ます。

ホームページアドレス

☎0422 44 7321

http://www.inokashira

日
館

日火曜日・連続する時は最
後の休館日の翌日

8 月 3 ・10・11・17・24・

6月 日 の 役 員 会
で︑コミュニティまつ
りは三鷹市では大規模
な事業は年内中止とな
っていることや︑飲食
を伴う行事等の自粛が

・23・28日

入等をお願いしま
す︒
・人数の制限がありま
す︒長時間の滞在は
で き ま せ ん︒
︵囲碁
・将棋などは対局数
を減らすなどご協力
ください︶
★図書室の利用
7月 日〜8月2日
・サービス提供できる
ものは貸出・返却・

・祝日が月曜日の場合は翌

求められていることか
ら中止と決定︒他住協
でも同様に中止となっ
て い ま す︒ 防 災 訓 練
は︑自主防災組織連絡
会において市からの提

コミュニティまつり・
防災訓練中止について

遠慮ください︒
・マスクの着用 手洗
いの徹底 飲食の禁
止︵水分補給は可︶
来館者カードの記

cc.jp

お知らせ

図書室を左記期間中︑午前
時から開室します︒
期間 7月 日︵火︶〜8月
日︵日︶
月曜・祝日はお休みです︒

予約・館内の検索機の利用
・利用登録及び有効期限の
更新・リクエストやレファ
レンスの受付・コピー機の
利用︒
・閲覧席の利用と雑誌の閲覧
はできません︒
・利用後は速やかに退室して
ください︒
・マスクの着用など利用条件
を守ってご利用ください︒
※詳細は︑ＨＰ又は本館事務
局にお問合せください︒

案があり承認されたため中止
となりました︒ 月に予定し
ていた創立 周年のセレモニ
ーは行わないこととし︑記念
誌と﹁吾木香﹂の記念号を発
行します︒

災害時の避難所をどうする

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

井の頭住民協議会広報部

吾木香（われもこう）は

上水べりによく見られ

間に1回程度︶
・飲食の禁止 水分補
給は可能
・使用者全員の名簿作
成・保管 感染経路
の確認が必要な場合
に備え主催者におい
て3ヶ月程度保管
・可能な限り人との間
隔を確保 施設ごと
の定員数を守り使用
する︒スポーツ等で
の一時的な接触以外
は︑最低1ｍ以上の
確保をお願いします
★個人利用
・本館ロビーのみ利用
できます︒体調が優
れない方は使用をご

のを︑できるだけ持参してく
ださい︒井の頭地区住民協議
会では︑感染対策をふまえた
﹁避難所運営マニュアル﹂の
見直しを検討しています︒

特急即日仕上げ承ります！
！

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

じゅりょう

月曜日・祝日・国民の休日

避難所では︑新型コロ
ナウィルスの感染リス
クが高くなります︒ま
た︑密集を防ぐために
はこれまでのような人
数を収容することが難
しい状況です︒自身と
自宅の安全が確保でき
る 場 合 は︑
﹁在宅避
難﹂をお願いします︒
安全な親戚や知人宅に
避難することも検討し
てください︒
避難所を利用する場
合は︑マスク・アルコ
ール消毒液・体温計・
スリッパ・ごみ袋など
の感染対策に必要なも

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２

手すり取付
バリアフリー工事

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

井の頭コミュニティセンター

今年も全国各地で大
規模な水害が発生して
います︒新型コロナウ
ィルス禍で災害が起き
たらどう避難すべきで
しょう？
三鷹市では︑6月に
﹁三鷹市浸水ハザード
マップ﹂が全戸に配布
さ れ ま し た︒ 日 頃 か
ら︑自宅や職場︑通学
路などの浸水の危険性
を確認しておきましょ
う︒避難に時間がかか
る高齢者・障がい者・
乳幼児などは︑早めに
避難しましょう︒
多くの人が密集する

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

0120 49 5745

原

0422 43 6663

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

版型 90mm×47mm

三鷹市井の頭 2 32 30

もお付けください︒
★オンラインプラネタ
リウム
プラネタリウム番組
﹁戦場に輝くベガー約
束の星を見上げてー﹂
が︑8月1日〜 日の
間インターネットで配
信 さ れ ま す︒ 詳 し く
は︑三鷹市のＨＰまた
は︑広報みたか8月1
週号をご覧ください︒
★問合せ
三鷹市企画経営課
☎ ︱1151
内線 2115

5 14
☎070 5012 7587

件を守ってご利用をお
願いいたします︒
★利用条件
・息苦しさ・強いだる
さ・高熱︵ ・5度
以上︶等の症状がな
い︒
・マスクの着用 スポ
ーツ等の利用では︑
熱中症対策のため一
時的に着用しない事
は可能ですが︑可能
な限り着用をお願い
します︒
・手洗いの徹底 来館
・退館時での手洗い
︵ 秒程度かけて丁
寧に︶
・こまめな換気︵1時

市役所本庁舎1階
★千羽鶴をご提供くだ
さい
千羽鶴は平和展で展
示します︒個人・団体
は問いません︒
千羽鶴を長さ1・2
ｍ以内に糸などでつな
げフックに掛けられる
状態にして︑7月 日
までに三鷹市企画経営
課へお持ちください︒
差し支えなければ名札

スマホ
設置

の
家電 ＰＣ
1c）2 種 90×47mm
罫はアタリ
故障 修理
ク画像：貼り付け
tline 済み
吉祥寺北町 1
acOS10.9.5 / Illustrator CC2015.3

○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

10

9 月 7 ・14・21・22
31日

10

杉本でんき

書道教室

自慢のまぐろと

21

40

・本館（事務局）

19

23

香 2020 出稿データ

ばら科の多年草で玉川

15

37

井の頭地区住民協議会

コミュニティ・センターの施設利用再開
コミュニティまつり・防災訓練は中止

31

17

14

企画・編集

45

緊急事態宣言が解除
され︑コミュニティ・
センターの施設使用条
件などが第2段階に移
行し︑多目的室や本館
ロビーが使用できるよ
うになり︑各施設の利
用定員も緩和されコミ
ュニティ・センターで
の活動が戻ってきまし
た︒なお︑多目的室の
個人利用や新館ロビー
・幼児室は当面利用で
きません︒
利用するにあたり︑
使用条件や使用用途に
応じた注意事項があり
ます︒ご不便をおかけ
いたしますが︑使用条

30

休

行
発

31

30

〜世代をこえて
平和を考える〜
三鷹市では︑例年8
月 日に実施している
﹁みたか平和のつど
い﹂は︑新型コロナウ
ィルス感染拡大防止の
ため中止いたします︒
★平和展
﹁沖縄戦写真パネル
展﹂
﹁三鷹市戦争関
連写真パネル展﹂
8月3日〜 日
※平日のみ
8時 分〜 時
15
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（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―

22

新型コロナウィルス
感染症防止対策として
①身体的距離の確保
︵ソーシャルディスタ
ンス︶②マスクの着用
③手洗いや﹁3密︵密
集・ 密 接・ 密 閉 ︶
﹂を
さける等︑基本の感染
防止対策が引き続き求
められていますが︑マ
スクの着用により︑熱
中症のリスクが高まり
ます︒気温や湿度が高
いときは︑特に注意が
必要です︒マスクを着
けると皮膚からの熱が
逃げにくくなり︑気づ
かないうちに脱水にな
るなど体温調節がしづ
らくなります︒
熱中症を防ぐには︑
屋外で人との距離が十
分離れている時は︑マ
スクをはずしましょ
う︒また︑マスクの着
用時はのどが渇いてい
なくてもこまめに水分
補給をしましょう︒
﹁熱中症予防﹂と︑
マ ス ク・ 換 気 な ど の
﹁新しい生活様式﹂を
両立させましょう︒
︵下図を参照︶

・飲食の禁止︵水分補
給は可能︶
③当日︑検温を実施す
る場合があります︒
・5度以上の熱のある
方は︑ご参加いただけ
ません︒

37

大人用︵Ｍ・Ｌ︶
★製作所 ︵株︶
エビコ
井の頭1︱ ︱2
電話
0422︱43︱28
48
ＦＡＸ
0422︱43︱29
86

布マスクの販売をしています
日本製の棉ローン6
枚重ねで洗濯可能な夏
向きマスクです︒保冷
剤も入ります︒購入希
望の方は︑下記電話又
はＦＡＸでお問合せく
ださい︒
★価格
1枚500円＋税
★サイズ

11

★催し物に関する注意事項
当日︑体調が優れな
い場合は参加をご遠慮
ください︒
・マスクの着用
・手洗いの徹底︵来館
・退館時での手洗い
﹁ 秒程度かけて丁寧
に﹂の徹底︶
30

総務部

河 ド ラ マ﹁ 麒 麟 が く
る﹂より歴史を学ぶ〜
◆費用 無料
◆対象 三鷹市民
◆定員 先着 名
◆持ち物 筆記用具
◆申込み
8月4日〜 日
本館事務局に申込む︒
※電話受付は8月5日
から

①今後のコロナウィル
ス感染状況次第では︑
開催中止となる場合が
あります︒
②参加条件
・息苦しさ︑強いだる
さ・高熱︵ ・5度以
上︶等の症状がない︒
37

歴史講座

◆日時
8月 ・ 日各土曜日
午後1時半〜4時半
◆場所
新館 視聴覚室
◆講師
平野 明夫先生
國學院大学・駒沢大学
講師
◆内容 明智光秀〜大

30

21

コロナウィルス感染防止と熱中症対策
29

（２）
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消毒用アルコールは︑ 通風性の良い場所や常
蒸発しやすく可燃性蒸 時換気が行える場所で
気となるため火源があ 詰替えましょう︒
ると引火するおそれが ★直射日光が当たる場
あります︒消毒用アル 所には保管しない︒
コールを使用する付近
直射日光の当たる場
では︑喫煙やコンロ等 所に保管すると︑熱せ
を使用した調理など︑ られることで可燃性蒸
火気の使用は止めまし 気が発生します︒直射
ょう︒
日光の当たる場所での
★詰替えする時は換気 保管は避けましょう︒
を行う︒
︵東京消防庁ＨＰより︶
詰替えを行う時は︑

消毒用アルコールの取り扱いについて

消毒用アルコールに
は危険物に該当するも
のがあり︑取り扱いを
誤ると火災等を引き起
こすおそれがありま
す︒ウォッカ等のアル
コール濃度の高い酒類
を使用して消毒する場
合も同様の危険性があ
ります︒
★火気の近くでは使用
しない︒
手指消毒に使用する

