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令和２年度
市民スポーツ・スポレク大会
今年も右表の通り、
市民スポーツ大会を開催します。
皆さんの参加をお待ちしています。
吻狛江市体育協会☎（３４８０）６２１１（偶数月の第３
木曜日を除く平日午前９時～午後５時）

狛江市少年少女野球大会
■９月６日～１０月２５日の毎週日曜日
腹
淵市民グランド
■
弗市内在住・在学の小学校３年生以下、３・
■
４年生または５・６年生で構成する２０人
以内のチーム
■
沸教育リーグの部、
中学年の部
（リーグ戦）
、
高
学年の部
（リーグ戦・決勝はトーナメント戦）
抽選会８月３０日㈰午後６時から市民総合
体育館で実施
■
分■
吻 ８月２５日㈫までに、社会教育課社会
教育係へ。

※各大会は、中止や日程を変更する場合があります。

■令和２年度市民スポーツ・スポレク大会日程表
大会名

開催日

会場

市民軟式野球大会

７月１９日～８月３０日（土・日曜日、祝日）

市民グランド

市民ソフトボール大会

１０月４日～１１月１日（毎週日曜日）

西和泉グランド

市民卓球大会

１０月４日㈰

市民バスケットボール大会

１０月２５日㈰、１１月８日㈰・１５日㈰

市民バレーボール大会

１１月２２日㈰（９人制）
、
１２月６日㈰（６人制）

多摩川ロードレース

令和３年１月１０日㈰

多摩川堤防

市民柔道大会

令和３年２月２１日㈰

市民総合体育館

市民総合体育館

スポレク・ニュースポーツ
「ターゲットバードゴルフ教室」

第３１回
スポレク・ビーチボール大会

腹９月５日㈯午前９時３０分～１１時３０分
覆午前９時から
淵西和泉グランド
弗市内在住・在勤の方
払先着３０人
分吻８月３１日㈪までに、狛江市体育協会
☎（３４８０）６２１１（偶数月の第３木曜日
を除く平日午前９時～午後５時）へ。

腹９月１３日㈰午前９時３０分から
淵市民総合体育館
弗市内在住・在勤・在クラブの方
払各部先着６０人
沸ファミリーの部、一般男女の部
分８月２０日㈭までに、申込用紙（市民総
合体育館窓口で配布）を市民総合体育館へ。
吻狛江市ビーチボール協会・横山☎０９０
（３５３７）２２３１

正しく恐れて、
充実のくらし～みんなで「新しい日常」を～
新型コロナウイルス感染症と
の長い戦いを見据え、暮らしや
働く場での感染拡大を防止する
習慣「新しい日常」を、一人ひ
とりが実践していきましょう。
■基本的な行動習慣
▽３つの密（密閉、密集、密接）
を避ける行動をしましょう。
▽こまめな手洗いを徹底しまし
ょう。
▽外出する際や会話をする際に
は、熱中症に注意しながら、状
況に合わせてマスクを着用しま
しょう。
▽人と人との距離、ソーシャル
ディスタンスを保ちましょう。
吻狛江市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
■

市長対談コーナー「躍動人」掲載号では、市長コラムはお休みとなります。

吻下水道課

■水位概況の公開地点

排水樋管の水位情報等を
公開しました
令和元年東日本台風の浸水被

害を受けた対策として、排水樋

家屋の増改築、取り壊しま
たは使用用途を変更した場
合は連絡をお願いします

摩川雨水幹線）
の敷地には、軽減措置が適用さ

▽猪方排水樋管（多摩川側、多

等の設置と排水ポンプ設備の整
▽六郷排水樋管（多摩川側、根
れており、住宅などの取り壊し

管への水位計および監視カメラ

備が完了しました。市民の皆さ
川雨水幹線）

小さい家屋を含む）の増改築や

また、家屋（車庫や物置など

ことがあります。

地の固定資産税の計算が変わる

や店舗の住宅への改築等で、土

住宅・アパートなどの住宅用

んへの水位情報等の公開を開始

しましたのでお知らせします。
▽猪方排水樋管（多摩川側）

■河川状況画像の観測場所

さい。
▽六郷排水樋管（多摩川側、根

水害への備えとしてご活用くだ

※詳細は市ホームペ
川雨水幹線）
取り壊し、使用用途または土地
の利用状況の変更（予定を含む）
がある場合は、翌年度の固定資
産税・都市計画税が変わること
がありますので、該当される方
はご連絡ください。
吻課税課
介護保険料は便利な口座振
替をご利用ください

働により推進するため、市民に

よるワーキンググループを設置
利用可能な金融機関みずほ銀

トします。取り組み内容等の詳

や会議室の確保等を市がサポー

しています。活動に必要な物品
行、三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行、 三 井 住 友

細は、市ホームページをご覧く

戦中戦後の食糧事情

したという。戦時中あれだけ活

躍した女性にも定職が少なく、

戦争で夫を亡くした女性も針仕

事や袋貼りなど内職をして細々

と暮らしを立てていかなければ

ならなかった。物がない耐乏生

活といっても食料だけはなくて

は生きていかれない。やむにや

年４月１日、米の配給

制度が実施され、非農家では１

まれず非農家では庭や空地を掘

昭和

原則毎月

人１日２合５勺の割り合いで米

銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ

沸腹▽緑ワーキング

分～３

ださい。

分高齢障がい課窓口で依頼書に

第１火曜日（午後１時

り返して家庭菜園にした。

銀行
必要事項を記入の上、専用端末

の配給を受けることになった。

そして９月以後、砂糖や小麦粉、

狛江は農村地帯だったから都心

買い出しにも行った。当時の

分）
▽エネルギーワーキング

食用油、野菜、魚なども配給制

時

暗証番号を入力してください。

毎月第２木曜日（午後２時～４

原則

※振替開始までの期間は２週間

から買い出しに来る者が多かっ
時）

戦争勃発。以後次第に食糧事情

からと厚木や秦野の方まで行っ

知りが多く、お互いに気を使う

たが、狛江の人は狛江では顔見

が悪くなって、米の中に大豆や

たという。米など統制物資を持

月８日には太平洋

コウリャン、豆粕を混ぜるよう

っていて警察官に見つかると没

年

になったり、遅配や欠配も起こ

収されてしまう。だから子ども

かす

って消費者を苦しめた。また、

を連れて行き、子どもにも持た

ジャガイモの配給もあった。

を見せて警察官の目を和らげさ

やわ

せたり、子どもが持っている姿

米の代用食としてサツマイモや

昭和

になったが物が少ない。

程度です。

狛江市空家等対策推進協議

吻環境政策課環境係
認証保育所等入所児童保護

弗

市内在住・在学・在勤の方
払１人
任期委嘱日～令和４年７月

一方農家の方も耕地面積に応

そんな時代は過去のこと。今

せた人もいたという。

に応じた保有米だけ残してあと

は食品ロスが問題になるほど食

年度の食料自給率は

％と

いう。何かの事情で輸入が途絶

成

ているから田をすくような力仕

えたらどうなるだろうか。

く

事も、肥やし汲みも女性の仕事

食糧ではないが、昭和

の汲み取りに行ったという。

年の

で代田橋まで車を引いて、し尿

また、若い男性はみな出征し

た。イモ類にも供出割当がある。 料不足の心配はない。しかし平

は供出しなければならなかっ

日㈪（必着）までに、 じて収穫量が算出され、家族数

旨を含めた詳細はお問い合わせ

自由・８００字以内・課題の要

江 の 空 家 に 関 す る 課 題 」（ 様 式

記入の上、作文「私の考える狛

在勤の方はその名称・連絡先を

月日・性別・電話番号、在学・

住 所・ 氏 名（ ふ り が な ）・ 生 年

分吻８月

会議原則平日（年３～４回程度）

日

歳以上（４月１日現在）の

会公募市民委員募集

腹９月１日㈫～

る書類、課税または非課税証明

保育を必要とすることを証明す

ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド 可 ）、

申請書および請求書（市ホーム

必要書類月決め契約書の写し、

ない世帯

学児を扶養し、保育料の滞納が

認可外保育施設を利用する未就

弗市内在住で、認証保育所等の

日㈬

の申請を受け付けます

者負担軽減補助金（第１期）

吻高齢障がい課介護保険係

機にキャッシュカードを通して

－その316－

暮れ、狛江市内の小・中学校の

ストーブを石炭から石油に変え

レーションに襲われて日に日に

の貨幣の乱発から激しいインフ

くなり、その上物不足と戦時中

り、危険を知りながら予備のガ

はガソリンを入れてくれなくな

ため行きつけのスタンド以外で

の輸入ができなくなった。その

た年、石油産油国の事情で石油

物価は上がる。軍需工場は閉鎖

日には米よこせメ

り紙が買えなくて困ったことを

忘れてはいけない。

井上

年５月

ーデーが発生。狛江からも東京

 （狛江市文化財専門委員）

孝

重機や国際電気の従業員が参加

和

生活が苦しくなる。そのため昭

所に闇市が立ち、闇米が横行し、 動車に乗せて遠出をしたり、ち

ちまた

ソリンをポリタンクに入れて自

は 墳 jutakut@city.komae.lg. 昭 和 年 ８ 月 日 は 終 戦 の
で ま ち づ く り 推 進 課 住 宅 担 日。食糧事情は前にも増して悪
jp

ください）を、持参・郵送また

30

■持参・郵送での申し込み
依頼書（市内の各市税取扱金
融機関の支店・高齢障がい課窓

書（令和２年１月１日現在、狛
江市に住民票がない方のみ）
各施設へ。

分▽認証保育所および市内家庭
福祉員通所世帯

▽その他認可外保育施設等通所

3７

48

口で配布または市ホームページ
からダウンロード可）に必要事

３０

16

16

されて失業者が巷にあふれ、諸

15

項を記入・押印の上、持参また
は郵送してください。なお、依



３１

※外国人世帯数は、外国人のみの世帯です。

頼書の郵送を希望する方はご連






当へ。

19減

必要書類を持参または郵

33減

757 43,075

世帯

1,391 83,538

絡ください。

計 82,147

世帯数 42,318

送で児童育成課幼児教育・保育
係へ。
※詳細は市ホームページをご覧
ください。

口

29減

※振替開始までの期間は１カ月
半程度です。
■キャッシュカードでの申し込
み（ペイジー口座振替受付サー

吻児童育成課幼児教育・保育係

人

4減

700 43,057

六郷排水樋管根川水位計および監視カメ
ラ

12

19

ビス）

環境に関するワーキンググ
ループに参加しませんか
環境保全の取り組みを市民協

21

物▽利用可能な金融機関のキャ
ッシュカード（本人名義に限る）
▽本人を確認できるもの（健康
保険証・運転免許証等）

691 40,481

女 42,357

３０




ージをご覧ください。

感謝状が贈呈されました

３０
男 39,790

20

３１

住民基本台帳

合 計 前月比
日本人 外国人



１８

８月１日現在人口と世帯数

排水樋管ポンプ設備

市では「狛江市が贈呈する感謝状等の基準を定める要
綱」に基づいて、感謝状を贈呈しています。
７月９日㈭に贈呈式が行われ、次の方に感謝状を贈呈
しました。
▽南野奈津子さん
（元狛江市総合戦略推進委員会委員長）
▽飯田伊佐夫さん
（元狛江市総合戦略推進委員会委員）
▽小町武夫さん（元狛江市総合戦略推進委員会委員）
▽冨永和身さん（元狛江市総合戦略推進委員会委員）
▽髙橋鐵夫さん（元根川地区センター運営協議会会長）
▽川合章雄さん（元調布・狛江地区保護司会副会長）
▽豊島秀臣さん（元調布・狛江地区保護司会保護司）
▽間鍋伸一さん（元狛江市消防委員会委員長）
▽加古厚志さん（元狛江市環境保全審議会委員）
▽増田善信さん（元狛江市環境保全審議会委員）
▽圖師孝延さん（元狛江市選挙管理委員会委員）
▽高羽瑛さん（元狛江市選挙管理委員会委員）
（順不同）
吻秘書広報室
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広報こまえ

令和２年（2020年）８月15日

令和２年市議会第３回定例会

東京都シルバーパス
更新手続き

第３回定例会は、下記の日程で開催予定
です。
招集日・一般質問・決算特別委員会・最
終日は、インターネット中継でもご覧にな
れます。ぜひ、ご利用ください。
複午前９時開会（予定）
吻議会事務局
日程
８月31日㈪
９月７日㈪
９月８日㈫
９月10日㈭
９月11日㈮
９月15日㈫
９月16日㈬
９月17日㈭
９月25日㈮
９月28日㈪
９月29日㈫
10月７日㈬
10月８日㈭

今年度は郵送で行います
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、今年度はシルバーパスの更新を原
則として郵送手続きで行います。
現在、シルバーパスをお持ちの方へ、
８月中旬に（一社）東京バス協会から「東
京都シルバーパス更新手続きのご案内」
が届きます。更新を希望する方は、送付
された案内を必ずお読みいただき、手続
きをしてください。
※今年度は郵送手続きのため、臨時更新
窓口は設けません。
吻（一社）東京バス協会シルバーパス専
用電話☎（５３０８）６９５０（土・日曜日、祝
日を除く午前９時～午後５時）

内容
定例会招集日
一般質問
一般質問
一般質問
一般質問
総務文教常任委員会
社会常任委員会
建設環境常任委員会
決算特別委員会
決算特別委員会
決算特別委員会
議会運営委員会
定例会最終日

体育施設の適切
体育施設の
適切な
な
利用をお
利用
をお願
願いします
今年に入り、他人を装って体育施設を
予約・使用しようとする事案が認められ
ました。これらの行為は禁止されていま
す。
このような行為が確認された場合は、
狛江市体育施設条例および同施行規則に
基づき、当該予約および利用者登録を取
り消す場合があります。
また、体育施設において営利を目的と
してスポーツを教える行為が見受けられ
ます。体育施設での営利を目的とした活
動は狛江市体育施設条例施行規則で原則
禁止となっておりますので、こうした教
室には参加しないようご注意ください。
吻社会教育課社会教育係

犯罪のないまちを目指して
市では、狛江市安心で安全なまちづくり基本条例に基づき、犯罪のない安全なまちを目指しています。

地域ぐるみの安心安全パトロールでは、市内全域の見守りが行われています。また、青色回転灯装備車両（通称「青パト」
）の

市内巡回は、調布地区防犯協会狛江支部連合会の協力で夜間を中心に、市の歌を使ったメロディパトロールが行われています。

今後も地域のつながりを大切にし、市民同士の日頃の声掛けや見守りを積極的に行うことで、犯罪のない安全なまちを目指しま

しょう。皆さんのご協力をお願いします。
吻安心安全課

▽市職員をかたる還付金詐欺

侵入盗、自転車盗難は鍵掛けで
防げる！

市職員をかたり、
「医療費の払い過ぎ

に対して返金する」等の還付金詐欺が６

侵入盗や自転車盗難は鍵掛けを徹底す

月末時点で４件発生しています。市から

ることで、被害に遭う可能性を減らせま

還付金の手続きがされていないという旨

す。特に自転車盗難は約６割が鍵を掛け

の電話はしません。また、ＡＴＭでは還

ない状態で被害に遭っています。駐輪場

付金の手続きはできません。ＡＴＭで携

や自宅の敷地内でも自転車盗難の被害に

帯電話をかけながら操作をしている高齢

遭う可能性があります。自転車をとめる

者を見かけた際には、声掛けにご協力く

際には、鍵掛けを習慣付けましょう。

ださい。

▽預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗

引き続き特殊詐欺に厳重注意

警察官や銀行員、
金融庁職員をかたり、

今年は、
６月末時点で７件、約１，４００万

「キャッシュカードが不正利用されてい

昨年の同時期と比べると、被害件数、

ます」などと言い、利用中のカードを奪

円の被害が発生しました。

被害金額ともに減少していますが、最近
の特殊詐欺の手口は、ますます巧妙にな

う手口です。警察官や銀行員などがキャ

あります。
不審な電話がかかってきたら、

ません。

※（

域

侵入盗

）内は平成31年１月～令和元年６月の件数

ひったくり 特殊詐欺 車上荒らし 自転車盗難 バイク盗

合計

前年比

和泉本町

1 （0）

0 （0）

1 （5）

1 （0）

7 （14） 0 （0）

10 （19） △ 9

中 和 泉

0 （1）

0 （0）

0 （2）

0 （0）

4

（9）

0 （0）

4 （12） △ 8

西 和 泉

0 （0）

0 （0）

0 （3）

0 （0）

0

（1）

0 （1）

0 （5） △ 5

元 和 泉

0 （0）

0 （0）

0 （3）

0 （0）

5

（7）

0 （0）

5 （10） △ 5

東 和 泉

2 （1）

0 （0）

1 （0）

0 （1）

10 （7）

1 （0）

14 （9）

5

猪

方

1 （0）

0 （0）

0 （0）

0 （0）

4

（3）

0 （0）

5 （3）

2

駒 井 町

1 （0）

0 （0）

0 （1）

0 （0）

2

（1）

0 （0）

3 （2）

1

岩 戸 南

0 （2）

0 （0）

0 （4）

0 （1）

2

（1）

0 （0）

2 （8） △ 6

岩 戸 北

0 （0）

0 （0）

2 （0）

2 （0）

13 （4）

0 （1）

17 （5）

東 野 川

0 （0）

0 （0）

0 （1）

1 （0）

3

（6）

0 （0）

4 （7） △ 3

西 野 川

0 （0）

0 （0）

3 （3）

0 （0）

10 （3）

0 （0）

13 （6）

合

5 （4）

0 （0）

7 （22）

4 （2）

60 （56） 1 （2）

計

前 年 比

1

0

△ 15

2

4

たなどと事前に電話をかけてくることも
まずは変更前の電話番号にかけ直し、確
認しましょう。また、被害拡大を防止す
るため、警察に通報してください。
▽アポ電強盗

■地域別の主な犯罪被害発生件数（令和２年１月～６月）
地

息子や孫など親族をかたるオレオレ詐

欺も発生しています。電話番号が変わっ

証番号を聞いたりすることは絶対にあり

続き注意してください。

▽オレオレ詐欺

るので、使用停止にし、カードは回収し

ッシュカードを自宅に取りにきたり、暗

っています。被害に遭わないために引き

青パトで市内をパトロールします

△1

12
7

77 （86） △ 9
△9

息子や孫などの親族、または警察官や

銀行員をかたって、家にある現金や口座
の残高などの資産状況を聞き出します。
それに答えてしまうと、現金を奪うため
に犯人が家に押し入る、いわゆる「アポ
電強盗」につながる恐れがあります。知
らない人に資産状況等を絶対に話さない
でください。

特殊詐欺被害防止のため、自宅の固定

電話に自動通話録音機を取り付けたり、
在宅中でも常に留守番電話にするなどの
対策をし、犯人と直接会話をしないよう
にしましょう。

不審な電話があったら、一人で悩まず

警察に相談しましょう。

特別定額給付金の受付は８月26日㈬（消印有効）までです。分吻特別定額給付金対策室☎0570（00）2552へ。

■歯科健診・歯みがき指導
日の火曜日（

月

日㈭仏（有）ハイライフサ

ポート健康運動指導士
分～２時・

分～３時（２部制）淵和

各日複午後１時
２時
人物飲み物、上

泉多摩川地区センター弗市内在
住の方払先着

日、

時

時

分の２

時～

■住まい探しの相談窓口

腹９月１日㈫複午前

時～

１０

吻狛江の相続を考える行政書士

の会・古林☎０９０（３９３２）

１３４９

■東京都宅地建物取引業協会調

布狛江支部「無料不動産相談会」

日㈰複午前

時～午後４時（要予約）

日㈯・

談室弗市内在住の方沸高齢者、

淵分吻８月

腹９月

障がい者、子育て家庭などの事

ら、（ 公 社 ）東 京 都 宅 地 建 物 取 引

日㈫午前９時か

情で住まい（民間賃貸住宅）の

業 協 会 調 布 狛 江 支 部（ 調 布 市 国

耐震助成制度相談会

腹９月１日㈫複午前

領町１－ － 鍋屋コーポ１階）

☎０４２（４８２）１７８２へ。

■シニアの絵本読み聞かせ講座

～絵本を読んで、語って、脳を

活性化しませんか～

日

腹▽講座

月

診断・耐震補強工事、住まいの

の毎週木曜日▽フォローアップ

日㈭、

時～正午淵

日㈭・

日～

手入れ・修理等に関する相談、

令和３年１月

日㈭複午前

防災センター会議室弗おおむね

歳以上で絵本が好きな方、子

どもとの交流に関心がある方、

認知症予防に取り組みたい方払

人（多数抽選）沸絵本の読み

聞かせ技術（発声方法・選書・

感情表現など）の習得と実践、

受講後の活動支援※講座前後に

簡易な健康診断（脳の元気度チ

西河原公民

野川地域セン

ェック・身体計測）あり仏読み

正午沸相続・遺言・成年後見・

分吻８月

聞かせインストラクター

日㈪から９月４日㈮

お墓等について、狛江の行政書

援係へ。

までに、高齢障がい課高齢者支

厳守）。

士が相談をお受けします（秘密

ター（予約不要）複午前

時～

日㈫

９月

市の助成制度の説明等※相談し

２月

吻まちづくり推進課住宅担当

くりセンター）

技士（東京土建狛江支部まちづ

談できます仏建築士・施工管理

を持参すると、さらに詳しく相

たい建物の図面や写真等の資料

所市民ひろば沸木造住宅の耐震

午・午後１時～３時淵狛江市役

時～正

■住宅リフォーム・耐震診断・

分吻福祉政策課へ。

け付けます。

確保にお困りの方から相談を受

枠（要予約）淵２階第一市民相

分・午前

１０

５０

腹９月１日～
分～３
履き、動きやすい服装

日を除く）複午後１時

時弗１歳前後から３歳までの乳
日㈪から、地域包括

分吻８月
支援センターこまえ苑☎（３４

月

１３

１８

幼児（要予約）沸歯科健診、歯

磨き指導物母子健康手帳、子ど
８９）２４０４（平日午前８時
分）へ。

日、

腹９月

▽今日からできる、脳をきたえ

ター

■あいとぴあ地域包括支援セン

分～午後５時

もが使っている歯ブラシと仕上

げ用の歯ブラシ、コップ、タオ

ル

淵分吻健康推進課（あいとぴあ

センター）☎（３４８８）１１

８１へ。
月

るウオーキング講座
日・ 日、
日、
令和３年２月９日（火

１０

２４

月

※上記以外については、狛江市立学校児童生徒の指定校の変更に関する規
則の通り。

時

▽学年途中で市内転居した場合で、現に通学してい
狛江第一小学校 る学校に引き続き通学を希望すること。
▽近い将来、市内で転居することが確実なため、あ
らかじめ転居先の学校への通学を希望すること。
▽兄弟姉妹が指定校の変更を申請した指定校に現に
通学していること。
狛江第五小学校 ▽児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配
慮が必要なものとして教育委員会が認めること。

曜日・全６回）複各日午前

人（多数抽選）

～正午淵あいとぴあセンター弗
歳以上の方払

取り扱い

■地域包括支援センターこまえ

苑
腹９

■令和２年度学校別指定校変更の取り扱い

１１

■相続・遺言等相談会

腹淵▽８月

１２

２８

▽アロマストレッチ体操

吻学校教育課学務保健係

１５

１４

２４

１０

沸脳の健康度テスト（ファイブ・
コグ）を導入した講座仏ＮＰＯ

ら必要に応じて適宜、実施をしていきます。

１２

１１

月２日㈬仏橳島和佳惠さん（健

康運動指導士）

日㈪までに、あいと

（５４３８）３５６５へ。

ぴあ地域包括支援センター☎

分吻８月

認知症予防サポートセンター

日㈮仏宮崎正

▽ご自宅でできる体調に合わせ

た運動 腹９月
腹９

各学校の教室数と児童生徒数の推計値を勘案しなが

５０

館▽９月９日㈬

６５

１５

和さん（健康運動指導士）

▽体と脳のいきいき体操

下表参照）
。指定校変更の制限については、毎年度、

１１

２５

ひとり親家庭のお子さんの学習を支援します
よる就学者の抑制を行います
（許可要件については、

１０

１０

新型コロナウイルス感染症の
影響による就学援助
りますので、申請さ

帯でも支給対象となる場合があ

影響により、家計が急変した世

れる方はお問い合

変更の許可要件について制限を設け、指定校変更に

教室数の不足が見込まれることから、両校は指定校

１５

１７
１０

４６

１７

新型コロナウイルス感染症の

帯については、今年度の収入状

において、学区域の児童数の増加により、将来的に

１１

わせください。

引き続き、狛江第一小学校および狛江第五小学校

３０

３０
１３
１５

況を踏まえ審査を行います。前

する規則で規定する要件により許可をしています。

１７

た学習支援を行います。
▽相談支援 子どもとその保護者からの
学習面および生活面に関する相談を受
け、個々の状況に応じた助言および支援
を行い、必要な支援機関と連携します。
▽居場所の提供 子どもが地域社会との
つながりを身近に感じ、安心して過ごす
ことができる居場所を提供します。
※学習支援に精通している学生や教員Ｏ
Ｂ等が支援します。
※利用に当たっては事前面接があります。
※申込方法等詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
分吻子ども政策課企画支援係へ。

ひとり親家庭のお子さんの学習を支援
するため、市内公共施設で実施する「ひ
とり親家庭等の学習支援事業」の利用者
を募集します。
腹１０月１日～令和３年３月２５日の毎週木
曜日（年末年始、祝日を除く）
※時間および場所についてはお問い合わ
せください。
弗市内在住のひとり親家庭の小学校４年
生から中学校３年生までの児童・生徒
払3０人程度（予定・多数抽選）
沸▽子どもの学習支援 学習習慣の定
着、学習意欲の喚起および学力の向上を
図るため、個々の子どもの状況にあわせ
学校名

６５

吻学校教育課学務保健係

るよう、狛江市立学校児童生徒の指定校の変更に関

２２

年の所得では対象外となった世

指定校変更は各学校の在籍する児童または生徒の

２４

３０
１５ ２９

１２

１０
３１

子育てに悩みながら親子で成長したあの日々を振り返ってみませんか。
腹９月１１日㈮・２５日㈮（１回単位で参加可能）
■
複午前１０時～正午 淵
■
■防災センター3階会議室
弗過去にノーバディーズパーフェクトプログラム
■
（ＮＰ）
に参加したことがある方
※当日の保育はありません。 払
■各日先着６人
沸子育てについてＮＰを体験して気づいたことや今の悩みを共有する座談会形式
■
のフォローアップ講座です。
分■
■
吻８月１７日㈪から２８日㈮までに、子ども政策課企画支援係へ。
人数および学級数を考慮し、適正な運営が確保され

１０

２９
１１

子育てフォローアップ講座

～完璧な親なんていない ＲＥＴＵＲＮＳ～

指定校変更の学校別対応

３０

３０
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5

す。そのような形で気軽に使

治せるかなどの相談もできま

と、病院に行くべきかお薬で

などの話をしていただける

いくことが学校薬剤師の使命

常がないことを確認し続けて

明などの検査を毎年行い、異

子どもの環境衛生として、照

ただくこともあります。また、

堆肥の作り方と野菜栽培～

■生ごみ堆肥化講習会～生ごみ

ば、処方されたお薬の話など

す。顔見知りの薬剤師がいれ

入っていただくということで

く相談があれば気軽に薬局に

会長

に手を出してしまうケースも

市長

ある仕事です。

ているというのはやりがいの

子どもの安心と安全を見守っ

多いですが、目立たない所で

市長

健康づくりでの 
薬
 剤師会の関わり

いつも狛江市民の健康

から、体調のことなどもご相

少なくないと聞きます。この

われていますが、薬剤師会で

（狛江市薬剤師会会長）

３０

分※午前８時

分～午

日㈪午後）※詳細は

日㈭までに、電話

（３４８８）０２９４へ。

郵送で狛江市社会福祉協議会☎

連絡の上、履歴書を持参または

淵分吻８月

お問い合わせください。

験（８月

後５時の間で応相談選考面接試

６時間

きる方勤務時間等週３日で１日

作（エクセル、ワード等）がで

職種事務補助弗パソコン基本操

■狛江市社会福祉協議会職員

ー）へ。

課（ビン・缶リサイクルセンタ

淵分吻９月１日㈫までに、清掃

牛乳パック

み（野菜くず等少量）、はさみ、

分払先着４人（要予約）物生ご

１０

以 下 は 広 告 枠 で す

新型コロナウイルス感染症の影響で、広報こまえに掲載したイベント等は中止や内容を変更する可能性があります。

薬剤師会と薬局の役割

っていただくのが本来の薬局
であると思います。学校薬剤

集まっていた任意の団体でし

会長
年７月に法人格

談いただけるので、ふらっと

点ではしっかりと取り組んで

はどのようなサービスがあり

す。

時

市長
の姿だと思います。
師は子どもたちがいない所で

をとり、一般社団法人となり

でいいので薬局を使っていた

いかなければいけませんね。

ますか。

特に覚せい剤などの薬

ご自宅へ薬剤師がお薬

時～

を支えるためにご尽力いただ
市長

検査をしているので、その存

ました。どのような時でも市

だいて、ささいなことでもご

会長

会長

実は私のおじも昔薬局

私は、薬局は街中の健

薬剤師の方が自宅へ訪

腹９月７日㈪午前

きありがとうございます。薬
にはどのようにすればいいで

在はあまり目立たない部分も

～街中の健康
ステーション～

剤師会とはどのような組織で
しょうか。

民の皆さんへお薬を安定して

相談していただければと思い

物は近年低年齢化してきてい

を持って訪問し、お薬の説明

うまく薬局を利用する

しょうか。

供給することが私たちの使命

ます。ご相談だけならどんな

ます。今では小学生でも覚せ

や健康相談をさせていただく

我々が子どもの頃は、

一番いいのは、とにか

市内の各分野においてご活
です。処方箋のお薬、市販の

に話しても無料ですので。

い剤に手を出してしまうとい

訪問サービスがあります。住

話を伺いました。

もともとは街の薬局が

躍されている方（躍動人）に、
お薬、いずれもどんな時でも

市長

う現実があります。薬物に対

み慣れた自分の家で元気に長

市長対談 コーナー

市長がお話を伺うコーナーで
手に入ることを維持していく

と心の相談の窓口ですね。

する正しい知識を伝えていく

生きするということに、薬剤

たが、平成

今回の躍動人は、狛江市薬
のが、薬剤師会の目的です。

会長

のも学校薬剤師の大事な仕事

師もお手伝いをさせていただ

山村 拓郎 さん

剤師会会長の山村拓郎さんで
市長

康ステーションと呼んでいる

であり、各学校で学校薬剤師

いています。

最近では子どもが薬物

す。市民の健康を支えていた
を開いていました。

のですが、そのような形でご

が薬物に関する教室を開いて

市長

問してくれるサービスがある

１１

３０

また、検温や連絡先の記入などをお願いする場合
があります。皆さんのご協力をお願いします。

人生１００年時代と言

だいている薬剤師会の仕事や

ると、病院に行くのでは

お腹が痛かったり少し熱があ

会長

なくて薬局に行ったもの

利用いただければ、それが本

います。
やはり小・中学生のう

サービスは大変助かりますね。

２７

新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの
せき
着用や咳エチケット、手洗い・手指消毒の徹底をお
願いします。

いいですね。薬局は体

役割について、山村会長にお

でした。薬局で薬剤師に

来の薬局の姿だと思います。

市長

もらうのが大事ですね。いろ

会長

３１

７
相談すると、適切なお薬
を選んでくれました。

いろなご指導をしていただき

すのが仕事だと言われていま

とは知りませんでした。その
市長

ありがとうございます。

私も薬局に行く時

た症状を薬剤師さんに聞

各小・中学校にいらっしゃっ

すが、それで終わりではあり

市長

いてもらって、それなら

て、児童・生徒の皆さんに対

ません。お薬を渡した後もお

子 どもたちの 安 心 と 
ちから正しい知識を確認して
安全を守る学校薬剤師

ばこのお薬が良いなどと

していろいろとご指導いただ

薬を飲まれている患者さんの

には少し喉が痛いといっ

いったアドバイスをいた

いていますが、学校薬剤師は

市民の健康づくりに、
後もよろしくお願いします。

薬剤師の先生方のご協力を今

市長

だと思っています。

守り続けることも大切な役割

ご相談に乗り、患者さんを見

薬局と言うとお薬を渡

だくのですが、これが薬

どのような役割を担っている
のでしょうか。

学校薬剤師という方が

局の役割ですよね。
会長

会長

最終的には医者で
ないと治療はできません

ナウイルス感染症などの感染
いったテーマで指導させてい

今年のように新型コロ
が、その前の少し迷った

症が流行すれば、消毒などと
ただき、少し調子が悪い

お気軽にご相談ください

３０

イベント等に参加される方へ

２３

段階では薬局に寄ってい

（左から）山村拓郎会長、松原俊雄市長

第７回

婚姻届を提出した（する）方

沸人前式による挙式を実施（最

議場で結婚式を挙げる方を
募集します

５０

周年記念事業とし

日㈰の「いい夫婦の

２２

市制施行

て、 月

スマートフォン
から

大３組・多数抽選）

携帯電話
から

日」に市議会議場で結婚式を実

☎０４２（５２１）２３２３

※詳細は市ホームページをご覧

＃ 7119


施し、お二人の門出を祝福しま

東京消防庁救急相談センター

ください。

救急受診ガイド

す。

東京版

１６

日㈮までに、市ホー

病院へ行く？救急車を呼ぶ？
急な病気やけがで迷ったら

月

☎（３４８０）０１１９

分吻

（マイナポイントの予約）の手

■事前に周知をしましょう

▽事業者の方

狛江消防署

腹 月 日㈰

マイナンバーカードをお持ち

続き期間が、令和３年３月末ま

ーム等を行うと、騒音・振動・

解体工事を行う際は「狛江市

建築物の解体工事における計画

☎（５２７２）０３０３

１０

１１

うんどう教室を再開しました
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、うんどう
教室を中止していましたが現在は活動を再開しています。
うんどう教室は、地域指導員の指導のもと、運動遊具
を使って体を動かす教室です。運動習慣のない方や運動
不足の方もお気軽にご参加ください。
吻高齢障がい課高齢者支援係
■うんどう教室日程等
会場

日程

西河原公園
（あいとぴあセンター前）

第１・３金曜日

藤塚第四児童公園
（狛江団地近く）
谷戸橋南広場
（野川沿い狛江ハイタウンから徒歩５分）
岩戸川緑地公園
（こまえ苑から徒歩２分）

第２・４木曜日

時間
午前１０時３０分から
午後２時から
午前１０時３０分から
午後２時から

９月のパソコン教室
複午前９時～正午・午後１時～４時
沸個人講座および家族・友人と参加できるグループ講座があります。
日程・内容等はご希望に沿って調整できます。
鮒４，１００円（※１は３，６００円＋テキスト代５５０円、※２は月２，４００円また
は１回７００円）
淵分吻８月２４日㈪までに、狛江市シルバー人材センター☎
（３４８８）６７３５へ。
■９月パソコン教室日程等
日程
７日㈪・１４日㈪・２１日㈷・２８日㈪
１日㈫・８日㈫・１５日㈫・２２日㈷
２日㈬・９日㈬・１６日㈬・２３日㈬
３日㈭・１０日㈭
１７日㈭・２４日㈭
４日㈮・１１日㈮・１８日㈮・２５日㈮
５日㈯・１２日㈯・１９日㈯・２６日㈯
５日㈯・１２日㈯
１９日㈯・２６日㈯
５日㈯・１２日㈯・１９日㈯・２６日㈯
５日㈯・１２日㈯・１９日㈯・２６日㈯
３日㈭・１０日㈭・１７日㈭・２４日㈭

時間
午前
午前
午前
午後
午後
午前
午前
午前
午前
午後
午後
午後

休日診療

ひまわり（東京都医療機関案内サービス）

１０

ムページの専用フォームまたは

直接市民課へ。

の方がマイナポイントの申請を

でに延長されました。

粉じん等が発生します。

マイナポイントの予約期間が
令和３年３月末まで延長されました

すると、キャッシュレス決済サ

吻マイナンバー総合フリーダイ

周囲に与える影響をなくすこ

の事前周知と環境配慮に関する

条例」に基づき、周辺環境への

配慮、近隣に対する事前周知、

報告書の提出を行ってください。

事前に工事の日程や内容等を丁

寧に説明しましょう。

▽工事を発注する方

近隣の方には事前に必ず騒

音・振動・粉じんの発生等につ

いて説明しておきましょう。

また、分譲マンションの工事

は居室内であっても、管理組合

への届け出や承認が必要な場合

があるので確認が必要です。

吻環境政策課環境係

24時間医療機関案内

２２

6

※日程は月によって変更する場合があります。

工事の際は近隣への配慮を忘れずに

ービスでチャージや買い物をし

ヤル錆０１２０（９５）０１７

２５

建築工事、解体工事、リフォ

％

た際に利用金額に対して

とはできませんが、他人への思

るための第一歩となります。

■届け出をしましょう

▽事業者の方

騒音規制法および振動規制法

に基づく特定建設作業について

は、基準が定められています。

該当する工事を行う場合は工事

開始の７日前までに届け出をし

てください。

なお、アスベスト使用の有無

については工事開始前に調査・

確認し、結果を掲示する義務が

あります。

８、ＩＰ電話等の場合は☎０５

（上限５，０００円分）のポイ

分～午後８時。土・日曜

分まで）

３０

いやりの心がトラブルを防止す

９時

分から

日、祝日は午後５時

覆午前９時

淵防災センター４階会議室

沸市内在住の弁護士の協力によ

る法律ミニ講座および相談会

３０

３０

０（３６２７）０９５２（午前

時

１０

ントが付与されます。

時～

分～

３０

マイナポイントを取得するた

午前
１０

時

１０

めに必要なマイキーＩＤの設定

日㈯

１２

市民法律
ミニ講座

「新型コロナウイルス感染症
関連の労働問題」
・相談会

腹９月

複▽ミニ講座

分

仏余郷浩さん（弁護士）

午前

正午（先着順）

吻秘書広報室

▽法律相談会

※相談会のみの参加は不可。

３０

１１

午前 時開始

午後１時開始

市議会議場で思い出をつくりませんか

令和２年（2020年）８月15日

複▽第１部

▽第２部

午後３時開始

２２

▽第３部

１１

広報こまえ
淵３階市議会議場

弗 月 日現在で新郎新婦のう

ちどちらかが市内在住または市

２２

内在住予定であり、次のいずれ

２１

１１

かに該当する方

月 日までに

１１

▽ 月 日に狛江市で婚姻届を

提出する方

▽１月１日から

打ち水グッズを貸し出します

～お家で打ち水をしましょう～

暑い夏を自宅で涼やかに過ご

すために、江戸時代の庶民の知

恵「打ち水」を家族や近所の皆

さんで行ってみませんか。

昔ながらの暑さ対策を楽しみ

ながらヒートアイランド現象を

緩和して、真夏の気温をみんな

で下げましょう。そして、電気

３０

や水の使い方、地球温暖化につ

いて考えてみてください。

期間９月 日㈬まで

貸出用具バケツ、ひしゃく、非

接触温度計、風鈴、幼児用法被、

ぞうさんじょうろ等

※参加者には、打ち水手ぬぐい

と線香花火を差し上げます。

吻環境政策課環境係

狛江市役所 ☎
（3430）1111 FAX（3430）
6870 HP https://www.city.komae.tokyo.jp/ Twitter @KomaeCity

腹日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日〜１月３日）
覆午前９時～１１時３０分・午後１時～
４時３０分
淵あいとぴあセンター
休日応急診療所

☎（３４８８）９１２１

休日歯科応急診療所

☎（３４８８）９１７１

休日診療薬局

☎（３４８８）１５１９

コース名
脳トレ講座（※２）
パソコンで水彩画
エクセル基礎（表作成と編集）
ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ入門１（※１）
ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄ入門２（※１）
ワード実用
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０／スマホ活用講座
スマホ・タブレット入門１（アンドロイド）
（※１）
スマホ・タブレット入門２（アンドロイド）
（※１）
脳トレ講座（※２）
ピンポイント・ワード
ワード入門（西河原公民館）

小児初期救急平日夜間診療
腹月～金曜日
（慈恵第三病院の休診日は除く）
覆午後７時～９時３０分
弗１５歳以下の急病の方
※事前に電話をしてから受診
慈恵第三病院内
「狛江・調布小児初期救急平日準夜
☎（３４８８）２０６１
間診察室」

腹日程・期間 複時間 覆受付 淵会場・所在地 弗対象・資格 払定員 沸内容 仏講師 物持ち物 鮒費用 分申し込み 吻問い合わせ 噴ホームページ 墳電子メール

