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●世帯数 128,867（579増） （令和4年5月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,561 （268増）  女  130,015 （164増）
 計  260,576 （432増）  うち外国人住民数 5,112

6月1日号令和4年（2022年） （第1992号）

4回目接種券の発送

接種対象　市では、4回目の接種券について、対象の方の予約が速やか
にできるよう、3回目を接種した18歳以上の方に順次送付し
ます。令和4年1月までに3回目接種を終えた方の接種券は、6
月7日（火）・17日（金）に発送します。なお、接種対象となる方
は、60歳以上の方や18歳以上で基礎疾患のある方等に限ら
れます。接種予約は、個別接種・集団接種ともに、6月14日
（火）から受け付けます。

　今後、接種対象者の条件が変更される場合がありますので、
届いた接種券は捨てずに、大切に保管してください。

　令和4年1月までに3回目接種を終えた18歳以上の方の接種券を接種日が早い方から順に、6月
7日（火）・17日（金）に発送します。その後は、3回目の接種時期に応じて、順次発送します。

接種対象に該当しない方へ

● 60歳以上の方
●  18歳以上で、基礎疾患のある方、
　または新型コロナウイルス感染症にかかった場合の
　重症化リスクが高いと医師が認めた方

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

▲ 4回目接種に
　関する市のHP

接種対象は60歳以上の方、または18歳以上で基礎疾患のある方等に限られます

接種券は3回目接種から5か月が経過した18歳以上の方に発送します

新型コロナワクチン4回目接種

66月1414日（火）日（火）からから予約受付を開始予約受付を開始

※ 基礎疾患の詳細は、接種券に同封するお知らせや市のHPでご確認ください。
※ 予診医の判断で、当日、接種が不可となる場合があります。

接種会場

予約方法予約方法

集団接種

接種会場

個別接種

接種するワクチン 接種するワクチン

市民活動センター「プラッツ」オープンスペース（宮町1の100ル・シーニュ 5階）市内の医療機関約60か所

　6月14日（火）から受け付けます。
医療機関名や予約方法は、接種券に
同封するお知らせや市の HPでご確
認ください。
　6月14日（火）以降の
新たな予約枠の受付開
始日は各医療機関で異
なります。

武田／モデルナ社製ファイザー社製

▲ 個別接種
　会場一覧

　6月14日（火）午前9時から、16日（木）以降の接種の予約をweb予約システム及び自動音声ガ
イダンス（☎050-3188-3614）で受け付けます。
　毎週火曜日の午前9時に新たな予約枠を追加します。予約枠に空きがなく、予約できなかった
方は、翌週火曜日以降に改めて予約をお願いします。詳細は、接種券に同封するお知らせや市の
HPでご確認ください。
※自動音声ガイダンスは、公衆電話からの予約はできません。
※ 自動音声ガイダンスでの予約が難しい方は、府中市新型コロナワクチンコールセンター
（☎0570-042567）にご相談ください。
※ web予約システムと自動音声ガイダンスは、毎週月曜日の午後3時～翌火曜日の午前9時
までメンテナンスのため利用できません。

▲ コロナワクチン
　接種web予約

第2回
府中市議会定例会
招集日は6月8日（水）

　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）

3回目接種時期 接種券の発送時期
令和3年12月、
令和4年1月 6月7日（火）・17日（金）

2月 6月下旬、7月上旬

3月以降
3回目接種から5か月が
経過する前に発送予定

※ 3回目接種時に他の自治体に居住し、その後、府中市に転入した場合、4回目接種券の発行には申請が必要です。申請方
法等の詳細は、市のHPでご確認いただくか、府中市新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。

　スマートフォン等をお持ちでない方や、web予
約システムの操作方法等が分からない方を対象
に、市職員が同システムでの予約をお手伝いしま
す。ご希望の方は、 接種券を持って、 市役所1階

高齢者支援課・介護保険課・障
害者福祉課にお越しください。
問高齢者支援課（☎335-4029）

日6月14日（火）から9月30日（金）
の平日の午前9時～午後4時

※ 予約できる接種会場は、市のweb予約システム
で予約できる会場（集団接種と一部の個別接種）
に限ります。
※ 集団接種の予約枠を追加する毎週火曜日は、比
較的予約が取りやすいことが想定されます。な
お、予約枠の空き状況により、予約できない場合
や会場のご希望に沿えない場合があります。ま
た、個別接種と集団接種で接種するワクチンが
異なりますので、ご了承のうえお越しください。

6月14日（火）からインターネットでの接種予約をお手伝いします

（5月26日現在）
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府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-p.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…7日・14日・21日・28日（火）午後1時～4時
行政相談…7日・21日（火）午後2時～4時
※21日は、片町文化センターでの出張相談です。
遺言書等暮らしの書類作成相談…9日（木）午後1時～4時
不動産取引相談…9日・23日（木）午後2時～4時
人権身の上相談…2日・16日（木）午後2時～4時
交通事故相談…14日・28日（火）午後1時半～4時
登記相談…17日（金）午後1時～4時
住宅建築相談…16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…23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）

福祉総合相談…生活福祉課（☎335-4191）
生活保護相談…生活福祉課（☎335-4038）
高齢者福祉相談…高齢者支援課（☎335-4496）
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）
保健相談…保健センター（☎368-6511）
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…11日・25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…18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　午前10時～正午、午後1時～4時（1日
（水）、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（女性への暴力等）…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）

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　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／祝日の受付可

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
6日・20日（月）…河野泰義氏（大学客員教授）
13日・27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
※ 6日午後1時半～4時は、是政文化センターでの出張
相談です。
※ 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3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等の収入の状況やそ
の使われ方、借入金（市債）の状況等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3年度下半期（令和3年10月1日から令和4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3年度下半期の財政運営は、歳入面では、市税、繰入金、諸
収入等が増額となりましたが、都支出金や市債等が減額となり
ました。
　歳出面では、第八小学校及び第一中学校校舎等改築事業や、人
件費に係る経費を減額し、新型コロナウイルスワクチン接種費
や生活困窮者自立支援金支給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生活支援対策に努めました。
　一般会計予算現額は、令和3年9月30日現在で1145億2280万
3千円でしたが、令和3年12月に78億3635万9千円を、令和4年3
月に198億5851万1千円を増額補正したことから、総額1422億
1767万3千円となっています。
　この額を前年度予算現額と比較すると、31億1878
万4千円（2.2％）の増となっています。
　令和3年度の一般会計・特別会計の執行状況等は、
右の表のとおりです。

1000 200 300 500400 600

歳
入

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

519億2616万6千円
520億3447万5千円 （100.2％）

298億5893万7千円
266億4095万2千円 （89.2％）

  59億9560万1千円
  60億  588万4千円（100.2％）

  37億6278万9千円
  27億2149万6千円（72.3％）

  34億4723万5千円
  34億4723万5千円（100.0％）

  25億5330万円
  21億6600万円（84.8％）

315億9937万3千円
312億6158万4千円（98.9％）

130億7427万2千円
118億8591万3千円（90.9％）

市税
市民税や
固定資産税等

国庫支出金
国からの負担金・
補助金等

都支出金
都からの負担金・
補助金等

諸収入
貸付金元利収入や
市預金利子等

使用料及び手数料
市の施設使用料や
証明書等の手数料

繰越金
前年度からの
繰越金

市債
国等からの
借入金

その他
地方譲与税や
地方交付税等

億円

予算現額 1422億1767万3千円
収入済額（収入率） 1361億6353万9千円（95.7％） 歳

出
予算現額 1422億1767万3千円
支出済額（執行率） 1257億3363万5千円（88.4％）
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628億2161万8千円
568億2783万7千円（90.5％）

345億1568万3千円
304億5245万1千円（88.2％）

  92億5100万8千円
  78億2614万1千円（84.6％）

  64億1985万9千円
  48億1182万円　  （75.0％）

  37億6658万5千円
  37億6645万5千円（99.9％）

129億5243万9千円
125億6574万7千円（97.0％）

124億9048万1千円
  94億8318万4千円（75.9％）

民生費
高齢者・障害者福祉、
子育て支援等

教育費
小・中学校やスポーツ
施設の運営等

総務費
市役所の運営や
文化振興等

衛生費
各種検診や
環境衛生等

土木費
緑化対策や公園・
道路の整備等

公債費
市の借入金の返済

その他
産業の振興や
防災対策等

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 238億3861万1千円 224億5817万9千円  94.2 225億5518万1千円 94.6
後期高齢者医療 54億8063万円  　 53億3623万4千円 97.4 54億2596万3千円 99.0
介 護 保 険 199億5382万3千円 193億9129万4千円 97.2 173億3246万8千円 86.9
公 共 用 地 14億3404万7千円 13億7886万円  　 96.2 12億9268万1千円 90.1
合 計 507億 711万1千円 485億6456万7千円 95.8 466億  629万3千円 91.9
※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4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 921億  194万4千円     4億  354万4千円
収入予算執行済額 885億  309万1千円     3億7777万6千円
執行率（％） 96.1 93.6
支出予算現額 884億5128万5千円   45億7311万3千円

支出予算執行済額 840億5038万8千円   45億4361万円
執行率（％） 95.0 99.4

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   51億4975万6千円     8億4954万2千円
収入予算執行済額   50億7174万4千円     8億3768万円
執行率（％） 98.5 98.6
支出予算現額   50億4093万5千円   14億7127万1千円

支出予算執行済額   47億4131万円   12億9800万3千円
執行率（％） 94.1 88.2

※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4年3月31日現在）

（令和4年3月31日現在）

◆市税収入の状況◆
（令和4年3月31日現在）

◆市債現在高の状況◆
（令和4年3月31日現在）

教育債
140億5114万4千円
（33.6％）
小・中学校校舎、
給食センターほか

総務債
90億3748万3千円（21.6％）
新庁舎・市民活動センターほか

■臨時財政対策債
49億1294万7千円
（11.7％）

■土木債 75億3009万8千円（18.0％）
道路、市営住宅ほか

■下水道事業債
46億8925万7千円
（11.2％）

■民生債
8億4030万2千円
（2.0％）保育所ほか

■消防債 1億9527万9千円
（0.5％）
消防ポンプ車ほか

■商工債
1億7512万2千円
（0.4％）市民農園

■農林水産業債
5613万3千円（0.1％）

■減税補塡債
3億6270万4千円（0.9％）

※市債は、義務教育施設や道路、下水道等、公共施設の建設事業の財源とする
　ため、国等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
418億5046万9千円

500 100 150 200 250

収入済額（収入率）予算現額

249億3771万3千円
251億1044万6千円（100.7％）

221億5366万2千円
221億1121万8千円（99.8％）

  33億2120万3千円
  33億3017万1千円（100.3％）

  13億1312万8千円
  12億7615万5千円（97.2％）

    2億    45万9千円
    2億  648万5千円（103.0％）

                    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 519億2616万6千円
収入済額（収入率） 520億3447万5千円（100.2％）
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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

　各種催し等は、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。

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

環境審議会地球温暖
化対策部会

6月3日（金）
午後6時

市役所
3階会議室 各先着

5人

前日までに環境政策課
（問☎335-4196）へ

地域公共交通計画策
定検討部会

6月15日（水）
午後2時

第2庁舎
3階会議室

前日までに計画課（問☎
335-4325）へ

審議会・協議会等

　6月1日（水）から、ペットショップ等に対し、販売する犬・
猫へのマイクロチップの装着と日本獣医師会への所有者の
登録が義務付けられました。
問環境政策課（☎335-4195）

■犬・猫を購入する場合等は登録情報の変更が必要です
　今後、ペットショップ等から犬や猫を購入した場合や、既にマイクロ
チップが装着されている犬・猫を譲り受けた場合には、飼い主は同会に登
録されている情報の変更が必要です。
　なお、5月31日以前に飼い始めた場合や、未装着の状態で譲り受けた場
合は、マイクロチップの装着義務はありませんが、迷子や災害、盗難や事
故等の時に飼い主を把握しやすくなることから、装着と登録をお願いし
ます。
　詳細は、同会のHPをご確認いただくか、電話（☎03-6384-5320）でお問
い合わせください。
■狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例等
　同会に登録したマイクロチップが装着された飼い犬は、市への登録と
鑑札の装着が不要になりました。
　なお、狂犬病予防注射済票の装着は引き続き必要ですので、注射後に保
健センター、市役所1階総合窓口課、白糸台・西府文化センターで申請し
てください。
問保健セン

ター（☎368-5311）

犬・猫犬・猫へのへのマイクロチップマイクロチップ
装着装着がが義務化義務化6月1日（水）から

■コンプライアンス関連研修
　管理職・一般職の職層に応じた研修を実施するほか、研修を受講した管
理職が講師となり、職場内研修を行います。
■コンプライアンス推進員の設置
　各課にコンプライアンス推進員を設置し、職場内におけるコンプライ

アンス意識の醸成等に継続して取り組みます。
■コンプライアンスに関する情報発信
　職員に対してコンプライアンス違反に係る具体的
な情報等の定期的な発信を開始し、継続的な意識付
けを行います。
問法制文書課（☎335-4395）

6月6月ははコンプライアンス推進月間コンプライアンス推進月間

市長から市民の皆さんへ
　市では、令和2年6月に職員が逮捕・起訴された官製談合防止法違
反事件を受け、事件の風化を防ぐとともに、職員一人ひとりが法令や
社会規範等の遵守を意識し、職員倫理の向上に努める機会とするた
め、毎年6月をコンプライアンス推進月間として定めました。
　二度と不正を起こさない職場環境をつくり、市民の皆様の信頼を
取り戻せるよう、全庁を挙げて取り組んでまいります。

府中市長　高　野　律　雄

主な取組

募集

市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■学童クラブ指導員
採用日7月1日（金）
対学校・幼稚園教諭、保育士、社会福祉
士のいずれかの免許・資格をもつ方、ま
たは放課後児童支援員認定資格研修を
修了した方
募集人数若干名（試験）
募集要項 6月10日（金）まで、市役所4階
児童青少年課・1階市民相談室で配布
（平日のみ）／ダウンロード可
申6月10日（金）までに、申込書、資格証
等の写し、小論文「児童1人ひとりの個
性を尊重した育成とは」（800字以内）
を〒183-8703児童青少年課（問 ☎
335-4300）へ
リサイクルプラザ整備基本設計
等業務の委託事業者
　リサイクルプラザ整備基本設計等業
務の委託事業者を、プロポーザル方式
で募集します。
対募集要項で定める参加資格を有す
る事業者
募集要項 6月15日（水）まで、リサイクル

プラザで配布（平日のみ）／ダウン
ロード可
申6月15日（水）までに、必要書類を
リサイクルプラザ（問☎365-0502）
へ／郵送不可

生涯学習センターの指定管理者
　令和5年4月からの生涯学習セン
ターの指定管理者候補者を募集しま
す。
問文化生涯学習課（☎335-4394）
■施設の概要
所在地浅間町1の7
業務内容
○施設の管理運営に関すること
○生涯学習の事業に関すること
○自主事業ほか
募集要項 7月1日（金）まで、第2庁舎4
階同課で配布（平日のみ）／ダウン
ロード可
■現地説明会
日6月13日（月）午後1時半
場同セン

ター

対法人等の団体（1団体2人まで）
申6月9日（木）までに、同課へ／電子
メール（syakyo01市ドメイン）可
成人の日記念
青年のつどい実行委員
対平成14年4月2日から平成15年4
月1日生まれの市内在住・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5年1月9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（水）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／電子メール（jidou
01市ドメイン）可

講座・催し

憲法講演会「日仏を比べて学ぶ！
憲法とLGBTQカップル」
日6月28日（火）午後2時～4時
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10人、オンライン…先
着70人
費無料
内フランスと比較しながら、憲法か
ら見た日本の同性婚
について学ぶ
講建石真公子氏（法
政大学教授）
申午前9時から電話
で多様性社会推進課
（問☎335-4131）へ／
オンライン参加希望の
方は右の2次元コード
から
※手話通訳を希望する方は、6月14
日（火）までにFAX（351-4603）で
お申し込みください。
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12日・19日・26日、8月2日（火）
の午前10時15分～11時45分（全4
回）

場子育て世代包括支援セン
ター「みらい」

（フォーリス3階／7月に開設予定）
対市民で、令和4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（火）から子ども家庭支援課
母子保健係（問☎368-5333）へ

発達障害児の保護者交流会
日7月7日（木）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4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等の
情報交換
申午前9時半から同セン

ター（問☎370-1781）
へ

歯と口の健康相談
日6月16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（木）から電話で同セン

ター（問 ☎
368-6511）へ

図書館おはなし会
　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）

休止
■公共施設予約システム
　6月9日（木）午前1時～6時／定
期保守点検のため問情報戦略課
（☎335-4057）

6月の掲示板
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広告掲載の問合せは、共同印刷所（☎368-2001＝広告代理店）へ

ボートレース平和島
 6月のレース

収益
事業

日刊ゲンダイ杯 日 14日（火）か
ら17日（金）
府中市長杯 日21日（火）から24
日（金）
SGグランドチャンピオン 日25
日（土）・26日（日）（唐津　場外発
売）
日刊スポーツ旗 日30日（木）
※ その他場外・指定
席限定発売等の詳
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）

　市内12店舗・近隣市3店舗のパ　市内12店舗・近隣市3店舗のパ
ン屋等が出店し、パンだけではなン屋等が出店し、パンだけではな
く、パンと一緒に楽しめるコーく、パンと一緒に楽しめるコー
ヒーや蜂蜜等の商品を販売するパヒーや蜂蜜等の商品を販売するパ
ンマルシェを開催します。ンマルシェを開催します。
問まちづくり府中（☎370-1960）まちづくり府中（☎370-1960）

　市では、次のとおり各種計画を策定しました。
　各計画と計画案に寄せられた皆さんからのご意見は、各担当窓口、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。

　市では、要支援1・2の要介護認定を受けた方
が、住み慣れた地域で元気に自分らしい生活を
送ることを支援するため、短期集中的に行う通
所型サービスを実施します。ぜひ、この機会に
ご参加ください。
問高齢者支援課（☎335-4117）

日7～9月（全12回）／1回2時間
場市内の介護保険の通所事業所
※必要な方は自宅から会場までの送迎を行います。
対要支援1・2の要介護認定の認定を受けた方
費無料
内リハビリ専門職と1週間の生活を振り返り、運動・栄養等
を学び、生活での不安等を取り除くプログラム
申6月20日（月）までに、お近くの地域包括支援セン

ターへ
※同支援センターの連絡先等は、市のHP、市役所1階同課、各
文化センターで配布しているチラシをご覧ください。

日6月4日（土）午前11時～午後4時
場府中駅南口ペデストリアンデッキ

地域防災計画修正地域防災計画修正
趣旨法改正による避難情報の見直
しや、災害対応の実効性を確保する
ための既存計画の修正
内
○避難情報の見直し
○災害時受援応援計画の整備
問防災危機管理課（☎335-4098）

景観計画景観計画
趣旨景観資源を生かし、市民・事業者
との協働による魅力的な景観形成を
推進するための計画
計画期間令和4年度から23年度

内
○目標と施策、取組
○景観法を活用した取組
問計画課（☎335-4412）

リサイクルプラザリサイクルプラザ
整備基本計画整備基本計画

趣旨老朽化等の理由から建替え
が必要なリサイクルプラザの施設
整備計画
内
○基本方針
○施設規模、施設配置計画
○運営管理計画
問リサイクルプラザ（☎365-0502）

各種計画を策定しました

要介護認定　要支援1・2の方

短期集中予防サービスの参加者募集短期集中予防サービスの参加者募集
～いきいきとした生活を取り戻しませんか～いきいきとした生活を取り戻しませんか

6月4日6月4日（土）（土）

お知らせii
「いただきます 人生100年 歯と
共に」歯と口の健康週間
　6月4日（土）から10日（金）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
患を予防し、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）

都市計画案の縦覧
■府中都市計画生産緑地地区の変更案
期間 6月8日（水）から22日（水）の平日
場第2庁舎7階計画課
※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。
■住宅市街地の開発整備の方針案
（都決定）
期間 6月9日（木）から23日（木）の平
日の①午前8時半～午後5時、②午前
9時～正午、午後1時～5時
場①第2庁舎7階計画課、②都都市整
備局都市計画課（都庁第2本庁舎12
階）
※市民、または利害関係のある方は、
同期間（当日消印有効）に意見書
（住所、氏名、電話番号、計画案の名
称、意見を記入）を、〒163-8001
都都市整備局都市計画課に提出で
きます。

問計画課（☎335-4335）

6月は浸水対策強化月間
　雨水ますや側溝がごみ等でふさ
がっていると、雨水が下水道に流れ
込まず、道路冠水の危険性が高まり
ます。雨水ますや側溝に物を置いた
り、ゴミをためたりしないでくださ
い。
　また、都は、都内の降雨情報が一目
で分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）
相談窓口が変わりました
住宅セーフティネット住まい相談窓口
　高齢者、障害者、子育て世帯等の住
まい探しにお困りの方を対象に、民間
賃貸住宅への入居を支援するための
相談窓口を、社会福祉協議会に設置
しています。
　住まい探しの困りごとだけではな
く、入居後の地域生活に関する困りご
ともお気軽にご相談ください。
日平日の午前9時～午後5時（年末年
始を除く）
相談時間 1人30分程度

費無料
申事前に同協議会（問☎334-3040）
へ
※4月から市の住まい相談窓口と一
つになりました。
ありがとうございました
寄付 （敬称略）

■府中市へ
コカ・コーラボトラーズジャパン　
ペットボトル飲料
■社会福祉協議会へ
田中正一　1万円／府中市グラウン
ド・ゴルフ協会　1万3300円

スポーツ

ニュースポーツのつどい
日6月11日（土）午前9時半～正午
場白糸台体育館
対市民
費無料
内卓球、ラリーテニス、カローリング、
輪投げほか
※体育館履きを持参してください。
申当日直接会場へ
問同体育館（☎363-1004）
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　市では、生涯学習の活動のお手伝いとして、皆さんが主催する学習会
等に市職員が出向き、市の業務や制度等について、専門知識を生かして
解説する出前講座を実施しています。
問文化生涯学習課（☎335-4394）

日原則、平日の午前9時～午後5時のうち2時間以内
場市内で申込者指定の場所
対市内在住・在勤・在学の方で構成された10人以上の団体
費無料／講座により材料費等の実費が必要
※詳しくは、第2庁舎4階同課、生涯学習センター、各文化
センター等で配布するパンフレット、または市のHPを
ご覧ください。

申開催予定日の20日前までに、決められた用紙（同課に
用意、ダウンロード可）で、同課へ

ご利用ください

ふちゅうカレッジ出前講座ふちゅうカレッジ出前講座　市では、家庭や食に関する関係機関・団体、企業等と連携を図り、ライフ
ステージに応じた食育を通じて、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）

　丼物やめん類だけの単品料理では、主食
（ごはん、パン、麺類等）・主菜（肉、魚、卵、大
豆等）に偏りがちになります。
　主食・主菜に、副菜（野菜、芋、きのこ、海藻
等）を加えて、バランスのよい食事を心掛け
ましょう。
　また、1日の食事のどこかに牛乳・乳製品
や果物を加えると、更に栄養バランスがよ
くなります。

6月6月はは食育月間食育月間
ひろげよう食の環～食ではぐくむ健康なまち府中

毎月19日は
食育の日

主食・主菜・副菜をそろえて主食・主菜・副菜をそろえて
バランスのよい食事を心掛けよう！バランスのよい食事を心掛けよう！

組み合わせのイメージ

－ もしくは －

　地球温暖化防止、自然保護、ごみ減量や3R
推進等、環境について楽しみながら学び考
えることができる環境まつりをオンライン
で開催します。
問環境政策課（☎335-4196）

日6月6日（月）から30日（木）
内環境活動を行っている市民団
体や事業者、学校等の活動紹介、
環境クイズほかを同まつり特設サイトで配信

楽しく学んでCo2Co2減らそうCo2
コ　　ツ　　コ　　ツ にさんかたんそ

お知らせii
おめでとうございます
文部科学大臣表彰
　永年にわたって、読み聞かせを通じ
て子どもたちに絵本の楽しさを伝えら
れた功績で、次の団体が「令和4年度子
供の読書活動優秀団体」として、文部科
学大臣から表彰されました。
▽ストーリーテリング・グループ　お
はなしのたね
問中央図書館（☎362-8647）

6月1日（水）人権擁護委員の日
　人権擁護委員は、人権や身の上、児童
虐待等に関する相談を受け付けていま
す。人権擁護委員の日にちなみ、次のと
おり特設人権身の上相談窓口を開設し
ます。相談は無料で、秘密は守られま
す。
日6月2日（木）午後2時～4時
場市役所1階市民相談室
※電話での相談も可能です。

定先着6人程度
申当日に同室（問☎366-1711）へ
令和4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4年度
市（都）民税納税通知書を6月7日
（火）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（火）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。

家庭の使用済み食用油の回収
日毎月第4日曜日（12月は第3日曜
日）　午前9時～11時
場各文化セン

ター

※食用油以外の油や飲食店等の営業
活動で発生した食用油は引き取り
ません。
※回収された食用油は、主にバイオ
ディーゼル燃料として再利用され
ています。

問資源循環推進課（☎360-0355）

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4月1日から令和5年3月31日（金）
に71・73・75・77・79歳になる方で、
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（水）まで（必着）に、
同封の返信用封筒で高齢者支援課
（問☎335-4117）へ
乳がん・大腸がん検診の
受診案内を発送
　市では、がんの早期発見と健康意
識の啓発のため、乳がん・大腸がん検
診の受診を促進しています。対象の
方に受診案内を6月上旬に送付しま
すので、ぜひ、ご利用ください。
日8月25日（木）から令和5年1月31
日（火）
場保健セン

ター

対4月1日から令和5年3月31日（金）

に41・43・45・47・49・51・53・55・57・
59歳になる女性市民
費1検診500円
内乳がん検診（問診・マンモグラフィ
検査）、大腸がん検診（便潜血反応検査
（2日法））
※乳がん・大腸がん検診を同日に受診
できます。
※対象年齢でない方は、4月に全戸配
布した「令和4年度健康応援ガイド」
の申込書でお申し込みください。

問同セン
ター（☎368-6511）

肝炎ウイルス検診
日令和5年2月28日（火）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58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、職場等で検診機会が
ある方を除く
※昭和57年4月1日から昭和58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5年2月24日（金）までに、保健セン

ター

（問☎368-6511）へ
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官公庁から

■東京都「犯罪お悩みなんでも相談」
日令和5年3月31日（金）までの火・

木曜日　午前9時～午後5時（祝日、
年末年始を除く）対都民で、万引き
等の犯罪行為をしてしまう方ほか
費無料内社会福祉士や精神保健福
祉士が支援機関や団体等を紹介申
問同相談（☎03-6907-0511）へ
■シンポジウム「避難・避難所運営の
あり方～多様な主体との連携」 日
7月20日（水）午後1時半～4時45分
場市民活動セン

ター「プラッツ」定先着40
人費無料内基調講演、調査研究結果
発表、パネルディスカッション申7
月8日（金）まで（必着）に、はがきに
住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記
入して、シンポジウム事務局（ステー
ジ内）（〒108-0022港区海岸3の5の
1）へ／同事務局の HPから申込み可
問平日の午前10時～午後6時に、同
事務局（☎03-5966-5784）へ

■性別による無意識の思い込みに関
するエピソードの募集 対都内在
住・在勤・在学の方内家庭の部、仕事
の部、子ども・若者の部他詳細は都
の HPを参照／抽せんで400人に
QUOカード（1000円分）を進呈申7
月18日（祝）までに、都のHPから問都
生活文化スポーツ局男女平等参画課
（☎03-5388-3189）へ
■6月は蚊の発生防止強化月間　デ
ング熱等、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、空き缶等のたまり水をなくし、草
むら等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
■緑の募金にご協力ください　内
募金箱を市役所7階環境政策課、各
文化セン

ターに設置他皆さんから寄せら
れた募金は、都内の森林の整備や都
市緑化の推進に活用されます問東

京緑化推進委員会（☎042-528-
0644）へ
■都立多摩職業能力開発セン

ター府中校・
キャリアアップ講習6月受付分 対
中小企業で勤務している都内在住・
在勤の方内仕事に役立つ講習、資格
試験の受験対策申6月10日（金）まで
に同校（問☎367-8204）へ
■都介護支援専門員実務研修受講試
験 日試験日は10月9日（日）申6月
30日（木）まで（当日消印有効）に、簡
易書留で決められた用紙（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
■税務職員募集 日1次試験は9月4
日（日）、2次試験は10月12日（水）か
ら21日（金）の指定する日時対①令
和4年4月1日時点で高校、または中
学校を卒業して3年を経過していな
い方、令和5年3月31日（金）までに高
校、または中学校を卒業する見込み
の方、②人事院が①に準ずると認め
る方他詳細は東京国税局の HPを確

認申6月20日（月）午前9時から29日
（水）に、人事院の HPから問同局人事
第二課（☎03-3542-2111）へ
■おもちゃの病院 日6月11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
3日（金）・②9日（木）・③10日・④17
日・⑤24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作業所スクラム・②ケアチーム大
芽・③府中はるみ福祉園・④童里夢工
房・⑤集いの家の実演販売問社会福
祉協議会「は～
も に ぃ」（☎
340-0212）へ

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、午後8時に放映中（15分番組）

◆わがまち支えあい協議会（地区社協）◆
会 の 名 称 日　時 会　場

武蔵台・北山・西原ささえあいの会 6月8日（水） 午後1時半～3時 武蔵台文化セン
ター

ささえあいの会～白糸台・若松町・清水
が丘・小柳町 6月13日（月）午後1時半～3時半 白糸台文化セン

ター

新町ささえあいの会 6月14日（火）
午前10時～正午

新町文化セン
ター

押立・車返ささえあい協議会 6月18日（土） 押立文化セン
ター

わがまちありすの会～朝日・多磨・紅
葉・若松 6月21日（火）

午後1時半～3時半
紅葉丘文化セン

ター

かたまち支えあいの会 6月22日（水） 片町文化セン
ター

ささえあい四谷 6月25日（土）午後1時半～3時 四谷文化セン
ター

わがまち支えあいの会～小柳・是政・清
水が丘エリア 6月29日（水）午前9時半～11時半 是政文化セン

ター

◆介護者の会◆
会の名称 日　時 会　場

若年性認知症介護者の会　
きらきら 6月10日（金）

午後1時半
～3時半

市民活動セン
ター「プラッツ」

此の花 6月11日（土） 府中の森芸術劇場

けやき 6月16日（木） 市民活動セン
ター「プラッツ」

雲雀（ひばり） 6月22日（水） 男女共同参画セン
ター「フチュール」

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■ 講演会「まちのコーディネーターっ
て何？」
日6月25日（土）午後2時～4時場第5

会議室対地域で活動している方定先
着30人費1000円内「人のつながり」を
テーマに、協働によるまちづくりで必
要なことを学ぶ講広石拓司氏（エンパ
ブリック代表取締役）申
当セン

ターへ／電子メール・申
込みフォームからの申込
み可
■ 市民活動専門講座「Canvaを使って！目
に留まる！心が動く！チラシ作成」
日7月2日・9日・23日（土）午後2時～

4時半（全3回）対チラシでイベントや
活動のPRを考えている団体・企業・学
生定先着30人費 6000円（当セン

ター登録団
体・学生は3000円）内簡単に画像等が
加工できるCanvaを使ったチラシの
作成方法を学ぶ講林田全弘氏（デザイ
ナ ー） 他 オ ン ラ イ ン
（Zoom）で実施申当セン

ターへ
／電子メール・申込み
フォームからの申込み可

☎351-4600

男女共同参画センター

「フチュール」

■ いきいきセミナー「現役産業医に聞
く、withコロナ時代のストレスケア」
日7月2日（土）午後1時～3時定先着

25人費無料内心身の健康を維持して
いく方法を学ぶ講武神健之氏（日本ス
トレスチェック協会理事長）他オンラ
イン（Zoom、先着60人）でも実施／託
児（1歳以上の未就学児、先着4人、飲み
物持参）希望の方は、6月16日（木）まで
に当セン

ターへ申 6月30日（木）
までに当セン

ターへ／オンライ
ン参加希望の方は申込み
フォームで受付

【 各施設の所在地等】
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
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

■ ①子どもと学ぶおかねのしくみ、
②働きながらの資産運用
日7月2日（土）①午前10時～正午、

②午後2時～4時対①小学5・6年生と
親、②20～40歳代の方定先着①7
組・②20人費無料内①ゲームやクイ
ズでお金について学ぶ、②資産運用
のゴール設定、ライフプランについ
て学ぶ 講大石森朗氏（ファイナン
シャルプランナー）ほか申当セン

ターへ

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

■ スマホの活用しませんか？（初心
者向け）
日①6月7日・②14日・③21日（火）

午前10時～11時対65歳以上の市民
定各先着10人（1人1回）費無料内ス
マートフォン（アンドロイド）の①基
本操作、電話・カメラ等の使い方、②
メールの使い方、③インターネット
の使い方申6月2日（木）から電話で
当セン
ターへ
■定期体力測定会
日6月30日（木）午前9時15分～10

時・11時15分～正午対 65歳以上の
市民で、医師からの運動制限がなく
自分で通所及び体調管理のできる方
定各先着15人（1人1回）費無料内体
組成計（ペースメーカーが入ってい
る方は測定不可）、椅座位体前屈、握
力、5メートル普通歩行速度、開眼片足立ち
申6月12日（日）から電話で当セン

ターへ

社会福祉
協議会 HPふれあい会館

社会福祉協議会 ☎364-5382
シルバー人材セン

ター ☎366-2322

■ 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
■ 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
■「介護者の会」にご参加ください
日 場下の表のとおり対家族を介

護している方費各100円内介護の悩
み・困っていること等の話し合い申
問社会福祉協議会（☎336-7055）へ
■ シルバー人材セン

ター浴衣着付け講習会
日 6月25日（土）午後1時～3時場

相談室対高校生以上の方定先着10
人費無料他持ち物・服装は同セン

ター HPを
確認／子どもの同伴不可申 問同セン

ター

へ

■Scratchでゲームづくり
日 7月から9月の第1・2・4月曜日　

午後5時半～7時半（全9回）対プログラ
ミング初心者の小学3～6年生定先着5
人費1万5600円内ゲーム作成ほか
■スマホアプリ入門
日7月から9月の第2・4土曜日　午前

10時～正午（全6回）対スマートフォン
の操作方法が分からない方定各先着5
人費1万100円内生活に役立つ便利な
アプリの使い方
◆　上記2記事の共通項目　◆
場1階会議室他USBメモリー・筆記

用具持参申 問シルバー人材セン
ターへ

◆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　時 会　場

毎週月・水・木曜日 午前9時半～午後4時 新町文化セン
ター

毎週月曜日（6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

毎週火曜日 武蔵台・是政文化セン
ター

毎週水曜日 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・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

毎週金曜日 午前9時15分～11時45分 住吉文化セン
ター
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　各種催し等は、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
着用や検温等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。

ひろば

■参加・体験・感動！府中ふれあいこ
どもまつり 日 6月26日（日）①午
前11時～午後3時半、②午前11時～
11時半、③午後2時半～3時場ルミ
エール府中定先着②100人・③150
人費①無料、②③各2000円（3歳未
満は無料）内①無料で遊べるコー
ナー、②人形劇「ハリネズミと雪の
花」、③エンターティメントショー
クラウン「いつでもどこでもびり＆
ブッチィー」他オンライン（Zoom）
でも実施 申 問 同実行委員会（f.
fureaikodomo@gmail.com）へ
■組ひも体験 日6月20日（月）午後
1時～3時場市民活動セン

ター「プラッツ」
定先着10人費1000円内マスクひも
作り 申 問組紐同好会・深見宅（☎
336-3044）へ

■見えづらい人
を置き去りにし
ないスマホ教室
日 7月2日・9

日・16日（土）午
後1時半～3時

半（全3回）場市民活動セン
ター「プラッツ」

対文字等が見えづらいと感じてい
る方と支援者定先着7人費 1200円
内スマートフォンの音声入力方法を
学ぶ申 問6月25日（土）までにメーテ
ル・桑田宛（☎080-4192-2132）へ
■50代からの暮らしとお金のお悩み
解決～ミニサロン・セミナー＆相談会
日①6月5日、②7月31日（日）午前

10時～11時半、③7月17日（日）10時
半～11時50分、④午後1時20分～2時
40分・⑤3時～4時20分、⑥午前11時
～午後5時40分の間で各40分場市民
活動セン

ター「プラッツ」定先着①30人・②
15人・③～⑤各30人・⑥各4人費①②
各500円・③～⑥共通チケット1000
円内①②講演会「人生は60歳からが
面白い」「介護について」と交流会、③
老齢年金と遺族年金、④金融老年学、
⑤家族信託、⑥ファイナンシャルプラ
ンナーとの相談会講①大江英樹氏
（経済コラムニスト）ほか他③～⑤は
オンライン（Zoom、各先着20人）でも
実施申 問金融ジェロントロジー研究
会事務局（☎090-5312-5767）へ
■「府中手品サークル」発表会 日6
月5日（日）午後1時半～4時半場中央

文化セン
ター費無料内ステージマジック

申当日直接会場へ問同サークル・福
間宛（☎070-3996-1342）へ
■府中市囲碁大会 日6月19日（日）
午前10時～午後5時場市民活動セン

ター

「プラッツ」定先着70人費1000円申
問府中市囲碁連盟・久保宛（☎090-
2675-3286）へ
■吟詠無料講習会 日6月15日（水）
午後6時半～8時半場片町文化セン

ター定
先着10人費無料内ボイストレーニ
ング、詩吟の基礎講古城精宝氏（岳
精流日本吟院皆伝師範）申 問岳精流
府中支部「厳美会」・尾花宛（☎366-
8122）へ
■府中油絵同好会展 日 6月14日
（火）から19日（日）の午前10時～午
後5時（14日は午後1時から、19日は
午後4時まで）場府中市美術館費無
料内油彩画等の展示問同会・大浦宛
（☎324-8273）へ
■社交ダンスの集い 日 6月20日
（月）午後1時15分～4時半場市民活
動セン
ター「プラッツ」費1人800円（ドレス
トライアルはペアで1曲200円が別
に必要）内デモンストレーション、
ドレストライアルほか他1人での参
加可申当日直接会場へ問府中市ダ
ンススポーツ連盟・島田宛（☎090-
5565-6850）へ
■「TAMA市民塾」塾生募集 日10月
から令和5年3月 場多摩交流セン

ター 費
4200～8400円内防災術、ヒエログ

リフから知る古代エジプトほか申7
月8日（金）まで（当日消印有効）に、
はがきに住所、氏名、電話番号を記入
して同塾（〒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
■「府中トーストマスターズクラブ」
会員募集 日活動は第1・3日曜日の
午前10時～11時45分場市民活動セン

ター

「プラッツ」対20歳以上の方費入会
金3000円、月額1200円内日本語・英
語に対応したスピーチ・プレゼン・
リーダーシップ力を磨く申 問佐々
木宛（info@fuchu-tmc.org）へ
■「アゲインクラブ」会員募集 日
活動は毎週火曜日の午後7時～9時
場七中費年額4000円内卓球の練習
講佐藤健一氏（日本卓球協会公認
コーチ・レフェリー）申 問同宅（☎
042-572-0285）へ
■「白糸台健康フォークダンス」会員
募集 日活動は毎週火曜日の午後0
時半～2時50分場白糸台体育館ほか
費入会金1000円、月額1000円講寺
田忠文氏（東京都フォークダンス連
盟理事）申 問同宅（☎302-0813）へ
■「いきいき体操クラブ」会員募集
日活動は水曜日の午前10時～11時
半（月2回）場中央文化セン

ター 費年会費
3000円、月額1600円内体のゆがみ
を整え、健康増進や体調改善講阿部
みち子氏（いきいき体操講師）申 問
阿部宛（☎090-4954-8857）へ

　各種催し等は、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

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

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

【 各施設の所在地等 】
生涯学習センター 〒183-0001 浅間町1の7
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
ルミエール府中 〒183-0055 府中町2の24

☎050-3491-9849

生涯学習センター

■こどもミュージカル（後期）
日7月から9月6日の毎週火曜日　午

後5時～6時半（全10回）場小ホール対
小学生定先着10人費1万2500円内歌・
ダンス・演技を学び、完成した演目を発
表講替地桃子氏（ミュージカルアク
ター）ほか
■はじめての英会話講座
日7月から9月の毎週水曜日（8月17

日、9月7日・21日を除く）　午後6時～
7時15分（全10回）場語学室対高校生
以上の方定先着16人費1万5000円講
アラン・アップルビー氏（英会話講師）
■ABCから始めるドイツ語講座
日7月から9月16日の毎週金曜日（8

月12日・19日を除く）　午後3時～4時
半（全10回）場語学室対高校生以上の
方定先着10人費1万5000円（テキスト
代500円が別に必要）内ドイツの文化
や習慣に触れながら、発音や簡単なあ

いさつを学ぶ講ぺートラ・バルム
シュ氏（ドイツ語講師）
■ 初めてのEXCEL講座「2日間で簡単
な表をマスターしょう！」
日7月5日（火）・8日（金）午後1時半

～4時半（全2回）場パソコン学習室
対高校生以上の方 定先着10人 費
3000円内計算式、関数等を学ぶ講
悠学の会パソコンボランティア他
USBメモリー持参

◆　共 通 項 目　◆
申6月13日（月）から当セン

ターへ

☎368-7921

郷土の森博物館

■ 星空観望会「月のクレーターを見
よう!」
日6月4日（土）午後7時半～9時／

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先着50人
費200円、中学生以下100円内月を
中心に季節の星々を観察申電話で
当館へ

■ プラネタリウム特別投映「七夕プ
ラネタリウム」
日①7月2日（土）・②3日（日）午前

11時半、午後3時半・③7日（木）午後1
時場プラネタリウム費600円、中学
生以下300円内織姫星・彦星・天の川
を眺めながら七夕にまつわる話を生
解説他当日は同時間帯の通常投映
中止 申 ①6月18日（土）・②19日
（日）・③23日（木）から当館HPへ／当
日券あり

☎336-3371

府中市美術館

■市民ギャラリー「透明人間」
日6月8日（水）から12日（日）の午

前10時～午後5時（12日は午後4時
まで）場市民ギャラリー費無料内写
真作品の展示

☎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

■ 府中の森クラシックコレクション
小林愛実ピアノ・リサイタル
日9月9日（金）午後2時場ウィーン

ホール費3500円（全席指定）内曲目
はJ.S.バッハ…パルティータ第2番
ハ短調 BWV826、ブラームス…4つ
の小品 Op.119、ショパン…スケル
ツォ 第1番～第4番他未就学児の入
場不可申チケット予約開始は6月10

日（金）／発売は翌日から
■ どりーむコンサート「偉大なる楽聖
～究極のコンチェルト」
日9月24日（土）午後2時場どりーむ

ホール費Ｓ席5500円、Ａ席4500円、シ
ルバー席（65歳以上の市民）2500円、青
少年席（22歳以下）2000円 内曲目は
ベートーヴェン…序曲「コリオラン」作
品62、交響曲第1番ハ長調 作品21、
ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61出
原田慶太楼（指揮）、三浦文彰（ヴァイオ
リン）、東京交響楽団（管弦楽）他未就学
児の入場不可申チケット予約開始は6
月10日（金）／発売は翌日から

市民会館 ☎361-4111
中央図書館 ☎362-8647

ルミエール府中

中央
図書館 HP

■ルミエール・FES
日7月9日（土）午後1時半場コンベン

ションホール飛鳥定先着250人費無料
内ブラスバンドコンサート出府中マ
ザーズブラススマイリー申当日直接会
場へ問市民会館へ
■ ハワイアンキルトキッズ
日7月23日（土）午前10時～11時半、

午後1時半～3時場講習会議室対市内
在住の小学生 定各10人（抽せん）費
1500円内壁掛けプレート作り講澁谷
由美氏（キルトサークル☆ウル主宰）
申6月30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、参加希望時間、プレートに入れ
たい英語（6文字まで）、返信用宛名を
記入して、市民会館「ハワイアンキルト
キッズ」係へ／電子メール可問同館へ
■図書館ガイドツアー
日6月18日（土）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時間程度で案内他中国・
韓国語での対応可申同館へ
■検索レスキュー（OPAC検索案内）
日6月の毎週水曜日・26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©Makoto Nakagawa©Makoto Nakagawa©Makoto Nakagawa
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文化センターの催し文化センターの催し

　各種催し等は、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等
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／費用等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」

　市内を拠点として活動しているトップチームを身近に感
じ、スポーツの楽しさを体験できるイベントを開催します。
問ボールふれあいフェスタ実行委員会事務局（☎335-
4477＝スポーツタウン推進課内）

日6月12日（日）午前11時～午後2時／荒天中止
場けやき並木通りほか
※混雑時は入場制限を行います。

参加チーム
●FC東京
●府中アスレティックFC
●アルバルク東京
●東芝ブレイブルーパス東京
●東京サントリーサンゴリアス
●読売ジャイアンツ女子チーム（特別参加）

ステージカー
●選手等によるトークショー・質問コーナー
● 選手のサイン入りユニフォーム等が当た
るじゃんけん大会

アトラクションエリア
●各トップチームに関連したスポーツの
体験
●ボッチャ体験

　各アトラクションを巡って3つ以上のスタンプを集めた方
100人（抽せん）に、トップチームグッズセットを差し上げます。

スタンプラリー
を実施

けやき並木通りで開催

ボールふれあいフェスタボールふれあいフェスタ
6月12日（日）

中央 ☎364-3611

■グラウンドゴルフの集い
日 6月1日（水）・12日（日）・15
日・22日（水）午前9時／雨天
中止場府中公園
■フォークダンスの集い
日 6月5日・19日（日）午前10
時
■民踊教室 日 6月9日（木）
午後1時内「宇和島さんさ」
■民踊の集い 日 6月15日
（水）午後1時内「黒田節」
■親子いも掘りの集い 日6
月25日（土）午前9時半／雨天
中止場緑町2丁目の畑対小学
生と保護者（未就学児の同伴
可）定 60組（抽せん）費 1組
100円 申 7日（火）から10日
（金）受付（代理受付不可）
■七夕の集い 日 7月6日
（水）午後3時半対3歳～小学
生（未就学児は保護者同伴）
定先着80人内七夕飾り作り
ほか申8日（水）午後3時から
受付（代理受付不可）

白糸台 ☎363-6208

■夏休み親子陶芸教室 日7
月21日（木）、8月5日（金）・10
日（水）午前9時半（全3回）対
小・中学生と保護者定 10組
（抽せん）費 1組500円申 6月
15日（水）・16日（木）受付
■夏休み子どもお菓子作り教
室 日7月23日、8月6日（土）午
前10時対小学3～6年生定各6
人（抽せん）費400円内フルー
ツ寒天ゼリーとじゃが芋餅申
6月15日（水）・16日（木）受付

■夏休み子どもクラフトバ
ンド教室 日7月26日（火）午
後2時対小学生定10人（抽せ
ん）費200円内ペーパーバッ
グ申6月15日（水）・16日（木）
受付
■夏休み子ども紙工作教室
日7月27日（水）午後1時半

対小学生定20人（抽せん）費
100円内豆本キーホルダー
申6月15日（水）・16日（木）受
付
■夏休み子ども木工教室
日 7月28日（木）午前10時対
小学生 定 8人（抽せん）費
1000円内座れる箱申6月15
日（水）・16日（木）受付
■夏休み子どもバルーン教室
日 7月28日（木）午前10時

対小学生定10人（抽せん）費
300円内大きな金魚袋申6月
15日（水）・16日（木）受付
■夏休み子ども折紙教室
日7月29日、8月5日（金）午後
3時（全2回）対小学生定10人
（抽せん）費100円内折り紙で
花火を作る申 6月15日（水）・
16日（木）受付

西府 ☎364-0811

■民踊教室 日6月10日・24
日（金）午後1時半内「月冴え
て」
■ゲートボール体験会 日6
月11日（土）午前9時半／雨天
中止場御嶽塚公園対小学4年
生以上の方定先着20人申3日
（金）まで受付
■囲碁の集い 日毎週土曜
日　午後1時

武蔵台 ☎042-576-3231

■子ども科学遊びサークル
日6月18日（土）午後2時・2時
半・3時対小学生定各先着15
人内虹ゴマ申受付中

新町 ☎366-7611

■民踊教室 日①6月3日・②
7月1日（金）午後1時内①「宇
和島さんさ」、②盆踊りの練習
■ファミリースポーツの集い
日6月12日（日）午前9時半

場栄町体育館定先着40人内
ボッチャ、卓球ほか他体育館
履き・飲み物持参申 2日（木）
から9日（木）受付
■養生気功の集い 日6月15
日（水）午後1時半定先着10人
内養生気功による健康法
■いも掘りの集い 日6月25
日（土）午前9時・9時40分・10
時20分・11時／雨天の場合は
26日（日）対 3歳～小学生（保
護者1人まで同伴可、未就学
児は同伴必須）定各先着30人
費 100円申 13日（月）から受
付（代理受付不可）
■公民館講座「親子クッキン
グ」 日 7月2日（土）午前9時
半対小学生と保護者定 3組
（抽せん）費1組800円内七夕
ゼリーほか申 14日（火）から
20日（月）受付（電子申請可）
■女性囲碁の集い 日毎週
火曜日　午前10時
■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8日
（水）午後1時半内「黒田節」
■レクリエーション大会
日6月11日（土）午前10時対5
歳～小学生（未就学児は保護
者同伴）定先着80人内スポー
ツレクリエーション申 8日
（水）午後3時から受付

是政 ☎365-6211

■レクリエーション大会
日6月11日（土）午前9時場八
小対①中学生以上の方、②小
学生、③未就学児（保護者同
伴）定先着①②各60人・③10
人内買い物競走ほか他体育
館履き持参申受付中
■ケロちゃんクッキング
日6月22日（水）午後3時対小
学生定8人（抽せん）費400円
内チーズケーキ申8日（水）・9
日（木）受付
■工作サークル「ちびまる
ちゃん」 日 6月28日（火）午
前10時対未就学児（保護者同
伴）内簡単な工作
■七夕の集い 日 7月6日
（水）午後3時対小学生定35人
(抽せん）内七夕飾り作りほか
申6日（月）から9日（木）受付

紅葉丘 ☎365-1188

■民踊の集い 日 6月8日
（水）午後1時半内「黒田節」
■歌声広場 日6月10日・24
日（金）午後1時定各先着20人
内カラオケ申当日の午後0時
50分から受付
■ダーツする会 日 6月13
日・20日・27日（月）午後1時
■七夕お楽しみ会 日6月25
日（土）午後2時対小学生以下
の方（未就学児は保護者同伴）
定先着40人内人形劇申 9日
（木）から受付

押立 ☎042-488-4966

■ファミリースポーツの集い
日6月18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6日（月）午後3

時から受付
■いも掘りの集い 日6月25
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13
日（月）午後3時から受付
■七夕の集い 日 7月6日
（水）午後3時対小学生以下の
方（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15日（水）午後3時から
受付

四谷 ☎367-1441

■新舞踊教室 日 6月2日
（木）午前10時内「熊本城」
■いも掘りの集い 日6月11
日（土）午後2時／雨天の場合
は12日（日）場四谷5丁目の畑
定先着100人（1人2株）費100
円申5日（日）午後2時～5時受
付
■工作教室 日6月22日（水）
午後3時対小学2～6年生定
10人（抽せん）費20円内ペッ
トボトルのゴム動力車申2日
（木）から8日（水）受付
■七夕の集い 日 7月4日
（月）から6日（水）の午後3時
～4時半対3歳～小学生（未就
学児は保護者同伴）定先着
100人内短冊と参加賞の引換
え 申 27日（月）から7月3日
（日）受付

片町 ☎368-7001

■民踊の集い 日  6月8日
（水）午後1時半内「黒田節」ほか
■早朝ラリー 日 7月2日
（土）午前8時20分／荒天中止
対小・中学生（小学4年生以下
は保護者同伴）内ウォーキン
グ申受付中
■七夕の集い 日 7月6日
（水）午後3時対3歳～小学生
（未就学児は保護者同伴）定
先着45人内七夕飾り作りほ
か申7日（火）まで電子申請で
受付
■ラリーテニスの集い 日
毎週土曜日　午前10時／雨
天中止


