三鷹市井の頭 2 32 30

井の頭住民協議会広報部

ばら科の多年草で玉川

上水べりによく見られ
ます。

・本館（事務局）

☎0422 44 7321

し生活の場やトイレな
どの動線が交わらない
よ う に す る ︶な ど を 検
討し︑ガイドラインに
補足する事となりまし
た︒
コミュニティ・センタ
ーの施設利用方法
︵案︶
総合受付 新館横広場
一般避難所
新館1階・2階／1・

cc.jp

2階トイレ
有症者
本館1階集会室／本館
1階トイレ
濃厚接触者
本館1階和室︵手前︶
／本館2階トイレ
自宅療養者
本館1階和室︵奥︶／
和室外にラップポン
︵水を使わない・臭い
も漏れない・排泄物を

http://www.inokashira

◇

◇

◇

◇

自動密封する・屋内外
を問わず設置できる簡
易トイレ︶を置く︵仮︶
これら施設の利用方法
やゾーニングなどの案
については︑井の頭コ
ミュニティ・センター
避難所運営連絡会で検
討されます︒
今後︑避難所の開設
や運営訓練を実施する
事が必要と考えていま
す︒
第五小学校や明星学
園小中学校でも運営連
絡会を開き︑話し合い
が行われる予定です︒

月曜日・祝日・国民の休日
・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
2 月22・23日
3 月 1 ・ 8 ・15・20・22・
29日
4 月 5 ・12・19・26・29日
※ 3 月28日は定期総会のた
め新館は利用中止

総務部
ス マ ー ト フ ォ ン 講 習 会
月8日・ 日︑ス
マートフォンを使いこ
なしたい人向け講座に
参加しました︒申込み

おめでとうございます！

令和2年 月 日︑井
の頭地区住民協議会会長
の鈴木弘七さんが︑厚生
労働大臣表彰を受けまし
た︒
長年にわたり三鷹市社
会福祉協議会共同募金活
動に奉仕された功績が認
められたものです︒

お知らせ
緊急事態宣言の延長による
センター使用について

新型コロナウィルス感染症
拡大に伴う緊急事態宣言の延
長をうけ︑3月7日︵日︶ま
で利用時間を午後7時 分ま
でとさせていただきます︒閉
館は︑午後8時となります︒
なお︑日曜日は午後5時閉館
となります︒
3月7日︵日︶までの午後
7時 分以降の新規予約受付
も中止といたします︒
大変ご迷惑をおかけいたし
ますが︑ご理解とご協力をお
願いいたします︒

（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

日
館
休

行
発

ナウィルス感染症対策
ガイドライン﹂として
確定したため︑コミュ
ニティ・センターの避
難所開設や運営につい
て話し合いが行われま
した︒
避難所開設・運営に
おいての考え方や手順
は︑既存の避難所運営
マニュアルを中心と
し︑感染症対策を考慮
した避難所運営では︑
三鷹市が昨年 月に確
定したガイドラインを
中心とすることとしま
した︒
そのうえで︑
施設
の利用方法やゾーニン
グ
︵避難所で一般の人
と感染疑いのある避難
者の居住エリアを区分

じゅりょう

13

との意欲は強いものの︑持参
した機種の違い︑同じ機種で
も学ぶ項目のアプリが入って
いる人や初めてアプリを追加
する人︑その他さまざまな違
いがあって︑講師の方々はマ
ンツーマン対応になり︑ご苦
労が大きかったと思います︒
高齢初心者にとっては機器
の説明に使われる言葉も聞き
慣れない言葉で︑私は画面が
出てもあせってゆっくり出来
ないで︑難しくしてしまいま
した︒忘れないうちに継続的
に繰り返すことが必要だと学
びました︒
4丁目 Ｍ・Ｍ

ダイエークリーニング

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

井の頭地区住民協議会

井の頭コミュニティ・センターの
コロナ禍における避難所
開設・運営について
昨年7月に三鷹市の
﹁避難所における新型
コロナウィルス感染症
対応ガイドライン﹂の
素案が示されたことを
受けて︑9月に井の頭
地域の3カ所︵コミュ
ニティ・センター︑五
小・明星学園小中学校
体育館︶の避難所運営
に関わる関係者の皆さ
んにお集まりいただ
き︑市の防災課よりガ
イドラインの説明を受
け︑感染症に対応した
避難所の運営や避難所
マニュアルの見直しに
ついて話し合いが行わ
れました︒
その後︑ 月に﹁避
難所における新型コロ

各部・委員会活動案
の審議
②令和3年度予算案
の審議
③令和3・4年度
役員改選について
④令和3・4年度
各部の部長・副部長
の選出

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

奈緒美

原

0422 43 6663

大東文化大学講師

指導

0120 49 5745

ホームページアドレス

15

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

井の頭コミュニティセンター

当日は︑先着 名に対 力が可能︒③メモ帳が
しコミュニティ・セン 便利なので音声でメモ
ター開館前に定員以上 帳をだし︑アプリに加
の人が列をなし︑関心 える︒メモが消えない
の高さがわかり よ う keep
メモの作り
ました︒
方︒
1日目 ①﹁ス 2日目 ①アプリのイ
マホで困ったを ンストール方法︒②Ｑ
解決﹂とするテ Ｒコードの使い方︒③
キストチラシを オンライン会議に使わ
い た だ き ま し れる Zoom
の説明や参
た︒②ホーム画 加の仕方︒
面 か ら Google 2日目は機器の故障
検索︑マップで で投影が出来ず︑講師
現在地周辺から の荒木先生とサブ講師
目的地までのル 2名の方が個人指導の
ートを調べる︒ 状態でした︒
参加者のスマートフ
マイクの印があ
り︑音声での入 ォンを使いこなしたい

新鮮ネタを

書道教室

自慢のまぐろと

30

吾木香（われもこう）は

15

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

11

11

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

30

香 2020 出稿データ

企画・編集

12

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

井の頭地区住民協議会
定期総会のお知らせ

30

○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。

版型 90mm×47mm

11

次の通り定期総会
を開催いたします︒
1︐日時
3月 日︵日︶
午後1時 分から
2︐場所
新館 多目的室
3︐議題
①令和3年度全体・
28
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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―

多世代交流委員会

やっと実現したコン
サート︑お二人による
演奏は︑出口の見えな
いコロナ生活で疲弊し
ている心にとっては︑
まるでオアシスのよう

して︑心癒やされる一
時を過ごしました︒

ミニコンサートを開催
1月 日︑白石玲子
さん︵ヴァイオリン︶
と田中伯子さん︵ピア
ノ︶を迎えてミニコン
サートを開きました︒
アルコール消毒や入
場人数を少なくし︑ソ
ーシャルディスタンス
をとるなど感染対策を

でした︒
せつなく心揺さぶるヴァイオリ
ン︑
〝 も う 少 し 頑 張 ろ う ね！〟
と︑ささやくような優しく︑力強
いピアノの音に︑胸がいっぱいに
なり︑誰もが慰められ︑勇気づけ
られたことでしょう︒
心がほぐれ︑コロナへ立ち向か
うエネルギーをいただいた幸せな
時間でもありました︒
5丁目 新田 由美子

★催し物に関する注意事項

①コロナウィルス感染拡大状況に
より︑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︶など
の症状がない︒当日︑体調が優れ
ない場合は参加をご遠慮下さい︒
・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︑参加いただけません︒

スマホ
設置

ＰＣ
修理

多世代交流委員会 オンライン離乳食講座
自宅で子供と一緒に安心して受講
るママパパ︑どうぞご
参加ください︒詳しく
は左記催し物をご覧く
ださい︒
多世代交流委員会
竹上 恭子

文楽鑑賞教室

ますものね︒自宅から
参加出来るオンライン
の可能性を感じる講座
でした︒
オンラインを活用し
て︑次回はヨガを実施
します︒赤ちゃんのい

図書部

防災部

るほど︑物語にどんど
ん惹き込まれていきま
した︒
文楽は︑舞台装置も
装飾も決して華美では
ありませんが︑日本ら
しい色遣い︑削ぎ落と
された美しさがあり︑
素晴らしかったです︒
ここに文楽ファンが
一人増えたことに間違
いありません︒伝統芸
術を味わうよい一日と
なりました︒
1丁目 山田 優子

普通救命講習

ＡＥＤ操作法・心肺
蘇生法ほか
◆日時 3月7日︵日︶
午後1時〜4時
◆場所 本館 和室
◆講師 東京救急協会
◆定員 先着 名
◆対象 三鷹市民のみ
◆持ち物
筆記用具 マスク着用
◆申込み
2月 日〜3月5日
本館事務局に申込む︒
※電話受付2月 日〜
◎遅刻・早退した場合
は講習修了とは認めら
れません︒

ＴＥＬ
ＦＡＸ

︱0845
︱0846

三鷹市下連雀1︱9︱1 9

下連雀バス停前

高 橋 書 店

新刊書籍・雑誌

（東京弁護士会）
https://www.inokashira-law.com/

吉祥寺北町 1 5 14
☎070 5012 7587

拓郎

松原

弁護士

文楽のファンになりました

◇

井の頭法律事務所

杉本でんき

KS－５ビル306

井の頭3－12－11

がありました︒解説実
演では︑三味線の音色
だけで喜怒哀楽を表現
したり︑太夫の声色で
老若男女を演じ分けた
りと︑その変幻自在な
表現に会場が沸きまし
た︒
陰陽師〝安倍晴明〟
の出生の伝説をもとに
し た﹃ 芦 屋 道 満 大 内
鑑﹄では︑人形が演じ
ていることを忘れさせ

◇

37

﹁三味線﹂で演じられ
る人形劇です︒初めて
の文楽鑑賞で︑理解で
きるかしら？と不安が
ありましたが︑解説や
字幕のお陰で内容も良
くわかり︑楽しく観劇
できました︒
ひとつの人形を3人
が分担して操ってお
り︑ そ の 動 き は 絶 妙
で︑本物の人間かと思
わせる程の色気や貫禄

◇

37

26

◆定員 先着 名
※0〜2歳児の保護者
の方
◆申込み 2月 日午
前 時からメールで受
付︒
※井の頭コミュニティ
・センターホームペー
ジのお問合せフォーム
か ら︑ 名 前・ 連 絡 先
︵ 電 話 番 号 ︶・ お 子 さ
んの年齢を明記し︑ヨ
ガ講座参加希望と書い
て送信してください︒
定員に達した後のお申
込みの場合は︑お断り
メールを返信します︒
10

◇

16

20

18

オンラインヨガ講座
多世代交流委員会

パパママのお家でヨガ

11

月8日
︵火︶
︑国
立劇場で行
われた﹁文
楽鑑賞教
室﹂に参加
しました︒
﹁文楽﹂
とは人形浄
瑠璃のこと
で︑
﹁人形﹂
と語り部の
﹁太夫﹂と

17

12

60 20

コロナ禍でもオンラ
インであれば安心して
受講してもらえるので
はと︑Ｚｏｏｍを使っ
た講座を 月9日に開
催しました︒管理栄養
士の奈良理香子先生に
は︑井の頭コミュニテ
ィ・センターの会議室
から配信していただき
ました︒ 名のママた
ちが自宅で参加︒
◆自宅だと子供が安心

16

インストラクター
◆費用 無料
◆定員 先着 名
◆対象 概ね 歳以上
の三鷹市民
◆持ち物
タオル 飲み物
※マスクの着用
◆申込み
2月 日から本館事務
局に申込む︒
※電話受付は2月 日
から

Ｚｏｏｍで開催︒子
育てで疲れた身体を癒
やしたい！赤ちゃんと
一緒に自宅で安心︑育
児で疲れた身体もスッ
キリ︒
◆日時 3月4・ 日
各木曜日
午前 時半〜 時半
※両日ともタオルをご
用意ください︒
◆講師
ひびの ゆうこ先生
ふらっとヨーガ主宰
11

して寝たり遊んだりで
きるので︑余裕をもっ
て受講できた︒
◆月齢によって違う細
かい疑問点や︑他の方
が質問している内容を
聞けて︑とても充実し
た時間だった︒
◆気になっていた事を
全て質問させていただ
き︑納得の回答をいた
だけて不安が晴れて自
信がもてた︒
などの感想をいた
だきました︒
奈良先生もお子
さんたちが落ち着
いていたことに驚
いていらっしゃい
ました︒対面での
離乳食講座は 分
が限界だそうで
す︒会場に行くま
でにママもお子さ
んも疲れてしまい

中高年のための
簡単健康体操
厚生部
◆日時 3月3・ 日
各水曜日
午後1時半〜3時半
◆場所 本館 和室
◆講師 清水 武さん
フィットネス

10

奈良先生

ナー
◆費用 無料
◆定員 先着 名
◆持ち物
スマートフォン
◆申込み 2月 日〜
本館事務局に申込む︒
※電話受付は2月 日
から
15

家電
故障

（

井の頭公園駅改札口前）
ご予約・お問い合わせ
☎0422－29－8175

47 47

18

30

ご自身のスマートフ
ォンをお持ちくださ
い︒持っていない人に
はアイパッドをお貸し
します︒
◆日時
2月 日・3月5日
各金曜日
午後1時半〜3時半
◆場所
新館 視聴覚室
◆講師
荒木 高子さん
シニアＳＯＨＯ普及サ
ロン三鷹 認定トレー

10

17

第2回
スマートフォン講習会
総務部

12

17

10

10

スマートフォンを使
いこなしたい人向けの
講座です︒
・ＱＲコードの取り込
み方・Ｇｏｏｇｌｅ検
索・メモ入力・音声で
のメールのやり方等を
親切丁寧に教えます︒
月の第1回を受講し
た方はご遠慮くださ
い︒
26
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