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Ⓒ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

 開催まで 152日
東京2020パラリンピック

 開催まで 184日 開

東

 

※ホストタウンは、国の事業です。

府中市マスコットキャラクター ふちゅこま

▲ 自主防災ふちゅう（第
６号）

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。

自主防災ふちゅう（第６号）を全戸配布

　市内では、令和２年中に39件（前年比で20件減）の火
災が発生し、その焼損床面積は373平方メートル（前年
比298平方メートル増）で、３人の方が亡くなっていま
す。
　出火原因は、「電気に起因するもの」が11件で最も多
く、次いで「放火・放火の疑い」８件、「たばこに起因する
もの」５件などとなっています。

■新しい日常における防火防災訓練
▽日時 ２月28日（日）午前11時～午後４時
▽場所 フォーリス
▽内容 消防広報ブースにおける火災警報器点検や消火器の使い方などの
呼び掛けのほか、東芝府中吹奏楽団、ＮＥＣ府中吹奏楽団、コスモス・ベアー
ズなどによる演奏の映像放映

■家庭で保管している消火器の無料点検・薬剤の充塡・販売
▽日時 ３月７日（日）午前10時～正午
▽会場 中央・住吉・是政文化セン

ター

▽対象 市民
▽内容・費用
○点検…無料
○薬剤充塡…3000～5500円
○粉末消火器販売…1.2キログラ

ム 5500円、3.0キログラ
ム 8000円

※点検の結果、使用できない消火器は１本1600円で処分します。
※スプレー式消火器の点検・処分は行いません。

■府中市消防団火災予防運動
　府中市消防団が市内全域を消防ポンプ車
で巡回し、市民の皆さんに防火と防災を呼び
掛けます。
▽日時 ３月１日（月）・７日（日）午後７時～
10時

　市では、新型コロナウイルスの感染予防対
策に留意しながら地域で実施する防災活動の
ポイントや、自主防災連絡会・自治会などが実
施する災害対策をまとめた自主防災ふちゅう
（第６号）を全戸配布しています。また、市の
ホームページでもご覧になれます。
　３月19日（金）までに届か
ない場合は、各文化センター
や防災危機管理課に用意し
ていますので、お越しくださ
い。
　問合せは、防災危機管理課
災害対策係（３３５・４０９
８）へ。

　市民の皆さんの火災予防の意識を高め、火災の発生、火災による死傷者の発生や　市民の皆さんの火災予防の意識を高め、火災の発生、火災による死傷者の発生や
財産の損失を防ぐことを目的として、３月１日（月）から７日（日）に、春の火災予防財産の損失を防ぐことを目的として、３月１日（月）から７日（日）に、春の火災予防
運動を実施します。運動を実施します。
　問合せは、防災危機管理課災害対策係（３３５・４０９８）へ。　問合せは、防災危機管理課災害対策係（３３５・４０９８）へ。

▲ 市のホーム
ページのＱ
Ｒコード

３月１日（月）から７日（日）

春春のの火災予防運動火災予防運動
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　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、ホームページでご確認いただくか、各担当へお問い
合わせください。

▽募集要項　３月24日（水）まで、
市役所８階教育総務課で配布（平
日のみ）／ダウンロード可
▽申込み ３月15日（月）から24
日（水）の平日午後５時までに、必
要書類を持って教育総務課へ／郵
送不可／選考
※対象や奨学金の額、償還方法な
どは、市のホームページをご確認
ください。

　市では、高校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学などへの進学
希望者や在学生を対象に、奨学金制度（給付・貸付・交通遺児）を設けて
います。
　問合せは、教育総務課学校庶務係（３３５・４４２８）へ。

※連帯保証人は、４月上旬の貸付け
内定時までに決
定してください。
※荒奨学資金貸
付金（海外留学・
海外ホームステ
イ）については、
後日「広報ふちゅ
う」でお知らせし
ます。

▲ 奨学生募集の
ホームページ
のＱＲコード

令和３年度市の奨学生令和３年度市の奨学生

募集募集
市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■学校給食センター調理員
▽採用日 ４月１日（木）
▽募集人数　１人（試験）
▽内容 学校給食セン

ターでの調理・洗浄業
務
▽募集要項　３月５日（金）まで、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
▽申込み ３月５日（金）まで（必着）
に、申込書を学校給食セン

ター（〒183－0003
朝日町３の13）へ
▽問合せ 学校給食セン

ター（３６５・２６５
５）
■学校施設老朽化対策業務支援員
▽採用日 ５月１日（土）
▽対象 建築系の大学・専門学校を卒
業し、建築設計、または建築施工管理業
務の経験が５年以上ある方
▽募集人数　若干名（試験）
▽募集要項　３月12日（金）まで、市役
所１階市民相談室（平日のみ）、市政情
報セン
ターで配布／ダウンロード可
▽申込み ３月12日（金）まで（必着）
に、必要書類を〒183－8703教育部教
育総務課へ
▽問合せ 教育総務課総務係（３３５・
４４２４）

講座・催し講座・催し
家庭教育学級「どうする？
子育てのイライラと不安」

▽日時 ３月９日（火）午前10時半～
11時半
▽対象 市民で、未就学児の保護者
▽定員 13人（抽せん）
▽費用 無料
▽内容 感情のコントロール方法を学
ぶ
※オンラインで実施します。
▽講師 田中典子氏（日本人間関係学
会理事）
▽申込み ３月２日（火）まで（必着）
に、往復はがきに講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、子どもの年齢、電話番号、メー
ルアドレスを記入して、文化生涯学習
課「家庭教育学級」係（〒183－0056寿
町１の５）へ／電子メール可
▽問合せ 文化生涯学習課生涯学習係
（３３５・４３９４）

耐震相談会

▽日時 ３月11日（木）・12日（金）午
前10時～10時45分・11時～11時45
分、午後１時～１時45分・２時～２
時45分
▽会場 府中駅北第２庁舎３階会議
室
▽対象 昭和56年５月31日以前に
建築された建物に住んでいる方や建
物を所有している方
▽定員 各先着１人
▽費用 無料
▽内容 建築士による耐震診断・改
修の必要性、一般的な耐震改修の工
法・工事費用などの相談会
▽申込み ２月22日（月）から住宅
課へ
▽問合せ 住宅課住宅安全係（３３
５・４１７３）

自然観察ウォーキングツアー「名木
といききの道～崖線の春を探そう」
▽日時 ３月14日（日）午前９時～
正午／雨天中止　
▽集合場所　大國魂神社大鳥居
▽定員 先着25人
▽費用 無料
▽内容 府中名木百選の樹木を中心
に、春の自然を探しながら歩く
▽申込み ２月22日（月）から環境
政策課へ
▽問合せ 環境政策課自然保護係
（３３５・４３１５）

３月の子育てひろば

■ポップコーン
▽時間 午前10時～11時／園庭開
放は午前11時～正午
■すきっぷ
▽時間 午前10時～11時

◆　共 通 項 目　◆
▽会場・開催日・対象年齢・申込み　
ＱＲコードでご確認いただくか、地
域子育て支援セン

ター「はぐ」へお問い合わ
せください。
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」
さんぼんぎ（３６５・６２１２）

歯と口の健康相談

▽日時 ３月18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 ２月22日（月）から保健
セン
ターへ
▽問合せ 保健セン

ター成人保健係（３６
８・６５１１）

おしらせおしらせ
ご意見をお聞かせください
耐震改修促進計画（案）

　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年度から令和７年度
を計画期間とする耐震改修促進計画
（案）を作成しました。この案につい
て、市民の皆さんのご意見を受け付
けます。
　この案は、２月22日（月）から３月
23日（火）に、府中駅北第２庁舎５階
住宅課、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
報センターでご覧になれます。
　問合せは、住宅課住宅安全係（３３
５・４１７３）へ。
▽主な内容
〇耐震化の基本的な考え方
○耐震化の促進施策
○今後の取組
▽意見の提出方法　３月23日（火）
まで（必着）に、意見、住所、氏名を記
入して、都市整備部住宅課（〒183－
0056寿町１の５）へ／ＦＡＸ（３３
５・１１４０）・電子メール可

多重債務１１０番

▽日時 ３月１日（月）・２日（火）午
前10時～正午、午後１時～４時
▽会場 消費生活セン

ター

※電話でも相談できます。
▽問合せ 消費生活セン

ター（３６０・３３
１６）

文化センター３月の休館日

○各文化セン
ター　20日（祝）

○西府・新町・是政文化セン
ター　１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３月の休館日

○郷土の森総合体育館　電気設備改修
のため全日休館
○押立・栄町・四谷体育館　５日（金）・
９日（火）・10日（水）・29日（月）
○白糸台・本宿体育館　11日（木）・12
日（金）・17日（水）・23日（火）
▽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）

納期限のお知らせ

▽種別 固定資産税・都市計画税第４
期分、国民健康保険税・介護保険料・後
期高齢者医療保険料第８期分
▽納期限及び口座振替日　３月１日（月）
▽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）

審議会・協議会審議会・協議会などなど
■地域公共交通協議会
　３月３日（水）午後３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、計画課へ／問合せは
同課交通企画担当（３３５・４３２５）
へ
■男女共同参画推進協議会
　３月４日（木）午前10時　男女共同
参画セン

ター「フチュール」／傍聴希望の方
（先着３人）は前日までに、同セン

ターへ／問
合せは同セン

ター（３５１・４６００）へ
■観光振興プラン検討協議会
　３月５日（金）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、観光プロモーショ
ン課へ／問合せは同課事業推進係（３
３５・４０９５）へ

▲  ポップコー
ン、すきっ
ぷのホーム
ページのＱ
Ｒコード
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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

■ロックの英詞から学ぶ英語の世
界　日４月から９月の第１・３土曜
日（８月21日を除く）　午前10時～
11時45分（全11回）場市民活動セン

ター

「プラッツ」定20人（抽せん）費9900
円内ビートルズなどの音楽英詞か
ら英語表現や世界文化を学び、英会
話にも役立てる講長谷川雅典氏（英
音学研究家）申３月５日（金）まで
（必着）に、往復はがきに返信用宛名
も記入して、音学英語宛（〒183－
0023宮町１の100ル・シーニュ５
階プラッツ気付Ｓ-005番）へ問同

会事務局（042・
407・2919）へ
■令和３年度府
中市ソフトボー
ル連盟登録チー

ム募集　対市民、市内在勤・在学の
方で構成したチーム費登録料年額
21000円（大会参加料含む）申３月
12日（金）までに、決められた用紙
（府中駅北第２庁舎４階スポーツ
振興課に用意）で同課へ問同連盟・
高橋宅（302・6232）へ

■緑の募金　府中市の皆さんから
68万6215円の募金をいただきま
した／ご協力ありがとうございま
した問東京緑化推進委員会（042・
528・0644）へ
■国民年金保険料１月分の納期限
及び口座振替日　日３月１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

　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。

　０５０・３４９１・９８４９

■生涯学習フェスティバル実行委員募
集
　対高校生以上で、10月までの会議（６
回程度）と会場設営などの事前準備、９
月11日（土）・12日（日）開催予定の生涯
学習フェスティバルに参加できる市
民、市内在勤・在学の方定20人（抽せん）
内生涯学習フェスティバルの企画・運
営申３月21日（日）まで（必着）に、はが
きに住所、氏名、年齢、電話番号、メール
アドレスを記入して、生涯学習セン

ター「生涯
学習フェスティバル」係へ／電子メー
ル可

◇　　　◇　　　◇
生涯学習セン

ター３月の休館日
　１日（月）・17日（水）・18日（木）

・市民会館　３６１・４１１１
・中央図書館　３６２・８６４７
■健康・医療情報コーナーを設置
　場中央図書館４階内健康や医療に関
する本、信頼できる医療情報の調べ方
案内、闘病記リストほか問同館へ

■図書館講演会「正しく知って正しく
対策～新型コロナウイルスに関する基

礎知識」
　日３月21日（日）午後２時～４時
場第一・二会議室定先着25人費無料
内事前に収録した講義を視聴し、新
型コロナウイルスの知識を深め、求
められる行動や対策を考える講水谷
哲也氏（東京農工大学教授）他４月
21日（水）までオンラインで視聴可
（先着50人、３月21日（日）までに電
子申請で申込みが必要）申午後７時
までに中央図書館へ問同館へ

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中３月の休館日

　日２日（火）・15日（月）・16日（火）

　３６８・７９２１
入場料　３００円（中学生以下１５０円）

■星空観望会「星雲・星団を見よう！」
　日３月13日（土）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円内オリオン星
雲や、かに座の星団などを中心に観
察申２月27日（土）から電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館３月の休館日

　８日（月）・９日（火）・15日・22日・
29日（月）

男女共同参画セン
ター「フチュール」

　３５１・４６００

■男女共同参画主催講座「つまずき」
から自分を立て直す～自分らしい生
き方・働き方の見つけ方
　日３月11日（木）午後７時～９時半
対市民、市内在勤・在学の方で、20～

40代の女性定先着15人費無料内体
験談を聞き、自分の目指す生き方・働
き方を考える講杉原志保氏（ALT代
表）他オンラインで実施申当セン

ターへ
■男女共同参画セン

ター主催講座「コロナ
禍だからスマホを活用して身近なコ
ミュニケーション力をアップする講
座」
　日①３月11日・②18日（木）午後６
時半～９時対50歳以上の男性で、ス
マートフォンのアプリをダウンロー
ド・活用できる方定各先着20人費無
料内①地域防災情報・②防災情報以
外の地域情報を取得する方法を学ぶ
講松木紀美子氏（府中市民活動支援
セン
ター理事長）ほか他オンラインで実施
申当セン

ターへ／電子メール可
■男女共同参画セン

ター協働講座「下肢静
脈瘤」
　日３月27日（土）午後１時半～３
時対市民定先着30人費無料内下肢
静脈瘤の症状・予防法・治療法講宮城
直人氏（調布恵仁会クリニック医師）
申府中恵仁会病院（365・1211）へ

◇　　　◇　　　◇
男女共同参画セン

ター「フチュール」３月の休館日
　13日（土）・29日（月）

　３３０・２０１０

介護予防推進セン
ター「いきいきプラザ」

■元気一番！！ひろめ隊～運動普及員
による体操
　日①３月１日（月）午後１時半～２
時半・②６日（土）午前10時～11時対
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
トレッチ申２月22日（月）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」

■当事者相談
　日①３月４日（木）・②６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
■装具・福祉機器・住宅改善相談
　日①３月６日（土）午前９時～正
午・②18日（木）午後１時～４時費無
料内作業・理学療法士による相談申
①２月26日（金）、②３月11日（木）ま
でに当セン

ターへ

・社会福祉協議会 ３６４・５３８２
・シルバー人材セン

ター ３６６・２３２２
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■わがまち支えあい協議会（地区社協）
準備委員会
　日①３月９日（火）・②12日（金）午後
１時半～３時半場①新町・②西府文化
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
■わがまちタウンミーティング「今、つ
ながりつづけるために、地域でできる
こと」
　日３月13日（土）午後１時半～３時
場ルミエール府中定先着50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）申２月22
日（月）から社会福祉協議会へ／電子
メール可問同協議会へ
■住吉・分梅・南町ささえあい協議会
（地区社協）
　日３月16日（火）午後１時半～３時半
場住吉文化セン

ター内文化セン
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
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会
　日３月２日（火）午前９時～10時場
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定先
着20人申問同セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館３月の休館日
　毎週日曜日、20日（祝）問当館（334・
3011）へ

府中市美術館３月の休館日
　１日（月）から12日（金）・15日・22
日・29日（月）問当館（336・3371）へ

府中の森芸術劇場３月の休館日
　16日（火）・17日（水）・22日（月）・23
日（火）問当劇場（335・6211）へ

子ども家庭支援セン
ター「たっち」３月の休館日

　８日（月）問当セン
ター（354・8700）へ

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」３月の休館日

　毎週日曜日問当セン
ター（367・8881）へ

ふるさと府中歴史館３月の休館日
　毎週月曜日問当館（335・4393）へ

　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、新型
コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスクの着用や検温などにご協力
をいただく場合があります。詳細は、ホームページ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

■建築物の点検項目
○廊下、階段、バルコニーなどの避
難通路は確保されているか
○防火シャッターの下や防火設備
の周りに物を置いていないか
○非常用照明、排煙・換気設備は適
切に作動するか
○外装タイルやモルタルが剥離し
ていないか
○バルコニーや窓などから物が落
ちて危険なことはないか
○広告板、ブロック塀、石垣、擁壁
（土留め）などは安全か
○エレベーター、エスカレーター
などは適切に維持保全されている
か
○建築物の耐震性は確保されてい

　建築物の適正な維持保全や耐震性の確認は、事故の防止や災害時の被
害軽減、建築物を長持ちさせることにつながります。
　安心・安全なまちをつくるため、日頃から注意・点検しましょう。
　問合せは、建築指導課管理係（３３５・４４７６）へ。

建築物防災週間建築物防災週間

るか
■定期調査報告・検査報告
　病院、マンション、店舗など多くの
人が利用する建築物のうち、国と市
が指定した建築物、設備、エレベー
ターなどは、定期的に専門家の調査・
検査を受け、その結果を市に報告す
ることが義務付けられています。
■建築物の維持保全と木造建築物の
耐震自己点検
　建築物の維持保全についてのパン
フレット「建物もあなたと同じ健康
診断」と、木造住宅についてのパンフ
レット「住宅の耐震化をはじめよ
う！」を生涯学習セン

ター、ルミエール府
中、市政情報セン

ター、各文化セン
ターで配布して

います。

▲

ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い

３月１日（月）から
７日（日）
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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

○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

３月の予防と相談

　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。個別
の相談・指導は、随時受け付けています。詳細は、
ホームページでご確認いただくか、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

■はじめてのパパママ学級（母親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日３月12日（金）午後１時半～２時15分・２時半
～３時15分対受講時妊娠16～27週の初産の妊婦
（週数を超えていても参加可）内妊娠中の歯の健康、
妊娠中からの授乳期の栄養
■はじめてのパパママ学級（両親向け）／Ｆ　申受
付中（予約制）
　日３月13日（土）午前９時半～10時10分・10時
20分～11時・11時10分～11時50分対受講時妊娠
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　申受付中（予約制）
　日①３月１日・８日・15日（月）午後１時５分～２
時５分・②３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
■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２月25日（木）から
　日３月24日（水）午前10時～10時40分、午後１時
～１時40分・２時半～３時10分対令和２年９～11
月生まれで第１子の保護者定各10人内離乳食の開
始について、講話
■離乳食教室ステップ２／Ｆ　申２月25日（木）から
　日３月23日（火）午前10時～10時40分、午後１時
～１時40分・２時半～３時10分対令和２年７～９
月生まれで第１子の保護者定各10人内１回食から
２回食への移行について、講話
■離乳食教室ステップ３／Ｆ　申２月24日（水）から
　日３月19日（金）午前10時半～11時10分、午後１

時半～２時10分対令和２年４～７月生まれで第１
子の保護者定各10人内２回食から３回食への移行
について、講話
■離乳食教室ステップ４／Ｆ　申２月24日 (水）から
　日３月18日（木）午前10時半～11時10分、午後１
時半～２時10分対令和元年９月～令和２年４月生
まれで第１子の保護者定各10人内離乳食から幼児
食への移行について、講話
■親と子の歯みがき教室　申２月24日（水）から
　日３月16日（火）午前10時～11時対歯が生えて
いる乳児と保護者定12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

■妊婦歯科健康診査　申受付中（予約制）
　日３月24日（水）／受付は午後１時半対受診時妊
娠16～31週の妊婦定10人内歯科健康診査、歯磨き
指導他母子健康手帳・受診票持参／市内協力歯科
医院でも受診可

申問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

東京2020オリンピック・パラリンピック特集

世界　府中　ホストタウン②

▲ 卓球オーストリア代表チームのサ
イン入りユニフォーム

　府中市は、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
ウンとして、両国を応援するために、
様々な取組を行っています。
　１月21日号の広報ふちゅうでは、
市が制作したホストタウン応援動画
を紹介しました。新型コロナウイル
スの影響を受けている両国各代表
チームに、エールを送りたいという
思いから制作したものですが、動画
を見た各チームから喜びの声が寄せ
られました。
　そのうち、卓球オーストリア代表
チームは、オーストリア卓球連盟の
ホームページで、「オリンピックでの
パートナーである府中市が、すばら
しいビデオを制作してくれました。
オリンピック前の最後の準備を府中
市で行うことを楽しみにしていま
す」というコメントとともに、動画を
紹介してくれています。
　また、同チームの選手のサイン入
りユニフォームや卓球関連グッズを
贈っていただきました。このユニ
フォームを、野球・車いすバスケット
ボールのオーストラリア代表チーム
から贈られたグッズとともに、２月
22日（月）から市役所１階市民談話室
で展示しますので、ぜひ、ご覧くださ
い。

　今後も様々な形で両国とのつなが
り作りに取り組み、東京2020オリン
ピック・パラリンピックの開催に向
けた準備を進めていきます。

▽宿泊料金　中学生以上800円、３歳～小
学生400円（１泊／１室を２人以上で使用
の場合）
※市外の方は別料金です。
▽申込み 利用希望日の３か月前（30人
以上の市民の団体は６か月前、市外の方は
１か月前）の１日から前日までに、市役所
１階総合窓口課・８階学校施設課、各文化
セン
ター、ルミエール府中へ

　八ヶ岳府中山荘は、自炊施設やバーベキュー施設（６
～９月）があり、施設内の食堂では、食事（要予約）もご
用意できます。なお、学校教育活動で利用する施設のた
め、施設内は全てセルフサービスです。
　問合せは、学校施設課管理係（３３５・４４２９）へ。

八ヶ岳府中山荘
ご家族やグループでご利用を

▲ ホストタウン
応援動画のＱ
Ｒコード

▽日時 ３月７日（日）午後１時半
～２時・２時半～３時・３時半～４
時
▽場所 市民活動セン

ター「プラッツ」

　平和の祭典であるオリンピックを
テーマに、平和の尊さについて考え
る講演会を市ホームページで配信し
ます。
▽配信日 ３月14日（日）
▽費用 無料
▽講師 森末慎二氏（ロサンゼルス
オリンピック体操メダリスト）

▲ 平和のつどいの
ホームページの
ＱＲコード ▲ 森末慎二氏

平和展

平和のつどい

■パネル展示
　千代田区にある「しょうけい館」か
らお借りした戦傷病者の方々の労苦
についてのパネルを展示します。
▽日時 ３月４日（木）から11日（木）
午前10時～午後７時（11日は午後３
時まで）
▽場所 市民活動セン

ター「プラッツ」
▽費用 無料
▽申込み 当日直接会場へ
■平和子ども教室～映画「つるにのって」上映会

　市では、府中市平和都市宣言に基づき、市民の方々と平和について学
び、考えながら後世に語り継いでいくため、平和展などを開催します。
　問合せは、文化生涯学習課生涯学習係（３３５・４３９４）へ。

平和啓発事業

みんなで繋げよう平和への想いみんなで繋げよう平和への想い

©しょうけい館©しょうけい館

▽対象 小学生の市民
▽定員 各先着10人
▽費用 無料
▽申込み 当日直接会場へ

■休館日
　４月13日（火）・14日（水）、11月11日（木）・12日
（金）、令和４年１月13日（木）・14日（金）は休館し
ます。なお、５月10日（月）から７月10日（土）及び９
月１日（水）から10月30日（土）はセカンドスクー
ル実施期間のため、一般の方は利用できません。
※緊急事態宣言の期間中は、休館します。
※新型コロナウイルス感染状況により、休館や一
部利用を制限する場合があります。


