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9月1日号令和4年（2022年） （第2001号）

　むさし府中商工会議所は、地域経済の活性化を目的に、市内の
商店等で利用できるプレミアム率40％の地元応援商品券「ふ
ちゅチケ」を、スマートフォンで利用するデジタル商品券と紙商
品券の2種類で販売します。
問地元応援商品券「ふちゅチケ」コールセン

ター（☎050-3173-8292／
午前10時～午後6時／年末年始を除く）

※ 市 HPの「地元応援商品券『ふちゅチケ』（プレミアム付商品券事業）に
ついて」からもアクセスできます。

◆デジタル商品券、紙商品券に関する共通項目◆
※申込者は市民に限ります。
※ 申込みできるのは、デジタル商品券と紙商品券
どちらか1種類のみで、1人5セットまでです。
※ 申込み多数の場合は抽せんを行いますが、申し
込んだ方は1人1セットは必ず購入できます。

※ 取扱店ではどちらの商品券でも使用できます。

•1円単位で利用可能
•スマートフォンがあれば利用可能

•500円単位での利用（お釣りは出ません）

　商品券の申込みの支援や専用アプリの
使い方等を案内します。

日  令和5年1月31日（火）までの午前10時
～午後6時（年末年始を除く）
場  ル・シーニュ2階
申  当日直接会場へ

　「ふちゅチケ」の詳細を記載したチラシや
取扱店一覧を、むさし府中商工会議所、市役
所4階産業振興課・1階市民相談室、各文化
センター、市政情報センター等で配布して
います。また、特設HPにも掲載しています。

　地元応援商品券「ふちゅチケ」の取扱店
を募集しています。

対  市内に店舗を有する事業者
申  12月16日（金）までに
　 特設HPから申込み

　往復はがきに申込者全員の氏名（ふりがな）・生年月日、住所、電話番号、購入希望
セット数、返信用宛名を記入して、地元応援商品券「ふちゅチケ」事務局（〒107-
0052港区赤坂1の9の13三会堂ビル1階オープンループパートナーズ内）へ郵送
してください。
※ 申込みに関する詳細は、むさし府中商工会議所等で配布しているチラシや特設

HPをご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
　10月5日(水)から10月17日（月）に、専用アプリをダウンロードし、利用者情報
を登録した後、セブン銀行ATMで入金してください。
※ 専用アプリのダウンロード方法等は、当せん通知メールで
　お知らせします。 　10月5日（水）から10月17日（月）に、販売窓口で購入してください。

○10月5日（水）から10月10日（祝）…フォーリス1階
○10月11日（火）から10月17日（月）…ル・シーニュ2階

ふちゅチケ
プレミアム率 40%40%

デジタル商品券 紙商品券

①9月16日（金）までに、特設ホームページから申込み

申込みから購入の流れ

サポートセンターを開設 チラシ・取扱店一覧を
配布しています

商品券取扱店を募集

①9月16日（金）まで（当日消印有効）に、往復はがきで申込み

②9月下旬　申込者に当せん通知メールが届く

②9月下旬　申込者に購入引換券が届く

③専用アプリのダウンロード、入金

③購入引換券を販売窓口に持参し購入

地元応援商品
券

 1セット 7000円分（販売価格5000円）
 A券：大型店を含む全取扱店で利用可能 … 3000円分
 B券：大型店以外の取扱店で利用可能 …… 4000円分
販 売 数 26万セット   デジタル商品券 ……………… 18万2000セット
 　　　　　    紙商品券 ……………………… 7万8000セット
申込期限 9月16日（金）まで
購入期間 10月5日（水）から10月17日（月）
利用期間 10月5日（水）から令和5年2月6日（月）

見本見見見見見見見見見見見見見見見見見本見本

ルで

見本見本

 販売窓口
（午前10時～午後6時）
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ツイッターの市公式アカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」

特集～用途地域等の変更（素案）について

用途地域等の変更（素案）箇所一覧

田園住居地域について

　今回の用途地域等の変更（素案）箇所は次のとおりです。位置については、
4・5ページの見開き図面をご覧ください。
　変更箇所の番号は見開き図面に記載されている番号と対応しています。

　現在、市では、農地と住宅地が調和した環境を形成するため、まとまりのある農地等において、用途
地域の一種である田園住居地域の指定を検討しています。
　この田園住居地域内では、農地における宅地開発を制限する一方で、農地に関連した建築物に限り
用途地域の制限が緩和されます。なお、住宅地における建築物の建築制限に影響はありません。
　オープンハウスにおいて、田園住居地域の制度に関するパネル展示も行います。

対象地域の詳細図や用途地域等の解説、

田園住居地域に関する詳しい説明は、市の HPをご確認ください。

No. 変更箇所
現行 変更（素案）

用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 防火・準防火 用途地域 建ぺい率 容積率 高度地区 防火・準防火

1 北山町三丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
2 北山町三丁目及び北山町四丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 40 80 1高 -

3 北山町三丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
4 武蔵台二丁目及び武蔵台三丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 近商 80 300 3高 防火
5 栄町一丁目地内 一低 40 80 1高 - 近商 80 300 3高 防火
6 栄町一丁目地内 準住 60 300 3高 防火 近商 80 300 3高 防火
7 西府町四丁目及び西原町四丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 50 100 1高 準防火
8 西府町三丁目地内 一中高 50 100 1高 準防火 一中高 60 200 2高 準防火
9 西府町三丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
10 西府町五丁目地内 一低 40 80 1高 - 準住 60 300 3高 防火
11 東芝町地内 準工 60 200 25m2高 準防火 一中高 60 200 2高 準防火
12 東芝町及び本宿町三丁目地内 一低 40 80 1高 - 準工 60 200 25m2高 準防火
13 東芝町及び本宿町三丁目地内 一低 40 80 1高 - 準工 60 200 25m2高 準防火
14 美好町二丁目及び日鋼町地内 一低 60 150 1高 準防火 一中高 60 200 2高 準防火
15 寿町一丁目地内 一中高 50 100 1高 準防火 近商 80 300 3高 防火
16 天神町四丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
17 新町二丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
18 浅間町二丁目地内 一低 40 80 1高 - 準住 60 200 2高 準防火
19 浅間町四丁目及び若松町五丁目地内 一低 40 80 1高 - 一低 30 50 1高 -

20 浅間町四丁目及び多磨町四丁目地内 一低 30 50 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
21 浅間町一丁目地内 一低 30 50 1高 - 二住 60 200 2高 準防火
22 若松町五丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 30 50 1高 -

23 若松町五丁目地内 一低 30 50 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
24 若松町五丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 30 50 1高 -

25 若松町五丁目地内 一低 30 50 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
26 若松町四丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 40 80 1高 -

27 若松町五丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 30 50 1高 -

28 若松町五丁目地内 一低 30 50 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
29 若松町四丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
30 日新町四丁目地内 一低 50 100 1高 準防火 準工 60 200 25m2高 準防火
31 本宿町一丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 近商 80 300 3高 防火
32 本宿町一丁目地内 一低 40 80 1高 - 準住 60 300 3高 防火
33 分梅町一丁目地内 一低 50 100 1高 準防火 二中高 60 200 2高 準防火
34 分梅町二丁目地内 一低 40 80 1高 - 二中高 60 200 2高 準防火
35 宮町三丁目及び本町一丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 一低 30 50 1高 -

36 若松町一丁目及び清水が丘一丁目地内 一住 60 200 2高 準防火 商業 80 500 - 防火
37 清水が丘一丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 近商 80 300 3高 防火
38 若松町一丁目及び清水が丘三丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 近商 80 300 3高 防火
39 紅葉丘一丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
40 白糸台一丁目及び白糸台二丁目地内 一中高 60 200 2高 準防火 準住 60 300 3高 防火
41 南町四丁目地内 一低 40 80 1高 - 一中高 60 200 2高 準防火
42 南町四丁目地内 準工 60 200 25m2高 準防火 一中高 60 200 2高 準防火
43 是政六丁目地内 一低 50 100 1高 準防火 一中高 50 100 1高 準防火
44 是政三丁目地内 一低 40 80 1高 - 一住 60 300 3高 防火
45 小柳町五丁目地内 一低 50 100 1高 準防火 準工 60 200 25m2高 準防火
46 小柳町五丁目地内 一低 50 80 1高 準防火 近商 80 200 2高 準防火
47 押立町五丁目地内 一低 40 80 1高 - 一低 50 100 1高 準防火

：変更のある区分／第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度は10ｍ
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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 HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp
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変更後

オープンハウスを開催

用途地域とは

用途地域を変更する対象

パターン①

パターン②

パターン③

素案に対する意見の提出方法

今後のスケジュール （予定）

9月 オープンハウス・意見募集

都市計画変更（原案）の公告・縦覧

都市計画変更（案）の作成

都市計画変更（案）の公告・縦覧

都市計画決定・告示

令和5年
4月頃

令和6年
4月頃

　都市計画において、建築物の用途（住宅、店舗、工場等）や大きさ等
を定めるルールを用途地域と呼びますが、この用途地域は原則とし
て道路や公園等を基準に区域を設定しています。
　現在の用途地域の多くは、平成16年に変更したものですが、その
当時と比べて、道路形状が拡幅等により変わっている地域等があり
ます。こうした地域を対象に用途地域等を変更するため、その素案を
とりまとめましたので、変更箇所の内容等をお知らせします。
問  計画課（☎335-4335）

　用途地域は、地域の特性を生かし、調和のとれたま
ちづくりのために、建築物の用途（住宅、店舗、工場等）
や大きさ等のルールを定めるものです。

　用途地域等の変更（素案）について、市民の皆さんから意見
をいただくため、自由に入退場でき、展示物に対する意見交換
や素案に対する意見の提出ができるオープンハウスを次のと
おり開催します。

日  9月8日（木）・9日（金）午前10時～午後4時
場  フォーリス

　用途地域等の変更（素案）に関してご意見がある場合は、計
画課、またはオープンハウスの会場でご提出ください。

■計画課に提出する場合
申  9月22日（木）まで（必着）に、意見、住所、氏名、電話番号を
記入して、計画課（〒183-0056寿町1の5）へ／電子メール
（tosikei01市ドメイン）可

　今回の用途地域等の変更は、現状の道路形状に合わ
せること等を目的としたものであり、抜本的にまちづ
くりの在り方を見直すものではありません。既にある
建築物や周辺環境への影響が軽微なものに限り行うも
のです。

道路や通路等の位置や形状が変更した、または無くなった場合

道路等の形状に変更はないが、現行の用途地域の境界根拠が不明確な場合

都市計画道路の整備後の形状に合わせる場合

用途地域等の変更（素案）について
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下図の枠線は、用途地域等の変更（素案）箇所を示しています。
箇所毎の色分けは、変更対象となるパターンに対応しています。

また、各箇所の番号は2ページの「用途地域等の変更（素案）箇所一覧」と対応しています。
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◆　凡　例　◆
用途地域種別 建ぺい率 容積率 高度地区 防火・準防火

第一種
低層住居専用地域

30 50

第一種高度地区

-30 60

40 80

50 80

準防火地域50 100

60 150

第二種
低層住居専用地域

40 80
第一種高度地区

-

50 100 準防火地域

第一種
中高層住居専用地域

40 100
第一種高度地区

-

50 100
準防火地域

60 200 第二種高度地区
第二種

中高層住居専用地域 60 200 第二種高度地区 準防火地域

第一種住居地域
60 200 第二種高度地区 準防火地域
60 300 第三種高度地区 防火地域

第二種住居地域 60 200 第二種高度地区 準防火地域

準住居地域
60 200 第二種高度地区 準防火地域
60 300 第三種高度地区 防火地域

近隣商業地域

80 200 第二種高度地区
準防火地域

80 300
第三種高度地区

80 300
防火地域

80 400 -

商業地域
80 400

- 防火地域80 500

80 600

準工業地域
60 200 第二種高度地区

準防火地域
60 200 25m第二種高度地区
60 300 - 防火地域

工業地域
60 200 25m高度地区

準防火地域
60 200 -

パターン① 道路や通路等の位置や形状が変更した、
または無くなった場合

パターン② 道路等の形状に変更はないが、
現行の用途地域の境界根拠が不明確な場合

パターン③ 都市計画道路の整備後の形状に合わせる場合

用途地域

容積率／建ぺい率

高度地区
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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…6日・13日・20日・27日（火）午後1時～4時
行政相談…6日・20日（火）午後2時～4時
※20日（火）は、白糸台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…8日（木）午後1時～4時
不動産取引相談…8日・22日（木）午後2時～4時
人権身の上相談…1日・15日（木）午後2時～4時
交通事故相談…13日・27日（火）午後1時半～4時
登記相談…16日（金）午後1時～4時
住宅建築相談…15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…22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）

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（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
12日・26日（月）…河野泰義氏（大学客員教授）、5日
（月）・20日（火）…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）

9月の相談とオンブズパーソンの面談日
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…10日・24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（☎336-1818）／年金・労災・雇用保険
相談…17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（2日、
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（23日を除く）、22日（木）　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）

ふくし法律相談…第3火曜日　午後1時半～4時（予約制）

※ 新型コロナウイルス感染状況により、中止
もしくは電話相談になる場合があります。

　市では、令和4年7月及び令和4年8月3日から発生した大雨で被災され
た方々への支援のため、市民の皆さんの義援金を市役所7階地域福祉推
進課で受け付けています。
　また、次のとおり直接日本赤十字社に振り込むこともできます。
問地域福祉推進課（☎335-4161）

■令和4年7月大雨災害義援金のゆうちょ銀行・郵便局振込
口座名日赤令和4年7月大雨災害義援金
口座番号 00190-9-487734

■令和4年8月3日からの大雨災害義援金のゆうちょ銀行・郵便局振込
口座名日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金
口座番号 00190-2-515136

令和4年7月大雨災害・
令和4年8月3日からの大雨災害義援金

支援をお願いします

インスタグラムの市公式アカウントは「【公式】府中市役所　秘書広報課」、ユーザー名は「fuchu_tokyo_official」

講座・催し

木造住宅及び民間のブロック塀等の
耐震化に係る講習会
日9月15日（木）午後2時～5時
場むさし府中商工会議所会館
対市内で建築業を営む方、その家族、
従事者
※ 耐震改修工事等で市の助成制度を活
用する場合は、必ず受講してくださ
い。

費6000円（同会議所の会員は3000円）
申9月13日（火）までに、同会議所（問☎
362-6421）へ

歯と口の健康相談
日9月15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 9月2日（金）から電話で同セン

ター（問 ☎
368-6511）へ

府中産梨・ぶどうの即売会
日9月2日（金）午後1時
場 JAマインズ西府支店（分梅町3の65
の1）
申当日直接会場へ
問同支店経済指導部門（☎360-8911）

西府町農業公園落花生・葉物野菜
収穫＆藍のたたき染め体験
日10月1日・8日（土）午後1時半～4時
／雨天の場合は翌日
場西府町農業公園
対市民（小学生以下は保護者同伴）
定各20組・40人（抽せん）
費1組1000円
講アグリメディア（同公園運営事業者）
申9月8日（木）まで（必着）に、往復はが

きに参加希望日、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「農業
公園収穫体験」係（問
☎335-4143）へ／電
子申請可

ひとり親家庭自立支援セミナー
■親子関係がかわるコーチング
日10月1日（土）午前10時～正午
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
定先着20人／オンラインは定員な
し
内子どもとの関係を深める方法を
学ぶ
講角田彩子氏（コーチング講師）
※ 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。
■ パソコン教室（①超入門、②初級・
中級）

日①10月18日（火）・20日（木）午前
10時～午後4時・②25日（火）・27日
（木）午前10時～正午
場男女共同参画セン

ター「フチュール」
定各5人(抽せん)
内①マウス操作やキーボード入力
等を学ぶ、②WordやExcelの簡単な
関数や便利な機能を学ぶ

◆　共 通 項 目　◆
対市内在住のひとり親家庭の親、ま
たはひとり親家庭の親になる可能性
のある方
費無料
申9月20日（火）までに、電話で子育
て応援課（問 ☎335-
4240）へ／市のLINE
公式アカウントから
申込み可
パパとママの離婚にまつわる
基礎知識セミナー
日10月6日（木）午前10時～正午
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
対市内在住・在勤・在学の方で、離婚
を考えている方、または離婚した方
定先着10人／オンラインは定員なし
費無料
内養育費や面会交流等、離婚や別居
の際に決めておくと良いことを学ぶ
申10月3日（月）まで、申込みフォー
ムで受付

※ 託児（1歳以上の未就学児、先着8
人）希望の方は、10月
3日（月）までに子育
て応援課（問☎335-
4240）にご相談くだ
さい。

発達障害児の保護者交流会
日10月6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
内発達障害に関する障害年金を学ぶ
講府中年金事務所相談員
申午前9時半から同セン

ター（問 ☎370-
1781）へ

お知らせii
令和5年度の政策立案に関する
基本方針を策定
　市では、来年度の政策立案の方向
性を示した、令和5年度の政策立案
に関する基本方針を策定しました。
この方針は、市役所3階市政情報公
開室、市政情報センター、中央・各地
区図書館、市のHPでご覧になれます。
■主な内容
○社会情勢等の変化に応じた最適な

公共施設の老朽化対策に係る検証
○市民や事業者との対話を通した協働
共創の取組の推進
○デジタル・トランスフォーメーショ
ンの視点を踏まえた市民サービスの
向上及び業務の効率化
○第7次府中市総合計画前期基本計画
に掲げる各施策の着実な推進と
SDGsのゴールへの寄与
○ゼロカーボンシティの実現に向けた
環境に配慮した取組の推進
○子育てしやすいまち、子育てしたい
まちの実現に向けた取組の推進
○更なる女性活躍の推進
○危機管理対策の強化と、災害に強い
まちづくりの推進

問政策課（☎335-4010）
ご協力をお願いします
就業構造基本調査
　10月1日（土）を基準日として、就業
構造基本調査が全国一斉に行われま
す。
　この調査は、国民の就業実態を明ら
かにし、働き方改革の推進に向けた取
組等に活用することを目的とし、市内
では約500世帯の15歳以上の方を対
象に調査が行われます。
　9・10月に、調査員証を携帯した調査
員が伺いますので、ご協力をお願いし
ます。
問情報戦略課（☎335-4059）
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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 HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

　毎年9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。認知症は誰もがなる可能性のある病気で、65歳以上
の約7人に1人が認知症であるといわれています。認知症になっても住み慣れた府中市で安心して暮ら
し続けられるよう、認知症についてそれぞれの立場で考え、理解を深めましょう。
問高齢者支援課（☎335-4537）

■認知症に関するパネル展
日9月7日（水）から21日（水）
場市役所1階市民談話室
■ 認知症あんしんガイド、若年性認知症ガイドを
配布
　認知症あんしんガイドは、認知症に関する理解
や認知症の方へのサポート等をまとめた冊子で
す。
　若年性認知症ガイドは、65歳未満の方が発症す
る認知症の相談窓口や利用できる経済支援、家族
会等に関する情報をまとめた冊子です。

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「いきいきプラザ」、社会福祉協
議会、各文化セン

ターほか
■認知症サポーター養成講座、介護者の会にご参
加ください
　市では、自分の手の届く範囲で認知症の方の手
助けをする「認知症サポーター」の養成講座や、ボ
ランティア・専門職の方を交えて介護者同士で悩
み等を話し合う「介護者の会」を開催しています。
　直近の開催日は、養成講座は7ページを、介護者
の会は10ページをご確認ください。

　地域包括支援センターは市内に11か所あり、
高齢者の方々が抱える様々な悩みの相談を受け
付け、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師
等の専門職が連携し、総合的な支援を行う施設
です。
　認知症に関する悩みの相談も受け付けている
ほか、認知症に関する医師の講話や介護保険
サービスの情報を知ることができる、オレンジ
サロン（認知症家族介護者教室）を奇数月に開催
しています。
　悩みや疑問は一人で抱え込まず、お近くの地
域包括支援センターへご相談ください。　

地域包括支援センターに
ご相談ください

9月21日（水）は
世界アルツハイマーデー

▲ 府中観光協会推奨品「TOKYO府中アイス」

募集

市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■スクールソーシャルワーカー
採用日11月1日（火）
対社会福祉士、または精神保健福祉士
の資格をもち、スクールソーシャル
ワーカー等の実務経験のある方
募集人数 1人（試験）
募集要項 9月16日（金）まで、教育セン

ターで配
布（平日のみ）／ダウンロード可
申9月16日（金）まで（必着）に、必要書
類を同セン

ター（〒183-0055府中町1の32
／問☎364-4108）へ
リサイクルプラザ整備等事業者
選定委員会委員
任期 11月から令和5年12月頃
対平日に開催する会議（全5回程度）に
出席できる市民／現在、市の審議会・協
議会等の公募委員の方を除く
募集人数 1人
内リサイクルプラザの設計・施工・運
営事業者の選定
申9月22日（木）まで（必着）に、応募動
機（400字以内）、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、性別、職業、電話番号を記
入して、リサイクルプラザ（〒183-
0035四谷6の58／問☎365-0502）
へ／応募書類は返却しません

ナイトハイク同行ボランティア
対18歳以上の方（高校生を除く）
内10月22日（土）に開催するナイト
ハイク（約6キロ㍍）での参加者の安
全確保等の補助ほか
申9月12日（月）まで（必着）に、はが
きに参加希望者全員の住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号を記入して、
〒183-8703児童青少年課「ナイト
ハイク同行ボランティア」係（問☎
335-4427）へ／電子メール（jidou
02市ドメイン）可

府中観光協会推奨品
　府中観光協会では、観光・商業振興
のため、府中観光協会推奨品を募集
します。審査後、認定を受けた場合
は、推奨品マークを使用できます。
対次の全てに該当する事業所、または
教育機関が作ったもので、府中ならで
はの素材・製法・技術・商法等を用いて
いる、市内で生産・製造・加工したもの
等、または府中市にゆかりのあるもの
○ 本店、または事業所・販売拠点が市
内にあること

○ 同協会の会員であること（教育機
関を除く）
○ 責任者・責任の所在が明確で、消費
者からの苦情・要望等に対する体
制が確立されていること

費無料／推奨品マークは実費負担
申9月30日（金）まで（必着）に、決め
られた用紙（観光情報セン

ターに用意、同協
会HPからダウンロード可）で、同協会
（問☎302-2008）へ

重症心身障害者（児）通所施設
新規利用者
　令和5年4月からの重症心身障害
者（児）通所施設の新規利用申込みを
受け付けます。
実施施設府中療育セン

ター（武蔵台2の9の
2）ほか
※ 実施施設の詳細は、市の HPをご覧
ください。

申9月16日（金）までに、決められた用
紙（市役所1階障害者福祉課に用意、
ダウンロード可）で同課（問☎335-
4962）へ

講座・催し

認知症サポーター「ささえ隊」
①養成講座・②ステップアップ講座
日①10月3日（月）午前10時～11時

半、②9月28日（水）午後2時～3時半
場①西府・②中央文化セン

ター

対①市民、②養成講座を受講済みの方
定各先着10人
費無料
内①認知症の正しい理解と対応、②認
知症への理解を深める
講地域包括支援セン

ター職員
申同支援セン

ター①にしふ（☎360-1380）・
②安立園（☎367-0550）へ
問高齢者支援課（☎335-4537）

景観に関するオープンハウス
　市では、景観計画や景観ガイドライ
ン、けやき並木通りの沿道景観を知っ
ていただくため、自由に入退場でき、展
示物に対し意見交換ができるオープン
ハウスを開催します。
日9月8日（木）・9日（金）午前10時～午
後4時
場フォーリス
問計画課（☎335-4412）

市民芸術文化祭
日9月11日（日）から11月28日（月）
場府中の森芸術劇場ほか
費無料（一部入場料・参加費あり）
内文芸・美術・音楽・舞踊・演劇・生活文
化等の多彩な分野の催し
問 文化生涯学習課（☎
335-4130）、または2次
元コードの各団体の連
絡先
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会議名 日時 会場 定員 傍聴の申込み
学校適正規模・適
正配置検討協議会

9月7日（水）
午後2時

市役所3階
会議室

先着
5人

前日までに学務保健課（問☎
335-4436）へ

教育委員会定例会 9月8日（木）午後3時
教育
センター

―

前日までに教育総務課（問☎
335-4424）へ

総合教育会議 9月13日（火）
午後1時半

市役所3階
会議室

前日までに政策課（問 ☎
335-4010）へ

審議会・協議会等

　新型コロナウイルス感染症は、生活のあらゆる面に影響を与えており、今
後、自殺リスクの高まりにつながることが懸念されています。
　心の悩みは、誰かに話すことで気持ちが楽になったり、解決の糸口が見つ
かったりします。周りに悩んでいる人がいたら話を聞いて、次の相談機関に
相談するように勧めましょう。
問保健セン

ター（☎368-6511）

■ こころとからだの健康に関する相
談
　保健センターでは、平日の午前8
時半～午後5時に、電話、または来所
での相談を受け付けています。来所
の場合は予約が必要です。
■都等が実施する特別相談
▽こころの悩み相談
〇 有終支援いのちの山彦電話～傾聴
電話（☎03-3842-5311）…9月30

日（金）までの正午～午後8時（月・
木曜日を除く）
〇 東京都自殺相談ダイヤル～こころ
といのちのほっとライン（☎
0570-087478）…9月10日（土）か
ら14日（水）（24時間受付）
〇 自殺予防いのちの電話（☎0120-
783-556）…9月10日（土）午前8時
～11日（日）午前8時、それ以外は
午後4時～9時

〇 相談ほっとLINE＠東京…毎日の
午後3時～11時（受付は午後10時
半まで）
▽自死遺族のための相談
〇 自死遺族傾聴電話（☎03-3796-
5453）…9月6日（火）から9日（金）
の正午～午後4時
〇 自死遺族相談ダイヤル（☎03-
3261-4350）…9月12日（月）から

14日（水）の午前10時～午後8時
■多摩地域の相談窓口
○ 東京多摩いのちの電話（☎327-
4343）…毎日の午前10時～午後9時
(毎月第3金・土曜日は24時間受付、
第3日曜日は午前0時～午後9時）
※ 毎月第1・3火曜日の午後4時～6時
は、弁護士による法律相談（☎
328-4343）を実施しています。

日9月29日（木）午後2時～4時半
対都内在住・在学の学生、保護者、対人援助職の方
講安宅勝弘氏（東京工業大学教授）ほか
※申込み方法等の詳細は、都福祉保健局のHPをご確認ください。
問都福祉保健局健康推進課（☎03-5320-4298）

学生向けこころといのちの講演会「オンライン時代の学生のメン
タルケア～こころの専門家と考えよう－若者のいのち」

オンライン開催

9月は自殺対策強化月間

自殺防止！東京キャンペーン自殺防止！東京キャンペーン

お知らせii
多重債務110番
日9月5日（月）・6日（火）午前10時～正
午、午後1時～4時
内借金返済の相談
相談専用電話消費生活セン

ター（問☎360-331
6）
郷土の森総合プール等の
忘れ物を展示
日 9月6日（火）から13日（火）の午前9
時～午後4時
※ 郷土の森総合体育館受付にお越しく
ださい。
※ 期間内に引き取られなかった物は処

分します。
問同体育館（☎363-8111）

献血にご協力ください
　輸血用の血液を安定して供給でき
るよう、献血にご協力ください。献血
は大國魂神社内の献血バスで受け付
けます。
日9月15日（木）午前10時～11時45
分、午後1時～4時
問地域福祉推進課（☎335-4161）

成人歯科健康診査受診券の発送
　市が実施する歯科健診の受診券を
対象の方に発送しましたので、希望
する方は協力医療機関に予約のう
え、受診してください。
日11月30日（水）まで
場協力歯科医療機関

対4月1日から令和5年3月31日（金）
に 20・30・40・45・50・55・60・65・
70・75・80・85・90・100歳になる市
民
費無料
内歯・歯肉・入れ歯の診査、口くうの
清掃状況、そしゃく力判定ほか
問保健セン

ター（☎368-6511）
地域子ども・子育て応援事業費
補助金
　市内の公会堂等で、子ども食堂事
業や子育てひろば活動を行う団体
に、経費の一部を次のとおり補助し
ます。
対次の全てに該当する団体
〇定款、または会則を備えている
〇 6人以上で構成され、過半数が市
民、市内在勤・在学の方である
〇 1年以上毎月継続して事業を実施
する見込みがある
〇 補助事業について、施設使用料の
免除、またはほかの助成を市から
受けていない
〇 事業実施中に宗教・政治・営利活
動、公序良俗に反する活動を行わ
ない　ほか

補助限度額（年額）子ども食堂…24万
円、子育てひろば活動…4万8000円
／予算の範囲内
申9月30日（金）まで（必着）に、決め
られた用紙（市役所5階子育て応援
課に用意、ダウンロード可）で、同課
（問☎335-4192）へ／郵送不可

※要件に該当するかを確認するため、
事前に同課にお問い合わせくださ
い。
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

シニアスポーツ大会
「還暦軟式野球競技」
日 11月12日・19日（土）／雨天の場合
は26日（土）
場郷土の森第二野球場
対代表者が市民で、市内に活動拠点が
あり、12月31日（土）時点で60歳以上
（女性は40歳以上）の方で編成された、
10人以上のチーム
※詳細は、第2庁舎4階スポーツタウン
推進課、郷土の森総合体育館、各地域
体育館、各文化センターに用意する
大会要項をご確認ください。

費無料
申10月7日（金）までに、決められた用
紙（大会要項の配布場所に用意）で、同
課（問☎335-4499）へ
※10月21日（金）午前10時から、第2庁
舎3階会議室で監督会議を行いま
す。

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
　9月15日（木）午前3時～6時・22日
（木）午後10時～24日（土）午前9時
／定期保守・電気設備点検のため
問情報戦略課（☎335-4057）
■自動交付機
　9月23日（祝）／保守点検のため
問総合窓口課（☎335-4333）

9月の掲示板
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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 HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

　市では、スマートフォン向けアプリ
「ツール・ド」に登録されている対象の市
内サイクリングコースを完走すると、オ
リジナルデザインの記念品がもらえる
イベントを開催します。
　東京2020自転車競技ロードレースの
スタート地点となった本市で、大会のレ
ガシーを感じながらサイクリングコー
スを駆け抜けましょう。
問観光プロモーション課（☎
335-4095）

日11月30日（水）まで
対象コース①市内周遊サイクリングコース（15キロメー

トル）、②東京2020オリ
ンピック自転車競技ロードレースコース満喫コース（20キロメー

トル）、③東京
2020オリンピック自転車競技ロードレースコース聖地巡礼コース（30
キロメー

トル）
※各コース完走後にアプリ
に表示される完走証明を
郷土の森観光物産館で提
示した方に、記念品（①手
ぬぐい、②サコッシュ、③
ポーチ／各先着200人）
を差し上げます。

費無料

　医療的ケア児（日常生活において医療的ケアが必要な子ども）の保育所
への受入れを令和5年4月1日から新たに開始します。
　このことに伴い、事前相談を次のとおり受け付けますので、入所を希望
する方は、ご相談ください。
問保育支援課（☎335-4172）

■入所に関する事前相談
日9月30日（金）までの午前8時半
～午後5時（平日のみ）
場市役所5階保育支援課
対次の全てに該当する未就学児
〇3歳児クラス以上である
〇 日常的に保護者が行っている医
療的ケアが確立し、安定した医
療的ケアが行われている

○ 保護者の就労や病気等で、保育を
必要とする
○ 集団保育が可能で、日々の通所が
できる

申電話で同課へ
※ 医療的ケア児の保育
所入所に関する詳細
は、市のHPをご確認く
ださい。

医療的ケアの内容
経管栄養（経鼻経管栄養・胃ろう・腸ろう）、導尿、か
くたんの吸引（口くう・鼻くう）、血糖値測定、インス
リン注射、人工肛門

医療的ケア児の保育所への
入所に関する事前相談

ボートレース平和島
 9月のレース

収益
事業

BTSオラレ刈羽開設記念
日1日（木）・2日（金）
キリンカップ 日6日（火）から11
日（日）
東京スポーツ賞 日15日（木）か
ら19日（祝）
スポーツニッポンゴールデンカッ
プ 日27日（火）から30日（金）
※ 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）

令和5年
4月1日
入所

▲ 各先着200人にプレゼント

① ② ③

▲イベント
　特設HP

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

☎368-7921

郷土の森博物館

■ 星空観望会「満月の中秋の名月を見
よう！」
日9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

☎336-3371

府中市美術館

■ 市民ギャラリー「いくらまりえ作
品展『Soak』」
日9月6日（火）から11日（日）の午

前10時～午後5時（6日は午後1時か
ら、11日は午後3時半まで）場市民
ギャラリー費無料内絵画作品の展示

☎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　奥
村　愛の「四季」～N響の仲間たちと共に
日11月5日（土）午後2時場ウィー

ンホール費4000円（全席指定）内曲
目はロジャース…「マイ・フェイヴァ
リット・シングス」、山中惇史編曲…
ジプシーメドレー、ヴィヴァルディ
…「四季」全曲ほか出奥村　愛（ヴァ
イオリン）、大宮臨太郎（第1ヴァイ

オリン）、長久真実子（チェンバロ）ほ
か他未就学児の入場不可申チケッ
ト予約開始は9月8日（木）／発売は
翌日から

■笑激!!お笑いカーニバルin府中
日 11月20日（日）午前11時半、午

後3時半場どりーむホール費 4000
円（全席指定、当日券は500円増し）
出サンドウィッチマン、ロッチ、U字
工事ほか（変更の場合有り）他2歳以
下の入場不可申チケット予約開始
は9月10日（土）／発売は翌日から

中央図書館 ☎362-8647

ルミエール府中

■検索レスキュー（OPAC検索案内）
日9月7日・14日（水）・25日（日）・28

日（水）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
■ ビジネス支援企画　ラジオフチュー
ズ講演会「今だからこそラジオ！」
日 9月24日（土）午後2時半～4時

場講習会議室定先着22人内コミュ
ニティラジオの可能性と試み講大
山一行氏（東京府中FM放送局長）ほ
か申中央図書館へ

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■ 市民協働まつり運営ボランティア
募集
対 10月25日（火）午後7時～8時

半、または30日（日）午前10時～11

時半の説明会、11月26日（土）・27日
（日）午前10時～午後4時に開催の同ま
つりに参加できる方内パンフレット
配布、会場運営のサポートほか申10月
23日（日）までに当セン

ターへ／電
子メール・申込みフォームか
ら申込み可

☎354-8700

子ども家庭支援センター

「たっち」

■0歳交流会「ころりんクラブ」
日①10月5日・19日、11月2日、②10

月12日・26日、11月9日（水）午前10時
15分～11時15分（各全3回）場交流ひ
ろば対同ひろばの利用登録（予定可）
をしている市民で、①令和4年2・3月・
②4・5月生まれの第1子と母親定各10
組（抽せん）費無料内初めて子育てを
する方の仲間づくりほか申 9月14日
（水）まで（必着）に、往復はがきに住所、
親子の氏名（ふりがな）、子どもの生年
月日・性別、電話番号、参加動機、返信用
宛名を記入して、当セン

ター「0歳交流会」係
へ／返信用はがき持参・当セン

ター HPから申
込み可
■子育て講座「きょうだい育て」
日10月4日・25日（火）午前10時15分

～11時45分（全2回）対市民で、弟か妹
がいる平成31年4月～令和2年10月生
まれの第1子と母親定4組（抽せん）費
無料講井上恵美子氏（公認心理師）他
託児あり申 9月20日（火）まで（必着）
に、往復はがきに、住所、親の氏名、電話
番号、参加動機、返信用宛名、託児希望
の方は子どもの氏名（ふりがな）・生年
月日・性別を記入して、当セン

ター「子育て講
座」係へ／返信用はがき持参・当セン

ターHPか
ら申込み可

【 各施設の所在地等 】
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
市民活動センター「プラッツ」 〒183-0023 宮町1の100
子ども家庭支援センター「たっち」　 〒183-0023 宮町1の50

　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。
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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

アルバルク
東京

×府中市
×京王電鉄

府中お月見ナイトビアガーデン

in国司館と家康御殿史跡広場

▲詳細は
　市のHPへ

◆わがまち支えあい協議会（地区社協）◆
会 の 名 称 日　時 会　場

ささえあいの会
～白糸台・若松町・清水が丘・小柳町 9月12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 9月13日（火） 新町文化セン
ター

武蔵台・北山・西原ささえあいの会 9月14日（水）午後1時半～3時 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 9月20日（火）午後1時半～3時半 紅葉丘文化セン

ター

わがまち支えあいの会
～小柳・是政・清水が丘エリア 9月21日（水）午前9時半～11時半 是政文化セン

ター

ささえあい四谷 9月24日（土）午後1時半～3時 四谷文化セン
ター

かたまち支えあいの会 9月28日（水）午後1時半～3時半 片町文化セン
ター

◆地域福祉コーディネーターによる9月の「困りごと相談会」◆
日　時 会　場

毎週月・水・木曜日（5日・19日を除く） 午前9時半～午後4時 新町文化セン
ター

毎週月曜日（19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 是政文化セン
ター

毎週火曜日（13日を除く） 武蔵台文化セン
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（23日を除く） 午前9時15分～11時45分 住吉文化セン
ター

ひろば

■フランス刺しゅう体験講座 日9
月12日（月）午後1時～4時場市民活
動セン
ター「プラッツ」定先着10人費1000
円内コースターに刺しゅうを入れ
る講高杉芳子氏（府中美術工芸会会
員）申 問同宅（☎369-5871）へ
■植木せん定就業体験講習会 日10
月3日（月）午後1時～4時15分場ふれ
あい会館対60歳以上で、シルバー人
材セン

ター未入会の方定先着20人費無料
内植木せん定の基礎やせん定道具の
使い方等を学ぶ申 問東京しごと財団
（☎03-5211-2326）へ
■「府中市歩こう協会」会員募集
日活動は午前9時～午後3時（月2回）
費入会金1000円、年額2300円内府
中市周辺のウォーキング申 問武田
宅（☎042-577-9721）へ
■「メープル」会員募集 日活動は毎

週金曜日の午後7時～8時半場生涯学
習セン

ター費月額4800円内中級程度の日
常英会話研修講ニコル・ガニエ氏（英
会話講師）申 問宮本宛（☎090-3916-
1234）へ

官公庁から

■自衛隊自衛官募集 日試験日は
①9月19日（祝）・②15日（木）から18
日（日）の指定された日、③随時対①
18～22歳の方で高校卒業見込み、高
専3年次修了者で卒業見込みの方、
②・③18～32歳の方内種目は①航空
学生、②一般曹候補生、③自衛官候補
生申①9月8日（木）・②5日（月）まで
（③は随時）に、航空自衛隊府中基地
内府中分駐所（問☎365-5011）へ
■三鷹の森ジブリ美術館へ抽せんで
ご招待 日10月1日（土）午前10時・
11時、正午、午後1時・2時・3時・4時
場同館対府中・武蔵野・小金井・西東

京・調布・三鷹市民定各300人（1組6
人まで）他招待状は9月20日（火）以
降に発送申9月12日（月）まで（必着）
に、はがき（1組1枚）に参加希望者全
員の氏名（ふりがな）・年齢、入館希望
時間、代表者の住所・氏名・電話番号
を記入して、〒181-8555三鷹市芸
術文化課（問☎0422-29-9861）へ
／三鷹市HPから電子申請可
■救急医療週間 日9月4日（日）か
ら10日（土）は救急医療週間です／
応急手当の正しい知識を身につけ、
急な病気やけがに備えましょう／救
急車の適正利用にご協力ください／
救急車を呼ぶか迷ったときは東京消
防庁救急相談セン

ター（☎#7119、または
☎042-521-2323）へ／受診する救
急医療機関が分からないときは府中
消防署（問☎366-0119）へ
■府中消防署「防災救急フェア」
日9月11日（日）午前10時～午後2時
場フォーリス前費無料内初期消火

体験、起震車による地震体験、防災ス
タンプラリーほか申当日直接会場
へ問同署（☎366-0119）へ
■おもちゃの病院 日9月10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2点まで／付属品や説明書
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①9月2
日（金）・②8日（木）・③9日・④16日・⑤30
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わかたけ作
業所・②ケアチーム大芽・③ちえホー
ム・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

◆介護者の会◆
会の名称 日　時 会　場

此の花 9月3日（土）
午後1時半
～3時半

府中の森芸術劇場
若年性認知症介護者の会きらきら 9月9日（金）

市民活動セン
ター「プラッツ」けやき 9月22日（木）

雲雀（ひばり） 9月28日（水） 男女共同参画セン
ター「フチュール」

観戦チケッ
ト等がもら

える！

デジタルスタ
ンプラリー©ALVARK 

   TOKYO

ふれあい会館

社会福祉協議会 ☎364-5382
権利擁護セン

ターふちゅう ☎360-3900
府中ボランティアセン

ター ☎364-0088

社会福祉
協議会 HP

■ 地域福祉コーディネーターによる９
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 場右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 場右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 問権利擁護セン

ターふちゅうへ
■ 災害ボランティアステップアップ
講座
日10月2日（日）午前10時～11時

半場教育セン
ター定先着40人内事例から

災害ボランティアの活動を学ぶ講
宮﨑賢哉氏（災害支援・防災教育コー
ディネーター）申 問府中ボランティ
アセン

ターへ／電子メール・申込みフォー
ムからの申込み可

日9月10日(土)午後5時～9時（入場は午後8時半まで）／雨天中止
場国司館と家康御殿史跡広場
入場自由（無料）
内特設テント・キッチンカーで飲食物を販売
※混雑時は入場制限を行います。

　府中市の歴史を象徴する場所で、中秋の名月を眺めつつ、飲食と音楽の　府中市の歴史を象徴する場所で、中秋の名月を眺めつつ、飲食と音楽の
演出を楽しめるナイトビアガーデンを開催します。演出を楽しめるナイトビアガーデンを開催します。
問まちづくり府中（☎370-1960）まちづくり府中（☎370-1960）

【 各施設の所在地等 】
ふれあい会館 〒183-0055 府中町1の30

　本市をマザータウンとして活動しているアルバルク東京と京王電鉄が
連携し、抽せんで景品がもらえるデジタルスタンプラリーを開催します。
問スポーツタウン推進課（☎335-4477）

日9月10日（土）から10月10日（祝）
参加方法専用アプリを利用し、渋谷駅
（アベニュー口）、武蔵野台駅、多磨霊
園駅、東府中駅、府中駅、分倍河原駅、
中河原駅、府中競馬正門前駅に設置
するスポットの2次元コードを読み
取り、デジタルスタンプを集める
費無料／交通費は自己負担
抽せん方法集めたデジタルスタンプ
を観光情報セン

ターで提示（9月27日を除
く）／その場で抽せん
※ 渋谷駅と府中駅のスタンプを集め

た方の中から、抽せんでアルバ
ルク東京2022-23シーズンホー
ムゲームチケット（10月15日
（土）・16日（日）・26日（水）／各
100組・200人）を差し上げます。
※ 全ての駅でスタンプを集めた
方の中から、抽せ
んで10人にアルバ
ルク東京の選手の
サイン入りグッズ
を差し上げます。
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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 HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

対次の全てに該当するもの
○工事契約前のもの
○ 市内の避難路に面したブロック塀ほか（組積造・万年塀を含む）
○ 市のHPから確認できる「ブロック塀等の点検のチェックポイント」で該当し
ない項目があるもの
○ 建替えの場合は、災害に対して安全な構造となるもの
助成額工事費用（上限1㍍当たり8万円）の3分の2／予算の範囲内
※ 国産木材を使用した木塀で建て替える場合は、助成額を加算
します。

申決められた用紙（第2庁舎1階同課に用意、ダウンロード可）
で、同課（〒183-0056寿町1の5）へ／電子メール（tosisidou
02市ドメイン）可

　市では、災害時等における市民の安全・安心のため、市が定めた避難路に面
し、倒壊の危険性が高いと判断されたブロック塀等の撤去・建替費用の一部を
助成します。
問建築指導課（☎335-4327）

避難路に面した危険なブロック塀等の
撤去・建替えにかかる費用の一部を助成

ブロック塀等安全対策費用助成金ブロック塀等安全対策費用助成金

対市が管理している狭あい道路
に接する土地を所有し、後退用地、
または隅切用地を市に寄付いただ
いた方
※建替え等の予定がない方でも、
市との協議により、奨励金を交
付できる場合がありますので、
ご相談ください。
奨励金額
○後退用地…固定資産税路線価に
よる土地評価額の10分の1
○隅切用地…固定資産税路線価に
よる土地評価額の2分の1
※奨励金の交付には、市との事前協
議が必要です。交付を希望する
方は、同課へご連絡ください。

　市では、幅員が4メートルに満たない道路（狭あい道路）の早期解消を目的
として狭あい道路拡幅整備事業を進めており、対象の土地を市に寄付してい
ただいた方に奨励金を交付します。
問建築指導課（☎335-4327）

狭あい道路の後退用地、または
隅切用地を寄付した方に奨励金を交付

狭あい道路拡幅整備事業

◆狭あい道路拡幅整備例◆

建
て
替
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
建
物

既
存
の
建
物

２メートル
以上

幅員４メートル未満の
現況道路

隅切用地

２メートル
以上

２メートル
以上

市が管理している道路

建
て
替
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
建
物

既
存
の
建
物

中
心
線

後退用地

２メートル
以上

　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

ひろば

■事業と暮らしの無料相談会 日9
月23日（祝）正午～午後5時場ルミ
エール府中対市民、市内在勤・在学の
方定先着24組（1組2人以内）内弁護
士・税理士・中小企業診断士・司法書
士・社会保険労務士・土地家屋調査
士・弁理士・不動産鑑定士による相談
会（1組30分）申 問平日の午前9時～

午後6時に、同会
（☎ 03-5308-
1026）へ
■フラダンス無
料体験会 日 9
月 14 日・21 日

（水）午後7時場白糸台体育館対18歳
以上の男性定各先着10人講藤原美
佐氏（ハーラウナーレイオーカレ
ファ代表）申当日直接会場へ問フラ
ダンスサークル・トゥワヒネ・石川宛
（☎090-7287-0966）へ
■佐久穂モニターキャンプツアー
日10月1日（土）午前11時～2日（日）
午後5時場駒出池キャンプ場ほか対
市内在住・在学の小学生以下の子ど
もと家族定5組（抽せん）費3万3000
円～5万3600円内姉妹都市・佐久穂
町の町民や特産品の生産者との交流
ほか他現地集合・解散／詳細は、中央
大学SBC演習関根ゼミHPを確認申9
月20日（火）までに同 HPから問同ゼ
ミ（sbcsekine394@gmail.com）へ

■ごんべ・赤ちゃんとママの会 日
9月10日、10月29日（土）午後2時半
～3時半場ごんべのお宿保育園（清
水が丘1の5の47）対0～1歳半の幼
児と母親定各5組程度費無料内親子
や先輩ママとの交流申同園 HPから
問同園（gonbenooyado@wish.ocn.
ne.jp）へ
■フリーマーケット開催・出店者募
集 日 9月11日（日）午前10時～午
後3時／雨天中止場都立府中の森公
園対営利目的でない方定先着100店
費1500円（当日申込みは2000円）内
出店品は家庭で不用になった生活用
品申9月10日（土）までの午前9時～
午後6時に、Know As・中谷宛（問☎
03-6555-2620）へ
■60歳から始める弓道 日9月25日
（日）午前9時半～午後3時半場郷土
の森総合体育館対60歳以上の市内
在住・在勤の方定先着15人費無料内
弓道の体験会講府中市弓道連盟指

導員他前にボタンのない運動しや
すい服装・靴下・昼食持参申 問同連
盟・金子宛（☎080-1222-6851）へ
■くにたち市民オーケストラ 日
10月2日（日）午後2時～4時場府中
の森芸術劇場費1000円、高校生以下
無料内曲目はブルックナー「交響曲
第4番」、グリーグ「ピアノ協奏曲」ほ
か出和田一樹（指揮）、冨永愛子（ピ
アノ）他未就学児の入場不可申当日
直接会場へ問同オーケストラ事務
局（☎080-5445-9292）へ
■私立認可保育園就職フェア 日9
月10日（土）午前10時～午後3時場
ホテルコンチネンタル府中（府中町
1の5の1）対65歳以下で、心身とも
に健康な新卒者・復職希望者費無料
内保育士、栄養士、調理、パート等の
就職案内申同園長会 HPから問白糸
さくらんぼ保育園・奥山宛（☎367-
4610）へ

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

◆助成対象例◆
避難路以外の道路

※避難路：建築基準法上の道路、指定通学路等

建物

対象外

対象外

対象：避難路に面したブロック塀等

対象外

避難路

☎351-4600

男女共同参画センター

「フチュール」

■男女平等の視点から見る「女性の労働」
日10月1日（土）午後1時～3時対市

民定先着10人費無料内セクハラ・マタ
ハラ・雇用差別に関する講演講谷村明
子氏（弁護士）他オンライン（Zoom、先
着30人）でも実施／託児（1歳以上の未

就学児、先着4人、100円、飲み物持
参）希望の方は、9月15日（木）までに
府中ネット・佐々田宛（☎ 080-
6584-0800）へ申同宛へ／申込み
フォームから申込み可
■ ①子どもと学ぶおかねのしくみ・②
私らしいマネープランを見つけよう
日10月8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、②20～50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、②NISA、iDeＣo
等の金融商品の仕組みを学び、自分
にあった資産運用を考える講大石森
朗氏（ファイナンシャルプランナー）
ほか申当セン

ターへ
■ 新米ママとパパのための子育てイベント
日 10月2日（日）午前10時～正午

対令和4年4月～7月生まれの第1子
と両親定先着14組内参加者同士の
交流会講府中市助産師会他動きや
すい服装、バスタオル1枚持参申当
セン
ターへ

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

■フレイル予防講習会
日9月10日（土）午前9時半～11時

場ルミエール府中対50歳以上の市
民定先着30人費無料内心身の衰え

を防ぐための体操ほか申9月2日（金）
から電話で当セン

ターへ
■定期体力測定会
日9月27日（火）午後1時15分～2時

15分・3時15分～4時15分対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20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、握力ほか
申9月2日（金）から電話で当セン

ターへ
■近所で気軽に♪ふちゅう体操
日９月の毎週①火曜日・②水曜日（7

日・21日を除く）・③水曜日・④木曜日・
⑤金曜日（23日を除く）　午前11時半
～正午場①白糸台・②中央・③新町・④
是政・⑤紅葉丘文化セン

ター対60歳以上の市
民定各先着20人費無料内元気一番‼ 
ふちゅう体操、簡単な筋力トレーニン
グとストレッチ他高齢者福祉館利用
証を持参申当日直接会場へ

【 各施設の所在地等 】
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

　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。
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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

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

　9月10日（土）・11日（日）に、生涯学習センターで生涯学習フェスティバル
を開催します。
　市民の皆さんが制作した作品の展示や、市民グループによる歌や踊りの
発表等、たくさんの催しが行われます。ぜひ、お越しください。
問生涯学習セン

ター（☎336-5700）

詳細は右の2次元コー
ドから確認
■体組成測定会
時間午前9時～正午、

午後1時～4時・5時～8時半対高校生
以上の方費トレーニング室利用料
200～400円
■みんなで遊ぼうボールプール
時間午前9時～11時、正午～午後2

時・3時～5時対3歳から小学生（未就
学児は保護者同伴）費プール利用料
150円～300円

10日（土）
■開会式
時間午前10時～11時内「だげきだ

ん」による和太鼓演奏ほか
■バルーンアート
時間午前10時～午後4時対小学生

以上の方内風船で花や剣を作る
■フェスティバル　体験フィットネス
時間①午前10時～11時、②午後1

時～2時・③3時～4時対高校生以上
の方定各先着50人費1000円内①ヨ
ガ、②ピラティス、③ズンバ申同セン

ター

へ

11日（日）
■こどもサイエンス
時間午前10時～午後4時内スイス

イ船を作って水の不思議を体験する

事前開催

■特別講演会「運命の町 Where 
I call home～ポーランド人女
性が見た府中」
日9月4日（日）午前10時半～

正午定先着290人費無料内海外
に向けて発信している府中の魅
力の紹介講アニカ・ゴデック氏
（府中観光協会職員）申当日直
接会場へ

6日（火）から11日（日）
■市民作品展
時間午前9時～午後8時（11日は午

後5時まで）

10日（土）・11日（日）
■市民発表会（小ホール）
時間午前11時～午後5時内 25団

体によるダンス、演奏、パフォーマン
スほか
■ワークショップ（体験教室）
内版画、工作、パソコン体験等他

他未就学児は保護者同伴
■消しゴムすくい
時間午前10時～正午対小学生以

下の方
■FC東京コーチによるフットサル
クリニック
時間①午前10時～11時半、②正午

～午後1時半対小学①1～3年生・②4
～6年生定各先着30人費1400円内
運動の楽しさやコミュニケーション
の取り方等申同セン

ターへ
■ボッチャ体験
時間午後2時～5時

中央 ☎364-3611

■児童館サークル「大きく
なーれ」 日9月5日（月）午前
10時 対未就学児（保護者同
伴）内簡単な紙工作
■趣味の作品展 日9月16日
（金）・17日（土）午前10時内シ
ニアクラブ会員の作品展
■地域文化祭 日 9月24日
（土）・25日（日）午前10時内作
品展示、模擬店ほか
■公民館講座「革パスケース
をつくろう」 日 10月2日
（日）午前10時対小学生と保
護者定先着10組費1人350円
申7日（水）午後3時から受付
（平日の午後5時まで／電話
可、代理申請不可）
■公民館講座「ポケットポー
チをつくろう」 日10月2日
（日）午後2時対小学生と保護
者定先着10組費1人350円申
7日（水）午後3時から受付（平
日の午後5時まで／電話可、
代理申請不可）
■公民館講座「アンガーマネ
ジメントキッズプログラム」
日①10月12日・19日、②11

月2日・9日（水）午後3時半（各
全2回）対小学①1～2年生・②

3～6年生 定各先着10人 費
250円内感情を適切に表現す
る方法を学ぶ申9月13日（火）
午後3時から受付（平日の午
後5時まで／電話可、代理受
付不可）

白糸台 ☎363-6208

■親子陶芸教室 日 9月14
日、10月5日（水）午後3時、10
月11日（火）午後4時（全3回）
対小・中学生と保護者定8組
（抽せん）費 1組500円申 2日
（金）まで受付
■敬老の集い 日 9月16日
（金）①午後1時・②③3時対60
歳以上の市民定先着①40人・
②25人・③15人内①ハンドベ
ル鑑賞と体験会、脳活性化シ
ナプソロジー講座、②痛みを
改善する歩き方講座、③折り
紙講座申受付中（電話可）

西府 ☎364-0811

■敬老の集い 日9月7日（水）
午後1時内舞踊の披露申6日
（火）まで受付（電話可）

武蔵台 ☎042-576-3231

■子ども科学遊びサークル
日9月17日（土）午後2時・2時

半・3時対小学生定各先着15
人内偏光板ステンドグラス
キーホルダー申受付中
■公民館講座「子ども手芸教
室」 日 9月28日（水）午後2
時半対小学2～6年生定10人
（抽 せ ん） 費 700 円 内 ス
ウェーデン刺しゅうで作る
コースター申7日（水）まで受
付
■ガッツ君のワクワククッキ
ングサークル 日10月12日・
19日・26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 14日（水）から
20日（火）受付

新町 ☎366-7611

■地域ふれあいの集い 日9
月16日（金）午後2時対 60歳
以上の市民定先着45人内落
語や漫才ほか申 15日（木）ま
で受付
■公民館講座「子どもコック
さん」 日 10月1日（土）①午
前10時、②午後1時半対小学
①1～3年生・②4～6年生定各
8人（抽せん）費 400円 内ス
イートポテト申7日（水）から
13日（火）受付（電子申請可）

住吉 ☎366-8611

■かけっこ教室 日9月14日
（水）午後4時半対小学生定20
人（抽せん）申8日（木）まで受付

是政 ☎365-6211

■公民館講座「手芸教室」
日 9月13日（火）午前10時対
18歳以上の市民定先着10人
費600円内クラフトバンドを
使ったかご申受付中（平日の
午後5時まで）
■防災訓練 日9月14日（水）
①午後2時・②3時半定先着①
20人・②40人内①防災知識講
座、②初期消火訓練ほか申受
付中
■公民館講座「手作り絵本教
室」 日 9 月15日（木）・16日
（金）午前9時半（全2回）対18歳
以上の市民定先着10人費400
円内創作絵本づくり申受付中
（平日の午後5時まで）
■ケロちゃんクッキング
日9月21日（水）午後3時対小
学生定8人（抽せん）費400円
内カレーピザ申7日（水）・8日
（木）受付
■地域文化祭 日 9月24日
（土）・25日（日）午前10時内作
品展示、演歌歌手による歌謡
ショーほか
■地域ふれあい演芸大会
日9月25日（日）午後1時内演
芸発表ほか
■工作サークル「ちびまる
ちゃん」 日 9月27日（火）午
前10時対未就学児（保護者同
伴）内簡単な工作
■よさこいサークル会員募集
日10月から令和5年3月の水

曜日　午後3時（全12回）対小・
中学生定12人（抽せん）費無料
（初めて参加する方は鳴子代

1500円程度が別に必要）申9
月7日（水）から13日（火）受付

紅葉丘 ☎365-1188

■お日様文庫 日 9月13日
（火）①午後2時半・②3時半対
①未就学児（保護者同伴）、②
小学生定各先着30人内絵本
の読み聞かせほか

押立 ☎042-488-4966

■ニュースポーツの集い
日9月17日（土）午前9時45分
場押立体育館定先着25人内
ラリーテニスほか申5日（月）
午後3時から受付

四谷 ☎367-1441

■敬老の集い 日 10月7日
（金）午後2時場四谷体育館対
60歳以上の方定先着50人内
演芸大会ほか申 14日（水）か
ら受付
■工作教室 日10月12日（水）
午後3時対小学2～6年生定10
人（抽せん）費300円内ハーバ
リウム申 21日（水）から27日
（火）受付

片町 ☎368-7001

■自主グループ講座「絵本の
読み聞かせ」 日9月5日（月）
午前10時対未就学児（保護者
同伴）
■レクリエーション大会 日
10月2日（日）午前8時半場片
町第三公園定先着90人内パ
ン取り競走ほか他雨天の場合
は当セン

ターで抽せん会等を実施申
26日（月）から受付
■公民館講座「ボトルフラワー
教室」 日10月5日（水）午後3
時対小学生定 10人（抽せん）
費 500円申 14日（水）から20
日（火）に電子申請で受付


