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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124日
東京2020パラリンピック

 開催まで156日 開

東

 

※ホストタウンは、国の事業です。

※写真の手話は「府中市」を表しています。

府中市マスコットキャラクター ふちゅこま

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。

背景と目的

市の責務 市民・事業者の役割

◆条例の概要◆

新型コロナワクチン
接種券の発送時期を
４月末までに延期

　ワクチンの供給状況を踏まえた国からの指示により、３月下旬に予定していた令和３
年度中に65歳以上に達する市民への接種券の発送時期を、４月末までに延期します。
　ワクチン接種に関する最新情報は、市のホームページに掲載していますので、ご確認く
ださい。
　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。

　手話は、意思疎通のための大切な手段ですが、十分な普及が図れているとはいえず、また、異なる
文法体系などを持つ「日本手話」や「日本語対応手話」など、手話にも複数の種類があることから、手
話を必要とする方同士でも意思疎通が困難な場合があります。
　さらに、障害には様々な特性があるため、筆談や点字など、自らの障害の特性に応じた意思疎通
手段を選択できる環境づくりが求められています。
　市では、これらの現状を踏まえ、手話の普及などについての市の責務や市民・事業者の役割など
を明らかにし、全ての市民が障害の有無にかかわらず、住み慣れたまちで安心して暮らすことがで
きる地域社会を実現することを目的として、本条例を制定しました。

　市は、手話の普及及
び障害の特性に応じた
意思疎通手段の利用促
進に関する施策を推進
する責務を有し、総合
的かつ計画的に施策を
推進します。

　市民・事業者は、市が
実施する施策に協力す
るとともに、事業者は、
障害者が障害の特性に
応じた意思疎通手段を
利用しやすい環境の整
備に努めます。

　市は、手話の普及などについて定めた、手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に　市は、手話の普及などについて定めた、手話の普及及び障害者の意思疎通の促進に
関する条例を制定しました。この条例は、４月１日（木）から施行します。  関する条例を制定しました。この条例は、４月１日（木）から施行します。  
　問合せは、障害者福祉課生活係（３３５・４５４５／ＦＡＸ３６８・６１２６）へ。　問合せは、障害者福祉課生活係（３３５・４５４５／ＦＡＸ３６８・６１２６）へ。

▲  市のホーム
ページのＱ
Ｒコード

　ろう者は、一見すると障害
があるようには見えないた
め、困った時に理解がされに
くく、我慢をすることが多く
ありました。また、私たちを思って手話を覚えてく
れる方がいる一方で、手話の中にも異なる文法体
系などがあることが認知されてこなかったことを
歯がゆく思ってきました。
　この度、これらの現状を踏まえた市の条例が制
定され、私たちの生活に欠かせない手話が一つの
言語として認められたことは大変うれしく思って
います。このことが実現したのは、私たちを支えて
いただいた皆様のおかげと思い、感謝の気持ちで
いっぱいです。
　これからは、皆さんと共に分かり合える社会に
なることを期待し、また、手話がますます社会へ浸
透し、ろう者への理解がさらに広がることを心か
ら祈っています。

聴覚障害者協会 会長
小野寺敏雄さん

手話手話のの普及及普及及びび障害者障害者のの意思疎通意思疎通のの
促進促進にに関関するする条例条例を制定を制定
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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

活動は月２回対20歳以上の市民費
入会金1000円、年会費2300円内市
内外のウォーキング、バス旅行ほか
申問武田宅（042・577・9721）へ

■令和３年６月１日採用シルバー人
材セン
ター事務職（大卒程度）職員募集 日
試験日は４月18日（日）対昭和61年
４月２日から平成11年４月１日に
生まれた方で、普通自動車運転免許
をもつ方、または５月31日（月）まで
に取得見込みの方定若干名（選考）他
募集要項は３月22日（月）から４月
２日（金）に同セン

ターで配布／ダウンロー

ド可申３月23日（火）から４月２日
（金）の平日の午前９時～午後５時に
同セン
ターへ問同セン

ター（366・2322）へ
■家内労働委託状況届の提出 内家
内労働者へ仕事（内職ほか）を委託し
ている事業主は、４月１日現在の家
内労働者数などを記載した委託状況
届を、４月30日（金）までに労働基準
監督署に提出してください問東京労
働局労働基準部賃金課家内労働係
（03・3512・1614）へ
■「道路ふれあい月間」推進標語募
集 対小学生以上の方内小学生の
部、中学生の部、一般の部申３月26
日（金）まで（必着）に、はがきに標
語、住所、氏名（ふりがな）、性別、年
齢、電話番号、応募部門、募集を知っ
た媒体を記入して、国土交通省道路
局道路交通管理課標語担当（〒10
0－8918千代田区霞が関２の１の
３）へ／電子メール可問同課（03・

■表示登記の日無料相談 日４月１
日（木）午後１時～４時場東京法務局
府中支局（新町２の44）内土地・建物
の調査・測量、境界問題及び不動産の
表示登記の相談申当日直接会場へ問
東京土地家屋調査士会府中支部・池
田宛（325・3589）へ
■早朝野球リーグ参加者・チーム募
集 日４～10月の毎週火曜日の午
前６時～８時場郷土の森野球場申問
府中市早朝野球連盟・城所宛（090・
3512・4660）へ
■「府中市歩こう協会」会員募集 日

5253・8482）へ
■国民年金保険料の改定 内令和３
年度の国民年金保険料は月額
16610円に改定されます／国民年
金保険料は、前納割引制度などの支
払方法によって割引がありますの
で、ご利用ください問府中年金事務
所（361・1011）へ
■年金額の改定 内令和３年４月か
らの年金額は、令和２年度の金額か
ら0.1％引き下げられます問府中年
金事務所（361・1011）へ
■国民年金保険料２月分の納期限及
び口座振替日 日３月31日（水）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

　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。

　リサイクルプラザで行っている粗大ごみの直接搬入は、４月１日（木）
持ち込み分から、電話、またはインターネットによる事前申込制に変更し
ます。申込みがない場合は、直接搬入の受入れができませんので、ご注意
ください。なお、粗大ごみの収集の利用方法に変更はありません。
　問合せは、ごみ減量推進課施設係（３６５・０５０２）へ。

■直接搬入の利用方法
　電話、またはインターネットで申込みをお願いします。
　申込みは２か月先まで受け付けていますので、お早めにお申し込みい
ただき、搬入日時に、直接リサイクルプラザに持ち込んでください。搬入
点数は、４月１日（木）から１世帯につき、１日15点までです。
　なお、手数料は、リサイクルプラザで現金でお支払いください。

※せん定枝を持ち込む方・手数料減免対象の方は電話で、聴覚障害のある
方などは、インターネット、またはFAX（０３・６４２８・６４１１）でお
申し込みください。

▲ 粗大ごみインター
ネット受付サイト
のＱＲコード

▲ 左から高野市長、齋藤校長

▲ 都立農業高校の造園部の皆
さん

▽受付日時　月～土曜
日の午前８時～午後７
時（年末年始を除く）
▽申込み　粗大ごみ
コールセン

ター（０３・６４２
４・４６４５）

　電話　

４月１日（木）持ち込み分から

インターネット
▽受付時間　24時間受付
（メンテナンス時を除く）
▽申込み　粗大ごみイン
ターネット受付サイトに
アクセスし、必要事項を
入力

粗大ごみの直接搬入粗大ごみの直接搬入にはには
事前申込みが必要です事前申込みが必要です

◆市（都）民税と各種保険税（料）の特別徴収◆
年金
支払月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 令和４年

２月

金額

仮　徴　収
市（都）民税は、令和２年度分の公
的年金などに係る税額の２分の１
の金額を３回に分けて徴収、各種
保険税（料）は、原則として令和３
年２月の各種保険税（料）額と同額
を徴収

本　徴　収
令和３年度分の市（都）民税、各種
保険税（料）額から仮徴収額を控除
した金額を３回に分けて徴収

都立農業高校と都立農業高校と
「国天然記念物馬場大門のケヤキ並木「国天然記念物馬場大門のケヤキ並木
保護更新プロジェクト」保護更新プロジェクト」に関するに関する
連携協定を締結連携協定を締結

　市と都立農業高校は、３月５日に、け
やき並木の育成と施策の充実を図り、
将来にわたってケヤキを保護していく
ため、「国天然記念物馬場大門のケヤキ
並木保護更新プロジェクト」に関する
連携協定を締結しました。
　問合せは、ふるさと文化財課郷土資
料担当（３３５・４３９３）へ。

■ケヤキの苗木の植樹式を実施
　３月９日に、大國魂神社前交差点付近のけやき並木で、都立農業高校の
皆さんが種子から大切に育てたケヤキ
の苗木の植樹式を実施しました。
　都立農業高校１年生の石毛さんは「日
頃から慣れ親しんでいるけやき並木の
保護プロジェクトに参加できて、うれし
いです。自分で植えた苗木が成長してい
く姿を見守りながら、今後もプロジェク
トに参加していきたいです」と話してく
れました。

おしらせおしらせ
令和３年度
市（都）民税・各種保険税（料）特別徴収の仮徴収
　現在、市（都）民税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料・介護保険料が
特別徴収（年金から差引き）されている
方は、令和３年度も原則として特別徴
収となります。
　令和３年度の市（都）民税の額は６月
に、各種保険税（料）の額は７月に決定・
通知するため、下の表のとおり仮徴収・
本徴収を行います。
　問合せは、市民税課普通徴収係（３３

５・４４４１）、保険年金課保険税係
（３３５・４０５５）・後期高齢者医療
係（３３５・４０３３）、介護保険課資
格保険料係（３３５・４０２１）へ。

府中の森市民聖苑
臨時休館

　館内整備・点検などのため、４月
23日（金）、５月11日（火）・28日（金）、
６月９日、７月７日（水）・30日（金）、
８月９日（月）、９月７日（火）は臨時
休館します。なお、電話による受付と
ご遺体の保管（霊安室の利用）業務は
行います。
　また、４月29日（祝）、５月22日
（土）、６月25日（金）、７月24日（土）、
８月27日（金）、９月19日（日）は告別

式、火葬業務を行いません。
　問合せは、府中の森市民聖苑（３６
７・７７８８）へ。

文化センター
４月の休館日

○各文化セン
ター　29日（祝）

○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン
ター

　５日（月）
○白糸台・押立・四谷・片町文化セン

ター

19日（月）
▽問合せ 地域コミュニティ課コ
ミュニティ推進係（３３５・４１３
７）

体育館４月の休館日

○郷土の森総合体育館　５日（月）・
15日（木）・20日（火）・21日（水）
○押立・栄町・四谷体育館　７日
（水）・15日（木）・16日（金）・26日（月）
○白糸台・本宿体育館　２日（金）・
13日（火）・14日（水）・22日（木）
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３

６３・８１１１）、各地域体育館はス
ポーツ振興課施設係（３３５・４４８
８）

納期限のお知らせ

▽種別 国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料第９期分
▽納期限及び口座振替日　３月31日
（水）
▽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
■福祉のまちづくり推進審議会
　３月30日（火）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・４
１６１）へ



○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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　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。

◆新製品開発などのための製造業等活性化事業補助金◆
対象事業 補助 率 補助限度額

新製品・新技術開発事業 補助対象経費の
３分の２以内 100万円

ＩＳＯ9001・14001取得事業
補助対象経費の
２分の１以内

30万円
市場開拓事業

10万円エコアクション21取得事業
特許取得事業

子子どもども読書の日読書の日

■親子ＤＥおはなし会
▽日時 ４月25日（日）午前10時
半～10時45分
▽会場 中央図書館
▽対象 １・２歳児と保護者
▽定員 先着10組
▽内容 絵本の読み聞かせほか
▽申込み 中央図書館へ
■おはなしいっぱいの会
▽日時 ４月25日（日）午後１時
半～２時15分
▽会場 中央図書館
▽対象 ３歳以上の方
▽定員 先着15人
▽内容 絵本の読み聞かせ、ス
トーリーテリング（おはなしの語
り）ほか
▽語り手 おはなしボランティア

　４月23日（金）は、「子ども読書の日」です。
　子どもにとって読書は、感性を磨き、表現力や創造力を豊かにするなど、
生きる力を身に付けていくうえでとても大切なものです。
　市では、子どもたちがたくさんの本と出会い、楽しく読書ができるよう
なイベントを開催します。
　問合せは、中央図書館（３６２・８６４７）へ。

「おはなしのたね」会員ほか
▽申込み 中央図書館へ
■読書キャンペーン「たびたびよ
んで本のたび～みんなでいただき
ま～す！」
▽日程 ４月10日（土）から５月
16日（日）
▽会場 中央・各地区図書館
▽内容 「たべもの」に関する本の
展示と貸出
※期間中、「本の世界を旅するパス
ポート」を各会場（中央図書館は午
後６時まで）で配布します。対象の
本を１冊借りるごとに、パスポー
トに貼る「たべもの」シールを１枚
差し上げます。シールを12枚集め
た方には、ごほうびシールを差し
上げます。

４月23日
（金）

募集募集
市非常勤職員
（時間額制会計年度任用職員）
■新型コロナワクチン集団接種従事者
（①看護職、②事務職）
▽採用日 ４月１日（木）以降、業務繁
忙状況に応じて決定
▽対象 ①看護師、または保健師の免
許をもつ方
▽募集人数　各若干名
▽内容 新型コロナワクチン集団接種
会場、保健セン

ターでの①保健・②事務業務
▽募集要項　３月26日（金）まで、保健
セン
ターで配布／ダウンロード可
▽申込み ３月26日（金）まで（必着）に、
申込書、履歴書、①の方は職務経歴書・
免許証の写しも添えて、保健セン

ター成人保
健係（〒183－0055府中町２の25）へ
▽問合せ 保健セン

ター成人保健係（３６８・
６５１１）

市民協働推進会議委員

▽任期 ５月から２年間
▽対象 20歳以上の市民で、平日の昼
間に開催する会議（年５回程度）に出席
できる方／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　２人
▽内容 提案型協働事業の評価や選考
ほか
▽申込み ４月12日（月）まで（必着）
に、「府中市における市民協働の更なる
推進に向けた私の考え」を800字程度
にまとめて、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、職業、電話番号を記入して、市
民協働推進部協働推進課（〒183－
0056寿町１の５）へ／電子メール可／
応募書類は返却しません
▽問合せ 協働推進課協働推進係（３
３５・４４１４）

講座・催し講座・催し

普通救命講習

▽日時 ４月11日（日）・24日（土）、５
月９日（日）・22日（土）、６月６日（日）・
19日（土）午前９時～正午
▽場所 府中消防署
▽対象 中学生以上の市民
▽費用 無料
▽内容 心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方
法、止血法、異物除去ほか

※後日発行する認定証を郵送で受け
取る方は、住所、氏名を記入し84円
切手を貼った封筒を持参してくださ
い。
※車での来場はご遠慮ください。
▽申込み　府中消防署救急係（３６
６・０１１９）へ
▽問合せ 防災危機管理課災害対策
係（３３５・４０９８）

子育てひろば
「はじめてアート」

▽日時 ４月21日（水）午前10時15
分～午後零時15分・１時45分～３時
45分
▽会場 府中市美術館
▽対象 ０歳児と保護者で、初めて
参加する市民（兄姉の参加不可）
▽定員 各６組12人（抽せん）
▽費用 １組200円（常設展観覧料）
▽内容 学芸員の解説による常設展
の観覧、親子あそび
▽申込み ３月29日（月）まで（必着）
に、往復はがき（１組１枚）に住所、親
子の氏名（ふりがな）、子どもの生年
月日、電話番号、参加希望時間、返信
用宛名を記入して、地域子育て支援
セン
ター「はぐ」さんぼんぎ（〒183－0055
府中町３の23の１）へ／電子申請可
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」
さんぼんぎ（３６５・６２１２）

４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 ４月15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 ４月２日（金）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

防災資機材を整備

　市では、地域における災害への備
えを推進するため、自治総合セン
ターのコミュニティ助成事業による
宝くじの助成金を活用し、分梅町自
治会連合会の申請に基づき、災害時
に使用する資機材などの備品を整備
しました。
　コミュニティ助成事業は、コミュ
ニティ活動の促進と健全な発展を図
るとともに、宝くじの社会貢献広報
を目的としています。
　問合せは、防災危機管理課災害対
策係（３３５・４０９８）へ。

中小企業退職金共済
（中退共）掛金の補助

▽対象 市内に主たる事業所を有
し、１年以上継続して事業を営んで

いる方で、市税を完納し、中退共掛金を
納付している方／特定退職金共済との
重複契約者を除く
▽補助額 加入から10年以下の従業
員１人につき月額480円（申込総数に
応じて減額あり）／１事業所につき10
万円を限度
▽申込み ３月22日（月）から４月９日
（金）に、決められた用紙（市役所４階産
業振興課に用意、ダウンロード可）と掛
金の支払いが確認できる書類、退職金
共済手帳を産業振興課へ
▽問合せ 産業振興課商工係（３３５・
４１４２）

新製品開発などのための
製造業等活性化事業補助金

　市では、市内中小企業の振興と経営
安定のため、製造業者などが行う新製
品・新技術開発、市場開拓などに要する
経費の一部を補助します。
▽対象 市内で製造業などを営む中小
企業者
▽対象事業・補助率・補助限度額　下の
表のとおり／予算の範囲内
▽申込み ４月１日（木）から16日（金）
に、工業技術情報セン

ター（むさし府中商工会
議所内）へ
▽問合せ 工業技術情報セン

ター（３３５・４
４７４）

▲  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

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

▲劇団四季

▲ あなたの技術と経験を生かしてみま
せんか

©荒井　健©荒井　健

０５０・３４９１・９８４９

■こどもミュージカル／Ｆ
日４月20日から６月29日の毎週火

曜日（５月４日を除く）　午後５時～６
時半（全10回）場小ホール対小学生定
先着15人費12000円内ミュージカル
の基礎を学び、全員で一つの作品を作
る講替地桃子氏（ミュージカルアク
ター）ほか
■インド哲学から学ぶ「ヨガ的健康ラ
イフのすすめ」／Ｆ
日４月13日から６月15日の毎週火

曜日（５月４日、６月８日を除く）　午
前10時～正午（全８回）場３階研修室
対高校生以上の方定先着10人費8500
円内古代インドの聖典から健康な心身
とは何かを学ぶ講青山千恵美氏（ヨガ
インストラクター）
■はじめての将棋／Ｆ
日４月23日から６月18日の毎週金

曜日（５月７日を除く）　午後１時～３
時（全８回）場２階研修室対高校生以上
で将棋未経験の方 定先着10人 費
10000円（テキスト代3300円が別に必
要）内将棋の基礎や歴史、対局観戦の楽
しみ方などを学ぶ講石井雄二氏（日本
将棋連盟公認将棋指導員）他将棋盤・駒
持参
■LINE入門／Ｆ
日４月12日から５月31日の毎週月

曜日（５月３日・10日を除く）　午後２
時～４時（全６回）場パソコン学習室対
高校生以上の方定先着８人費7000円
内LINEの使い方や便利な機能を学ぶ
講シルバー人材セン

ター登録講師他スマート
フォン、またはタブレット持参
■パソコン入門とインターネット活用
／Ｆ
日４月13日から５月25日の毎週火

曜日（５月４日を除く）　午後２時～４
時（全６回）場パソコン学習室対高校生
以上の方定先着８人費7000円内パソ

コンの操作方法・文字入力・文書作成
などの基本を学ぶ講シルバー人材セン

ター

登録講師
◆　共通項目　◆

申当セン
ターへ
◇　　　◇　　　◇
生涯学習セン

ター４月の休館日
　５日（月）／当セン

ター図書館は21日
（水）・22日（木）も休館

３６８・７９２１
入場料　３００円（中学生以下１５０円）

■森のお話会～紙芝居
日３月27日（土）午後２時45分場

旧郵便取扱所脇対５歳以上の方内
「つるのおんがえし」「はるのこうま」
ほか他語りは十べえお話の会
■竹かご編み体験
日３月28日（日）午前10時～午後

３時場ふるさと体験館定先着５人費
3000円他小学４年生以下は保護者
同伴申電話で当館へ
■ゴムスタンプを彫ろう
日４月４日（日）午後１時～３時場

ふるさと体験館定先着５人費300円
他小学４年生以下は保護者同伴申電
話で当館へ
■星空観望会「春の銀河を見よう！」
日４月10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円内おとめ座や
おおぐま座の銀河を観察申３月27
日（土）から電話で当館へ
■わら細工クラブ新年度会員募集
日活動は４月17日から令和４年

３月の土曜日　午前10時～午後３
時（全20回）対高校生以上の方定20
人（抽せん）費年額15000円内基本の
縄ないから始め、釜敷き、わら草履な
どを作る申４月５日（月）まで（当日
消印有効）に、往復はがきに住所、氏
名、年齢、電話番号、返信用宛名を記

入して、当館「わら細工クラブ」係へ
◇　　　◇　　　◇

郷土の森博物館４月の休館日
　毎週月曜日

３３６・３３７１

■市民ギャラリー「奔走する群れ」
日３月24日（水）から28日（日）

（28日は午後３時まで）場市民ギャ
ラリー費無料内新型コロナウイルス
の影響で発表する機会を失った筑波
大学在籍生有志による卒業・修了制
作展示

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館４月の休館日

　毎週月曜日

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

■府中の森芸術劇場開館30周年記
念～劇団四季The Bridge～歌の架け
橋
日５月10日（月）午後６時半場ど

りーむホール費Ｓ席9900円、Ａ席
6600円、Ｂ席3300円（全席指定）他
２歳以下の子どもの入場不可申チ
ケット予約開始は３月27日（土）／
発売は翌日から

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場４月の休館日
　13日（火）・26日（月）

・市民会館　３６１・４１１１
・中央図書館　３６２・８６４７
■本の病院～ご自宅の本を修理しま
す
日３月31日（水）午後２時～４時

場３階ボランティア活動室定先着
10人内自宅の破損した本を預かり、
修理したものを後日お渡し（３冊ま
で／事前予約制）申中央図書館へ

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中４月の休館日
日６日（火）・19日（月）・20日（火）

３３０・２０１０

介護予防推進セン
ター「いきいきプラザ」

◆　共通項目　◆
申３月22日（月）から当セン

ターへ

■介護予防講座「自分へのごほうび
♪しっとりハンドケアとマニキュ
ア」
日３月26日（金）・29日（月）・30日

（火）午後２時～３時対65歳以上の
市民定各先着３人費500円内パラ
フィンパックとマニキュア

■介護予防講座「女性限定! !骨盤底筋
トレーニング」
日３月29日（月）午前10時15分～11

時対65歳以上の女性市民定先着20人
費無料内高齢の女性向けの体操ほか
■元気一番! !ひろめ隊・運動普及員に
よる体操
日①４月３日（土）午前10時～11時・

②５日（月）午後１時半～２時半対65
歳以上の市民定各先着20人（１人１
回）費無料内①筋力トレーニングとス
トレッチ、②昔のラジオ体操とエアロ
ビクス

３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■当事者相談
日①４月１日（木）・②３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①４月３日（土）午前９時～正午・

②15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①３月26
日（金）、②４月８日（木）までに当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

心身障害者福祉セン
ター「きずな」４月の休館日

　毎週日曜日、10日・24日（土）・29日
（祝）

・社会福祉協議会 ３６４・５３８２
・シルバー人材セン

ター ３６６・２３２２

〒183－0055 府中町 1 の30

■①にしふエリアささえ愛の会（地区
社協）、②住吉・分梅・南町ささえあい協
議会（地区社協）
日①４月２日（金）・②６日（火）午後

１時半～３時半場①西府・②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４月７日（水）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４月の休館日

　毎週日曜日、29日（祝）問当館（334・
3011）へ

男女共同参画セン
ター「フチュール」４月の休館日

　14日（水）・24日（土）問当セン
ター（351・

4600）へ

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」４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４月の休館日
　５日・12日（月）
問当館（335・439
3）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。

　トイレの水漏れなどが発生
した際に、「見積もり無料」など
の広告を見て、業者に見積もり
を依頼したところ、緊急で工事
が必要と言われ、高額な作業費
を請求されたという相談が寄
せられています。
　修理を依頼するときは、業者
に契約をせかされても慌てず
に、事前に作業内容や費用の概
算などを確認しましょう。
　なお、修理を依頼する業者に迷った際は、都水道局多摩お客様セ
ンター（０５７０・０９１・１０１）に相談、または都指定水道工事
店に依頼するようにしましょう。
　問合せは、消費生活センター（３６０・３３１６）へ。

水漏れ修理の費用は事前に確認しましょう！
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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

４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４月９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４月10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①４月12日・19日・26日（月）午後１時５分～

２時・②７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３月24日（水）か
ら
日４月28日（水）午前10時～10時40分・11時10

分～11時50分、午後１時半～２時10分対令和２年
10～12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３月24日（水）か
ら
日４月23日（金）午前10時～10時40分・11時10

分～11時50分、午後１時半～２時10分対令和２年
８～10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３月23日（火）か
ら
日４月21日（水）午前10時～10時40分、午後１時

半～２時10分対令和２年５～８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３月23日（火）か
ら
日４月16日（金）午前10時～10時40分、午後１時

半～２時10分対令和元年10月～令和２年５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３月23日（火）から
日４月20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

■３・４か月児健康診査と産婦健康診査 通
日４月８日・15日・22日（木）／受付は午後１時

15分～２時15分対受診時に３・４か月の乳児と母
親
■１歳６か月児健康診査 通
日４月12日・19日・26日（月）／受付は午後１時

15分～２時15分対受診時に１歳６か月～11か月
の幼児
■３歳児健康診査 通
日４月の毎週火曜日／受付は午後１時15分～２

時15分対受診時に３歳の幼児
■妊婦歯科健康診査／申　受付中（予約制）
日４月21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
■はじめての歯科健診　申受付中（予約制）
日４月16日（金）午前９時半～11時15分、午後１

時15分～３時対令和２年３・４月生まれの幼児内
歯科健康診査・歯磨き指導
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診　申
　受付中（予約制）
日①４月８日・②22日（木）午前９時半～11時15

分、午後１時15分～３時・③14日（水）午後１時15
分～３時対①平成31年３月・②平成30年９月・③平
成28・29年３月生まれの幼児内歯科健康診査、歯磨
き指導

　市や保健所の職員を名乗り、「ワクチン接種
のために必要」と偽って、金銭や個人情報をだ
ましとろうとする電話に注意してください。
　ワクチン接種は無料で行われ、市や保健所
がワクチン接種のために金銭や個人情報を電
話やメールで求めることはありません。
　問合せは、地域安全対策課安全係（３３５・
４１４７）へ。

■「怪しいな？」と思ったらご相談ください
○新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライ
ン（０１２０・７９７・１８８）
○警察相談専用電話（♯９１１０）

申問子ども家庭支援課母子保健係（368・5333）へ

新型コロナワクチン接種に
便乗した詐欺にご注意ください

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）

東京2020オリンピック・パラリンピック

聖火聖火リリレレーートトーーチ・大会マチ・大会マスコスコッット像展示ト像展示

東京2020オリンピック・パラリンピック特集

世界　府中 多様性と調和

▲ 本市の取組が評価さ
れました

　東京2020大会ビジョンでは、３つの基本コンセプトが掲げ
られており、「全員が自己ベスト」「未来への継承」と並んで示さ
れているのが「多様性と調和」です。このコンセプトには、人種、
性別、性的指向、障害の有無など、あらゆる面での違いを肯定
し、東京2020大会を多様性と調和の重要性を改めて認識し、共
生社会を育む契機となるような大会とするという思いが込め
られています。
　本市では、様々な偏見や差別に関する多様な人権問題の解消
に向けた啓発などに取り組んでいます。特に性的マイノリティ
に対する偏見や差別を解消するため、平成31年４月に多摩地
域で初となる「パートナーシップ宣誓制度」を開始するなど、東
京2020大会の開催を契機として、人
権意識の醸成に努めています。
　この取組が評価され、令和３年２
月に本市は性的マイノリティの方を
支援する団体である日本セクシュア
ルマイノリティ協会及びCial Frame
から表彰されました。
　引き続き、多様性を認め合う社会
の実現を目指し、性的マイノリティの
方への支援はもとより、人権に関す
る普及啓発を行い、本市の取組への
理解が広がるよう、努めていきます。

　市では、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた気運醸成のため、
聖火リレートーチや大会マスコット像の展示を実施します。ぜひ、ご覧ください。
　問合せは、政策課オリンピック・パラリンピック等推進担当（３３５・４００６）へ。

■聖火リレートーチ展示
▽日時 ４月３日（土）・４日（日）午前10時～午後４時
▽場所 府中公園
▽内容 桜をモチーフにした東京2020オリンピック・
パラリンピック聖火リレートーチの展示
■大会マスコット像巡回展示
▽場所・期間　下の表のとおり
▽内容 東京2020オリンピック・パラリンピックマス
コットのミライトワとソメイティの像の巡回展示

▲

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火

　

リ
レ
ー
ト
ー
チ

▲

大
会
マ
ス
コ
ッ
ト
像
の
イ
メ
ー
ジ

◆大会マスコット像展示日程◆

画像提供：Tokyo 2020

場　所 期　間

中央文化セン
ター ４月３日（土）から11日（日）

新町文化セン
ター ４月12日（月）から18日（日）

武蔵台文化セン
ター ４月19日（月）から25日（日）

西府文化セン
ター ４月26日（月）から５月５日（祝）

四谷文化セン
ター ５月６日（木）から16日（日）

住吉文化セン
ター ５月17日（月）から23日（日）

片町文化セン
ター ５月24日（月）から30日（日）

是政文化セン
ター ５月31日（月）から６月６日（日）

押立文化セン
ター ６月７日（月）から13日（日）

白糸台文化セン
ター ６月14日（月）から20日（日）

紅葉丘文化セン
ター ６月21日（月）から27日（日）

府中駅南口
ペデストリアンデッキ ６月28日（月）から９月頃

　「世界×府中」は、東京2020大会に向
けて、市民の皆さんに市の取組などを
発信するため、毎月21日号に掲載して
います。
　過去の記事は、市のホームページに
掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

▲ 市のホームペー
ジＱＲコード

TM TM



令和３年（2021年）３月21日 I N F O R M A T I O N ～講座・催しなどの情報 6

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

　４月４日（日）まで、市民桜まつりを開催しています。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を大
幅に縮小し、例年実施している模擬店や舞台発表、パレードな
どは中止しますが、第50回を記念した動画の配信やパネル展
示などを実施します。
　問合せは、市民桜まつり実行委員会（３６４・３６１１＝
中央文化センター内）へ。

バス路線変更のご案内
　４月３日（土）・４日（日）午前11時～午後４
時に、次のバス停留所を臨時休止します。
■臨時休止する停留所
○京王バス…府中町１丁目、ルミエール府中
○ちゅうバス…中央文化センター、ルミエー
ル府中、幸町２丁目

雨天の場合
　歩行者天国、記念植樹式、バス路線の変更
を中止します。また、荒天の場合は、「過去の
桜まつりを振り返ろう」のパネル展示を中止
します。

   ちょうちん・ぼんぼり点灯   
▽日時 緊急事態宣言の解除後から４月４日
（日）の午後６時～８時
▽場所 桜通り、府中公園通り

    歩行者天国    
▽日時 ４月３日（土）・４日（日）午前11時～
午後４時
▽場所 桜通り、府中公園通り

過去の桜まつりを振り返ろう  
　第50回を記念して、過去の市民桜まつりの

４月４日（日）まで

市民協働事業

郷土の森総合体育館
スポーツ教室

参加者募集

 郷土の森総合体育館の利用再開 

市 民 桜 ま つ り

◆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（市民） 定員（抽せん） 内容

女性のための
トレーニング

月（ヨガ）
４月22日から10月11日
（各全13回） 午前10時～11時半 16歳以上の女性 各40人 リズム体操、ストレッチ、

トレーニングほか
火（リズム体操）
木（リズム体操）
金（ジャズダンス）

60歳からの
健康づくり教室

火 ４月23日から９月29日
（各全13回）

午後３時半～５時 おおむね60～75歳
の健康な方 各40人 リズム体操、太極拳水

金 午後１時半～３時

成人のための
トレーニング

月（エアロビクス）
４月22日から９月27日
（各全13回）

午後１時半～３時

16歳以上の方 各40人 リズム体操、ストレッチ、
トレーニングほか

水（ソフトエクササイズ） 午前10時～11時半
金（サーキットトレーニング） 午後７時～８時半
日（エアロビクス） 午前10時～11時半

ジ
ュ
ニ
ア

新体操 低学年 ５月12日から９月29日
の水曜日（各全10回）

午後３時15分～４時15分 新小学１年～３年生

各20人

リボン、フープ、こん棒ほか高学年 午後４時半～５時45分 新小学４年～中学生

体力づくり柔道 ５月８日から９月18日
の土曜日（各全10回） 午後３時半～５時

新小学１年～中学生

柔道

体力づくり相撲 相撲

剣道 ５月９日から９月26日
の日曜日（全10回） 午前９時～10時半 剣道

府中アスレティッ
クＦＣによるフッ
トサル

低学年
４月23日から９月３日
の金曜日（各全10回）

午後４時45分～５時45分 新小学１～３年生
各20人 フットサル高学年 午後６時～７時 新小学４～６年生

初心者向け 午後７時15分～８時45分 16歳以上の方

　長期休館していた郷土の森総合体育館は、電気設備改修工事が
完了したため、４月１日（木）に利用を再開します。
　なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、利用いただけ
る方や利用人数の制限などを行います。詳しくは、市のホームぺージ
をご確認ください。
　問合せは、郷土の森総合体育館（３６３・８１１１）へ。

▲ 体育館利用に関する
　ホームページＱＲコード

▽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
▽申込み ３月29日（月）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（新学年）、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（３６３・８１１１）

様子をまとめた動画を、市
のホームページで配信し
ます。ぜひ、ご覧ください。
※４月３日（土）・４日（日）
午前10時～午後４時に、府
中公園で動画の上映やパ
ネル展示を行います。

    記念植樹式    
▽日時 ４月４日（日）午前11時
▽場所 府中公園
▽内容 第50回を記念して都立農業高校から
寄贈されたソメイヨシノの植樹

▲ 市民桜まつりの
ホームページＱ
Ｒコード

４月

４


