申込みはできません。

問白糸台体育館（☎363-1004）、押立
体育館（☎367-0750）、栄町体育館（☎
367-0611）、日 吉 体 育 館（☎ 363-
2501）、本宿体育館（☎366-0831）、四
谷体育館（☎368-7455）
府中朝日フットボールパークの
一般開放
　府中朝日フットボールパークを、11
月1日（月）から一般開放します。費用
や申込みなどの詳細は、市の HPをご覧
ください。
問スポーツ振興課（☎335-4488）

配信時間原則、平日の午前8時半～午後5時
対電子メールを受信できる携帯電話、スマートフォ
ン、パソコンをお持ちの方
費無料／受信料などは自己負担
配信内容防災・防犯・不審者情報、気象・地震情報、出産・
子育て支援情報、健康情報、催し・講座情報、市長コラ
ムほかから必要な情報を選択して受信する
利用登録登録メールアドレス（t-fuchu@sg-m.jp）に内
容を入力せずに電子メールを送信／市から送信され
る登録先などを記載した電子メールで利用規約を確
認後、必要事項を入力し登録
問広報課（☎335-4019）

▲ 登録用ＱＲコー
ドからもアクセ
スできます

ご利用ください

メ ー ル 配 信 サ ー ビ スメ ー ル 配 信 サ ー ビ ス
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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

広告掲載の問合せは、共同印刷所（☎368-2001＝広告代理店）へ

会議名 日時 会場 定員 傍聴の申込み
子ども・子育て審議
会

8 月 6 日（金）
午後3時

市役所
3階会議室

先着
10人

前日までに子育て応援課
（問☎335-4192）へ

土地利用景観調整
審査会

8月12日（木）
午後2時

先着
5人

前日までに計画課（問 ☎
335-4412）へ

スポーツ推進計画
検討協議会

8月17日（火）
午後2時

先着
4人

前日までにスポーツ振興課
（問☎335-4499）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。

募集

市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■生活保護ケースワーカー業務支援員
採用日9月1日（水）
募集人数若干名（試験）
募集要項 8月12日（木）まで、市役所6階
生活援護課で配布（平日のみ）／ダウン
ロード可
申8月12日（木）まで（必着）に、履歴書、
職務経歴書などを〒183-8703生活援
護課（問☎335-4105）へ
ふるさと納税返礼品の
協力事業者
　市では、ふるさと納税を通じて、地域
資源のPRや地域の活性化などの相乗
効果を図るため、ふるさと納税で寄付
いただいた方への返礼品として、商品
やサービスを提供いただける協力事業
者を募集します。
■登録できる商品・サービスの主な条件
○商品が市内で生産されている
○サービスが市内で提供されている
○商品の製造・加工の主要な部分を市
内で行っている

申 問政策課（☎335-4010）

講座・催し

令和4年度提案型協働事業の
公開プレゼンテーション
　市では、協働によるまちづくりを推
進するための事業提案を求める協働事
業提案制度に提案のあった事業につい
て、選考のための公開プレゼンテー

ションを行います。
日8月5日（木）午後2時
場市民活動セン

ター「プラッツ」
定先着10人
内団体による協働事業の提案・説
明、審査員による質疑
申8月2日（月）から4日（水）に、協働
推進課（問☎335-4414）へ
歯と口の健康相談
「矯正専門相談」
日8月19日（木）午後1時半～3時
場保健セン

ター

対市民
定先着10人
内矯正専門医による歯並びや噛み
合わせに関する相談
申8月2日（月）から電話で保健セン

ター（問
☎368-6511）へ

市民農業大学「秋野菜コース」
日 8月28日（土）から11月の土曜日
　午前9時半（全5回程度）
場押立町5の9の農地ほか
対高校生以上の市民
定20人（抽せん）
費800円
内苗植え・収穫の農業体験
申8月10日（火）まで（必着）に、往復
はがきに参加希望者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号、返信用宛名を記
入して、〒183-8703産業振興課「市
民農業大学秋野菜コース」係（問☎
335-4143）へ

秋の親子ふれあい農園
日9月5日（日）から12月の日曜日　
午前9時（全10回程度）
場若松町2の7の農地
対小・中学生の市民と保護者
定15組（抽せん）
費1組800円

内種まきから収穫までの農業体験
講マインズ農協多磨地区青壮年部
会員
申8月16日（月）まで（必着）に、往復
はがきに参加希望者全員の住所・氏
名・年齢・電話番号、学校名・学年、返
信用宛名を記入して、〒183-8703
産業振興課「親子ふれあい農園」係
（問☎335-4143）へ

認知症でも安心！わがまち府中
日9月4日（土）午後1時半～2時45分
場ルミエール府中
対市民
定先着60人
費無料
内講演会「認知症カフェってなんだ
ろう？」
講早川景子氏（SHIGETAハウスプ
ロジェクト事務局長）
申社会福祉協議会（☎336-7055）へ
※認知症の方の見守りを希望する方
は、申込み時にご相談ください。

問高齢者支援課（☎335-4537）
認知症サポーター「ささえ隊」
養成講座
日①8月28日（土）午前10時半～正
午・②30日（月）、③9月2日（木）午前
10時～11時半
場①介護予防推進セン

ター、②四谷・③押
立文化セン

ター

対市民
定先着①20人・②8人・③15人
費無料
内認知症の正しい理解と対応につ
いて
講①介護予防推進セン

ター・②③地域包括
支援セン

ター職員
申①介護予防推進セン

ター（☎330-2010）
へ、8月2日（月）から、地域包括支援
セン
ター②よつや苑（☎334-8141）・③し
みずがおか（☎363-1661）へ
問高齢者支援課（☎335-4537）

発達障害児の保護者交流会
日9月3日（金）午前10時半～正午
場地域生活支援セン

ターふらっと
対発達障害のある未就学児～小学
生の保護者
定先着5人
費無料
内育児上の悩みや学校生活の不安
などの情報交換
申 8月2日（月）午前9時半から同セン

ター

（問☎370-1781）へ　
集団型産後ケア事業
ママとねんねの赤ちゃんの会
日 9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5・6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8月6日（金）から、子ども家庭支援課
母子保健係（問☎368-5333）へ
ひとり親家庭自立支援セミナー「10年後を見
据えた生活とは？今何を目指し、何が必要？」
日9月4日（土）午前10時～正午
場子ども家庭支援セン

ター「たっち」
対市民で、ひとり親家庭の親
定先着20人
費無料
内生活の中で必要となるお金を試算
し、節約できるものを考える、節約方法
の紹介
※託児（1歳以上の未就学児、先着8人）
希望の方は、申込み時にご相談くだ
さい。

申 問子育て応援課（☎335-4240）へ

お知らせii
該当の方は子ども医療費助成制
度の現況届の提出を
　子ども・乳幼児医療証は、毎年10月1
日に更新します。
　下記対象の更新手続が必要な方に
は、現況届を8月3日（火）に発送しま
す。8月18日（水）まで（必着）に、同封の
返信用封筒で郵送してください。現況
届の提出がない場合は、新しい医療証
の交付ができません。
　なお、更新手続が不要な方でも、医療
証の内容に変更がある場合は、変更届
の提出が必要ですので、ご連絡くださ
い。
対現在、子ども・乳幼児医療証をお持
ちの方の保護者で、次のいずれかに該
当する方
○令和3年1月2日以降に府中市に転入
した方
○令和3年度市民税申告が済んでいな
い方
○令和3年1月1日現在、単身赴任など
で市内に住んでいない方
※詳細は、現況届に同封の「更新手続の
ご案内」をご覧ください。
※児童手当の申請書・現況届を府中市
に提出している方は、子ども医療費
助成制度の現況届の提出は不要です
ので、郵送しません。

問子育て応援課コールセン
ター（☎0570-

08-8105）図書館8月の
子ども向けおはなし会

　緊急事態宣言期間中のおはなし
会は休止します。詳細は、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
　8月12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）
■住吉庭球場
　12月1日（水）から令和4年3月31
日（木）／改修工事のため問スポー
ツ振興課（☎335-4488）
■押立・四谷図書館
　9月7日（火）・8日（水）／蔵書点検
のため問押立図書館（☎042-483-
4122）、四谷図書館（☎360-3663）

掲示板
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【 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
ふれあい会館  〒183-0055 府中町1の30

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」

　府中・日野・多摩・稲城市の4市を舞台に、リアル宝探しイベント「ブ
シュウと4つの宝」を開催します。
問観光プロモーション課（☎335-
4362）

日8月6日（金）から11月30日（火）
費無料
内パンフレット（京王線各駅、観
光情報セン

ターなどで配布）を入手し、4
市に1か所ずつ隠された「宝箱」を
探すミッションに挑戦
※ 全ての宝箱を探した方の中か
ら、抽せんで60人に「4つのウマ
い宝詰め合わせセット」をプレ
ゼントします。応募方法などの
詳細は、市のHPをご覧ください。

京王線沿線4市

リリアアル宝探しル宝探しイイベベンントト

「「ブブシュシュウウと4つの宝と4つの宝」」

ひろば

■ビームライフル初心者夏期無料講
習会 日8月22日（日）午前9時～正
午、午後1時～4時場郷土の森総合体
育館対小学4年生以上で、市民、市内
在勤・在学の方（小学生は保護者同
伴）定各先着15人内射撃講習、技術
指導、競技体験講府中市ライフル射
撃協会指導員他体育館履き持参／講
習を修了した小・中学生は登録手続
きをすると同体育館での練習が可能
申8月20日（金）まで（必着）に、決め
られた用紙（市内各体育館に用意、同
協会 HPからダウンロード可）で同協
会・新田宛（〒183-0042武蔵台1の
20の51／問☎090-7240-4278）へ
■空手無料体験参加者募集 日8月
22日（日）午後1時半～2時半・2時45
分～3時45分場片町文化セン

ター対4歳以
上の市民、市内在勤・在学の方定各
先着20人費無料申 問空手道虎道会・
田中宛（☎070-6560-6190）へ
■「澄聡会」書道・ペン字体験会 日
8月15日・22日（日）午後1時半～3時

半場市民活動セン
ター「プラッツ」対6歳～

中学3年生費 1750円内書道やペン
字の基本を学ぶ講小田島紅梅氏（東
京書道研究会師範）申 問川名部宛
（☎090-2333-2939）へ
■映画「みんなの学校」上映会・当事
者ミニ講演会 日9月11日（土）午前9
時～正午場市民活動セン

ター「プラッツ」定
先着130人費500円（3歳以下の膝上
での鑑賞は無料）内全ての子どもに
居場所のある学校作りを考える映画
の上映、発達障害の子を持つ親の講
演会 申 問ねくすとぐろーあっぷ
（mayumayuminn@gmail.com）へ
■府中の森芸術劇場臨時職員募集
日勤務は土・日曜日、祝日を含む週

3日程度で午前10時45分～午後6時
45分のうち実働7時間以内対 18～
59歳の方（高校生不可）内施設貸出
受付業務申8月11日（水）までの午前
9時～午後6時に、履歴書（写真貼付）
を持って同劇場（問☎335-6211）へ

官公庁から

■都営住宅入居者募集①ポイント方

式、②単身者向け・車いす使用者向
け・シルバーピア 他申込書は8月2
日（月）から11日（水）に、都住宅供給
公社府中窓口セン

ター（平日の午後6時ま
で）、市役所1階市民相談室、第2庁舎
5階住宅課、白糸台・西府文化セン

ター（平
日の午後5時まで）、市政情報セン

ター（午
後7時半まで／土曜日、祝・休日は午
後6時まで）で配布（なくなり次第終
了）申8月16日（月）まで（必着）に、郵
送で①同公社募集セン

ター・②渋谷郵便局
へ問同公社募集セン

ター（☎ 0570-010-
810）へ
■「野川流域連絡会」委員募集 対
野川流域に在住・在勤・在学の方、ま
たは同流域の市民団体の方申9月10
日（金）まで（必着）に、応募動機（800
字程度）を都北多摩南部建設事務所
工事第二課「野川流域連絡会」事務局
（〒183-0006緑町1の27の1／問☎
330-1845）へ
■都における介護職員資格取得支
援・介護の就業促進事業 対介護
業務への就労を希望する方内介護
職の資格取得支援、介護施設などへ
の就業支援他詳細は、都福祉人材
セン
ターの HP参照 問同セン

ター（☎ 03-5211-
2910）へ
■中学校卒業程度認定試験 日10
月21日（木）対病気など、やむを得な
い理由で義務教育課程の免除を受け

た方ほか申9月3日（金）まで（当日消
印有効）に、〒100-8959文部科学省
生涯学習推進課「認定試験第二」係へ
問 都教育庁義務教育課（☎ 03-
5320-6752）へ
■エイジフレンドリー補助金 対
60歳以上の方を常時1人以上雇用
し、労働保険、または社会保険に加入
している中小企業事業者内職場環
境の改善に要した費用の補助他詳
細は、同補助金事務セン

ターの HP参照問同
セン
ター（☎03-6381-7507）へ
■おもちゃの病院 日8月14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①8月
6日（金）・②12日（木）・③13日・④27
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童里夢工
房・②ケアチーム大芽・③ちえホー
ム・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

　市は、昭和61年8月15日に、世界平和への願いと愛する郷土を未来に引
き継ぐ決意のもとに「府中市平和都市宣言」を行いました。
　8月6日は広島に、8月9日は長崎に、原爆が投下されました。
　当日は、犠牲となられた多くの方々のご冥福を祈って、黙とうをささげ
ましょう。
問文化生涯学習課（☎335-4394）

原爆犠牲者原爆犠牲者のの霊霊にに黙黙とうをとうを

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

■10～12月介護予防3か月教室
他教室案内は当セン

ター、市役所1階高齢
者支援課、各地域包括支援セン

ターで配布す
るチラシ（当セン

ター HPからダウンロード可）
を確認申8月20日（金）まで（必着)に、往
復はがきに教室名（1枚1教室）、教室番
号、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3か月教室説明会
日 8月4日（水）午後3時半・10日

（火）・18日（水）午前9時半対65歳以
上の市民定各先着20人費無料内10
月から始まる3か月教室の紹介申当
日直接会場へ

ふれあい会館
社会福祉協議会
☎364-5382

■ わがまち支えあい協議会（地区社
協）
日 場右の表の通り内住民同士が

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
会申社会福祉協議会へ
■ 地域福祉コーディネーターによる
「困りごと相談会」
日 場下の表の通り内地域生活に

おける困りごとの相談申当日直接
会場へ
■ わがまちタウンミーティング「ほんの一

歩からはじまった、地域とのつながり」
日8月28日（土）午後1時半～3時場

市民活動セン
ター「プラッツ」定先着25人費

無料内各地域での活動紹介講菱沼幹
男氏（日本社会事業大学准教授）他オ
ンライン（Zoom、先着50人）でも実施
申8月2日（月）から社会福祉協議会へ
／電子メール可

◆地域福祉コーディネーターによる「困りごと相談会」◆
日　時 会　場

8月の毎週月曜日（2日・9日を除く）
午前9時15分～11時45分 中央文化セン

ター

午後1時半～4時
紅葉丘文化セン

ター

8月の毎週火曜日 武蔵台・是政文化セン
ター

8月の毎週水曜日
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

8月の毎週木曜日
午前9時15分～11時45分 西府・片町文化セン

ター

午後1時半～4時 押立・四谷文化セン
ター

8月の毎週金曜日 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

新町ささえあいの会 8月10日(火)
午後1時半
～3時半

新町文化セン
ター

武蔵台・北山・西原ささえあいの会 8月11日(水) 武蔵台文化セン
ター

わがまちありすの会～朝日・多磨・紅葉・若松 8月17日(火) 紅葉丘文化セン
ター

押立・車返ささえあい協議会
8月21日(土)

午前10時
～正午 押立文化セン

ター

ささえあい四谷
午後1時半
～3時半

四谷文化セン
ター

ささえあいの会～白糸台・若松町・清水が丘・小柳町 8月23日(月) 白糸台文化セン
ター

かたまち支えあいの会
8月25日（水）

片町文化セン
ター

わがまち支えあいの会～小柳・是政・清水が丘エ
リア

午前9時半
～11時半 是政文化セン

ター
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【 各施設の所在地など 】
生涯学習センター 〒183-0001 浅間町1の7
府中市美術館 〒183-0001 浅間町1の3
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
男女共同参画センター「フチュール」 〒183-0034 住吉町1の84

　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。

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

　商店街の活性化を図るために、
本市をホームタウンとして活動す
るFC東京と連携して、観戦チケッ
トなどが当たるキャンペーンを実
施します。
問商店街連合会事務局（☎362-
6421）

日8月29日（日）まで
内商店街のキャンペーン参加店舗で、各店舗に
掲示しているポスターに記載された条件を満
たした方に配付する、応募券のQRコードを読
み取り、特設サイトから申し込むと、抽せんで
観戦チケット、または選手サイ
ン入りユニホームをプレゼント
※ 参加店舗の一覧は、むさし
府中商工会議所の HPで確認
できます。

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

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

☎050-3491-9849

生涯学習センター

■パソコンで音楽を楽しむ／ F
日9月の毎週火曜日　午前10時～正

午（全4回）場パソコン学習室対高校生
以上の方定先着8人費4500円内オリ
ジナルCDの作成ほか講シルバー人材
セン
ター登録講師申当セン

ターへ
■10～12月定期講座の申込み受付
内教養・生活実技・スポーツ講座（講

座案内は新聞折込で配布）申8月31日
（火）まで（必着）に、往復はがきに講座
名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電
話番号、返信用宛名を記入して、当セン

ターへ
／当セン

ターHPから申込み可

☎336-3371

府中市美術館

■ アートスタジオ「つくって、あそ
ぶ!あそぼっくす!」
日8月22日（日）午後2時～4時場

創作室ほか対小学生以上の方定12
人（抽せん）費 500円内自分の好き
なものを入れて、持ち歩ける箱を
作って遊ぶ講山内佑輔氏（小学校教
諭）ほか申8月12日（木）まで（必着）
に、往復はがきに住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、返信用宛名を
記入して、当館「あそぼっくす」係へ
／電子申請可

☎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

■府中の森笑劇場
　～吉例　柳家一門会
日10月2日（土）午後2時・6時場ふ

るさとホール費入場料3800円（全席
指定）出柳家小三治（午後6時のみ）、
柳家さん喬（午後2時のみ）、柳家さ
ん遊ほか他未就学児の入場不可申
チケット予約開始は8月12日（木）／
発売は翌日から

■ カルチャー短期講座「リラックス＆
リフレッシュ　ヨーガ」受講生募集
日9月17日から10月15日の毎週金

曜日　午後6時半～8時（全5回）場平
成の間対小学生以上の方定20人（抽
せん）費4000円講具嶋マキ氏（ヨーガ
インストラクター）申8月18日（水）ま
で（必着）に、往復はがきに住所、氏名
（ふりがな）、電話番号、年齢、返信用宛
名を記入して、当劇場「カルチャー短
期講座ヨーガ」係へ／当劇場HPから申
込み可問事業係（☎335-6210）へ
■ よしもとお笑いライブ～さわやか
秋の大笑い！in府中
日 9月13日（月）午後6時半 場ど

りーむホール費4000円（全席指定、
当日は4500円、4歳以下の膝上での
鑑賞は無料）出中川家、トータルテ
ンボス、ジャルジャルほか申チケッ
ト予約開始は8月7日（土）／発売は
翌日から

中央図書館 ☎362-8647

ルミエール府中

■ 小学生のためのブックトーク・よ
むよむ探検隊
日8月28日（土）午後3時～3時45

分場中央図書館対小学4～6年生定
先着15人内「冷たい」をテーマとし
た本の紹介申当日直接会場へ

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■世界をのぞこう・タイ編
日8月7日（土）午後2時～3時対市民、

市内在勤・在学の方定先着30人費無料
内タイの文化や魅力を学ぶ講タイ出身
の東京外国語大学留学生
他オンライン（Zoom）で
実施申右のQRコードの
申込みフォームへ
■オンラインサポーター養成講座
日8月29日（日）・30日（月）午後2時～

4時（全2回）場第5会議室 対 LINE、
Zoomを使用でき、講座終了後にボラ
ンティア活動ができる方定先着20人
費無料内LINE、Zoomの使い方などを
教えるための基礎知識とコミュニケー
ションスキルを学ぶ講野口智子氏（ス
ローライフ・ジャパン副理事長）申当セン

ター

へ／電子メール可

☎351-4600

男女共同参画センター

「フチュール」

■リズムで脳を鍛えよう♪
日 9月11日・25日、10月16日、12月

11日、令和4年1月15日、2月5日（土）①
午前10時～10時50分・②11時～11時
50分対①4～6歳・②6～8歳の子ども
と父親定各先着3組費各200円内リズ
ム活動で親子のスキンシップを深め、
脳を活性化講榎本久美子氏（脳響トー
ンシステム理事）ほか申8月5日（木）か
ら電話で当セン

ターへ
■ 働くママのための子育て支援リト
ミック講座
日9月18日（土）①午前10時～10時

45分・②11時～11時45分対①1歳半～
2歳半・②2歳半～3歳半の幼児と親定
各先着3組費無料講榎本久美子氏（脳
響トーンシステム理事）申ポッポの
会・榎本宛（☎090-5399-9530）へ

▲ 森重真人選手

ボートレース平和島
 8月のレース

収益
事業

サントリーカップ 日1
日（日）から3日（火）
GⅠレディースチャンピオン 日
7日（土）から9日（休）（浜名湖　場
外発売）
デイリースポーツ　サマーカップ
日10日（火）から15日（日）

BTSオラレ刈羽開設記念 日21
日（土）から26日（木）
SGボートレースメモリアル 日
28日（土）・29日（日）（蒲郡　場外
発売）
※ 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）

FC東京の試合にご招待!FC東京の試合にご招待!

Ⓒ橘　蓮二Ⓒ橘　蓮二Ⓒ橘　蓮二Ⓒ橘　蓮二

▲柳家さん喬 ▲柳家小三治

▲中川家



令和3年（2021年）8月1日 6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

中央 ☎364-3611

■フォークダンスの集い 日
8月1日・22日（日）午前10時
■グラウンドゴルフの集い
日8月4日（水）・8日（祝）・18日・
25日（水）午前9時場府中公園
■ちびっ子ボッチャ体験
日8月28日（土）午後2時対小
学生定 24人（抽せん）申 3日
（火）から11日（水）受付（代理

受付不可）
■地域女性の集い「多肉植物
の寄せ植え講座」 日9月10
日（金）午前10時対20歳以上
の方定先着10人費 800円申
5日（木）から受付（電話可）

白糸台 ☎363-6208

■子ども木工教室「木琴を作
ろう」 日 8月26日（木）午前
10時対小学生定8人（抽せん）

費 800円申 3日（火）・4日（水）
受付（電話可）
■子どもクッキングサークル
（秋） 日9月から11月の第2
土曜日　午後2時（全3回）対
小学3～6年生定5人（抽せん）
費1200円申8月3日（火）から
6日（金）受付（電話可）
■子ども折り紙サークル
日9月から令和4年2月の原則
第1水曜日（令和4年1月を除

く）　午後3時（全5回）対小学
生定 10人（抽せん）費 200円
申8月3日（火）から6日（金）受
付（電話可）

西府 ☎364-0811

■民踊教室 日8月27日（金）
午後1時半内「夫婦扇」
■地区公民館講座「大人の籐
あみ教室」 日 9月2日・16日
（木）午後1時半（全2回）対20歳
以上の方定先着10人費1200
円内筒形バスケット申 10日
（火）から27日（金）の平日の午
後5時まで受付（代理受付不可）
■囲碁の集い 日 8月28日
（土）午後1時

武蔵台 ☎042-576-3231

■ガッツ君のワクワククッキ
ングサークル 日9月8日・15
日・22日（水）午後2時半（全3
回）対小学2～6年生定6人（抽
せん）費 1200円内もちもち
パンほか申18日（水）から24
日（火）受付

新町 ☎366-7611

■養生気功の集い 日9月1
日（水）午後1時半定先着10人
内養生気功による健康法
■青空太極拳 日8月25日、9
月1日（水）午前10時（雨天中
止）場当セン

ター北側広場

住吉 ☎366-8611

■住吉リズムフェアリーズ会
員募集 日9月15日から令和
4年2月16日の水曜日　午後3
時（全20回）対小学生定24人
（抽せん）申25日（水）から31
日（火）受付

片町 ☎368-7001

■自主グループ講座「絵本の
読み聞かせ会」 日8月19日
（木）午前10時・11時対小学生
定各先着38人
■公民館講座「ハーバリウム教
室」 日8月25日（水）午後3時対
小学生定10人（抽せん）費500
円申4日（水）から10日（火）受付

文化センターの催し文化センターの催し 新町文化センター
「マック」

　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

　広報紙「広報ふちゅう」、市のHP、テレビ広報「まるごと府中」に、広告掲載
を希望する事業者などを次のとおり募集します。
問広報課（☎335-4019）

■広報紙「広報ふちゅう」の広告
掲載号10月1日号から令和4年3月21
日号（月3回発行）
発行部数 1号当たり約7万部
広告の規格 1枠当たり縦4.7センチ
メー
トル×横７センチメー

トル／カラー／広告は
広告主が作成
募集枠数 1号当たり原則6枠

広報紙「広報ふちゅう」・市のホームページ・
テレビ広報「まるごと府中」の広告主を募集

広告料1号1枠当たり3万円（税込み）
申8月13日（金）までに、広告代理店
の共同印刷所（寿町3の13＝☎368-
2001）へ／予定数に達しない場合は
16日（月）から先着順で受付
■テレビ広報「まるごと府中」の広告
掲載期間 9月1日（水）から令和４年3
月31日（木）

放送回数 9月…1号当たり1日3回原
則10日間、10月以降…1号あたり1
日2回原則15日間
広告の規格 1枠当たり15秒の動画、ま
たは静止画／広告は広告主が作成
募集枠数 1号当たり4枠（選考）
広告料 1号1枠当たり5万円（税込み）
／3か月以上継続する場合は1か月
につき10万円（税込み）
申決められた用紙（市役所2階広報
課に用意、ダウンロード可）と原稿案
を持って、同課へ

■市ホームページのバナー広告
掲載期間 9月1日（水）から令和4年3月
31日（木）／1か月単位
掲載位置市 HPの①トップページ・②
第2階層（くらし・手続き、健康・福
祉、子育て・教育、防犯・防災、文化・ス
ポーツ・生涯学習、施設案内、行政情
報）のページ右側
トップページのアクセス数 1か月約20万
6千アクセス
広告の規格縦60ピクセル×横150ピクセルで8キロ
バイ
ト 以内／バナーは広告主が作成
広告料1か月1枠当たり①3万円・②1
万円（税込み）
申決められた
用紙（市役所2
階広報課に用
意、ダウンロー
ド可）で、同課へ

 東京 2 0 2 0
オリンピック
自転車競技
（ロード）

7月24日  自転車競技（ロード） 男子 7月25日  自転車競技（ロード） 女子

都立武蔵野の森公園（スタート） けやき並木通り

けやき並木通りから大國魂神社参道 是政橋（オフィシャルスタート）

　7月24日・25日に市内で東京
2020オリンピック自転車競技
（ロード）が行われました。世界
中のアスリートたちが、都立武
蔵野の森公園をスタートし、け
やき並木通りをはじめ、大國魂
神社参道や桜通りなど、市内各
所を走り抜けました。


