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井の頭住民協議会広報部

企画・編集

吾木香（われもこう）は

ばら科の多年草で玉川

上水べりによく見られ
ます。

cc.jp

ロナウィルスの感染対
策で予定していた各部
の活動が延期や中止と
なっています。一日も
早く収束し活動が計画
通り行えることを願う
ばかりです。
今年度予算は、セン
ター維持管理費︵光熱
水費・清掃委託料・事
務機器リース料など︶
が３₄₄５万円、施設
運営費︵人件費など︶
₄５₀₈万円、活動費
︵全体行事費用・各部
・委員会活動費など︶
₉２₁万円となってい
ます。
図書室司書の永島寬
恵さんが退職され、₄
月₁日より篠崎摩紀さ
んが司書となりまし
た。よろしくお願いい
たします。

☎０４２２―４４―７₃２１

井の頭地域包括支援センター

ど、広報部では「吾木
香」の企画・編集・発
行を行います。
図書部では子どもた
ちに好評の「かがくあ
そび」をはじめ「誕生
学講座」や「朗読と音
楽のつどい」など、防
災部では消火ポンプ操
法訓練や普通・上級救
命講習・視察研修会を
行います。健康委員会
では韓国・メキシコ料
理などの料理教室やピ
ラティス体験講座な
ど、あじさいの会では
毎週水曜日に介護予防
事業を行います。多世
代交流委員会では子ど
もや高齢者の居場所作
り・子ども向け茶道教
室や将棋教室・赤ちゃ
んとママの会などを予
定しています。新型コ

ホームページアドレス

日々のご心配はないですか？

6月1・8
11・18・25日

日
館

・祝日が月曜日の場合は翌

日火曜日・連続する時は最
後の休館日の翌日

5月3・4・5・6・7・
・15・22・29日

お知らせ

コミュニティ・センターは
５月 日︵日︶
まで臨時休館で
す。図書のブックポストへの
返却は火曜日～金曜日の 時
～ 時までにお願いします。

ガーデニングフェスタ2020
三鷹を花と緑でいっぱいに
三鷹市内の写真募集

月曜日・祝日・国民の休日

みなさんの目に触れる
自宅の庭やお気に入りの
風景写真を募集します。
写真は三鷹市内の写真に
限ります。
応募していただいた写
真は作品集に掲載するほ
か、今秋開催の『ガーデ
ニ ン グ フ ェ ス タ２₀２
₀』の会場や展示会など
でパネル展示します。応
募者には記念プレートを
贈呈します。
★わたしの庭部門
︵自薦 部門︶
通りに面する四季の彩
りや緑豊かな庭などが対
象です。自宅の庭や通学
・通勤している市内の学
校・事業所の花壇など。
★四季を楽しむ庭部門
︵新設 自薦 部門︶
市民の皆さんが芽吹き
や緑林など四季を感じら
れる庭などが対象です。
自宅の庭や通学・通勤し
ている市内の学校・事業
所の花壇など。四季を感
じる写真を２～₄枚を₁
点として応募してくださ
い。
︵過去の写真も応募
対象です︶
★私の緑のお気に入りス
ポット部門
︵他薦 部門︶

市内の花や緑で彩られ
たお気に入りの風景や街
並み、身近にある大切に
したい樹木や樹林、憩い
の空間など、市民のみな
さんの目に触れる後世に
残したい緑の風景など。
★募集期間
5月1日〜6月 日必着
★対象 市内在住・在勤
・在学の方
★応募方法 応募要項を
入手し、確認のうえご応
募 く だ さ い。 郵 送・ 持
参、パソコン・スマホか
らも応募できます。
募集要項は、三鷹創造
協会・市緑と公園課・コ
ミュニティセンターで配
布。市や創造協会のホー
ムページからも入手可能
です。
★注意事項
・各部門一人₁点
・写真は、令和元年６月
以降に撮影したもの。
・道路から見える場所の
写真に限ります。
※詳細は募集要項を確認
してください。
★主催 三鷹市市民緑化
推進委員会 三鷹市
★問合せ ＮＰＯ法人花
と緑のまち三鷹創造協会
☎ ︱２₀₈₁

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２

特急即日仕上げ承ります！
！

〇四二二―四九―七六五一

栗原ストアー

野菜・果物・食品
お酒・切手・はがき

お買い物は地元の商店で！

背広，Ｙシャツ，制服，
コート

フリーダイヤル 24 時間対応

・本館（事務局）

で も 構 い ま せ ん。
「包
括」へお電話くださ
い。
井の頭地域包括支援セ
ンター
月～土 ₉時～ 時
☎ ︱₇₄₀₀

じゅりょう

₁０

‼

三鷹市井の頭 ２ ―₃２―₃０

新型コロナウィルス
の感染予防のため、外
出を控えてお過ごしの
皆さま、足腰が弱って
いませんか？誰かと話
をしていますか？不安
や心配事はないです
か？ちょっとしたこと

ダイエークリーニング

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

雨漏り
修理工事

寿量会館

家族葬から大きなご葬儀まで
＜あさの＞が管理運営する
バリアフリー斎場

₁０

₄₆

井の頭地区住民協議会

₂₈

休

行
発

防 災 訓 練︽ 月₈日
︵日︶
︾
、シルバーと子
どもまつり︽令和３年
２月 日︵土︶
︾
、予算
総会︽令和３年３月
日︵ 日 ︶
︾と決まりま
した。また、今年度は
井の頭地区住民協議会
創立 周年を迎えま
す。式典やセレモニー
などについては、実行
委員会を立ち上げ準備
してまいります。
各部・委員会の活動
予定は、総務部では歴
史・文学講座・施設見
学会・なん
でも講習会
など、厚生
部では中高
年の柔軟体
操・施設見
学会・熟年
交流会を計
画していま
す。体育部
はグラウン
ドゴルフ大
会やニュー
スポーツ体
験、文化部
では歌や陶
芸講習会・
歴史をたず
ねて・子ど
も映画会な

版型 90mm×47mm

教室（自宅）井の頭 ５ ―２０―１₃
☎４₆―₆５₆５
公式ホームページ http://naomi-hara.com/

定休日／水曜日

大東文化大学講師

指導

奈緒美
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はじめての場合
アップライト1万円で。

お求めやすい価格で！
ＴＥＬ 午前１１時から

○子ども達には基礎をしっかりと。
○大人の方には日本のかな文字の
美しさをやさしく楽しくご指導
します。

新鮮ネタを

書道教室

自慢のまぐろと

手すり取付
バリアフリー工事

京王井の頭線 三鷹台駅より徒歩8分
三鷹台駅より送迎車がございます
安置室も完備しております

創業昭和2年
安心の葬儀・信頼の実績

３０

の
1c）2 種 90×47mm
罫はアタリ
ク画像：貼り付け
tline 済み
acOS10.9.5 / Illustrator CC2015.3

₂₇
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http://www.inokashira

₁₇
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令和2年度の予算案
全体・各部・委員会
活動案を承認
３月 日︵日︶の井
の頭地区住民協議会定
期︵予算︶総会は、新
型コロナウィルス感染
予防対策を行い短時間
での開催となりまし
た。総会では、令和２
年度の全体行事や各部
・委員会の活動案・予
算案が可決されまし
た。
令和２年度の全体行
事は、決算総会︽６月
日︵日︶
︾
、コミュニ
ティまつり︽ 月 日
︵土︶
・ 日︵ 日 ︶
︾
、
₂₈

₁₇

香 2020 出稿データ

井の頭コミュニティセンター
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井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2020年（令和2年）4月30日
（１）

わたくしたちは、緑豊かな井の頭地区の環境を守り、美しいものを大切にする心を育み、みんなで学びながら、
手をとり合って、生きがいのある心のふるさとをつくることをめざします
―会則前文より―

避ける、滞在時間を短
くする、レジに並ぶと
きにはソーシャルディ
スタンスを考え２ｍは
離れて並ぶなど人との
接触を避けましょう。
２ｍ以内で 分間会話
することや対面での食
事も「密接」にあたる

とのことです。
地方では感染病床の
数も限られています。
感染者がたくさんでる
と医療崩壊が起きるこ
とも考えられます。ゴ
ールデンウィークに
は、不要・不急の里帰
りや旅行など都道府県

新型コロナウィルス
に感染した方やその疑
いのある方が家庭にい
る場合、鼻水などが付
着したマスクやティッ
シュなどのごみを捨て
る 際 は、
「ごみに直接
触れない」
、「ごみ袋は
しっかりしばって封を
する」
、「ごみを捨てた
後は石鹸で手を洗う」

を心がけましょう。
『ごみの捨て方』を
心がけることで、家族
だけでなく出したごみ
を収集する方にとって
も、感染対策になりま
す。

使用済みのマスク等
をごみとして捨てる際
も、左図の『ごみの捨
て方』を参考にしまし
ょう。使用済みマスク
のポイ捨ては絶対にや
めましょう。

新刊書籍・雑誌

高 橋 書 店

下連雀バス停前

三鷹市下連雀１―９―１ ９

お問合せください。

ＴＥＬ４４－７３２１

―０８４５
―０８４６

★問合せ

詳細は井の頭ＣＣ本館事務局に

マスク等のごみの捨て方

をまたいだ移動はひか
えてください。
自分の命を守り大切
な人の命を守るため
に、引き続き不要・不
急の外出を控え、家に
いましょう。
医療現場やスーパー
マ ー ケ ッ ト・ コ ン ビ
ニ、保育所や学童で働
く方々や、私たちの生
活を支えてくださって
いる皆さん本当にあり
がとうございます。感
謝いたします。

吉祥寺北町 １ ― ５ ―１４
☎０７０―５０１２―７５８７

縦 ４ ・ ８ ｃｍ×横 ３ ｃｍ

４７ ４７

★サイズ

その外出必要ですか？家にいましょう！
「密閉空間」
、
「密集場
所」
、
「 密 接 」 の「３
密 」 や「 地 方 へ の 移
動」などを避けること
です。スーパーマーケ
ットや商店街に多くの
人が訪れることも「３
密」状態がつくられま
す。混雑する時間帯を
３０

スマホ
設置

ＰＣ
修理

家電
故障

★料

金

１ コマ

１ 回２５００円

ＴＥＬ
ＦＡＸ

「吾木香」に掲載する広告を募集しています。

（2）
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都道府県をまたいで
の人の移動を避けるた
め、全国に緊急事態宣
言が５月６日まで出さ
れています。
新型コロナウィルス
の感染を防ぐために
は、人との接触を減ら
すことです。それには

杉本でんき

集

募

告

広

全国に緊急事態宣言

われ も こう
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