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　042-576-0264

令和4年9月1日現在 対前月比人
口
と
世
帯

男 37,088人 21人増
女 39,323人 6人増
計 76,411人 27人増
世帯数 39,293世帯　44世帯増

はぐく

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/

　現時点（9月27日）の患者数は下記のとおりです。
　　保健センター　　572-6111

市内の新型コロナウイルス患者数

現時点で療養中の方
内自宅療養中の方

（人）

210 138

問

042-576-2111（代） 各記事には、記事の内
容に関するウェブサイト
等の二次元コードを掲
載しています。

※画像は、昨年のイベント会場の様子と、放映した映像「認知症のひとと支えるひとびと」より

基本的な感染防止対策の基本的な感染防止対策の
徹底を徹底を

会話・混雑時の
不織布マスクの
着用

手洗い
手
しゅ

指
し

消毒
換気

救急車？
病院？
迷った際は （東京消防庁救急相談センター）

24時間
年中無休♯7119TEL

あなたの「ちょっと一緒にやってみよう」メッセージを募集します！

　この映画は、医師である夫が50代から若年性の認
知症となった妻を支え、10年間に及ぶ闘病生活をカ
ルテのように記録してきたドキュメンタリーです。
　認知症が進行していき、身の回りのことができな
くなった妻を深い愛情で支える夫や家族、地域の
人々を映し、ご自身や大切な家族が認知症となった
ときに、何が大切なのかを問いかける作品です。
申10月17日㈪までに、国立市在宅療養推進連絡協
議会事務局（在宅療養相談窓口）TEL569-6213（平日
午前9時〜午後5時）FAX505-7444まで電話または
ファクス

　個人でも、家族でも、知り合いでも、グループでも、あなたが今、「ちょっとで
きること」を考えてみませんか？　皆さんが「やってみよう」と思ったことにつ
いてのひと言メッセージを募集し、イベント会場で展示します。
　一人ひとりの「ちょっとできること」を通じて、「認知症の人と共
に暮らしやすいまちづくり」について、一緒に考えましょう。
受付 地域包括支援センター (市役所内) houkatsushien@city.
kunitachi.lg.jpまでメールまたは持参するか、当日会場にて

　市では毎年10月の第3土曜日を「国立市認知症の日」に制定し、その前後で「国
立市認知症の日」イベントを開催しています。第11回は第1部で映画上映、第２部
で講演会とシンポジウムを開催します。
※会場は午前・午後入替制で、第２部はオンラインでも配信します。
日10月２3日㈰　第1部：午前10時～11時30分（開場：9時30分）
　　　　　　　 第２部：午後1時30分～3時30分（開場：1時）
場 市民芸術小ホール
定 第1部：100名(事前申込制・先着順)・第２部：150名(当日先着順)￥ 無料
問高齢者支援課地域包括支援センター (市役所内) TEL  576-2123
※認知症ケア専門士の資格更新に必要な単位（3単位）取得可（来場参加のみ）。

①ブース展示：地域活動の紹介パネル等を展示します。
場 市民芸術小ホール2階　ギャラリー
出展団体 ひらやの里、ゆかいゆ会、ぺんぎんサロン　ほか
②認知症カフェ：認知症の方と共にカフェを開催します。どな
たでも参加できるカフェです。気軽に交流しませんか。
場 市民芸術小ホール2階　談話室 定30名（当日先着順）

※東京都の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針に則り開催します。また、社会情勢等により、プログラム等を変更する場合があります。
※参加する際は、マスクの着用、手

しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

第１部

ブース展示・認知症カフェ
❶午前10時30分～午後4時　❷午前11時30分～午後0時30分

同時開催 申込不要 費用無料

▲「妻の病」のポスター。

映画上映会
午前10時～11時30分

基調講演・シンポジウム
午後1時30分～3時30分

当日先着150名

オンライン配信あり手話通訳付き
第2部

★基調講演
「認知症の人と共に暮らしやすいまちづくり」

講演者  徳
と く

田
だ

　雄
たけ　ひと

人氏▲

㈱DFCパートナーズ代表取締役・100BLG(株)取締役▲

平成13年（２001年）東京大学文学部を卒業後、NHKのディレ
クターとして、医療や介護に関する番組を制作。平成２1年

（２009年）にNHKを退職し、認知症にかかわる活動を開始。▲

著書「認知症フレンドリー社会」（岩波新書）

オンライン配信（ユーチューブライブ）の視聴方法　
　ユーチューブで｢国立市チャンネル｣と検索するか、右記の二次元コ
ードからユーチューブの国立市チャンネルにアクセスし、動画一覧か
らライブ配信を選択してご覧ください。

▲徳田　雄人氏。

要事前申込
先着100名

★シンポジウム
「地域で活動して思うこと」「今、私が思うこと」
　地域が自然と認知症の方やその家族を受け入れ、見守り、サポートする活動や
まちづくりについて、また、認知症のご本人の思いなどを語り合います。
シンポジスト  地域で活躍する方（「くにたちの西がいちばん！プロジェクト（伊藤
氏、磯

いそ

谷
や

氏）」「国立市老人クラブ連合会（丸本氏）」）、認知症のご本人

国立市認知症啓発国立市認知症啓発
公式キャラクター公式キャラクター

くに梅ちゃん

字幕あり

～あなたが今できることを見つけませんか？～～あなたが今できることを見つけませんか？～

10月23日 ●日 第11回第11回

認知症の人と共に暮らしやすいまちづくり認知症の人と共に暮らしやすいまちづくり

「「国立市認知症の日イベント国立市認知症の日イベント」」
会場・オンライン開催会場・オンライン開催



令和4年／ 2022年10月5日

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格

市報

　東京都が運営する接種会場でオミクロン株対応
ワクチンの接種や、１・２回目接種、小児の接種を実
施しています。通勤や通学など、会場付近にお出掛
けの際は、ぜひ接種をご検討ください。
問都の大規模接種会場について：
東京都ワクチン接種会場コールセンター
TEL 0570-034-899

東京都が設置する大規模接種会場での
接種について

オミクロン株対応ワクチンの接種について　　※現時点での情報です。今後変更になる場合があります。

市内の接種場所／使用するワクチン
▶市内医療機関（下表のとおり）／ファイザー社　
▶市民総合体育館（2階第1・2会議室）／ファイザー社・モデルナ社　

ワクチンの安全性について
　臨床試験成績から、オミクロン株対応ワクチン接種における安全性
に重大な懸念は認められていません。主な副反応として注射部位疼

とう

痛
つう

、
疲労および頭痛が挙げられますが、ほとんどが軽度または中等度で回
復性が認められています。

前回の接種日 接種券の到着予定日
令和4年5月15日まで 郵送済み
5月16日〜31日 10月5日㈬
6月1日〜15日 10月19日㈬

予約方法
（市民総合体育館および市で予約を受け付ける医療機関で接種する場合）
▶国立市予約サイト(インターネット・ライン)
右記二次元コードを読み込むか、市HP「接種の予約について」
から予約サイトにアクセスしてください。
▶新型コロナワクチン予約・案内センター TEL505-4114

各
種
問
い
合
わ
せ
先

国
立
市

予約・接種会場の確認・接種
券の再発行など

新型コロナワクチン予約・案内センター
TEL  505-4114（祝日を除く午前9時〜午後5時）
FAX 576-0264（耳の不自由な方向け）

健康面での一般的な相談 保健センター TEL  572-6111
（平日午前8時30分〜午後5時）

東
京
都

ワクチンの副反応についての
相談

新型コロナワクチン副反応相談センター
TEL  03-6258-5802
（土・日曜・祝日を含む24時間対応）

▶接種に関して差別や不当な取り扱いを受けた場合
市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係 TEL  576-2111（内線229）

新型コロナウイルスワクチン接種について
健康

▶4回接種済みの方
4回目接種後4カ月半を目途に、順次郵送します。現在、国において、海外の
科学的知見を踏まえて、接種間隔を短縮する方向で検討しており、10月
下旬までには結論が出る予定です。決まり次第、前倒しで郵送します。

▶前回の接種後に国立市に転入した方等
接種券発行の申請が必要です。

▶3回目または4回目の接種券をお持ちの方
すでに郵送済みの接種券を使って予約・接種が可能です。接種券を受け
取ったものの、接種を受けずに接種券を破棄した方は、接種券発行の申請
が必要です。

▶3回接種済みで4回目接種券発行の申請をしていない12歳〜59歳の方
下記のスケジュールにて順次郵送します。

使用する接種券について（接種券の郵送スケジュール）
初回接種（1・2回目接種）を完了した12歳以上の方で、前回の接種
から5カ月以上経過している方※1人1回のみ接種可能です。

接種対象

オミクロン株対応ワクチンを市内で接種できる医療機関

２ 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で

行政
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納期内納税に
ご協力ください
収納課キャラクター「立ペイ」。

　10月31日㈪は、市・都民税（第3
期）と国民健康保険税（第4期）の納
期です。

10月の休日納税窓口
（市役所1階�番窓口）

10月22日㈯午前9時～正午、午後
1時～4時30分

問収納課管理係TEL576-２１１４

112114
国
くに

立
たち

富士見台団地マンション
建替事業の事業計画の縦覧・
意見書の提出について
対象計画案 国立富士見台団地マンショ 

ン建替事業の事業計画
縦覧期間 10月12日㈬～26日㈬
対当該マンションまたはその敷地に
ついて権利を有する方
意見書の提出 10月27日㈭～11月10日
㈭に、①住所②氏名③電話番号④有
する権利⑤意見を明記（様式自由）し、
問まで郵送（当日消印有効）または持
参
縦覧場所 ・問都市計画課都市計画係

特定生産緑地（国立市）を
変更しました

　特定生産緑地（国立市）の一部の
地区について、10月3日付で指定解
除の告示をしたの
で、図書を縦覧し
ます。
縦覧場所 ・問都市
計画課都市計画係

学童保育所
第一種会計年度任用職員

募集

内学童保育所での保育（土曜日担当）
勤務期間 11月１日 ㈫ ～ 令 和５年３月
31日㈮（評価により、再度の任用の
場合あり）
勤務時間 土曜日のほか、隔週で平日１
日（週12時間30分勤務）または平日
２日（週17時間30分勤務）
※学校休業日・行事等で変動あり
勤務場所 本

ほ ん

町
ちょう

学童保育所募１名
資①～③のいずれかに該当する方
①保育士または社会福祉士資格を保
有
②教育職員免許法第四条に規定する
免許状を保有
③放課後児童支援員認定資格研修を
修了
時給 1,670円（別途交通費支給）

選考方法 書類選考後面接（10月21日
㈮午前中を予定）
申・問10月19日㈬までに、履歴書

（写真貼付）に①②の方は資格証明
書の写し、③の方は修了証の写しを
添えて、中央児童館 TEL 575-3224
（〒186-0003富士見台2-38-5）ま
で郵送（必着）または持参（日曜・祝
日を除く午前9時30分～午後6時）
履歴書等は、一切返却しません。
また、採用・選考以外には使用せず、
個人情報として適切に管理・処理し
ます。

どなたでも接種可能 かかりつけ患者のみ接種可能

医療機関名 地区 予約方法
青葉医院 北
国
く に

立
た ち

さくら病院 東
河井内科 ※1 東
松田内科クリニック ※2 富士見台
さくら通りクリニック 富士見台
国
く に

立
た ち

さくら通り耳鼻咽喉科眼科　 富士見台
谷保北口内科 富士見台
富士見台ひまわり診療所　 富士見台
ソジ医院 ※3 中
国
く に

立
た ち

の森ファミリークリニック　 中
片山クリニック ※4 中

医療機関名 地区 予約方法
平松整形外科 ※6 富士見台 TEL573-8338 各

医
療
機
関
へ

水永医院 ※6 富士見台 TEL576-8800
国
く に

立
た ち

ハートクリニック ※6 中 TEL573-3321
西田医院 ※8 中 TEL572-0517
国
く に

立
た ち

駅前腎クリニック 中 TEL576-1511

医療機関名 地区 予約方法
国
く に

立
た ち

中央診療所 ※5 中
新田クリニック 西
大久保医院 谷保
いずみクリニック ※1 泉
みのわ通りクリニック 青柳
ゆきさだ内科 北 直接来院して予約 各

医
療
機
関
へ

クリニックみらい国
く に

立
た ち

※1・6・7 東 TEL505-7560

くにたち南口診療所 中 TEL 080-5822-0788

※1　高校生以上の方のみ
※2　満16歳以上の方のみ
※3　満15歳以上の方のみ
※4　満18歳以上の方のみ
※5　 か か り つ け 患 者 は、

医療機関で予約

※6　11月から接種開始予定
※7　 初診は国立市に住民票

がある方のみ
※8　12月から接種開始予定

市で予約受付
■国立市予約サイト
■電話

市で予約受付
■国立市予約サイト
■電話

行政インフォメーション



行政
インフォメーション

図書館分室臨時開室

　次の日程で、図書館分室を午前10
時から臨時開室します（通常は午後
2時から）。これまで利用したことが
なかった方も、読書の秋のこの機会
にぜひ、ご利用ください。また、10月
10日㈪〜 11月6日㈰に、各図書館を
巡り、シールを集めるシールラリー
も行います。下記分室の臨時開室日
には、特別なシールも配布します。
場・日
▶下

し も

谷
や

保
ぼ

分室：10月10日㈪午前10
時〜午後5時
▶谷保東分室：11月3日㈭午前10
時〜午後5時
▶青柳分室：11月5日㈯午前10時
〜午後5時
問中央図書館 TEL 576-0161
蔵書点検のため
中央図書館・北市民プラザ図書館を
臨時休館します
　図書館所蔵資料の所在確認作業の
ため、次の日程で臨時休館します。本
の返却は駅前の返却ポスト、各図書
館の返却ポスト等にお願いします。

　利用者の皆さまにはご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
　なお、休館中でも電話による予約
等はできます。
臨時休館日中央図書館・北市民プラ
ザ図書館ともに、11月7日㈪〜11日
㈮
※各分室は通常どおり開館します。
問▶︎中央図書館TEL 576-0161
　▶︎北市民プラザ図書館
　 TEL 580-7220
国立駅南口駅前デザイン
アイデアコンペ
国立駅南口の広場が
こうなったらイイなを
考えよう！
　令和８（2026）年度に、旧国立駅舎
東西広場および円形公園のリニュー
アルオープンを予定しています。皆
さまの思いを集めて、「くにたち」の
顔となる広場の整備の実現をめざす
ために、『国立駅南口の駅前がこう
なったらイイな』というデザインア
イデアを募集します。
　手書き、写真、イメージスケッチ、
CGなど表現方法は自由です。自由
で新しい発想の作品をお待ちしてい
ます。
対子どもも大人も誰でも応募可

応募方法・問10月12日㈬〜12月12 
日㈪に、東西広場および円形公園を
中心とした国立駅南口駅前広場のア
イデアを、国立駅周辺整備課国立駅
周辺整備担当 ideacompe@city.
kunitachi.lg.jpまで郵送(当日消印
有効)、メールまたは持参
※詳細は、市 HP の募集要領をご確認
ください。

▲国立駅南口駅前広場。

広域連携サミット
（オンライン傍聴）

イベント・催し

　本市と近隣8市（立川市、昭島市、
小平市、日野市、国分寺市、福生市、東
大和市、武蔵村山市）の市長が一堂に
会し、広域的な行政課題について話
し合う「広域連携サミット」のオンラ
イン傍聴者を募集します。
　サミットのテーマは、「ポスト・コ
ロナを見据えた地域連携」。各市の取
り組みをもとに、広域で連携するこ

とで、9市の魅力をアピールし、在住
者・来街者にも情報を発信していき
ます。市域を越えるからこそできる、
行政サービスの向上や魅力あるまち
づくりについて一緒に考えてみませ
んか。詳細は、市 HP をご覧ください。
日11月4日㈮午後3時30分〜5時30
分
場たましんR

リ 　 ス 　 ル

ISURUホール（傍聴は
オンラインのみ）￥無料
申10月28日㈮までに、氏名・連絡先

（メールアドレス）を立川市企画政策
課 kikakuseisaku@city.tachika 
wa.lg.jpまでメール
主催立川市、昭島市、小平市、日野市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、
武蔵村山市
問政策経営課政策経営係

第24期
国立市社会教育委員の会
定例会
日10月25日㈫午後7時〜 9時
場市役所3階　第1・2会議室
問生涯学習課社会教育・文化芸術係

　「令和4年国立市議会第3回定例会」において、コロナ禍
か

における原油価格、物価高騰対策として、市単独事業の費用を計上した令和4年一般会計補正
予算（第6号）が可決されました。各事業については、担当部署までお問い合わせください。
問政策経営課財政係

新型コロナウイルス感染症対策等の補正予算が可決されました

事業名 概要 予算額 担当部署

生活困窮者
家計応援給付金

生活困窮者自立支援金を受給した世帯のうち、経済状況が回復していない世帯に対し、最大3カ月間、
世帯人員に応じて給付金を給付するとともに、家計改善に向けた相談支援を実施する（給付金月額：1
人世帯3万円、2人世帯4万円、3人以上世帯5万円、要件あり）。

2,525万円 福祉総務課
福祉総合相談係

子育て世帯生活支援
特別給付金（市制度）

国の「子育て世帯生活支援特別給付金」に対し、1万円の上乗せ支給および所得割非課税世帯への6万
円の支給を行う。 1,529万6千円 子育て支援課

子育て支援係

使い捨ておむつ自園処理事
業

市内保育園等での使用済みおむつの持ち帰りを廃止するため、令和4年10月から、使い捨ておむつの
自園処分を実施している私立保育園等に対し、運営費を補助する。また、公立保育園において、自園処
分に切り替えるための関連経費を増額する。

208万8千円 保育幼児教育推進課
保育・幼稚園係

保育施設等物価高騰対策
支援事業補助金

市内の私立保育園・幼稚園等に対し、食材費・光熱費の高騰分対策として在籍園児1人あたり毎月
400円の補助金を交付する。また、公立保育園では、食材費高騰に対応するため、賄

まかない

材料費を増額する。
1,372万1千円 保育幼児教育推進課

保育・幼稚園係
受験生チャレンジ支援
貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業による貸付決定を受けた方（対象のお子さん）に対し、書籍購入費助成
として図書カード（中学3年生：1万円、高校3年生：2万円）を給付する。 90万円 福祉総務課庶務係

肥料等高騰対策給付金 市内農業者に対し、肥料等の価格高騰への支援として令和3年中の農業所得に対して3.5%を乗じた額
を給付する。 469万円 南部地域まちづくり課

農業振興係

　今回は、北秋田市の伝統行事である「万
ま

灯
と

火
び

」をご紹介します。
　国立市の夏の風物詩である「国

くに

立
たち

まと火」は、北秋田市との交流を機に、
北秋田市合

あい

川
かわ

地区の伝統行事である「万灯火」を「国立まと火」として行っ
たことが始まりです。
　万灯火は、秋田県北部で春彼岸に行われている伝統行事です。祖

そ

霊
れい

が迷
わず戻るための道しるべとしてお墓の前で火を焚いて祖霊を迎え供養す
る習わしであり、五穀豊穣や無病息災の願いも込められています。
　阿

あ

仁
に

川
がわ

・小
こ

阿
あ

仁
に

川
がわ

水系の旧合
あい

川
かわ

町
まち

や
上
かみ

小
こ

阿
あ

仁
に

村
むら

では、「万灯火」という漢字
をあてていますが、語源には諸説あり
ます。
　元々は春彼岸の行事ですが、旧合川
町ではお盆に故郷に帰省する方々に
も見てもらいたいということで、昭和
47年より「合川まと火」としてお盆に
も行うようになりました。以降、合川

　国立市と秋田県北秋田市は、平成30年に友好交流都市となりました。「北秋田だより」で
は、北秋田市のさまざまな魅力を定期的に紹介していきます。

地区では毎年8月14日に開催してお
り、今年は50回の節目を迎えた記念と
して花火も打ち上げられ、多くの方々
に楽しんでいただきました。
　お盆の「合川まと火」では、「ダンポ」
と呼ばれる布の玉を合川地区の各家庭
から1個ずつ集め、阿仁川沿い約1.2㎞
の仕掛けに吊るします。また、文字まと
火や車まと火など、さまざまなかたち
で、約2,500個ものダンポを使用しま
す。
　川面や白銀の雪景色に映える柔らか
いまと火の灯りはとても幻想的で、見
る人の心を和ませてくれます。
問北秋田市生涯学習課合川公民館
TEL 0186-78-2114

主な事業一覧

Vol.6北秋田だより

▲春彼岸の「万灯火」。

▲お盆の「合川まと火」（文字まと火）。

▲お盆の「合川まと火」（車まと火）。

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
し ゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

持 =持ち物 申 =申込方法 問 =問い合わせ =メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL =ホームページHP
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くらし

防災行政無線の内容を電話で確認
防災行政無線電話応答サービス

防災

確認電話番号（自動音声）
TEL 042-505-7313
※通話料がかかります。
問防災安全課防災・消防係

10月17日㈪〜23日㈰は
行政相談週間

　この週間は、行政相談（委員）制度
を周知し、広く皆さまに利用しても
らうために設けているものです。

東京一日合同行政相談所
　各行政機関、行政相談委員などが
集まり、行政に関する苦情・要望等
の相談に応じます。
日10月17日㈪午前10時〜午後4時
場JR新宿駅西口広場イベントコー
ナー
※新型コロナウイルス感染症の状況

子ども・教育

保育園なるほどフェア

イベント・催し

　「保育園ってどんなところ？」など
の疑問にお答えする「保育園なるほ
どフェア」を開催します。市内保育所
等の情報や先生方のお話を直接聞け
る貴重な機会です。ぜひ、会場に足を
お運びください。
※本フェアへの参加の有無は、保育

　募集内容や受付日程については、
直接、各幼稚園までお問い合わせく
ださい。
募集要領の配布
▶東立川幼稚園・国

くに

立
た ち

ふたば幼稚園・
国
くに

立
た ち

冨士見台幼稚園・ママの森幼稚
園・小百合学園：10月15日㈯〜
▶国

くに

立
た ち

音楽大学附属幼稚園・つぼみ
幼稚園・国

くに

立
た ち

文化幼稚園：10月17
日㈪〜
願書受付 11月1日㈫〜
〈国

くに

立
た ち

富士見台団地風の子〉
　入園申込書類を配布中です。
願書受付 11月1日㈫〜

　令和5年度（4月）の認可保育所・認
定こども園（1号認定希望者を除く）・
小規模保育事業・家庭的保育事業の
新年度入所申込を受け付けます。
　今年度すでに入所（転園含む）の申
込をしている方のうち待機中（未入
所）の方も、来年度引き続き入所を希
望する場合は、改めて申込手続きを
お願いします。
申込書配布
　10月7日㈮より、市役所1階の保
育幼児教育推進課保育・幼稚園係と、
市内保育所等にて配布します。
※就労証明書の取得に時間を要する
方は、市HP「申請書ダウンロード」か
らダウンロードしてご利用くださ
い。
受付日時・場所
　右表をご確認ください。
※各保育所および郵送では受け付け
ません。
※市外の保育所への入所（転園含む）
を希望する方は、希望する保育所の
ある区市町村へ確認のうえ、各自治
体の締切日の7日前までに、問まで
お申し込みください。
募集人数
市報10月20日号に掲載します。
※一次選考では、0歳児のみ市外児
も選考します。選考は市内児優先で

により、行政相談パネル展に変更ま
たは中止する場合があります。
行政に関する相談を受け付けます
　道路、社会福祉、医療保険など、行
政に関する苦情・要望等について、
お気軽にご相談ください。　
※相談は、秘密厳守とします。
▶「行政苦情110番」（総務省行政相
談センターきくみみ東京）
TEL0570-090110（IP電話などをご
利用の場合はTEL03-3363-1100）
FAX03-5331-1761
▶市の定例行政相談
相談日原則毎月第4木曜日、午前10
時〜正午（要予約）
場市役所1階　�番窓口
問まちの振興課コミュニティ・市民
連携係

国立市耐震フェア2022

イベント・催し

　いつ起こるか分からない地震から
命を守るため、住宅の耐震化に向け
た具体的な対策を進めましょう！

所入所選考に影響しません。
日①10月16日㈰午前10時〜正午
　②10月30日㈰午前10時〜正午
※開催日によって参加保育所等が異
なります。詳細は、市 HPをご確認く
ださい。
場福祉会館4階　大ホール
※駐車場はありません。
対保育園への入園を検討している
市民
申不要￥無料
問 保育幼児教育推進課保育・幼稚
園係 TEL 576-2427

内 �▶戸建やブロック塀の耐震、マン
ションの耐震などの無料相談
　�▶具体的な耐震改修方法などのパ
ネルや模型展示
※市では、木造住宅や分譲マンショ
ンの耐震化に必要な費用の一部を助
成しています。
日10月22日㈯午前10時〜午後3時
場市民総合体育館　正面入り口前
申不要￥無料
相談員（一社）東京都建築士事務所協
会立川支部、マンション管理士
問都市計画課都市計画係
自転車の代わりに置こう
思いやり
第39回駅前放置自転車
クリーンキャンペーン
　放置自転車のないまちが快適で、
安全であることを知ってもらうた
め、10月22日㈯〜31日㈪に放置自
転車への啓発（札付け）・撤去を重点
的に行います。
　放置自転車は、点字ブロックを隠
したり、横倒しになるなどして、しょ

市立保育園主催
あそぼう会（園庭等開放）・
おおきくな〜れ（身体測定）

イベント・催し

　親子で、在園児と一緒に楽しいひ
とときを過ごしませんか。
場・ TEL・内・日
▶西保育園 TEL576-7217
身体測定：10月24日㈪午前10時〜
11時
▶東保育園 TEL 572-8555
室内遊び・身体測定：10月11日㈫
午前9時30分〜10時30分

うがいのある方や、高齢の方、ベビー
カーを利用する方などにとって危険
であるばかりでなく、まちの美観を
損ないます。
　放置自転車の移送等には、皆さま
の貴重な税金が使われています。誰
にとっても快適で、安全な自転車の
利用にご協力ください。
問道路交通課交通係

油・断・快適！　下水道
下水道に油を流さないで

　キッチンから流れた油は、下水道
管のつまりや悪臭の原因です。
　鍋や食器に付いた油汚れは、洗う
前にふき取ることで、川や海の良好
な水環境にもつながります。
問▶下水道課業務係
　▶東京都下水道局
　 TEL 527-4828

〈共通事項〉
対未就学児と保護者
定各園5組（申込先着順）￥無料
持 身体測定を希望する方は母子手
帳とバスタオルと替えおむつ
※飲み物を持参してください。
※子育て相談は毎回実施します。
※駐車場はありま
せん。
申・問平日午前9
時〜午後5時に参
加を希望する保育
園まで電話

※小百合学園・国立富士見台団地風
の子での「保育」を希望する場合は、
問の窓口にて保育施設等の利用申込
を行ってください。詳細は、問までお
問い合わせください。
問保育幼児教育推進課保育・幼稚園
係 TEL 576-2427

〈かたばみ幼稚園〉
　今年度よりw

ウ ェ ブ

eb出願になり、願
書受付のための事前登録を開始し
ています。
願書受付
▶A日程：10月13日㈭〜21日㈮
▶B日程：11月21日㈪〜12月6日㈫

す。その他の年齢については、市内児
のみ選考します。
※選考結果は、令和5年1月20日㈮
に郵送します。結果通知前の選考結
果についてのお問い合わせはご遠慮
ください。
問保育幼児教育推進課保育・幼稚園
係TEL 576-2427

幼稚園名 所在地 電話番号
募集人数

3歳児 4歳児 5歳児
国立音楽大学附属幼稚園 中1-8-25 572-3533 35名 若干名 若干名

国立学園附属かたばみ幼稚園 中2-6 572-4776
（A日程）
35名

（A日程）
15名

（A日程）
0名

（B日程）
15名

（B日程）
10名

（B日程）
10名

小百合学園 中1-17-9 576-0100 18名 5名 若干名
つぼみ幼稚園 富士見台4-51-1 576-3817 15名 5名 10名
ママの森幼稚園 東4-2-22 572-3911 35名 若干名 若干名
東立川幼稚園 北3-37-4 522-4918 60名 20名 0名
国立ふたば幼稚園 西1-16-13 577-1128 40名 若干名 若干名
国立冨士見台幼稚園 谷保7179-1 572-2849 90名 若干名 0名
国立文化幼稚園 谷保7-10-2 573-0238 30名 20名 若干名
国立富士見台団地風の子 富士見台3-7-1 507-8667 6名 0名 若干名

日 月 火 水 木 金 土
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〇
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〇

18

〇

19

20

◇

21

〇

22

〇

23 24

●

25

●

〈市役所1階�番窓口（問の窓口）〉
○…午前8時30分〜午後5時
◎…午前10時〜午後4時（休日開庁）
●…午前8時30分〜午後8時（夜間開庁）
〈国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ〉
◇…午前10時〜午後4時

4 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264令和4年／ 2022年10月5日市報

令和5年度私立幼稚園等の
新入園児募集

令和5年度4月　認可保育所等の新年度
入所申込受付期間：11月7日㈪〜25日㈮

幼稚園等の募集人数

11月の受付日時・場所

子ども

子ども・教育くらし

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で



子ども・教育

子育て講座
産後ママの身体のケア講座

イベント・催し

　出産後、赤ちゃんのお世話であっ
という間に毎日が過ぎ、自分の身体
をいたわる時間もないほど忙しいマ
マ。普段の生活で少し意識するだけ
で、体が軽くなるヒントを理学療法
士から学びましょう。講座では、身体
の構造を知り、簡単なストレッチを
します。
日11月10日㈭午後2時～3時30分
場子ども家庭支援センター 子育て
ひろば

国立市公立小学校入学前説明会
今、知っておきたい
学校生活のこと
～お子さんの新たなステー
ジを輝かせるために～

イベント・催し

　小学校に入学するお子さんが、円
滑に入学期を迎えられるよう、各小学
校の新入生説明会の前に、保護者向
け説明会を開催します。対象の方に
は、すでに幼稚園、保育園を通しても
ご連絡しています。
日11月11日㈮午前10時～正午
場市民芸術小ホール
対令和5年度に市内の公立小学校へ
就学予定のお子さんがいる保護者
￥無料
申 10月24日㈪～11月４日㈮に、上記
二次元コードより
問教育指導支援課指導支援係

「はじめまして、うちの子紹介シート」
を配布しました

　市では、小学校に入学するお子さ
んが楽しい学校生活を迎えられる
よう、「はじめまして、うちの子紹介
シート」（以下、シート）を作成しまし
た。
　学校へ伝えておきたいことなどを
事前にお教えいただき、学校と家庭
とが協力してお子さんの成長を見
守っていくためのシートです。なお、
シートのご提出は任意です。
シートの記入内容
▶お子さんのよいところ、得意なこ
と
▶お子さんが苦手なこと、困ったこ
とが起きたときの対応や配慮が必要
なこと
▶お子さんに対してご家庭等で工夫

　子どもの発達を支援する「児童発達支援事業所」や「放課後等デイサービ
ス事業所」をご存じですか？「どんなところなの？」「どんなお子さんが通っ
ているの？」「どうしたら通えるの？」、そんな疑問にお答えすべく、市内の事
業所が一堂に集まる「事業所フェア」を開催します。それぞれの事業所でどの
ようなサービスや取り組みを行っているか、直接スタッフの方に話を聞く機
会も設けます。ぜひ、足をお運びください。
日 11月13日㈰
▶第1部：午後1時～2時30分(受付：0時50分～ )
▶第2部：午後2時45分～4時15分(受付：2時30分～ )
※第1部・第2部の内容は同じです。
場保健センター（駐車場はありません）

高齢者

いつまでも元気でいるために
フレイルチェック会

　「健康寿命」とは、元気に自立して
日常生活を送ることができる期間の
ことです。この「健康寿命」を伸ばす
ために、いま全国で注目されている
のが、「フレイル予防」です。定期的に
フレイルチェックを受けることで、
自分の健康状態を確認し、適切な対
処を行うことができるようになりま
す。
　10月から、新たに西福祉館で「西
のフレイルチェック会」を定期開催
します。
日毎月第3木曜日午前10時～正午
場西福祉館　大広間
対おおむね65歳以上の方
定各回15名程度
申各回前日までに、国立市社会福祉
協議会 TEL 580-0294まで電話

他の地域でも開催中
▶ひらや照らす
日毎月第4水曜日午後1時30分～3
時30分
定各回10名程度
申事前に、ひらや照らす TEL 800-16 
61まで電話
▶南区公会堂
日毎月1日午後
1時～3時（申込
不要）
問高齢者支援課
地域包括支援セ
ンター（市役所
内）
TEL 576-21２3

内講師による講話と実技
師大林 松

まつ

乃
の

氏（理学療法士）
対 市内在住で産後2カ月～6カ月の
母親とそのお子さん
※保育はありません。お子さんと一
緒にご参加ください。きょうだいの
参加はご遠慮ください。
定10組（申込先着順） ￥無料
申・問10月7日㈮午前10時30分よ
り、子ども家庭支援センターTEL 573-
0192まで電話または窓口にて

C
ケ　　ア

AREに学ぶ
～子どもとのよりよい関係
を築くために～

イベント・催し

　CAREと はC
チャイルド

hild-A
アダルト

dult R
リレーション

elation 
s

シップ

hip E
エ ン ハ ン ス メ ン ト

nhancementの 略 で、「 子 ど

していること
▶子育てで大切にしていること・
困っていること　など
※そのほか、学校へ伝えておきたい
ことなどを記入できます。提出方法
などの詳細は、送付するシートをご
覧ください。
対令和5年度に市内の公立小学校へ
就学予定のお子さんがいる保護者
配布方法９月下旬に郵送済みの就学
時健康診断のご案内に同封しまし
た。保育園・幼稚園等でもご用意し
ています。
問教育指導支援課指導支援係

お子さんの成長を見つけましょう
小学生保護者向け
－子育てプログラム－2日間コース

イベント・催し

　「言うことを聞かずイライラして
しまう」「つい怒ってしまい自己嫌
悪」など、お子さんの育てにくさ、対
応の難しさに困っていませんか。子
育てプログラムでは子どもの今の様
子を見直すこと、褒め方、叱り方など
について講義や活動を通して学びま
す。
日 11月15日・22日ともに火曜日、
午前10時～正午
※ 令 和5年1月17日 ㈫ に フ ォ ロ ー
アップの会を予定しています。
場保健センター 2階
対市内在住の小学生の保護者
定 6名（2日間とも参加できる方を優
先に申込先着順）
保育 3名程度（申込時受付）

もと大人のきずなを深めるプログラ
ム」と呼ばれています。本講座は「子
どもとよりよい関係を築きたい」と
願う大人向けの講義とグループ活動
による3回連続講座です。幅広い年
代の子どもに対応しています。
内・日
▶第1回：11月24日㈭「子どもと信
頼関係を築き自尊感情を育てる関わ
り方」
▶第2回：12月1日㈭「子どもが好
ましくない行動をとった時の効果的
で適切な関わり方」
▶第3回：12月15日㈭「効果的な指
示の出し方」
※いずれも午前10時～11時30分
場保健センター

申・問10月7日㈮～ 21日㈮に、子育
て支援課子ども保健・発達支援係（保
健センター内）TEL 574-3311まで電
話または窓口にて

社会体育事業
ファミリーソフトボール教室

イベント・催し

　今年度も東京女子体育大学の協力
により、初心者向けのファミリーソ
フトボール教室を開催します。この
機会にファミリーでソフトボールに
チャレンジしてみませんか？ 
日11月13日㈰午前8時30分～正午

（雨天中止）
場 東京女子体育大学ソフトボール
場
師 佐藤　理恵氏（2008年北京オリ
ンピックソフトボール金メダリス
ト）
対市内在住で、小学1年生～3年生の
お子さんと保護者のペア
定20組40名（初回参加者優先。応募
多数時抽選）￥無料
申・問10月17日㈪（必着）までに、
生 涯 学 習 課 社 会 体 育 係 TEL 576-
2107まで郵送（往復はがき）または
応募フォームから
※申込方法の詳細は、市HP（上記二次
元コード）をご確認ください。

師川崎　雅子氏（（一社）日本PCIT研
修センター　臨床部長）
対次の要件をすべて満たす方
▶市内在住または在勤の方
▶子育て中または子どもと接する機
会のある方（子どもが2歳以上で言
葉でのコミュニケーションが可能で
あること）
▶3回とも参加できる方
定12名（申込先着順） ￥無料
保育 5名程度（生後5カ月以上の未就
学児、申し込み時に受付）
申・ 問10月7日 ㈮ 午 前10時 よ り、
子ども家庭支援センター TEL 573-
0192まで電話または窓口にて

参加予定事業所
▶児童発達支援センター：1カ所
▶児童発達支援事業所：7カ所
▶放課後等デイサービス事業所：12カ所
対未就学児・小学生のお子さんの保護者、児童発達支援に関心のある方
定各部30名程度(申込先着順)￥無料
※託児はありませんが、子ども見守
りスタッフを配置します。
※お子さんもマスクの着用をお願い
します。
申・問10月7日㈮より、子育て支援
課子ども保健・発達支援係(保健セ
ンター内) TEL 574-3311まで電話ま
たは窓口にて

5〒186-8501　富士見台 2-47-1

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
し ゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

令和4年／ 2022年10月5日子ども・教育 市報高齢者

くにたち事業所フェア
～子どもの発達を支援する～

子ども

持 =持ち物 申 =申込方法 問 =問い合わせ =メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL =ホームページHP

▲フレイルチェック会
　の様子。



イベント・催し

ボッチャ体験教室

　パラリンピックの正式種目、ボッ
チャの面白さを体験しませんか？
　子どもから大人まで、また、しょう
がいの有無を問わず、誰もが気軽に
楽しめるスポーツとして注目されて
います。
※生涯学習課「生涯スポーツ推進事
業」の委託により実施します。
日①10月8日㈯②11月12日㈯各日
午前9時30分〜11時30分
場市民総合体育館　第3体育室
師総合型地域スポーツクラブくにた
ちエールスタッフ

健康・福祉
10月は乳がんの早期発見・
早期診断・早期治療の大切さを
伝える「ピンクリボン運動」強化月間
月1回の自己検診法で
乳がんの早期発見を
　鏡の前で上半身を見たり、あおむ
けになって背中に枕やバスタオルを
入れ、胸を伸ばし、いつもと違いがな
いか触ってみましょう。
　中心から「の」の字を書くように渦

対接種当日に、国立市に住民登録がある生後6カ
月以降の未就学のお子さん
期令和5年1月31日㈫まで

（各指定医療機関の診療時間内）
場下表の市内指定医療機関
助成金額 接種1回あたり1,000円
※接種費用と助成金額の差額を医療機関の窓口で
お支払いください。
※助成回数は2回までです。
接種方法 指定医療機関に申し込みのうえ、母子健

対市内在住・在勤・在学の方
￥無料
持室内シューズ（動きやすい服装）
申不要
※感染拡大防止のため、マスクを着
用してお越しください。プレー中は、
外していただいて構いません。
※「三密」を防ぐため、人数によって
は、しばらくお待ちいただく場合も
あります。
問くにたちエール
TEL 070-8548-9117（日曜日：午前
9時〜正午・水曜日：午後2時〜 5時）
kunitachi.yell@gmail.com

巻き状に触ります。また、全体を4つ
に分け、親指以外の4本の指で縦や
横に平行線を引くように触ります。
■チェックポイント
▶皮膚に変化はありませんか（鏡を
使って形や皮膚に変化がないかどう
か、よくみてみましょう）
▶乳頭から乳汁以外の分泌物はあり
ませんか
▶鎖骨の上や脇の下は腫れていませ
んか
乳がんの発生しやすいところと
がんの症状

桜守活動のお知らせ

　大学通り緑地帯の桜の根元を保全
していくきっかけになるように、小
学生や高校生が菜の花の種まきを
行っています。今回はその前段階と
しての準備作業を行います。ぜひ、ご
参加ください。
日10月9日㈰・16日㈰各日午前9時
30分〜正午（予定）
集合場所 一橋大学南門前（一橋大学
西側正門から150m南）申不要
持軍手、帽子、飲み物など。作業しや
すい服装でお越しください。
共催国立市
主催・問くにたち桜
守
TEL 535-2723

　外側と内側の上部にがんが発生し
やすく、がんがあると、周りの皮膚は
ひきつれてくぼんだ状態になります。
乳がん検診（40歳以上で、
前年度未受診の方）の申し込み
　毎月市報20日号に申込案内を掲
載しています（自己負担2,000円）。
今号の市報と一緒に「がん検診特集」
も配布していますので、そちらもご
覧ください。
　また、昭和56（1981）年4月2日〜
昭和57（1982）年4月1日生まれの
方には、無料クーポン券を個別に郵

第8回仮設ドッグラン開催

　飼い主と犬のマナー向上をめざ
し、仮設ドッグランを３年ぶりに開
設します。ぜひ、ご参加ください。
※ドッグランに入場できる犬は、狂
犬病ワクチン・混合ワクチンを接種
済みで、ヒート（発情）中でないこと
など、いくつか条件があります。詳細
は、HPをご覧ください。
※参加者が多い場合は、時間制限等
を設ける場合があります。
日 10月22日㈯・10月23日㈰各日午 
前10時〜午後4時（小雨決行）
場矢川上公園￥無料申不要
主催くにたちL

ラ ブ

OVE D
ド ッ グ ス

OGS
共催 国立市
問環境政策課花と緑と水の係

送しています。受診期間は令和5年2
月28日㈫までです。未受診の方はお
早めに受診してください。
問保健センター TEL 572-6111

康手帳、予防接種を受ける人の現住
所が確認できる本人確認書類（健康
保険証、乳幼児医療証等）を必ず持参
し、指定医療機関に備え付けてある
専用予診票を記入して接種を受けて
ください。
問 子育て支援課子ども保健・発達
支援係（保健センター内）
TEL 574-3311

対① 接種当日に国立市に住民登録がある65歳
以上の方（65歳の誕生日の前日から接種可
能）

　② 接種当日に国立市に住民登録がある60歳
以上65歳未満の方のうち、次のいずれかに
該当する方で、そのしょうがいにより1級
の身体障害者手帳を有する方

　　 ▶心臓、じん臓、呼吸器の機能にしょうが
いのある方

　　 ▶ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
にしょうがいのある方

期令和5年1月31日㈫まで
（各指定医療機関の診療時間内）
実施機関 市内および近隣11市の指定医療機関
接種方法 指定医療機関に連絡（予約）のうえ、健
康保険証を必ず持参して接種を受けてくださ
い。対象②に該当する方は、身体障害者手帳も持
参してください。
自己負担額 無料

（今年度限り、公費助成は接種期間内1回限り）
※生活保護を受給している方は「生活保護受給
証明書」を、中国残留邦人等支援給付受給者の方
は「本人確認証」を持参してください。接種費用
を無料とするために必要です。
※接種期間以外および指定医療機関以外で接種
する方は、全額自己負担です。
問保健センター TEL 572-6111

医療機関名 電話番号 住所
内野産婦人科
小児科 TEL580-0112 東1-8-6国 立 メ デ ィ

カルセンター 201
佐藤医院 TEL576-2834 東1-18-5
国
く に

立
た ち

さくら病院 TEL577-1011 東1-19-10
大塚小児科医院 TEL577-3121 東4-24-18
国
く に

立
た ち

中央診療所 TEL576-0606 中1-14-10
ソジ医院（※） TEL572-0138 中1-14-24
くにたち南口
診療所 TEL577-8953 中1-16-25シャトレク

インテス国立ビル1F
国
く に

立
た ち

の森ファミリー
クリニック TEL573-7070 中1-17-26振 興 第2

ビル2F
岡産婦人科 TEL572-0368 中1-18-13
西田医院 TEL572-0517 中1-20-4
ひろみこども
クリニック TEL501-0088 中2-20-9

広瀬医院 TEL575-0151 西1-12-1
国
く に

立
た ち

聖林
クリニック TEL580-6102 西2-10-10国立オリ

エントプラザ1F
七條小児医院 TEL577-7654 富士見台1-11-4

6 市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264令和4年／ 2022年10月5日市報

インフルエンザ予防接種の
費用を一部助成します

子どものインフルエンザ接種場所（市内の指定医療機関）

子どもの予防接種 高齢者の予防接種

　季節性インフルエンザは初冬から春先に流行のピークが見られます。高齢の方や免疫力の低下している方は
肺炎を併発する等、重症になることがあります。予防接種を受けることで重篤な合併症の発症率や死亡率を低
下させる効果が期待できます。接種の際は、必ず事前に医療機関に在庫状況等の確認（予約）をお願いします。

医療機関名 電話番号 住所

谷保北口内科 TEL577-7501 富 士 見 台2-18-8谷
保クリニックビル1F

谷保耳鼻咽喉科 TEL843-0428 富 士 見 台2-18-8谷
保クリニックビル2F

国
く に

立
た ち

さくら通り
耳鼻咽喉科眼科（※） TEL505-6227

富士見台2-45-12ラ
イオンズマンション
国立1F

ヒバリこども
クリニック（※） TEL505-6017 富士見台3-1-15

2F
さくら通り
クリニック TEL580-0075 富士見台3-22-25

矢川クリニック TEL580-5358 富士見台3-36-6-
101

松田内科
クリニック TEL573-0010

富士見台4-41-1グラ
ンソシエ国立ウェス
トウィング139号A

ゆきさだ内科 TEL580-2217 北2-19-20
青葉医院 TEL527-1219 北3-15-2
大久保医院 TEL572-7775 谷保7224

※インターネット予約

　 ピ ン ク リ ボ ン
は、乳がんの早期
発見・早期診断・
早期治療の大切さ
を伝えるシンボル
マークです。

イベント・催し健康・福祉

凡例 内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員 募=募集人数 ￥=費用資=資格

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等で



○�市内を拠点とする団体等のイベン
ト・催しものを掲載しています。
※�政治・宗教活動、営利目的に関す
るものは除く。
○�掲載内容については、各団体へお
問い合わせください。

十
じゅう　に　ひとえ

二 単着付け体験いつか
着てみたかった十二単。素敵
な姫に変身です（学割あり）
日11月13日㈰①午前9時45分集合
②午後1時15分集合場古民家
￥3,300円定各15名

申・ 問 10月5日㈬より、国立市観
光まちづくり協会 TEL 574-1199
event@kunimachi.jpまで電話また
はメール（イベント名、氏名、連絡先、
午前・午後の希望を明記）
42周年特別講演会講師大越
健介氏（ニュースキャスター）
会員の発表が含まれます
日 10月29日㈯午後2時～4時10分
場商協ビル2階　さくらホール
￥500円定 70名（申込多数時抽選）
申・問 10月11日㈫までに、くにたち
話し方勉強会 kunitachi.hanashi 
kata@gmail.comまでメール

7〒186-8501　富士見台 2-47-1

お知らせします。イベント等に参加する際は、マスクの着用、手
し ゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

令和4年／ 2022年10月5日 市報イベント・催し その他のお知らせ 地域の情報

持 =持ち物 申 =申込方法 問 =問い合わせ =メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL =ホームページHP

2部：午後3時～場旧本田家住宅
定各25名（申込多数時抽選）
※小学生以下は保護者同伴
申・問10月20日㈭（必着）までに、①
「旧本田家住宅見学会参加希望」②希
望枠③郵便番号④住所⑤参加者全員
の氏名（ふりがな）⑥電話番号を明記
のうえ、生涯学習課社会教育・文化
芸 術 係 oubo_shogaigakushu@
city.kunitachi.lg.jpまでメールま
たは郵送（往復はがき（1枚で2名ま
で））

環境
第24回
環境フェスタくにたち
　「環境フェスタくにたち」は、みん
なが参加できるエコイベントです。
子どもたちの環境作品展や絵本交換

会、フードドライブ事業など、楽しさ
盛りだくさんです。
　「環境ってなんだろう～身近な環
境づくりを考える～」をテーマに掲
げ、日常生活の見直しの呼びかけと、
ごみを出さないイベントの実施をめ
ざしています。詳細は、今号の折り込
みチラシをご覧ください。
日10月22日㈯午前10時～午後3時
場市民芸術小ホール、谷保第四公園、
市役所西側広場
主催国立市、環境フェスタくにたち
実行委員会
協力㈱ヤクルト本社中央研究所、㈱
小池商店
問ごみ減量課清掃係 TEL 576-2119

イベント・催し
東京文化財ウィーク2022
関連企画事業
旧本田家住宅解体部材と
埋蔵文化財調査・見学会
　現在、旧本田家住宅主

しゅ　おく

屋の解体を
完了し、柱や梁などの軸組部材は現
場で保管しています。また、住宅跡の
発掘調査も完了し、試

し

掘
くつ

坑
こう

の一部を
残して埋め戻しています。
　主屋創建当初から約300年、人の
目に触れることのなかった部材や礎

そ

石
せき

、そして地面の下の土層は主屋の
復元後は二度と見ることができませ
ん。ぜひ、ご参加ください。
日11月5日㈯第1部：午後1時～、第

地域の情報
お知らせ

富士見台・矢川商店連合会
プレミアム商品券

（とくとく商品券）
　富士見台、矢川、谷保の商店会加盟
店と協力店合計83店舗で使用でき
るプレミアム商品券を販売します。
販売日 10月10日㈪午前8時～（4,000�
冊売り切れ次第終了。11月23日㈬
に第2回販売予定）
販売場２カ所：KFまちかどホール（む
っさ21内）、理容おかべ横特設会場
（矢川メルカード商店会内）

￥1冊5,000円（利用金額：5,000円
+1,500円（プレミアム30％分）＝
6,500円分。内500円券3枚は大型店
使用不可、1回の購入で1人6冊まで）
※市が補助金を交付する事業です。
主催・問国立市富士見台・矢川商店
連合会 TEL 575-4711（内藤）

催し・講座
東京都主催
高齢者向けスマートフォン利用普及
啓発事業「スマートフォン体験会」
　60歳以上の都民の方を対象に開
催します。希望者にはスマホの貸出
も行います。
日10月24日㈪①午前9時30分～午
後0時30分②午後1時30分～ 4時
30分場中地域防災センター
定各回10名（申込多数時抽選、5日
前までに参加可否を電話連絡）
￥無料
申１週間前までに、問まで電話また
はファクス（ファクスには①希望日

時②氏名（フリガナ）③年齢④性別⑤
電話番号⑥居住区市町村⑦スマホ所
有の有無⑧スマホ試用希望の有無⑨
備考（体験会参加にあたって合理的
配慮が必要な場合）を記載）
問スマートフォン普及啓発事業事務
局 TEL 03-5348-2735（平日午前9
時～午後5時）FAX 03-5348-2731
オンライン開催（W

ウ ェ ベ ッ ク ス

ebex）
市民公開講座
みんなに知ってほしい病気
　子どもと子どもに関わる方を対象
に、新型コロナを含む感染症やスマ
ホ・ネットゲーム依存を学びます。
日10月22日㈯午後1時～ 2時30分
￥無料
申・問10月21日㈮までに、東京都
立小児総合医療センターHPより
就労支援・祝い金制度あり
介護職員初任者研修（通学）
11月開講受講生募集
　受講後、市内の介護保険事業所に
就職すると受講料助成あり。詳細は、
福祉総務課地域福祉推進係まで。
内・日①講習：11月2日㈬～ 12月
23日㈮の月・水・金曜日のうち、
20日間（おおむね午前9時～午後5
時）②実習：12月10日㈯～ 18日㈰
のうち4日間③修了式：12月26日㈪
場①③：ケア・センターやわらぎ研
修センター②：立川市内および近隣
市の問の事業所
定18名￥ 1万円（テキスト代含む）
申・問10月26日㈬正午までに、申
込用紙（問の事業所のほか、問のHPか
らも入手可）に身分証明書等の写し
を添えて、NPO法人ケア・センター
やわらぎ TEL 523-3552の最寄りの

事業所まで持参
※東京都から指定を受けて実施する
研修です。
展示作品募集中（市内在住者限定）
北福祉館（第四小学校隣）
第41回北文化祭
　爽やかな秋の一日、皆さまの参加・
来場をお待ちしています。
内作品展：絵画・写真・彫刻・書道・
手工芸品などの展示
日11月18日㈮～ 20日㈰各日午前
10時～午後5時
場北福祉館1階　たまり場・第１会議�
室￥無料申不要 後援国立市
主催・問 北福祉館運営委員会
TEL 080-6679-3948（緑川）

近所で学ぼう
親子でりんりんツアー

　いつもの道をスタッフと一緒に小
学生と保護者で走り、ルールやマナ
ーを学びましょう。

日10月22日㈯集合時間：午前10時、
11時30分、午後1時、2時30分
場市役所西側広場（環境フェスタ会
場内）￥300円
後援国立市、国立市教育委員会
申・問くにたち・まちづくり∞自転
車倶楽部 TEL 577-5147（たかだ）
mat@pf7.so-net.ne.jpまで（事前申�
込優先、当日受付もあり）
商品券付プリンセチア
の販売あり
10フェスタ～秋の旭通り～
　歩行者天国になった旭通りで、露
店や舞台、抽選会やスタンプラリー
等をお楽しみください。詳細は HPを。
日 10月16日㈰午前10時～午後4時
場旭通りの一部（東1-15-25から東
2-12-6まで）
※市が補助金を交付する事業です。
問協同組合国立旭通り商店会
TEL 580-3636

その他の
お知らせ

令和４年全国地域安全運動
10月11日㈫～ 20日㈭
防犯アプリ「D

デ　ジ

igi P
ポ　リ　ス

olice」の紹介

防災

　「痴漢撃退」機能や「防犯ブザー」
機能、子どもが家族に居場所を伝え
る「ココ通知」機能等を搭載した防
犯アプリ「Digi�Police」をインスト
ールして、身近な犯罪から身を守り
ましょう！
問立川警察署生
活安全課防犯係
TEL 527-0110

▲iOS。 ▲Android。

東京たま広域資源循環組合
入札参加申請受付

　令和５・６年度の工事・物品買入
れ等の入札参加申請を受け付けま
す。申請書類等の詳細は、問のHP（上
記二次元コード）をご覧ください。
申・問11月2日㈬（必着）までに、東
京たま広域資源循環組合総務課契
約担当 TEL 597-6151（〒190-0181
西多摩郡日の出町大字大久野７６４２
番地）まで郵送
※上記期限後の申請受付は、令和5
年4月1日㈯以降に競争入札参加資
格者名簿に登録します。

立川消防署からのお知らせ
「防火防災標語」の公募

募集

　防火防災への参画意識や防災行動
力を高めることを目的として、防火
防災に関係する標語を募集します。
選考により選ばれた最優秀作品には
Q
ク オ

UOカード５万円分を贈呈します。
詳細は、東京消防庁HP（上記二次元コ
ード）をご覧ください。
応募期限 11月15日㈫
対東京消防庁管内に在住・在勤・在
学している方
問 立川消防署
予防課防火管
理係
TEL 526-0119

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程

募集

対次のいずれかに該当する方
▶昭和21年3月31日以前の尋常小学
校卒業者または国民学校初等科修了
者で、高等学校に入学する資格がない
▶令和5年4月1日㈯現在満65歳以
上で、都内に在住または在勤してお
り、戦後の混乱の影響等により中学
校で十分に学べなかった
選考日 12月3日㈯
申・ 問10月17日 ㈪～11月18日 ㈮
に、出願書類を千代田区立神田一橋
中学校 TEL 03-3265-5961（〒101-
0003千代田区一ツ橋2-6-14）まで
郵送または持参

ひきこもるこころを
理解する
～地域でゆるやかに
支えあう場をめざして～
　講師の林恭子氏((一社)ひきこも
りUX会議代表理事)が登壇して、暮
らしやすい社会・地域を考えます。
日10月29日㈯午後1時30分～ 3時
45分（開場：午後1時）
場福祉会館4階　大ホール
定100名￥無料
主催くにたちひきこもり家族会「こ
こから」
共催国立市、国立市社会福祉協議会
申・問10月25日㈫までに、国立市社 
会福祉協議会 TEL 580-0294 csw 
@kunitachi-csw.tokyoまで、電話ま
たはメール
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下記の有料広告に関する問い合わせ：フレックス株式会社（立川市曙町2-20-16）　 TEL 528-3722　FAX512-5309有料広告

市役所　TEL 042-576-2111㈹　FAX 042-576-0264 〒186-8501　富士見台2-47-1

内容 日時 連絡先・場所
総合

オンブズマン
月〜金（祝日を除く）

午前8時30分〜午後5時
オンブズマン事務局

TEL 505-5127

ひとり親家庭 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子育て支援課子育て支援係
TEL 576-2111㈹（内線168）

女性相談

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

女性相談
市長室男女平等・
女性支援担当

TEL 576-2111㈹（内線403）
くにたち女性
ホットライン TEL 576-2127

月・水・金
午後7時〜 9時45分

土・日・祝日
午後5時〜 9時45分

夜間・休日女性相談（電話相談）
TEL 070-2632-1078

男女平等
生き方相談

月・火・木・金
午前10時〜午後7時

土・日・祝日
午前9時〜午後5時

くにたち男女平等参画ステーション
（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）

TEL 501-6996（相談専用）
TEL 501-6990（問い合わせ）

外
がいこくじん
国人のための相

そうだんあんない
談案内

事
じ

前
ぜん

予
よ

約
やく

制
せい

・随
ずい

時
じ

受
うけつけ

付� まちの振
しんこう
興課

か

Guidance�for�foreigners�
wishing�to�receive�consultation:
All�requests�for�consultation�
are�being�taken�on�a�per�reservation.
Our�reservation�desk�can�be
reached�at�any�time.
Thank�you�for�cooperation.
� Citizen�Consultation�Corner

외국인을 위한 상담 안내 
사전예약제 수시접수 시민상담코너

为外国人的咨询指南 
事先预约制 随时受理 市民咨询处

TEL 042-576-2111㈹
※外国人とかかわりをお持ちの方から

の相談も受けます。

行政インフォメーション

イベント・催し

市の相談窓口をご利用ください

楽しく防災を学んで、災害に備えよう楽しく防災を学んで、災害に備えよう

内容 日時 連絡先・場所

健康 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 保健センター TEL 572-6111

教育 月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

教育相談室 TEL 576-2109（要予約）
TEL 576-2050（いじめ相談）

子ども
オンブズマン

月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

子どもの人権オンブズマン
専用 0120-70-7830

子ども・育児 月〜土（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時 子ども家庭支援センター TEL 573-0965

子ども
発達相談

月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

子育て支援課子ども保健・発達支援係
TEL 574-3311

ひまわり相談
（少年非行等）

偶数月の第1金曜日
（祝日を除く）午後1時〜3時 保護司

福祉総務課
TEL 576-2111㈹（内線796）中国残留邦人

等支援相談
月・木（祝日を除く）

午前9時〜午後5時（要予約）
中国残留邦人
等支援相談員

高齢者・しょう
がいしゃのた
めの法律相談

第3金曜日（祝日を除く）
午後2時〜 4時（要予約）

くらしの相談
（心配事）

月〜金（祝日を除く）
午前9時30分〜午後5時

消費生活相談 月〜金（祝日を除く）
午前10時〜午後4時

国立市消費生活センター（まちの振興課内）
TEL 576-3201※原則電話相談のみ

司法書士

社会福祉
協議会職員

社会福祉協議会
（福祉会館1階）
TEL 575-3222
電話相談

TEL 575-3247

　3年ぶりの総合防災訓練を2日間にわたって開催します。初日
は夜の防災訓練。停電時の夜の避難所はどんな状況なのか、体験
してみませんか。2日目は、フェスタ形式で防災を学べるブー
スを用意します。消防車や救急車などの緊急車両展示や体験型
のイベントが盛りだくさん。みんなで楽しく防災を学ぼう！
※当日は、手話通訳者も会場にいます。
※詳細は、市HPや問などで配布しているチラシをご覧ください。
問防災安全課防災・消防係

訓練に参加してポイント
（KDPポイント）をゲットし
て、景品と交換したり体験
ブースで使おうニャン！

主なプログラム

▶避難所開設訓練　　▶ペット防災訓練
▶応急手当訓練　　　▶備蓄品紹介
▶はしご車搭乗体験　　　　　　　など

初期消火訓練 土砂災害等の
被害のVR体験

災害用マンホール
トイレ体験

各事業者車両展示 はしご車搭乗体験は2日目
の午前10時から抽選会を
行います。１KDPで1回抽選
できます（1人1回まで）。
※対象は小学生、20組（1
組最大2名）まで。

ほかにも

注意事項はしご車搭乗体験について

夜の防災訓練

10月22日㈯

10月23日㈰
午前9時30分〜正午

午後6時〜7時

昼の防災訓練

お土産は、非常食の五目ごはんです。

防災フェスタくにたち2022防災フェスタくにたち2022
〜総合防災訓練〜〜総合防災訓練〜

©国立市観光
　まちづくり協会
　くにニャン

訓練会場は国立第六小学校！
※駐車場はありません。

▶防災グッズを配布するコー
ナーがありますので、エコバッグ
をお持ちください。
▶ペット防災訓練に参加する場
合は、リードをお持ちください。
▶防火防災手帳をお持ちの方は、
忘れずにお持ちください。

行政インフォメーションイベント・催し

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、掲載イベント等は内容変更や中止、延期となる場合があります。最新の情報は、市ホームページ等でお知らせします。
イベント等に参加する際は、マスクの着用、手

しゅ

指
し

消毒、検温をお願いします。また、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。

内=内容 期=期間 日=日時 場=場所 師=講師 対=対象 定=定員
募=募集人数
凡例

持=持ち物資=資格 ￥=費用 申=申込方法 問=問い合わせ HP =ホームページ=メール =ファクスFAX=電話（市外局番042を省略しています）TEL

荒天中止・雨天縮小開催・費用無料・国立市主催
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