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ラグビーワールドカップ2019TMの （イングランド）と （フランス）の公認チームキャンプ地です。
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた （オーストリア）と （オーストラリア）のホストタウンです。

ラグビーワールドカップ2019TM
 開催中

東京2020オリンピック
開催まで 307日

東京2020パラリンピック
開催まで 339日

府中市は

府中市マスコットキャラクター ふちゅこま

市民保養所「やちほ」

　本市と佐久穂町は、昭和54年から姉妹都市の盟約を結んでいます。　本市と佐久穂町は、昭和54年から姉妹都市の盟約を結んでいます。
　今号は、自然豊かな八千穂高原の秋の楽しみ方を紹介します。　今号は、自然豊かな八千穂高原の秋の楽しみ方を紹介します。
　問合せは、協働推進課都市交流担当（３３５・４１３１）へ。　問合せは、協働推進課都市交流担当（３３５・４１３１）へ。

▽日程 10月15日（火）・16日（水）／１泊２日
▽集合時間・場所　午前８時15分に観光情報セン

ター

▽対象 平成16年４月１日以前生まれの市民
▽定員 40人（抽せん）
▽費用 14000円（宿泊費・食事代・保険料ほか）
▽内容 白駒の池ハイキング、姉妹都市長野県佐久穂町の見学ほか
▽宿泊 市民保養所「やちほ」／宿泊は男女別の相部屋
▽申込み ９月30日（月）まで（必着）に、往復はがき（１枚２人まで）
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、府
中友好都市交流協会事務局「秋のバスハイク」係（〒183－8703市民
協働推進部協働推進課内）へ
▽問合せ 府中友好都市交流協会事務局（３３５・４１３１＝協働推
進課内）

　渓流をたたえる園内では、高原の草花を鑑賞しなが
ら散策を楽しめます。
▽開園期間　11月４日（休）までの午前８時半～午後
５時（入園は午後４時20分まで）
▽問合せ 八千穂高原自然園（０２６７・８８・２５６７）

　市民保養所「やちほ」にほど近く、釣りや周辺の白樺
林での散策など、ゆっくりとした時間を過ごせます。
※釣りができる期間は、11月４日（休）までの午前８時
半～午後５時半です。
▽問合せ 八千穂レイク管理棟（０２６７・８８・２２
９２）

　秋が旬のりんごをはじめ、佐久穂町産の野菜や果物
を販売しています。みそやしょうゆ、ジュースなどの
加工品もそろっています。
▽営業時間　午前９時～午後５時
▽問合せ 農産物直売所（０２６７・８６・５３５０）

▽日時 10月13日（日）午前９時～午後３時
▽場所 八千穂レイク周辺
▽内容 丸太切り・プルーンの種飛ばし大会、花さく
太鼓、特産品コーナーほか
▽問合せ 佐久穂町商工会（０２６７・８６・２２７５）

　市民保養所「やちほ」は、八千穂高原の標高1600メートルに位置す
る宿泊施設で、市民や市内在勤の方が安価で快適に利用することが
できます。
　問合せは、住宅勤労課勤労福祉係（３３５・４１２５）へ。

▽申込み 利用日の３か月前（市民、
姉妹都市・友好都市住民以外の方は
１か月前）の月の１日から前日に、市
民保養所「やちほ」（０１２０・２１０
４４６）へ／ホームページから申込
み可

広報ふちゅうに掲載している記事（ひろ
ば、官公庁を除く）は、市、または各施設の
ホームページにも掲載しています。

佐久穂町へお越しの
際はぜひご利用を

姉妹都市佐久穂町友好訪問姉妹都市佐久穂町友好訪問 佐久穂町

おすすめスポットおすすめスポット＆＆イベント情報イベント情報

白駒の池



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
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交通規制（車両通行止め）区域
　　　　　　正午～午後２時
　　　　　　正午～午後６時

　９月23日（祝）には、一日警察署長に女優の新川優愛さんを迎
えて、秋の交通安全パレード・交通安全トークショー・騎馬隊の
体験乗馬及び警察車両展示を実施します。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

　9月30日（月）まで、秋の全国交通安全運動を実施します。
　市、府中警察署、府中交通安全協会をはじめとする関係団
体は、悲惨な交通事故をなくすため、期間中に様々な交通安
全の取組を行います。
　皆さんで、交通ルールとマナーを守り、交通事故のないま
ちにしましょう。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・４１４７）へ。

■交通安全運動の重点項目
○子どもと高齢者の安全な通行の確保
〇高齢運転者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
○後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
○二輪車の交通事故防止

期間中の交通安全の取組
■自転車安全利用キャンペーン
▽日時 ９月25日（水）午後２時～３時／雨天中止
▽場所 フォーリス前
▽内容 府中輪業組合による自転車無料点検、反射材配布
ほか
■自転車マナー向上キャンペーン
▽日時　９月28日（土）午前10時／雨天中止
▽場所　府中多摩川かぜのみち（是政橋北付近）
▽内容 自転車マナー向上の呼び掛け

■秋の交通安全パレード
▽日時 ９月23日（祝）午後１時／雨天中止
▽場所 けやき並木通り

▽出演　髙安寺保育園鼓笛隊、府中愛児園鼓笛隊、一小
わかば鼓笛隊、警視庁騎馬隊ほか
※当日けやき並木通りは、通常の交通規制とあわせて、
左の図のとおり通行止めになります。
■交通安全トークショー
▽日時　秋の交通安全パレード終了後～午後２時
▽場所　フォーリス前／雨天の場合はフォーリス
▽内容　新川優愛さんと警察官による交通安全トー
クショー
■騎馬隊の体験乗馬及び警察車両展示
▽日時　秋の交通安全パレード終
了後～午後２時半
▽場所　けやき並木通り
▽内容　騎馬隊の体験乗馬（身長
110センチメー

トル以下の方、先着80
人）、警察車両展示

秋の交通安全パレード・
交通安全トークショー

秋秋のの全国交通安全運動全国交通安全運動9月30日（月）まで

▲新川優愛さん

講座・催し講座・催し
みんなで楽しむ軽スポーツ大会
～障害のある方々とともに

▽日時 ９月28日（土）午前10時～午
後３時半／雨天中止
▽会場 市民陸上競技場
▽内容 玉入れ、大玉転がしなどの競
技、ボッチャ体験ほか
▽申込み 当日直接会場へ
▽問合せ 障害者福祉課生活係（３３
５・４５４５／ＦＡＸ３６８・６１２６）

歯と口の健康相談

▽日時 10月17日（木）午後１時半～
３時
▽会場 保健セン

ター

▽対象 市民
▽定員 先着10人
▽費用 無料
▽内容 歯科医師による歯と口に関す
る相談、歯科衛生士による口くうケア
▽申込み ９月24日（火）から保健セン

ター

へ
▽問合せ 保健セン

ター成人保健係（３６８・
６５１１）

悪質商法パネル展示

▽日時 10月１日（火）から４日（金）
午前８時半～午後５時15分（４日は午
後１時まで）
▽場所 市役所１階市民談話室
▽内容 悪質商法の手口などを紹介し
た啓発パネルの展示
▽問合せ 消費生活セン

ター（３６０・３３１
６）

知ろう！食べよう！
府中のお米

▽日時 10月19日（土）午前９時45分
～11時半
▽会場 保健セン

ター

▽対象 ３歳以上の未就学児と保護
者
▽定員 先着15組
▽費用 無料
▽内容 米ができるまでの話、おに
ぎらずの調理実習
▽申込み ９月24日（火）から子ど
も家庭支援課へ
▽問合せ 子ども家庭支援課母子保
健係（３６８・５３３３）

おしらせおしらせ
地区図書館の不用図書を
差し上げます

▽日時 10月８日（火）から27日（日）
の開館日　午前９時～午後５時（生
涯学習セン

ター図書館の平日は午後７時ま
で）
▽会場 各地区図書館（押立図書館
を除く）
▽持ち帰り冊数　１人20冊まで
※在庫がなくなり次第終了します。
※手さげ袋などを持参してください。
▽問合せ 中央図書館（３６２・８６
４７）

「認知症あんしんガイド」「府中
市若年性認知症ガイド」を配布

　自分や家族など、身近な方のもの
忘れが心配になった場合、どのよう
な支援が受けられるかをまとめた
「認知症あんしんガイド」と、65歳未
満の方に発症する認知症に関して、
本人や家族の相談窓口、利用できる
経済支援、家族会などに関する情報
をまとめた「若年性認知症ガイド」を
配布しています。
▽配布場所　市役所１階高齢者支援
課、各地域包括支援セン

ター、介護予防推進
セン
ター、社会福祉協議会、市政情報セン

ター、市
民活動セン

ター「プラッツ」、生涯学習セン
ター、保

健セン
ター、中央図書館、各地区図書館、各

文化セン
ター、男女共同参画セン

ター「フチュー
ル」

▽問合せ 高齢者支援課地域包括ケ
ア推進係（３３５・４５３７）

骨髄移植ドナー支援事業

　市では、骨髄等移植の推進及びド
ナー登録者の増加を図ることを目的
に、骨髄・末梢血幹細胞提供者（ド
ナー）とドナーが従事する事業所に
助成金を交付します。
　問合せは、保健センター管理係（３
６８・５３１１）へ。
▽対象 骨髄などの提供を行った日
に市内に住所があり、日本骨髄バン
クが実施する骨髄バンク事業におい
て骨髄などの提供を完了し、それを
証明する書類の交付を受けた方及び
その方が勤務している国内の事業所
（骨髄提供に伴う休業補償の制度が
ある事業所及びその事業所に勤務し
ている方を除く）
▽助成額 骨髄などの提供のための
通院、または入院１日につき２万円
（７日を上限、事業所は１万円）
▽申込み 骨髄などの提供が完了し
た日から90日以内に、決められた用
紙（保健セン

ターに用意、ダウンロード可）
を保健セン

ターへ

郷土の森博物館本館天井
改修工事のお知らせ

　改修工事のため、郷土の森博物館
は、令和２年10月から１年半程度、
常設展示室などを閉鎖するほか、日
曜日、祝日を除き大会議室の貸出し
を休止します。
　問合せは、郷土の森博物館（３６
８・７９２１）へ。

令和元年８月豪雨災害
義援金

　市では、８月に発生した豪雨により
被害を受けた方々への救済のため、市
民の皆さんの義援金を市役所１階地
域福祉推進課で受け付けています。
　また、日本赤十字社でも義援金を
募集しています。

　問合せは、地域福祉推進課社会福祉
係（３３５・４１６１）へ。
■令和元年８月豪雨災害義援金の郵便
振込
▽口座名 日赤令和元年８月豪雨災害
義援金
▽口座番号　００１２０・７・６９６９
７５

納期限のお知らせ

▽種別 国民健康保険税第３期分、介
護保険料第３期分、後期高齢者医療保
険料第３期分
▽納期限及び口座振替日　９月30日
（月）
※口座振替をご利用の方は、預金の残
高をご確認ください。
▽問合せ 納税課納税推進係（３３５・
４４４９）、介護保険課資格保険料係
（３３５・４０２１）、保険年金課後期高
齢者医療係（３３５・４０３３）

文化センター
10月の休館日

○各文化セン
ター　14日・22日（祝）

○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン
ター　

７日（月）
○白糸台・押立・四谷・片町文化セン

ター　21
日（月）
▽問合せ 地域コミュニティ課コミュ
ニティ推進係（３３５・４１３７）

体育館10月の休館日

○郷土の森総合体育館　７日（月）・17
日（木）・23日（水）・29日（火）
○押立・四谷体育館　10日（木）・15日
（火）・16日（水）・25日（金）
○白糸台・本宿体育館　２日（水）・17
日（木）・18日（金）・28日（月）
○栄町体育館　10日（木）、天井等改修
工事のため全日休館（10月15日（火）か
ら令和２年１月24日（金））
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３６
３・８１１１）、各地域体育館はスポー
ツ振興課施設係（３３５・４４８８）



○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
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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 ７日（月） 21日（月） 28日（月）

郷土の森総合体育館 8日（火） 15日（火） １日（火）

是 政 文 化 セン
ター 16日（水）２日・23日（水）

９日・30日
（水）

四 谷 文 化 セン
ター
10日・31日
（木） 17日（木）３日・24日（木）

第九・白糸台学童クラブ ４日・11日・18日・25日（金）
ポップコーン・パパ ０～３歳
東・住吉・北山・小柳
本町・三本木保育所 20日（日）

園 庭 開 放 ０～３歳
本 町 保 育 所 毎週月・水曜日（14日を除く）
北山・西府・美好保育所 毎週月・木曜日（14日を除く）
東・西・住吉・朝日
小柳・四谷・八幡保育所 毎週火・金曜日

北・中央・三本木保育所 毎週水・木曜日

軽減税率（８パーセント）の対象となる例

募集募集
介護保険要介護認定調査員
（嘱託員）募集
▽採用日 11月１日（金）から随時
▽対象 昭和29年４月２日以降に生
まれ、介護支援専門員、保健師、看護師、
社会福祉士、介護福祉士などの資格・免
許をもつ方
▽募集人員　２人（選考）
※募集人員に達した時点で終了します。
▽職務内容　要介護認定調査業務ほか
▽募集要項　市役所１階介護保険課で
配布（土・日曜日、祝日を除く、ダウン
ロード可）
▽申込み 履歴書、資格証などの写し、
小論文「介護保険制度における認定調
査員の果たす役割について」（800字以
内）を〒183－8703福祉保健部介護保
険課へ
▽問合せ 介護保険課介護認定係（３
３５・４３０９）

「府中まちなかきらら」（インフ
ラ管理ボランティア）を募集

　市では、良好な環境を維持するため
に、地域の方々による自主的な清掃な
どの活動をサポートする「府中まちな
かきらら」を実施しています。地域を守
り育てていくためには、地域の皆さん
による活動が重要となります。皆さん
のご登録をお待ちしています。
　問合せは、道路での活動については
管理課監察係（３３５・４３２８）、公園
での活動については公園緑地課公園管
理係（３３５・４２６３）へ。
▽ボランティア登録の種類・募集期間
○長期的な活動（１年以上）…10月１
日（火）から31日（木）

○短期的な活動（１日から７日の希
望する期間）…随時
▽活動場所　市が管理する道路、公
園
▽対象 市民、市内在勤・在学の方ほ
か
▽活動内容　清掃、除草、せん定（低
木のみ）／長期的な活動は、点検・報告
を含む
▽市の補助　清掃用品の貸与、ボラ
ンティア保険への加入、サインボー
ド（周知看板）の設置、活動で集めた
ごみの回収、名刺の配布ほか（短期的
な活動は、このうち一部のみ）
▽申込み 決められた用紙（市役所
７階管理課・公園緑地課に用意、ダウ
ンロード可）に必要事項を記入して、
管理課、または公園緑地課へ

講座・催し講座・催し
法テラス・弁護士会の
無料法律相談会

▽日時 10月８日（火）午後３時50
分～７時
▽場所 市政情報セン

ター

▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽定員 先着５人
▽内容 相続、金銭貸借、離婚、不動
産賃借などの相談（１人30分程度）
▽相談員 弁護士
▽申込み ９月24日（火）から電話
で市政情報セン

ターへ
▽問合せ 市政情報セン

ター（３３６・１８
１８）

ツバメの集団ねぐら
保全活動

▽日時 10月６日（日）午前９時～
正午／雨天中止

▽集合場所　多摩川河川敷（四谷小
南側）
▽内容 つる植物駆除活動
※長袖・長ズボン・帽子・軍手でお越
しください。
※タオル、水筒、マスクを持参してく
ださい。
▽申込み 府中野鳥クラブ・橋本宛
（０９０・９１５０・８５４４）へ
▽問合せ 環境政策課自然保護係
（３３５・４３１５）

道路等包括管理事業の
意見交換会

　市では、けやき並木通りを含めた
北西地域の道路清掃や補修など道路
の維持管理を一括して民間企業に委
託しています。
　本事業を市全域に拡大するにあた
り、説明及び意見交換会を行います。
▽日時 10月11日（金）午後６時
▽場所 市役所北庁舎３階会議室
▽対象 市内の事業者（建設、造園、
清掃ほか）
▽申込み 10月３日（木）までに管
理課へ／電子メール可
▽問合せ 管理課インフラマネジメ
ント担当（３３５・４４３０）

10月の子育てひろば
すきっぷ

〇三本木保育所　１日（火）
〇本町保育所　３日（木）
〇西府文化セン

ター　７日（月）（０歳児）・
21日（月）（１～３歳児）
〇北保育所　８日（火）
〇西府保育所　９日（水）
〇武蔵台文化セン

ター　15日（火）
〇四谷保育所・紅葉丘文化セン

ター　16日
（水）
〇小柳保育所　17日（木）

○八幡保育所　21日（月）
○西・美好保育所　23日（水）
〇東保育所　24日（木）
〇住吉保育所　28日（月）
〇北山保育所　29日（火）
〇朝日保育所　30日（水）
〇中央保育所　31日（木）
▽時間 各保育所…午前９時半～11
時、各文化セン

ター…午前10時～11時半
▽対象 ０～３歳の子どもと保護者
▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」さ
んぼんぎ（３６５・６２１２）

10月の子育てひろば
ポップコーン

▽会場・開催日・対象年齢　下の表のと
おり
▽時間 午前10時～11時半／園庭開
放は午前９時半～11時
▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」さ
んぼんぎ（３６５・６２１２）

▽日時 10月５日（土）午前10時～
午後３時／雨天の場合は６日（日）
▽場所 すずかけ公園
▽内容 フリーマーケット（約100
店）、子ども遊び広場（工作教室、マイ
バッグ作りほか）、刃物研ぎ、模擬店
ほか
▽問合せ ごみ減量推進課３Ｒ推進
係（３３５・４４３７）

■使用済み小型家電の回収
▽対象　市民
▽品目　携帯電話、デジタルカメ
ラ、携帯ゲーム機ほか
※大きさが30センチメートル以
上のものは回収できません。
※パソコンは対象外です。
※電池は除いてください。
※個人情報が保存されているもの
は、あらかじめ消去しておいてくだ
さい。
■フードドライブを実施
　家庭で余っている食品を福祉団
体や施設などに寄付します。
▽対象 市民
▽内容 賞味期限が１か月以上先
で、未開封かつ生鮮食品でない食
品の受け取り▲掘り出し物を見つけてみませんか

　国は、高齢化が進み、社会保障の費用が増え続けている中で、誰もが安
心して暮らせる社会にするため、10月１日（火）から消費税・地方消費税
の税率が10パーセントに引き上げます。引き上げ分は、待機児童の解消、
幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化、介護職員の処遇改善のため
に使われます。また、これに伴う家計の負担を減らすために飲食料品など
の消費税率を８％に据え置く軽減税率制度が実施されます。
　問合せは、消費税軽減税率電話相談センター（０１２０・２０５・５５
３）へ。

10月１日（火）から

10
消費税・地方消費税の税率消費税・地方消費税の税率がが

宅配・テイクアウトほか

有料老人ホー
ムなどで行う
飲食料品の提
供ほか

新聞
（定期購読契約が
締結された週２回
以上発行されるも
の）

飲食料品
（酒類・外食を
除く）
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◆郷土の森総合体育館スポーツ教室◆
教室名 コース名 日　　　時 対　　　象 定　員

（抽せん） 内　容

女性のためのト
レーニング教室

月A(ヨガ）

10月21日から令和２年3月９日の各曜日（各全13回）

午前10時～11時半

16歳以上の女性市民（１人１コース） 各40人
ヨガ、エアロビクス、リズ
ム体操、ジャズダンスの
ほか、ストレッチ、筋力ト
レーニングほか

月B（エアロビクス） 午後１時半～３時
火（リズム体操）

午前10時～11時半木(リズム体操）
金（ジャズダンス）
日（エアロビクス）

60歳からの健康
づくり教室

火

10月25日から令和２年３月３日の各曜日（各全13回）

午後３時半～５時
おおむね60～75歳の健康な市民（１
人１コース） 各50人 リズム体操、太極拳水A 午後１時半～３時

水B 午後３時半～５時
金 午後１時半～３時

女性のための軽スポーツ教室
12月４日から令和２年３月４日の水曜日 (各全10回） 午前10時15分～11時45分

16歳以上の女性市民 40人 リズム体操、軽スポーツ

幼児体育教室 女性のための軽スポーツ教室参加者
の子どもで３・４歳児 30人 外遊び、室内遊び

ホリデースポーツ教室 11月９日から令和２年３月21日の土曜日（全10回） 午前10時～11時半
16歳以上の市民

各40人

リズム体操、軽スポーツ

サーキットトレーニング教室 10月21日から令和２年１月27日の月曜日（全９回） 午後７時～８時半 有酸素運動、筋力トレー
ニング

ジ
ュ
ニ
ア
教
室

新体操 低学年 11月６日から令和２年２月19日の水曜日（各全10回）午後３時15分～４時15分 小学１～３年生の女子の市民 リボン、フープ、こん棒ほ
か高学年 午後４時半～５時45分 小学４～中学生の女子の市民

体力づくり柔道 10月19日から令和２年２月22日の土曜日（全９回） 午後３時半～５時
小・中学生の市民

各30人

柔道
体力づくり相撲 10月27日から令和２年２月23日の日曜日（全９回） 午前10時～正午 相撲
剣道 10月20日から令和２年３月１日の日曜日（全10回） 午前９時～10時半 剣道

トップチームに
よるフットサル
教室

低学年
11月12日から令和２年２月４日の火曜日（各全10回）

午後４時45分～５時45分 小学１～３年生の市民
フットサル高学年 午後６時～７時 小学４～６年生の市民

初心者向け 午後７時15分～８時45分 16歳以上の市民

　市と日本セキュリティ振興協会及び防災・防犯自販機協会は、自動販売
機の設置に加えて、防犯カメラを設置することで、その周辺地域の犯罪の
予防及び犯罪発生時などの犯人検挙に役立てることを目的に、防犯カメ
ラ等の設置・運用に関する協定を締結しました。
　今後は、この協定に基づき、自動販売機及び防犯カメラの設置場所を検
討していきます。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３
５・４１４７）へ。

■主な協定内容
〇防犯カメラ設置による犯罪の未然防止
〇防犯活動を普及するための助言・指導
〇大規模災害発生時の飲料水の無償提供

日本セキュリティ振興協会及び防災・
防犯自販機協会と防犯カメラ等の設
置・運用に関する協定を締結

▲ 左から松田代表理事、高野
市長、五味副理事長

スポーツスポーツ
郷土の森総合体育館
スポーツ教室参加者募集

▽教室名・コース名・日時・対象・定員・
内容　下の表のとおり
▽費用 毎回の体育館使用料大人150
円、子ども70円
※幼児体育教室は、11月20日（水）午前
10時から説明会を開催します。
▽申込み ９月28日（土）まで（必着）
に、往復はがきに希望教室・コース名
(１教室１コース）、住所、氏名（ふりが
な）、年齢（学年・幼児体育教室は生年
月日)、電話番号、返信用宛名を記入し
て、郷土の森総合体育館（〒183－

0025矢崎町５の５）へ
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３
６３・８１１１）

ボッチャを学ぼう！

▽日時 10月19日（土）午後２時～
４時半
▽会場 生涯学習セン

ター

▽対象 16歳以上の方
▽定員 40人
▽費用 無料
▽内容 体験コース（ボッチャの基
礎ルールを学ぶ）、競技コース（ボッ
チャの審判や試合の攻略法を学ぶ）
※運動できる服装、体育館履きを持
参してください。
▽講師 宮坂　昇氏（関東ボッチャ
協会会長）ほか

▽申込み 10月９日（水）までに、ス
ポーツ振興課へ／電子メール可／申
込み多数の場合は市民を優先して抽
せん
▽問合せ スポーツ振興課スポーツ
推進係（３３５・４４９９）

市民体育大会秋季大会
開会式

　10月６日（日）午前９時20分から、
市民陸上競技場で、市民体育大会秋
季大会の開会式を行います。これに
伴い、午前８時45分に、大國魂神社
から市民陸上競技場へのパレードが
出発するほか、午前９時45分頃に、
開会を告げる花火を打ち上げます。
また、車での来場はご遠慮ください。
皆さんのご理解・ご協力をお願いし
ます。
　なお、当日が雨天の場合、開会式は
午前10時から郷土の森総合体育館で
行い、パレード、花火の打上げは中止
します。
　問合せは、スポーツ振興課スポー
ツ推進係（３３５・４４７７）へ。

審議会・協議会審議会・協議会などなど
■子ども・子育て審議会
　10月２日（水）午後２時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方（先着10
人）は前日までに、子育て応援課へ／問
合せは同課推進係（３３５・４１９２）へ
■男女共同参画推進協議会
　10日３日（木）午前10時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
５人）は前日までに、男女共同参画セン

ター

「フチュール」へ／問合せは同セン
ター（３５

１・４６００）へ
■障害者等地域自立支援協議会
　10月３日（木）午前10時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方は前日
までに、障害者福祉課へ／問合せは同
課生活係（３３５・４５４５）へ
■福祉計画検討協議会
　10月３日（木）午前10時　市役所北庁
舎３階会議室／傍聴希望の方（先着５人）
は前日までに、地域福祉推進課へ／問合
せは同課社会福祉係（３３５・４１６１）へ

　11月６日（水）から12月25日（水）に、け
やき並木通りで実施するイルミネーショ
ンの協賛企業を募集します。
　問合せは、府中けやき並木イルミネー
ション実行委員会事務局（３３５・４０９
５＝経済観光課観光係内）へ。

▽協賛内容　協賛金（１口５万円）を１口
以上
※協賛いただいた場合は、企業名の表示
を行い、ポスターやＰＲボード、市のホー
ムページに掲載します。
▽申込み 10月４日（金）までに、決められた用紙（観光情報セン

ター、郷土の森
観光物産館、市役所４階経済観光課に用意、ダウンロード可）で観光情報
セン
ター、経済観光課へ

けやき並木けやき並木イルミネーション
協賛企業を募集協賛企業を募集

▲ かわいらしいイルミネー
ションがけやき並木通り
を彩ります
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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９時から受け付けます

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

■公証週間に伴う無料特設電話相談
　日10月１日（火）から７日（月）午
前９時半～正午、午後１時～４時半
内遺言や契約など公証事務の電話相
談（03・3502・8239）問東京公証人会
（03・3502・8050）へ
■市民活動応援助成金「エール」対象
事業「腰痛予防と体操のイロハ」　日
10月26日（土）午後２時～４時半
場 市民活動セン

ター「プラッツ」対50歳以
上の方定先着20人費1000円内腰痛
のメカニズム解説と自宅でできる体
操の実践講認定理学療法士申問地域
を明るくするリハビリテーション専
門職の会・小野宛（070・6466・9745）
へ
■法の日無料相談　日10月１日（火）
午後１時～４時場東京法務局府中支
局内土地・建物の調査・測量、境界問

題、不動産の表示
に関する登記の相
談問東京土地家屋
調査士会府中支
部・池田宛（325・

3589）へ
■むさし府中ビール祭り　日10月12
日（土）午前11時～午後５時（入場は
４時まで）場大國魂神社定①1000人、
②500人費①前売り券1800円、②当
日券2000円内東京・埼玉・神奈川の
ビールの試飲会、フードコート申①
同祭り特設ホームページ・ビアハウス
ケン・Cafe and Craftbeer麻屋・観光
情報セン

ターで販売、②当日直接会場へ問
Cafe and Craftbeer麻屋・岡嵜宛
（302・0388）へ
■森の地図スタンプラリー　日11
月24日（日）まで費無料（一部有料）
内「秋のムサシノを満喫する」をテー
マに、様々な体験や発見を楽しむ問
武蔵野コッツウォルズ（0422・32・
0962）へ
■FUCHU WORLD FESTIVAL～府中
が世界とつながる日　日９月23日
（祝）午前11時～午後６時場ル・シー
ニュほか内世界の音楽や舞踊などを
通じて、世界の文化を見て、触れる他
詳細は、まちづくり府中のホーム
ページで確認問まちづくり府中
（370・1960）へ
■朗読の発表会　日10月11日（金）

午後１時半～３時半場市民活動セン
ター

「プラッツ」定先着50人費無料内「泣
いた赤おに」「走れメロス」ほか講北
　直樹氏（青年劇場団員）申問府中年
金者組合朗読の会ひまわり・谷口宛
（042・577・3485）へ
■「府中植物画の会」作品展　日10月
４日（金）から17日（木）午前９時～午
後９時（７日を除く、４日は午後１時
から）場生涯学習セン

ター費無料申当日直
接会場へ問守田宅（302・3401）へ
■府中の森オルガン同好会～パイプ
オルガンコンサート　日10月５日
（土）午後１時半場府中の森芸術劇場
費中学生以上500円、小学生以下無
料（全席自由）内オルガン独奏、歌唱
との共演 申 問白石宅（042・489・
4553）へ
■榊原記念病院市民公開講座　日①
10月10日、②11月14日、③12月12
日（木）午前10時～11時場同病院定
各先着20人費無料内①心不全とイ
ンフルエンザワクチン、②手術に関
する相談会、③心不全の悪化を防ぐ
方法講同病院認定看護師申当日直接
会場へ問同病院経営企画部広報担当
（314・3111）へ
■発達障害児者のための講演会「す
てきな社会人になるために」　日10
月８日（火）午前９時半～11時半場ル

ミエール府中対発達及び知的障害児
者の支援者、家族定先着40人費無料
内障害児者の性と支援講山本良典氏
（都心身障害者福祉セン

ター職員）申問地域
生活支援セン

ターふらっと（370・1781）へ
■発達障害児の保護者交流会　日
10月３日（木）午前10時～11時半場
地域生活支援セン

ターふらっと対発達障害
のある小学～高校生の保護者定先着
８人費無料申問同セン

ター（370・1781）へ
■高次脳機能障害普及促進事業学習
会　日10月11日（金）午後７時～９
時場市民活動セン

ター「プラッツ」定先着
80人費無料内高次脳機能障害の地
域における支援講藏方律子氏（東京
高次脳機能障害協議会会員）ほか申
問地域生活支援セン

ターあけぼの（358・
1085）へ
■東京多摩いのちの電話バザー　日
10月６日（日）午前11時～午後２時
場コミュニティスペース旭通り（国
立市東）内雑貨、日用品、手作り小物、
パン・クッキーの販売ほか問同事務
局（328・4441）へ
■「武蔵台シニア陶芸の会」会員募集
　日活動は第１・３金曜日の午前９時
半～正午場武蔵台文化セン

ター費入会金
3000円、月額3000円内手びねり、ろ
くろを使った陶芸講大島公子氏（陶芸
家）申問村上宛（080・3173・8937）へ

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

▲辻井伸行

　０５０・３４９１・９８４９

■簡単似顔絵セミナー～家族、友達、身
近な方に感謝の気持ちを伝えよう／Ｆ
　日10月１日から11月26日の毎週火
曜日（10月15日・22日、11月５日を除
く）　午後１時半～３時半（全６回）場
工房定先着８人費6500円内顔のパー
ツのバランスや色、人が持つイメージ
を理解し似顔絵を制作講溝口隆文氏
（似顔絵作家）他絵の具、筆記用具、メモ
用紙持参
■中国語講座／Ｆ
　日10月９日から12月11日の毎週水
曜日　午前10時～正午（全10回）場語
学室定先着12人費10000円内挨拶や
自己紹介、発音表記法を学ぶ講朱　海
燕氏（東京外国語大学特別研究員）
■Excelステップアップ基礎／Ｆ
　日10月５日から12月７日の毎週土
曜日（11月２日・23日を除く）　午前
９時半～午後零時半（全８回）場パソ
コン学習室対基本的なパソコン操作
ができる方定先着13人費7500円内
MOS検定合格レベルを目指しExcel
の基礎を学ぶ講シルバー人材セン

ター登録
講師
■Wordステップアップ基礎／Ｆ
　日10月６日から12月８日の毎週日
曜日（11月３日・24日を除く）　午後１
時半～４時半（全８回）場パソコン学習
室対基本的なパソコン操作ができる方
定先着18人費7500円内MOS検定合
格レベルを目指しWordの基礎を学ぶ
講シルバー人材セン

ター登録講師
■スカイプ体験講座／Ｆ
　日10月８日（火）午後１時半～４時
半場パソコン学習室定先着９人費500
円内スカイプの使い方を学ぶ講悠学の
会パソコンボランティア
◆　上記５記事の共通項目　◆

　対平成16年４月１日以前生まれ
の方申当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

生涯学習セン
ター10月の休館日

　７日（月）／当セン
ター図書館は16日

（水）・17日（木）も休館

　３６８・７９２１
入場料　３００円（中学生以下１５０円）

■自然観察会「多摩川むしむし
ウォッチング」
　日９月22日（日）午前10時／雨天
中止場博物館正門集合費300円内昆
虫を探し、捕まえた種類を解説他小
学生以下は保護者同伴
■森のお話会～紙芝居
　日９月28日（土）午後２時45分場
旧郵便取扱所脇対５歳以上の方内
「いたずらおばけ」「おつきみのはら」
他語りは十べえお話の会
■ゴムスタンプを彫ろう
　日10月６日（日）午後１時～３時場
ふるさと体験館費300円他小学４年
生以下は保護者同伴申電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館10月の休館日

　毎週月曜日（14日を除く）、15日（火）

　３３６・３３７１

■アートスタジオ・トークプログラ
ム「美術館の楽しみ方～建築」
　日９月28日（土）午後２時～４時
場創作室費無料内時代や社会の理想
を反映して建設される美術館の建築
を考える講当館学芸員申当日直接会
場へ
■市民ギャラリー「武蔵台絵画サー
クル・コラージュ絵の会・合同展」
　日９月23日（祝）から29日（日）午

前10時～午後４時（29日は午後３時
まで）場市民ギャラリー費無料
■「おかえり『美しき明治』」展関連企
画～クロストーク
　日11月10日（日）午後３時場講座
室費無料講泰井　良氏（静岡県立美
術館学芸員）ほか
■現地探訪会「そうね！日光に行こ
う！」
　日11月15日（金）午後１時場小杉
放菴記念日光美術館（日光市山内）集
合定先着20人費788円（イベント保
険料ほか、各施設の拝観料が別に必
要）内神橋、東照宮などを巡る講迫内
祐司氏（同館学芸員）ほか申11月１
日（金）まで（必着）に、往復はがき（１
人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、返信用宛名を記入して、当館
「広報ふちゅう日光」係へ

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館10月の休館日

　毎週月曜日（14日を除く）、15日（火）

　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
・チケットぴあ（各チケット予約開始日の午前１０時から）

 ０５７０・０２・９９９９

■日独交流ジャズ公開レッスン＆コ
ンサート
　日９月29日（日）午後４時場ふる
さとホール費無料出府中ジュニア
ジャズスクール11期生、オスト
ゼー・ギムナジウム・ビッグバンド
（ドイツ連邦共和国）、谷口英治（ジャ
ズクラリネット奏者）、アクセル・
シュテーア（リューベック音楽大学
講師）ほか申当日直接会場へ
■赤ちゃんマッサージ教室
　日11月の毎週水曜日　午前９時
40分～10時40分・11時～正午（各全
４回）場市民活動セン

ター「プラッツ」対市
民、市内在勤・在学の方で、教室開始
時に生後６か月以下の乳児と母親定
各10組（抽せん）費１組3500円（保
険料・オイル代含む）内オイルを使っ

たベビーマッサージの実践講草間裕子
氏（国際インファントマッサージ協会
認定インストラクター）他兄妹を連れ
ての参加不可／セサミオイル（無臭）を
使用するため、ゴマアレルギーの方は
事前にご相談ください申10月６日
（日）まで（必着）に、往復はがき（１組１
回）に希望時間、住所、親子の氏名（ふり
がな）、乳児の生年月日と教室開始時の
月齢、電話番号、返信用宛名を記入し
て、当館「赤ちゃんマッサージ教室」係
へ／当館ホームページから申込み可
■辻井伸行日本ツアー
　日令和２年１月８日（水）午後３時場
どりーむホール費入場料Ｓ席7800円、
Ａ席6800円、Ｂ席5800円（全席指定）
内曲目はシューベルト…「４つの即興
曲」、ショパン…「４つのバラード」ほか
出辻井伸行（ピアノ）他未就学児の入場
不可申チケット予約開始は10月５日
（土）／発売は翌日から／１人４枚まで

■中野翔太＆松永貴志「クラシック×
ジャズ～２台ピアノの挑戦」
　日令和２年１月25日（土）午後２時
場ウィーンホール費入場料4500円（前
売りは500円引き、全席指定）内ラベル
…「水の戯れ」、コール・ポーター…「ナ
イト＆デイ」、J.S.バッハ…「Ｇ線上のア
リア」ほか出中野翔太・松永貴志（ピア
ノ）他未就学児の入場不可申チケット
予約開始は９月28日（土）／発売は翌
日から

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場10月の休館日

　７日（月）・９日（水）・21日（月）
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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９時から受け付けます

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）

■「住吉華洋会」会員募集　日活動は
第２・４火曜日の午後１時半～３時
半場男女共同参画セン

ター「フチュール」費
入会金1000円、月額2500円内書道
講蛭田華洋氏（東京書友会会員）申問
中野宅（302・8560）へ

■全国一斉！法務局休日相談所　日
①10月６日（日）午前10時～正午、午

後１時～４時10分・②午前10時半・
③11時半、④午後１時半場東京法務
局第２合同庁舎（千代田区九段南）費
無料内①不動産相続・贈与などの登
記、土地の境界、会社法人登記、成年
後見制度、自筆遺言、国籍（帰化）、人
権などの相談ほか、②遺言・相続・任
意後見制度・③成年後見登録制度・④
未来につなぐ相続登記の講演申問同
法務局民事行政調査官室（03・521
3・1319）へ
■骨髄ドナー登録　日①10月16日、
②11月６日（水）午前９時～正午場
多摩府中保健所費無料申①10月9

日・②30日（水）までに、同保健所地
域保健担当へ問同担当（362・2334）
へ
■①保育士就職支援研修会・②就職
相談会　日①10月22日（祝）午前10
時～午後２時半・②２時半～４時場
武蔵野スイングホール（武蔵野市境）
対保育士資格を持つ方、または取得
見込みの方定①先着100人費無料内
①今日求められる保育士像の講義、
先輩保育士の体験談ほか、②民間保
育所の就職相談会申問東京都保育人
材・保育所支援セン

ター（03・5211・2912）
へ
■都子育て支援員研修（第３期）受講
者募集　日場募集要項（市役所５階
子育て応援課に用意）で確認対都民、

都内在勤の方で、今後子育て支援員
として就業する意欲のある方内講義
や実習を通して、子育て支援員に必
要な知識や技能などを学ぶ（地域保
育コース）申10月１日（火）から15日
（火）（必着）に、決められた用紙（募集
要項に添付）を指定された宛先へ（募
集要項で確認）問東京都福祉保健財
団（03・3344・8533）へ
■国民年金保険料８月分の納期限及
び口座振替日　日９月30日（月）場
納付場所は郵便局、金融機関、または
コンビニエンスス
トア問府中年金事
務所（361・1011）
へ

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

・市民会館　３６１・４１１１

■親子パン作り教室～パン生地をこね
て伸ばしてクッキング！
　日11月16日（土）午前10時～午後１
時・２時～５時場料理講習室対小学生の
市民と保護者（２人１組）定各12組（抽
せん）費１組3500円内お好み焼きパン
作りと試食会講千種晃子氏（ちぐさパン
教室講師）他食品アレルギーの方は事
前にご相談ください申10月21日（月）ま
で（当日消印有効）に、往復はがき（１組
１枚）に住所、親子の氏名（ふりがな）、子
どもの学年、電話番号、参加希望時間、
返信用宛名を記入して、市民会館「親子
パン作り教室」係へ／電子メール可

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中10月の休館日

　１日（火）・21日（月）・23日（水）

　３１９・９７０３

市民活動セン
ター「プラッツ」

■協働事業「プラッツと。」対象事業「胸
骨圧迫とAED～あなたにしか救えない
命がある」
　日10月20日（日）午後２時～３時半場
和室対小学生以上の方（小学３年生以
下は保護者同伴）定先着20人費200円
内トレーニングキットを使用した胸骨
圧迫による心肺蘇生法とＡＥＤ使用方
法の学習講三井貴子氏（３PUSH代表）
他小学生にはワークシートを配布申当
セン
ターへ／電子メール可
■団体の基盤を整える情報セキュリ
ティ講座
　日10月26日（土）午前９時半～正午
場第３会議室対個人情報などを扱って
いる市民活動団体、NPO法人、企業な
どの方定先着30人費1000円（資料代ほ
か）内団体の運営における情報セキュ
リティや個人情報流出のリスクを最小
限にするための知識と対策を学ぶ講星
野晃一郎氏（ダンクソフト代表取締役）
他託児（１歳以上の未就学児、先着４
人、500円）希望の方は10月19日（土）ま
でに、当セン

ターへ申当セン
ターへ／電子メール可

　３３５・４４０１

■国際ふれあい会「『わたしのふるさ

と』を語る」
　日10月５日（土）午後２時～４時
場市民活動セン

ター「プラッツ」対市民、市
内在勤・在学の方定先着20人費200
円内ロシアと中国から来た２人の学
習者によるふるさとの話、懇親会申
当サロンへ

　３５４・８７００

■リフレッシュ保育12月分利用受付
　対１歳以上の未就学児の保護者で
利用登録をしている方定１時間ごと
に先着８人費（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日まで一時預かり申10月
１日（火）（市外の方は11月１日
（金））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

ター総合受付へ他10月２日（水）
（市外の方は11月２日（土））以降は
電話での予約可

　３６７・８８８１

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」

■オープンルーム～10月生まれのお
誕生会
　日10月１日（火）午前11時～11時
半対未就学児と保護者費無料内誕生
月の子どもは手形、または足形がと
れます申当日直接当セン

ターへ

　３５１・４６００

男女共同参画セン
ター「フチュール」

■男女共同参画セン
ター協働講座 「みんな

のサロン」
　日①10月25日、②11月22日、③12
月20日（金）午後１時～４時対市民
定各先着20人費①100円（材料費）、
②③無料内①可愛い小物作り、②
AEDの使い方とアルファ米作り、③
クリスマスコンサート講みんなのサ
ロンほか申同サロン・窪田宛（360・
3778）
■登録団体協働講座「シニアそば打
ち教室」
　日10月26日（土）、11月24日（日）、令

和２年１月25日、３月28日（土）午前９
時半～午後２時対60歳以上の方定各
先着16人費3200円（材料費ほか）内
そば粉から日本そばを作る講清水信
之介氏（そば打ち師範）申シニアメン
ズクラブ・漢人（080・5682・6543）へ
■ほっとカフェ
　日10月16日（水）午後６時半～７時
半対市民、市内在勤の女性定先着５
人費無料内人との付き合い方講けや
きの会他飲み物持参申９月24日（火）
から当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

男女共同参画セン
ター「フチュール」10月の休館日

　13日（日）・23日（水）

　３３０・２０１０

■介護予防講座「楽しく身につく栄養
調理講座～惣菜・冷凍食品アレンジ」
　日10月３日（木）午前10時半～午
後零時半対65歳以上の市民定先着
10人費300円内栄養の話と厚揚げス
テーキのなめ茸あんかけなどの調理
実習申９月22日（日）から当セン

ターへ
■介護予防講座「楽しく歌って動い
て健康促進！」
　日10月14日（祝）午前10時～11時
半対おおむね50歳以上の市民定先
着60人費無料内音楽レクリエー
ションを取り入れた介護予防のため
の講話と実技講中瀬由美子氏（音楽
レクリエーション講師）申９月22日
（日）から当セン

ターへ

　３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■装具・福祉機器・住宅改善相談
　日①10月５日（土）午前９時～正
午・②17日（木）午後１時～４時費無
料内理学療法士・作業療法士による
相談申①９月27日（金）、②10月10
日（木）までに当セン

ターへ
■当事者相談
　日①10月３日（木）・②５日（土）午
後１時～５時対①視覚・②肢体障害
のある方と家族ほか費無料申当セン

ターへ
■車いす社交ダンス
　日10月18日（金）午前10時～正午
対身体障害のある市民定16人（抽せ
ん）費無料申10月４日（金）までに当
セン
ターへ
■秋期子ども講習会～障害を理解す
るために
　日10月19日（土）午後２時～４時
対市民、市内在学の小学１年～中学
３年生（小学３年生以下は保護者同
伴）定10人（抽せん）費無料内車いす

やアイマスクを付けての車両乗り降り
による障害疑似体験申10月15日（火）
までに当セン

ターへ

・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

〒183－0055 　府中町 1 の30

■住吉・分梅・南町ささえあい協議会
（地区社協）
　日10月１日（火）午後１時半～３時
半場住吉文化セン

ター内住吉文化セン
ターエリア

で、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
■わがまち支えあい協議会（地区社協）
準備委員会
　日①10月４日（金）・②９日（水）午後
１時半～３時半場①西府・②武蔵台文
化セン

ター内文化セン
ターエリアで行う、住民主体

で地域の課題を共有・協議して解決す
る場づくりについての話し合い申問社
会福祉協議会へ
■老い支度カレッジ「こころが軽くな
る遺言書の書き方」
　日11月28日（木）午後１時半～３時
場３階会議室対市民定先着80人内遺
言に関する講演講麻生由里亜氏（府中
みやまち法律事務所弁護士）他未来
ノート（350円）を販売申権利擁護セン

ターふ
ちゅうへ／電子メール可問同セン

ターへ
■小・中学生プログラミング初級講座
　日10月７日から12月16日の毎週月
曜日（祝日を除く）　午後５時半～７時
半（全９回）場ミーティングルーム対小
学４年～中学生定先着５人費13500円
内Scratchを使ったプログラミング学
習申問シルバー人材セン

ターへ
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会　
　日10月１日（火）午前９時半～正午
場３階会議室対60歳以上の市民で、短
期的・補助的な仕事を探している方申
問同セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館10月の休館日
　毎週日曜日、14日・22日（祝）

市民保養所「やちほ」

　０１２０・２１０４４６

〒３８４－０７０４　　長野県南佐久郡
佐久穂町大字八郡２０４９の１５０

■指定管理者主催「親睦ゴルフコンペ」
　日10月25日（金）場午前８時に佐久
リゾートゴルフ倶楽部集合定７組28
人費9500円（ゴルフプレー代、昼食・飲
み物代）申10月21日（月）までに、当保
養所へ

ふるさと府中歴史館10月の休館日
　毎週月曜日（14日を除く）、15日（火）
問当館（335・4393）へ
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○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／通マークは、対象の方に
通知を送付済み（通知が届かない方はご連絡くだ
さい）
○このコーナーは、毎月21日号に掲載します

10月の予防と相談

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

ラグビーワールドカップ2019&東京2020オリンピック・パラリンピック特集

世界　府中　
　ラグビーワールドカップ2019が、
９月20日に、東京スタジアムで開幕
しました。テレビで、パブリック
ビューイング会場で、そして試合会
場で日本代表の試合を観戦した方も
多かったのではないでしょうか。
　本市は、ジャパンラグビートップ
リーグの強豪、東芝ブレイブルーパ
スとサントリーサンゴリアスの活動
拠点として、これまで両チームと協
働しながら大会の気運醸成を行って
きました。
　両チームからは、日本代表主将の
リーチマイケル選手、德永祥尭選手、
北出卓也選手、ツイヘンドリック選
手、流　大選手、中村亮土選手、松島
幸太朗選手が代表に選出されていま
す。彼らは日本の代表であり、府中の
代表でもあります。府中から選手を
応援しましょう。

　さらに、本市はイングランドとフ
ランスの公認チームキャンプ地と
なっており、大会期間中には、両代表
チームが市内で大会に向けたトレー
ニングを実施します。また、市民との
地域交流事業も予定されています。
海外チームとの交流は非常に貴重な
機会となりますので、ぜひ、ご参加く
ださい。
　大会に多くの方が楽しく参加でき
るよう、市では大会期間中、けやき並
木通りを中心にパブリックビューイ
ングを実施しています。同時開催の
「FUCHU STREET BAR」では飲食
を楽しみながら、大型ビジョンで観
戦いただけます。
　大会は、11月２日（土）の決勝まで
続きます。一生に一度の大会を大い
に楽しみましょう。

ラグビーワールドカップ2019™

▲ 東京スタジアム
▲ 力強いキックに注目が集まりま
す

▲ みんなで盛り上がりましょう！

二中の校庭二中の校庭にに
ラグビーポールラグビーポールをを設置設置

「広報ふちゅう」「広報ふちゅう」をを無料アプリ無料アプリ
「　　　　　　  」でで配信配信　　　　　  

▲ アプリダウン
ロード用ＱＲ
コード

　市では、スマートフォンやタブレットを活用
し、いつでもどこでも「広報ふちゅう」をご覧い
ただけるよう、行政情報アプリ「マチイロ」で配
信しています。
　問合せは、広報課広報担当（３３５・４０１９）
へ。

▽費用 無料（通信料などは自己負担）
▽利用方法
○「App Store」、または「Google Play」で「マチ
イロ」と検索し、アプリをダウンロード
○アプリを起動し、「お住まいの地域」に「東京都
府中市」を設定
■主な機能
○最新の「広報ふちゅう」発行
日には、プッシュ通知でお知ら
せが届きます
○一度ダウンロードした広報
紙は、通信なしで読めます
○市のホームページの新着情
報などが自動配信されます

申問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

■はじめてのパパママ学級（母親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日10月11日（金）午後１時～４時対受講時妊娠
16～27週の初産の妊婦（週数を超えていても参加
可）内妊娠中の生活、先輩ママとの交流、妊娠中の
歯の健康、むし歯菌チェック、妊娠中からの授乳期
の栄養・試食
■はじめてのパパママ学級（両親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日10月26日（土）午前９時半～正午対受講時妊娠
28～36週の初産の妊婦と配偶者内お産の経過、赤
ちゃんとの生活ほか
■助産師相談
　日①10月７日・21日・28日（月）午後１時５分～
２時５分・②10月２日（水）午後１時半～４時定①
各日３人、②10人内助産師による妊娠・出産・母乳
育児・乳房の相談（相談は電話予約）
■子育て相談室
　日受付は月曜から金曜日　午前８時半～午後５
時内保健師・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）
■離乳食教室ステップ１／Ｆ　申９月25日（水）か
ら
　日10月30日（水）午前10時半～11時45分、午後
１時半～２時45分対平成31年４～６月生まれで第
１子の保護者定各20人内離乳食の開始について、
講話、試食、懇談
■離乳食教室ステップ２／Ｆ　申９月25日（水）か
ら
　日10月29日（火）午前10時半～11時45分対平成
31年２～４月生まれで第１子の保護者定40人内１
回食から２回食への移行について、講話、試食、懇談
■離乳食教室ステップ３／Ｆ　申９月24日（火）か
ら
　日10月24日（木）午後１時半～３時対平成30年
11月～平成31年２月生まれで第１子の保護者定
30人内２回食から３回食への移行について、調理
実演、試食、懇談
■離乳食教室ステップ４／Ｆ　申９月24日 (火）か
ら
　日10月18日（金）午後１時半～３時対平成30年
４～11月生まれで第１子の保護者定27人内離乳食
から幼児食への移行について、調理実演、試食、懇談
■親と子の歯みがき教室　申９月24日（火）から
　日10月８日（火）午前10時～11時対歯が生えて
いる乳児と保護者定25組内歯科医師、歯科衛生士
による講話、ガーゼ磨き

健康診査
問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

■３・４か月児健康診査と産婦健康診査／通
　日10月３日・10日・17日（木）／受付は午後１時
～１時半対受診時に３・４か月の乳児と母親
■１歳６か月児健康診査／通
　日10月７日・21日・28日（月）／受付は午後１時
～１時半対受診時に１歳６か月～11か月の幼児
■３歳児健康診査／通
　日10月１日・８日・15日（火）／受付は午後１時～
１時半対受診時に３歳の幼児
■妊婦歯科健康診査
　日10月16日（水）、11月14日（木）／受付は午後１

時半対受診時妊娠16～31週の妊婦定各日20人内
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
■はじめての歯科健診　申９月24日（火）から
　日10月18日（金）午前10時・11時、午後１時15
分・２時15分対平成30年９・10月生まれの幼児内
歯科健康診査・歯磨き指導申問予防歯科指導担当
（368・5322）へ
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診
　日①10月３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①平成29年９月生まれの幼児、②平成
29年３月生まれの幼児、③平成26・27年９月生ま
れの幼児内歯科健康診査、歯磨き指導申問予防歯科
指導担当（368・5322）へ

　二中では、平成28年にラグビー
部を創設し、活動を行っています。
式典では、３年生でラグビー部部
長の橋本征磨君が生徒を代表して
挨拶し、「ラグビーポールが設置さ
れたことで、ゴールキックの練習
ができるようになりました。大き
く力を付けていきたいです」と今
後の抱負を述べました。その後、
ゴールキックによる始球式が行わ
れ、市内を活動拠点とする東芝ブ
レイブルーパスとサントリーサン
ゴリアスの選手などが参加しまし
た。
　式典後には、ラグビー部の生徒

たちと選手が、
輪になってパ
スを出し合う
など、楽しく交
流しました。

　市立学校で初となる
ラグビーポールを二中
の校庭に設置したこと
を記念し、８月30日に、
ラグビーの普及啓発や
ラグビーワールドカッ
プ2019の気運醸成を
兼ねた設置記念式典を
開催しました。

　始球式でキッカーを務めた３年
生でラグビー部の島﨑聖弥君は
「練習を重ねて体を大きくして、高
校生になってもラグビーを続けた
いです」と感想を話してくれまし
た。生徒たちの活動環境の整備を
通じて、府中のラグビー文化がよ
り育まれることが期待されます。
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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

　「武蔵国 府中大使」は、本市の魅力を市内外に発信し、観光振興などを図ること
を目的に、これまで４団体７人の方を任命しています。このたび、新たに神宮エミ
さん、府中アスレティックＦＣプリメイラ、アスレファンタジスタのみなさんを大
使に任命しました。今後は、大使の活躍する機会を通じて、市の魅力発信、イメージ
アップなどを図ります。
　問合せは、経済観光課観光係（３３５・４０９５）へ。

神宮エミさん
　市内在住。平成30年に、
バルーンアートの全米大会
ドレス部門で優勝。同年に、
府中市民芸術文化奨励賞を
受賞。そのほか国内外で多
数の賞を受賞。平成31年３
月には、バンクーバー
ファッションウィークで世
界初バルーンブランドとし

て、ランウェイでコレクションを発表。子ども向
けバルーンパフォーマー集団「p0p0balloon」の
代表としても活躍している。

府中アスレティックＦＣプリメイラ
　平成15
年創部。本
市を拠点
とする女
子フット
サルのク
ラブチー
ム。平 成

29年から開幕した日本女子フットサル
リーグに所属し、同リーグで準優勝。平成
31年２月には、同リーグで３位の成績を収
める。

アスレファンタジスタ
　平成22年結成。府
中アスレティックＦ
Ｃのオフィシャルチ
アダンスチーム。平
成25年からは、市内
にチアダンスアカデ
ミーを開校。市民桜
まつり、商工まつりなどで
ダンスパフォーマンスを披
露するなど、様々なイベン
トで活躍している。

武蔵国 府中大使に任命武蔵国 府中大使に任命

気運醸成＆おもてなし事業気運醸成＆おもてなし事業

▲ 

フ
ラ
ン
ス
代
表
チ
ー
ム

が
伝
統
文
化
を
体
験
！

▲ ミニラグビーボール
パッケージ

◆整理券の配布と記念乗車券の引き換え◆
項　目 日　時 会　場 申込み

整理券の
配布

10月13日（日）
午前11時～午後７
時半

けやき並木通り（府
中駅高架下付近）

住所が確認できるもの（市
内の小・中学生は「学びの
パスポート」、または生徒
手帳）を持って、当日直接
会場へ／整理券の配布は
なくなり次第終了

10月15日（火）から
18日（金）午前９時
～午後５時

市役所１階市民談話
室

記念乗車券
の引き換え

10月20日（日）
午前９時～午後５時

府中駅南口ペデスト
リアンデッキ特設テ
ント

整理券を持って、当日直接
会場へ

TM©RWCL2015

市制施行65周年記念乗車券
　市では、国内外からラグビーワールドカップ
2019の観戦にお越しになる方に本市を訪れてい
ただくきっかけとして作成した、市制施行65周年
記念乗車券を市民を対象に無料配布します。
　問合せは、経済観光課観光係（３３５・４０９５）
へ。

▽日時・会場・申込み　右の表のとおり
▽対象 市民
▽定員 先着1000人（１人１枚）
▽費用 無料
※整理券を配布し、後日、記念乗車券と引き換えま
す。

ラグビーのまち府中のお土産に！

　府中観光協会推奨品と
して認定し応援している、
青木屋の「武蔵野日誌」な
どが、ミニラグビーボール
パッケージの装いで販売
を開始したことを報告す
るため、青木屋の多久島　
治代表取締役社長が、９月
６日に高野市長を表敬訪
問しました。
　このパッケージは、ラグビーのまち府中のシンボ
ルマークをモチーフとしており、ラグビーワールド
カップ2019の参加国の旗や府中にゆかりのあるイ
ラストなどをあしらったものです。
　多久島さんは「菓子で府中をアピールできればと
の思いで作成しました。特に外国人の方々に日本の
お土産として持って帰っていただきたいです」と話
してくれました。

▲ 市制施行65周年記念
乗車券

青木屋オリジナルの青木屋オリジナルの
ミニラグビーボールパッケージミニラグビーボールパッケージ


