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●世帯数 128,837（91減） （令和4年12月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,125 （103減）  女  129,964 （45減）
 計  260,089 （148減）  うち外国人住民数 5,695

12月21日号令和4年（2022年） （第2012号）

令和4年（2022年）令和4年（2022年）

「成人の日記念  青年のつどい」を
府中の森芸術劇場で開催

子育て世代包括支援センター「みらい」が
フォーリスにオープン

武蔵国 府中大使に「純烈」の皆さんを任命

「地域まつり」を3年ぶりに各文化センターで開催
（16日・17日・23日・24日）

都内初の「女子野球タウン」に認定

友好協定締結30周年を記念して
オーストリア共和国ウィーン市

ヘルナルス区を訪問

1月10日 5月16日3月9日

7月1日 7月 10月

そのほかの出来事

1月 7日 府中市消防団の「出初式」を府中公園で実施

29日～3月21日「郷土の森梅まつり」を郷土の森博物館で開催

3月 18日～4月3日 「市民桜まつり」を府中公園周辺で開催

5月 1日 Instagramでの情報発信を開始

味の素スタジアムで開催
「ジャパンラグビーリーグワン　
府中市長杯争奪　府中ダービーマッチ」

6月 12日
「ボールふれあいフェスタ」を
けやき並木通りほかで開催

7月 10日 参議院議員選挙投開票

8月 21日 「広報ふちゅう2000号」を発行

  9月 10日・11日 「生涯学習フェスティバル」を生涯学習センターで開催

10月 1日～2月28日 ルミエール府中が改修工事等のため休館

5日 プレミアム率40％の地元応援商品券「ふちゅチケ」の
販売を開始

16日 「福祉まつり」をけやき並木通りほかで開催

23日 「総合防災訓練」を七中ほかで実施

11月 12日・13日 「農業まつり」を郷土の森博物館で開催

13日 「サイクリングフェスティバル in けやき並木」を
けやき並木通りで開催

26日・27日 「市民協働まつり」を市民活動センター「プラッツ」で開催

27日 「キテキテ府中マルシェ」をけやき並木通りで開催

12月 4日 「ラグビーのまち府中デー」をけやき並木通りで開催

10日・11日 「WaiWaiフェスティバル」を
市民活動センター「プラッツ」ほかで開催

こんなことがありました
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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」

問  子育て世代包括支援セン
ター「みらい」（☎368-5333）

各子育て教室・相談等は、
市の HPでご案内しています。

各子育て教室・相談等の予約は、市のLINE公式
アカウントで予約を受け付けています。

▲  友だち登録
　はこちら

業母 子 保 健 事 （子育て教室・相談）

　令和4年度一般会計の補正予算が、11月28日の
市議会で承認・可決されましたので、そのあらま
しをお知らせします。
問財政課（☎335-4025）

◆事業の内訳◆

区　分 事業数 事業費
生活支援対策（第3号） 1事業 16億3424万3千円
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策（第3号） 2事業 6億3178万8千円
経済支援対策（第4号） 1事業 4億4940万円　0
合計 4事業 27億1543万1千円

◆一般会計補正予算の内訳◆

歳入

科　目 補正前の額 補正額（第3号） 補正額（第4号） 補正後の額
国庫支出金 230億7893万5千円 22億6603万1千円 3億2322万5千円 256億6819万1千円
寄 附 金 10億0570万6千円 6000万円　0 10億6570万6千円
繰 入 金 93億9334万8千円 6617万5千円 94億5952万3千円
歳 入 合 計 1265億7150万円　0 22億6603万1千円 4億4940万円　0 1292億8693万1千円

歳出

科　目 補正前の額 補正額（第3号） 補正額（第4号） 補正後の額
総 務 費 153億6084万2千円 721万4千円 153億6805万6千円
民 生 費 592億4056万8千円 16億2702万9千円 608億6759万7千円
衛 生 費 82億3458万2千円 6億3178万8千円 88億6637万円　0
商 工 費 12億5852万7千円 4億4940万円　0 17億0792万7千円
歳 出 合 計 1265億7150万円　0 22億6603万1千円 4億4940万円　0 1292億8693万1千円
※歳入・歳出合計は、補正をしない科目を含めた予算の総額です。

一般会計補正予算（第3号）
　生活支援対策として、住民税非課税世帯等への
緊急支援給付金に係る経費で、歳入・歳出それぞ
れ16億3424万3千円を、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止対策として、オミクロン株対応ワ
クチンの接種や、5～11歳の方に対する3回目接
種及び6か月～4歳の方に対する接種に係る経費
で、歳入・歳出それぞれ6億3178万8千円を増額
しました。

一般会計補正予算（第4号） 
　コロナ禍における原油価格・物価高騰に伴う経
済支援対策として、中小企業等への助成に係る経
費で、歳入・歳出それぞれ4億4940万円を増額し
ました。

お知らせii
要介護・要支援認定者の方へ
税法上の控除
■おむつ費用の医療費控除
　初めて控除を受ける方は、医師が作
成した「おむつ使用証明書」が必要で
す。2年目以降の方は、市に申請するこ
とで「おむつ代医療費控除確認書」を発
行します。

対市の介護認定審査会で使用した
主治医意見書で、日常生活自立度が
おむつ費用の医療費控除の認定基準
に該当し、かつ尿失禁の発生の可能
性があることが記載されている方
■障害者控除
　申請により該当した方に所得税・
住民税の申告で、障害者控除、または
特別障害者控除を受けられる「障害
者控除対象者認定書」を発行します。
対65歳以上の介護保険の要介護・要
支援認定を受けている方で、原則、身
体障害者手帳等をお持ちでなく、市

の介護認定審査会で使用した資料の
日常生活自立度が障害者控除の認定
基準に該当する方

◆　共通項目　◆
申市役所1階介護保険課（問☎335-
4021）へ
※ 所得税・住民税が本人・扶養者とも
に非課税の場合は対象外です。
高校・大学等への入学予定者の
保護者に入学資金を貸付
対4月に高校、大学等への入学予定者
の保護者で、次の全てに該当する方
○市内に6か月以上居住している
○市税を滞納していない
○所得が基準以内である
○ 貸付時に子どもが高校、特別支援
学校の高等部、高等専門学校、専修
学校、大学、短大への入学が許可さ
れている（申込み時は不要）
○ 子どもの健康状態、人物、学力が良
好である

○ 連帯保証人をたてられる（申込み時
は不要）
貸付内容入学時に納付すべき入学金、
授業料、施設整備費等の一部
貸付限度額 返済回数左下の表のとおり／
返済方法は10月から貸付額均等割の
月賦返済
募集要項 1月25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 1月16日（月）から25日（水）の平日
に、必要書類を同課（問☎335-4428）へ
／郵送不可／申込み多数の場合は選考
ありがとうございました
寄付 （敬称略）

■保健・福祉基金へ
東京馬主協会　100万円
■教育部（学校教育事業）へ
浅間中PTA　長テーブル12台／浅間
中同窓会　記念石碑1基、テント1張

スポーツ

ラリーテニス大会
日1月22日（日）午前9時～午後3時
場郷土の森総合体育館
対市内在住・在勤・在学の高校生以上
の方
費無料
内一般打ち・交互打ちの部
申1月11日（水）までに、決められた用紙
（第2庁舎4階スポーツタウン推進課に
用意、ダウンロード可）で、同課（問☎
335-4499）へ

納期限のお知らせ
　12月26日（月）は、固定資産税・都
市計画税、国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料の納期限
です。
問納税課（☎335-4449）、介護保険
課（☎335-4021）、保険年金課（☎
335-4033）

1月の子育てひろば
■ポップコーン＆すきっぷ
日 場 対 申2次元コードからご確認く
ださい
問地域子育て支援セン

ター「は
ぐ」さんぼんぎ（☎365-
6212）

1月の休館
　年始の休館は、6ページをご覧
ください。
■文化センター
○各文化セン

ター　9日（祝）
○西府・新町・是政文化セン

ター　16日（月）
問地域コミュニティ課（☎335-
4137）
■体育館
○ 郷土の森総合体育館　10日
（火）・18日（水）・27日（金）
○ 押立・栄町・四谷体育館　6日
（金）・17日（火）・18日（水）・26日（木）
○ 白糸台・本宿体育館　11日（水）・
19 日（木）・20 日（金）・23 日（月）
／体育室は空調工事のため利用
不可

問郷土の森総合体育館（☎363-
8111）、各地域体育館はスポーツ
タウン推進課（☎335-4488）

掲示板

◆学校種別貸付限度額◆
学校種別 貸付限度額
高校等 38万円

大学・短大 私　立 52万円
国公立 27万円

※ 高校等には、特別支援学校の高等部、高等専
門学校、専修学校（高等課程）を含みます。

※ 大学・短大には、専修学校（専門課程）を含み
ます。

◆返済回数◆
貸付額 返済回数

10万円以下 10回以内
20万円以下 15回以内
30万円以下 20回以内
52万円以下 30回以内

令和令和4年度一般会計補正予算年度一般会計補正予算

お知らせします
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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

募集

男女共同参画市民企画講座
実施期間 5月から令和6年2月
対代表者及び半数以上が市民で構成
された5人以上の団体（政治・宗教・営
利団体を除く）
募集要項 2月1日（水）午後5時まで、男女
共同参画セン

ター「フチュール」で配布／ダウ
ンロード可
申2月1日（水）午後5時までに、決めら
れた用紙（同セン

ターに用意、ダウンロード
可）で、同セン

ター（問☎351-4600）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①1月24日（火）午後2時～3時半・②
18日（水）午前10時～11時半

場①住吉・②白糸台文化セン
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みなみ町（☎336-
1250）・②しみずがおか（☎363-
1661）へ
問高齢者支援課（☎335-4537）

多摩川野鳥観察会
日1月28日（土）午前9時～11時半
場多摩川河川敷（郷土の森公園付

近）
対小学生と保護者
定20人（抽せん）
費小学生1人200円
内双眼鏡で冬鳥を観察
申1月4日（水）まで、オン
ラインで受付
問環境政策課（☎335-
4315）

普通救命講習
日 1月7日（土）・22日、2月5日（日）・
18日、3月4日（土）・19日（日）午前9
時～正午
場府中消防署
対中学生以上の市民
定各先着10人
費無料
内心肺蘇生法、AEDの使用方法、止
血法、異物除去ほか
※ 受講者には、後日認定証を発行し
ます。郵送を希望する方は、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。
申各開催日の前日までに、同署（☎
366-0119）へ
問防災危機管理課（☎335-4098）

子育てひろば「ほののぼ」
日1月25日、2月1日・8日・15日（水）午
前10時～11時半（全4回）
場白糸台文化セン

ター

対令和4年2月～11月生まれの乳児と
保護者で、初めて参加する方／兄姉の
参加不可
定先着10組
費無料
内親子交流、子育ての相談・情報提供
ほか
申12月22日（木）からの平日の午前10
時～午後3時に、電話で地域子育て支
援セン

ター「はぐ」ひがし（問☎362-5200）
へ
ひとり親家庭自立支援セミナー
～The 仕事の探し方
日1月26日（木）午後1時半～3時半
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
定先着20人／オンラインは定員なし
費無料
内失敗しない転職方法や仕事を掛け
持ちするための事前準備を学ぶ
※ 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。

申1月23日（月）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

▲

け
や
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　9月27日から10月8日に開催されたAFCフットサルアジアカップク
ウェート2022において、市内在住で立川アスレティックFC所属の金
澤　空選手（写真左から2人目）、上村充哉選手（同3人目）、黒本ギレル
メ選手（当日欠席）が日本代表として出場し、優勝しました。このことを
受け、11月27日に高野市長が市民スポーツ栄誉賞を贈呈しました。

AFCフットサルアジアカップクウェート2022優勝

金澤　空選手　上村充哉選手
黒本ギレルメ選手

市民スポーツ栄誉賞を贈呈

接種券の発送集団接種会場で使用する新型コロナワクチン
をファイザー社製ワクチンに切り替えます

　モデルナ社製のオミクロン株BA.4-5対応型ワクチンは、接種対
象年齢が12歳以上に変更となりました。これに伴い、集団接種会
場（市民活動センター「プラッツ」内）では、12月22日（木）より12
歳以上の方の接種を開始します。
　また、12～15歳の方の接種にあたっては、保護者の
同伴が必要です。詳細は、市のHPをご確認ください。
問府中市新型コロナワクチンコールセン

ター（☎ 0570-
042567）／祝日・年末年始を除く

　1月18日（水）から、集団接種会場で使用するオミクロ
ン株BA.4-5対応型ワクチンを、モデルナ社製からファイ
ザー社製に切り替えます。なお、1月18日（水）以降の予約
受付は、12月27日（火）から開始します。

12月22日（木）から集団接種会場で
12歳以上の方の新型コロナワクチン接種を開始します

　前回の接種を10月中に終え
た方の追加接種用の接種券を、
12月26日（月）までに届くよう
に発送します。届かない方は、府
中市新型コロナワクチンコール
センターへご連絡ください。

明治神宮野球大会優勝 明治大学野球部
　11月18日から24日に開催された明治神宮野球大会において、本市
に練習拠点を置く明治大学野球部が優勝しました（6年ぶり7回目）。
このことを受け、11月28日に高野市長が市民スポーツ優秀賞を贈呈
しました。
　村松主将は、「今大会は接戦ばかりでしたが、チームの持ち味である
元気と粘りを生かして勝ち切れた」と大会を振り返りました。山田副
将、鈴木主務は大
学での4年間を振
り返り、「コツコツ
1日ずつ積み重ね
ることの大切さに
気付いた」「多くの
支えがあって日本
一を達成できた」
とそれぞれ話して
くれました。

▲ 左から高野市長、鈴木主務、村松主将、山田副将、田
中監督

市民スポーツ優秀賞を贈呈
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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

【 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
ふれあい会館 〒183-0055 府中町1の30

☎351-4600

男女共同参画センター

「フチュール」

■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1月21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、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
申電話で当セン

ターへ
■女性と企業のトークカフェ
　～イマドキ企業は女性の味方in府中
日2月1日（水）午後1時～4時対就職

活動中の女性（東京しごとセン
ター多摩への

登録が必要）定先着15人費無料内企業
で働く方との交流会、相手に好印象を
与える服装等の色使いに関するセミ
ナー、職業体験（希望者のみ）他託児（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、1月13日（金）ま

でに東京しごとセン
ター多摩へ申同セン

ター（☎
042-529-9003）へ

◇　　　◇　　　◇
男女共同参画セン

ター「フチュール」1月の休館日
　10日（火）・29日（日）

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

◆　共通項目　◆
対65歳以上の市民費無料

■元気一番‼ ひろめ隊
　～運動普及員による体操
日 講座名 受付日下の表のとおり定

各先着25人（気功とちょっぴり太極
拳のすすめのみ20人／各受付日に
つき1人1回）申電話で当セン

ターへ
■介護予防講座「今、始めよう！フレ
イル対策～①栄養編・②口くう編」
日 1月13日（金）①午後1時半～2

時15分・②2時半～3時15分定各先
着15人内フレイル予防に必要な①
栄養・②口くうケア申12月22日（木）
から電話で当セン

ターへ

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
シルバー人材セン

ター ☎366-2322

社会福祉
協議会 HP

■わがまち支えあい協議会「にしふ
エリアささえ愛の会」（地区社協）
日1月6日（金）午後1時半～3時半

場西府文化セン
ター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
■認知症カフェ立ち上げ養成講座
日1月23日・30日（月）午前10時～

正午（全2回）場市民活動セン
ター「プラッ

ツ」対認知症サポーター養成講座を
受講済みの方で、受講後に認知症カ
フェ、または介護者の会に参加でき
る市民定先着40人内認知症の理解

や地域のつながりを考えるほか講服
部安子氏（長寿社会文化協会第三者評
価委員）申 問権利擁護セン

ターふちゅうへ
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会
日1月5日（木）午前9時～10時場会

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15
人申 問同セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館1月の休館日
　毎週日曜日、9日（祝）問当館（☎334-
3011）へ

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」1月の休館日

　毎週日曜日、9日（祝）問当セン
ター（☎367-

8881）へ

ふるさと府中歴史館1月の休館日
　10日（火）・16日・23日・30日（月）問
当館（☎335-4393）へ

◆運動普及員による体操◆
日　時 講座名 受付日

1月7日（土）午前10時～11時 筋力トレーニングとストレッチ
12月22日（木）

から1月9日（祝）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス
（解説編）

1月12日（木）午前9時半～10時半 体と脳の健康体操

1月16日（月）午前11時～11時50分 骨に刺激を与える体操と
ストレッチ

1月4日（水）
から

1月16日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

1月22日（日）午前11時～正午 気功とちょっぴり太極拳の
すすめ

1月23日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス
1月21日（土）午前10時～11時 筋力トレーニングとストレッチ

1月12日（木）
から1月26日（木）午前9時半～10時半 体と脳の健康体操

1月30日（月）午後1時半～2時半 昔のラジオ体操とエアロビクス

ヤギがつな
げる

まちづくり ②小動物と癒やしのもふもふ時間

①府中公園でヤギとのふれあい

いにしえからつづくいにしえからつづく
国・府の歴史を未来につなぐ国・府の歴史を未来につなぐ

武蔵国国分寺・府中観光おもてなし講演会

日1月14日（土）正午～午後3時
場府中公園
対市民
費100円
内①触り方や餌のあげ方を知り、
ヤギと触れ合う、②パンダマウス、
ハムスター等と触れ合う
講①渡辺　元氏（新町小のたっと
代表）ほか

申当日直接会場へ
問協働共創推進課（☎335-4414）

　本市と国分寺市が連携して運営する国分寺・府中観光振興連絡協議
会は、歴史的なつながりを持つ両市の観光やおもてなしをテーマとし
た講演会を行います。ぜひ、ご参加ください。
問国分寺市市政戦略室（☎042-325-0111（代表））

日1月21日（土）午後2時～4時20分
場国分寺市立いずみホール（国分寺市泉町）
定先着200人
費無料
内両市の歴史を学び、観光客へのおもてなしにつ
なげる
※ 来場者には、オリジナルトートバッグ、缶バッ
ジをプレゼントします。

講星野信夫氏（こくぶんじ観光まちづくり協会顧
問）ほか
申12月22日（木）から
1月13日（金）に、オン
ラインで受付／電話
可 ※イメージ

市民提案型協
働事業

▲特設HP

　年末年始に府中を訪れる方々を迎える竹あかりの演出を行います。
　市民の方がワークショップで制作した竹あかりも展示されますので、
ぜひ、ご覧ください。
問まちづくり府中（☎370-1960）

日12月28日（水）から2月2日（木）の午後4時半～午前0時
※点灯時間は予告なく変更する場合があります。
場けやき並木通り、府中駅ペデストリアンデッキ
※ 実質再生可能エネルギー100%の電気によって点灯し
ます。

竹あかりで府中のお正月
～おもてなしライトアップ
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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

5 I N F O R M A T I O N ～講座・催し等の情報 令和4年（2022年）12月21日

【 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）
府中の森芸術劇場 〒183-0001 浅間町1の2
府中市美術館 〒183-0001 浅間町1の3
心身障害者福祉センター「きずな」 〒183-0026 南町5の38

▲
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年始の休館は、6ページをご覧ください

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

日（3月17日を除く）　午後0時半～1
時半（全10回）場小ホール対高校生
以上の方定先着10人費 9000円内
チューニングや弾き方等を学ぶ講
藤木エイジ氏（ウクレレ講師）他ウ
クレレ持参、購入の相談可／3月26
日（日）に発表会あり
■組ひも講座／ F
日1月20日から3月31日の隔週金

曜日　午前10時～正午（全6回）場研
修室対高校生以上の方定先着5人費
1万4500円内組ひもの技法を学び、
装飾品や和小物、帯締めを作成講藤
野清子氏（組ひも講師）

◇　　　◇　　　◇
生涯学習セン

ター1月の休館日
　当セン

ター図書館は18日（水）・19日（木）
休館

☎368-7921

郷土の森博物館

■星空観望会
　「火星･木星･天王星を見よう！」
日1月14日（土）午後6時～6時45

☎050-3491-9849

生涯学習センター

◆　共通項目　◆
申当セン

ターへ

■けやき寿学園
日①1月22日、②2月19日（日）・③25

日（土）午後2時～4時（全3回）場講堂対
60歳以上の方と家族定先着290人費
無料内①チェロの演奏と黒板アート
製作、②いずみたく（作曲家）の歌と演
奏、③チェンバロの演奏とミュージカ
ルの共演講劇団イッツアフォーリー
ズほか
■脳を鍛える簡単エクササイズ／ F
日1月10日から3月14日の毎週火曜

日　午後1時～2時半（全10回）場小ホー
ル対高校生以上の方定先着6人費9000
円内運動することで脳を活性化させ、
認知機能の低下を予防する講新名圭美
氏（スポーツインストラクター）
■ウクレレ入門／ F
日1月13日から3月24日の毎週金曜

分・7時～7時45分／雨天・曇天中止
（当日午後3時に決定）場当館正門前
集合定各先着40人費200円、中学生
以下100円内3つの惑星を中心に季
節の星々を観察申電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館1月の休館日

　毎週月・火曜日（9日を除く）

☎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

■杉山清貴アコースティック
　ソロツアー
日2月25日（土）午後3時半場ふる

さとホール費7700円（全席指定）出
杉山清貴他未就学児の入場不可／
桟敷席は着席鑑賞申チケット予約
開始は12月24日（土）／発売は翌日
から／1人4枚まで

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場1月の休館日

　10 日（火）・16 日（月）・17 日（火）・
23日（月）

☎336-3371

府中市美術館

■アートスタジオ
　「石から絵の具を作ろう！」
日 1月21日（土）午前10時半～正

午、午後1時半～3時場創作室対小学

生以上の方（小学2年生以下は保護者
同伴）定各12人（抽せん）費500円内ラ
ピスラズリや石をすり潰して絵の具を
作り、はがきに絵を描く講須惠朋子氏
（画家）ほか申1月4日（水）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、返信用宛名を
記入して、当館「石から絵
の具」係へ／オンライン
申込み可

◇　　　◇　　　◇
府中市美術館1月の休館日

　10日（火）・16日・23日・30日（月）

心身障害者福祉センター

「きずな」
☎360-1312／ FAX 368-6127

■当事者相談
日①1月12日（木）午後1時～5時・②

21日（土）午後3時半～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①1月19日（木）午後1時～4時・②

21日（土）午前9時～正午費無料内理
学・作業療法士による相談申①1月12
日（木）・②13日（金）までに当セン

ターへ
■椅子に座って簡単リズム体操
日1月24日（火）午前10時～11時半

対身体障害のある方で歩行が可能な
方定先着8人費無料申当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

心身障害者福祉セン
ター「きずな」1月の休館日

　毎週日曜日、9日（祝）・14日・28日
（土）

　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

■新春の集い 日1月14日（土）午後
1時半場府中の森芸術劇場定先着70
人費2000円内雅楽や愛唱歌を楽し
む 申 問府中童謡の会・藤原宛（☎
090-8591-7389）へ
■新春ダンスの集い 日 2月12日
（日）午後0時15分～4時場市民活動
セン
ター「プラッツ」費 2500円（前売券は
500円引き）内デモンストレーショ
ン、生演奏によるダンス、ドレストラ

イアルほか出永田　薫・飯野さやか
組（JDCボールルーム＆ラテンA
級）、こーたろサウンド（バンド）申
問府中市ダンススポーツ連盟・島田
宛（☎090-5565-6850）へ

官公庁から

■府中の森芸術劇場臨時職員募集
日勤務は土・日曜日、祝日を含む

週3日程度で①午前9時～午後5時・
②午前9時半～午後6時のうち実働
7時間以内対18～59歳の方（高校生

不可）内①施設貸出受付業務、②チ
ケット予約・販売受付業務申 1月6
日（金）まで（12月29日から1月3日
を除く）の午前9時～午後6時に、履
歴書（写真貼付）を持って同劇場（問
☎335-6211）へ
■所得税・贈与税・個人消費税等の申
告書作成会場の開設 日 2月1日
（水）から3月15日（水）の平日の午前
8時半～午後4時／2月19日・26日
（日）も開場場武蔵府中税務署他入
場には入場整理券（当日会場での配
付、または国税庁のLINE公式アカウ
ントから事前に入手）が必要／配付
状況に応じて受付を早めに締め切る
場合あり／会場開設直後と申告期限
の直前は、混雑が見込まれます問同
署（☎362-4711）へ

■生涯現役！シニア期に向けた暮ら
しと働き方セミナー 日 1月26日
（木）午後1時45分～4時半場市民活
動セン

ター「プラッツ」対働く意欲のある
55歳以上の方定先着27人費無料内
高齢期のライフプランの重要性と継
続的就労に必要な就業意識や職種選
択申平日の午前9時～午後5時に、予
約専用ダイヤル（☎03-5422-1399）
へ／同セミナーの HPから申込み可
問東京しごとセン

ター・シニアコーナー
（☎03-5211-2335）へ
■国民年金保険料11月分の納期限
及び口座振替日 日1月4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

　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
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施設・業務名
12月
28
（水）

29
（木）

30
（金）

31
（土）

1月
1

（祝）
２
（休）

３
（火）

４
（水）

生涯学習センター・
生涯学習センター図書館

郷土の森観光物産館

ルミエール府中
（中央図書館・市民会館）

市民会館臨時窓口
（保健センター3階）

旧
府
中
グ
リ
ー
ン

プ
ラ
ザ
分
館

は～もにぃ

リサちゃん
ショップけやき

直売所

府中の森市民聖苑

公営　稲城・府中
メモリアルパーク

府中駅南口市営駐車場

休業・休館平常業務

●本庁舎（通常業務、収納関係）
●自動交付機
●コンビニ交付サービス
●第2庁舎
●市民活動センター「プラッツ」
●市政情報センター
●国際交流サロン
●消費生活センター
●観光情報センター
●中央防災センター
●各文化センター
●郷土の森博物館

■そのほかの日程で休館する施設

■12月29日（木）から1月3日（火）に休館・休止する施設・業務

年 末 は28日（水）まで 年 始 は4日（水）から

年末年始の市の業務年末年始の市の業務

1月1日（祝）から3日（火）は式場の
電話予約のみ受付可、墓参りは通常どおり

1月1日（祝）から3日（火）は電話予約のみ受付可

1月5日（木）まで休業

12月27日（火）から休業

12月28日（水）は受付業務のみ実施

全館休館中

1月6日（金）まで休館、
ことみ食堂は12月26日（月）から休業

●府中市美術館
●府中の森芸術劇場・分館
●チケットふちゅう
●各地区図書館（生涯学習センター図書館を除く）
●中央図書館臨時窓口（中央文化センター4階）
●ふるさと府中歴史館
●国司館と家康御殿史跡広場
●国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館
●子ども家庭支援センター「たっち」・「しらとり」
●子育て世代包括支援センター「みらい」
●各地域子育て支援センター「はぐ」

●男女共同参画センター「フチュール」（12月28日（水）は午後5時で閉館）
●教育センター
●介護予防推進センター「いきいきプラザ」
●心身障害者福祉センター「きずな」
●ふれあい会館（社会福祉協議会、シルバー人材センター）
●郷土の森総合体育館
●各地域体育館
●郷土の森公園交通遊園
●リサイクルプラザ
●無料職業紹介所「いきいきワーク府中」
●放置自転車保管所

　府中消防署、府中市消防団では、次の日程で年末年始
の警戒を行います。一人ひとりが火の元に注意し、火災
予防に努めましょう。
問防災危機管理課（☎335-4068）

■府中消防署の年末年始消防特別警戒
日1月3日（火）まで
内消防自動車での火災予防の巡回広報（12月31日まで）、休日・夜間の医療
機関情報の案内、大國魂神社の初詣消防特別警戒

■府中市消防団の歳末警戒
日12月28日（水）から30日（金）の午後8時～午前0時
内消防ポンプ車等の機械器具と消防施設の特別点検、
市内全域での火災予防巡回広報

抽せん申込み期間 1月4日（水）から10日（火）
自動抽せん日 1月11日（水）
当せん確認・使用料支払期間 1月12日（木）から18日（水）

空き施設の
随時予約

体育施設の市内団体・個人 1月19日（木）から
体育施設の市外団体・個人

1月20日（金）から
生涯学習セン

ター、男女共同参画セン
ター「フチュール」

※ 郷土の森総合体育館の随時予約は、全面貸切（市外）及び分割貸切（市内）が1月4日（水）から、分
割貸切（市外）が1月18日（水）からです。

　12月28日（水）午後10時から1月4日（水）午前9時は、公共施設予約シス
テムを休止します。この間、施設の予約や空き施設の照会等はできません。
　このため、抽せんを行っている施設の申込み期間等の日程が下の表のと
おり変わります。また、使用料支払期限が12月29日（木）から1月9日（祝）の
場合、1月10日（火）（利用日が1月9日以前の場合は利用日）まで期限を延長
します。
　なお、システム休止期間中は、コンビニエンスストアでの支払いに必要な
支払番号等の照会はできません。
問郷土の森体育施設は郷土の森総合体育館（☎363-8111）、その他市内体
育施設はスポーツタウン推進課（☎335-4488／休日は郷土の森総合体育
館へ）、文化施設は各文化セン

ター、市民活動セン
ター「プラッツ」（☎319-9703）、生涯

学習セン
ター（☎336-5700）、男女共同参画セン

ター「フチュール」（☎351-4600）、府
中の森芸術劇場（☎335-6211）、府中の森芸術劇場分館（☎319-9737）、
ルミエール府中（☎361-4111）、ふれあい会館（☎334-3011）

　12月31日（土）から1月1日（祝）にかけて、府中駅南口
市営駐車場の一部を終夜営業します。初詣等のお出掛け
の際には、ぜひ、ご利用ください。なお、終夜営業時間内
（1月1日（祝）午前0時～8時）に利用できる入口はミッテ
ン・フォーリス側のみです。
問地域安全対策課（☎335-4069）

駐車料金最初の1時間400円／以降30分ごとに200円

■公共施設予約システム休止のお知らせ

■府中駅南口市営駐車場の終夜営業

　各種戸籍の届出は、市役所西玄関警備室で、年末年始も受け付けます。な
お、12月29日（木）から1月3日（火）が届出期限（出生日から14日以内）とな
る出生届は、1月4日（水）までに届け出てください。
問総合窓口課（☎335-4555）

■戸籍届の受付業務

■休日診療
日12月29日（木）から1月3日（火）の
午前9時～11時半、午後1時～4時
科目内科、小児科、歯科

■夜間診療
日毎日の午後7時半～10時
科目内科、小児科

※ 来所する前に電話連絡をお願いします。
※受診時は、必ず健康保険証等をお持ちください。
※PCR検査は実施していません。
問保健セン

ター（☎368-5311）

保健センターの
休日・夜間診療

共
通
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消防署・消防団　年末年始の特別警戒


