50〜59歳のかた 28,333人

20,462人（72.2％） 15,814人（55.8％）

40〜49歳のかた 30,704人

17,812人（58.0％） 14,576人（47.5％）
30〜39歳のかた 25,485人

10,213人（40.1％） 6,207人（24.4％）
20〜29歳のかた 22,835人

8,648人（37.9％） 5,324人（23.3％）
16〜19歳のかた 6,426人

1,710人（26.6％） 553人（8.6％）
12〜15歳のかた 6,363人

712人（11.2％）

三鷹市内でも自宅療
養者が増えています︒

・本館（事務局）

ホームページアドレス

☎0422 44 7321

cc.jp

続する時は最後の休館
日の翌日

10月 4 ・11・12・18・

9 月20・21・23・27日

※内容 受付から2日
以内︵可能な限り受付
け当日︶に3日分程度
の食料品を市職員が直
接届けます︒
食料品の内容は選べ
ません︒支援は原則1
回限りです︒
※申し込み方法
住所・氏名・電話番
号・多摩府中保健所か
ら最初に連絡があった
日付・食欲の有無など
の必要な情報を電話︑
ファックス︑メールで
お知らせください︒
◎連絡先
健康福祉部地域福祉課
市役所開庁日の8時
分〜 時
☎
︱1151
︵内線2615︶

場合は翌日火曜日・連

三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業

市では︑東京都の自宅
療養者フォローアップ
センターからの配食が
自宅に届くまでの間︑
3日分程度の食料品を
無料で直接届ける取り
組みを開始しました︒
※対象者
・新型コロナウイルス
感染症と診断され自宅
療養者フォローアップ
センターからの配食が
届くまでの間︑食料品
の確保が困難な市民の
方 ・療養場所が三鷹
市内の方

休日・祝日が月曜日の

ご意見を
いただきました

︱9620

広報部一同

7月 日発行︵319
号︶の2面﹁もう戦争は
いやだ﹂の記事につい
て︑地域の方からいくつ
かのご意見をいただきま
した︒ありがとうござい
ました︒
ご意見は︑今後の編集
に活かしていきたいと思
います︒

ＦＡＸ

chiiki@city.mitaka.lg.jp

ファックス︑メールでの申
し込みの場合は︑内容確認の
ため市から返信します︒返信
をもって受付とします︒
◎市民の皆さんへのお願い
感染防止対策を徹底して
も︑新型コロナウイルス感染
症に罹患する可能性はありま
す︒日頃から3日分程度の食
料品を備蓄しておきましょ
う︒

吉 村 昭 書 斎︵ 仮 称 ︶の 移 築 計 画 に つ い て

ども考えていただきたいと思
います︒地域住民が気軽に集
まれるような施設にとの要望
もあります︒第1種低層住居
専用地域で規制がある事は理
解できますが︑最大限に利用
できる方法を考慮し︑ご遺族
や地域住民の意見を取り入れ
た吉村昭ファンの共感も得ら
れるような魅力的な施設にな
ることを願っています︒
また計画の進捗状況を随時
知らせていただきたいとの意
見が役員から出されました︒

建築リフォーム・
増改築工事

お買い物は地元の商店で！

野菜・果物・食品
お酒・切手・はがき

栗原ストアー

〇四二二︱四九︱七六五一

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

月曜日・祝日・国民の

存をする書斎のほか︑
別部屋については来館
者に吉村氏の執筆活
動︑作品についての紹
介ができるスペースを
検討︒基本設計を令和
4年6月までに作成︑
令和5年度中のオープ
ン予定とのことです︒
吉村氏の執筆活動や
作品を身近に感じる事
の出来る施設とのこと
ですが︑書斎だけでは
なく原稿や資料展示な

奈緒美

原

背広，Ｙシャツ，制服，
コート

大東文化大学講師

指導

井の頭コミュニティセンター

8月の役員会に市ス
ポーツと文化部芸術文
化課の方が説明に来ら
れ︑三鷹市ゆかりの文
学者である故吉村昭氏
の書斎を移築し︑吉村
氏の執筆活動及び作品
を身近に感じることの
できる施設にするとい
う計画があるとの説明
を受けました︒
計画は︑井の頭公園
駅近くの第2駐輪場を
廃止した跡地に現状保

特急即日仕上げ承ります！
！

版型 90mm×47mm

雨漏り
修理工事

書道教室

28

日
館
休

手すり取付
バリアフリー工事

○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。

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２

ばら科の多年草で玉川

15

フリーダイヤル 24 時間対応

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

創業昭和2年
安心の葬儀・信頼の実績

拓郎

松原

弁護士

吾木香（われもこう）は

★自宅療養者への
食 料 支 援

10

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

ダイエークリーニング

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

井の頭公園駅改札口前）
ご予約・お問い合わせ
☎0422－29－8175

（

企画・編集

31

寿量会館

じゅりょう

KS－５ビル306

井の頭3－12－11

上水べりによく見られ
ます。

10

17

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

井の頭法律事務所

井の頭住民協議会広報部

新型コロナワクチン
歳以上のすべての方を対象に予約を受け付けます
自 宅 療 養 者 へ の 支 援 も 開 始

8,140人（82.0％） 7,126人（71.8％）

29

三鷹市井の頭 2 32 30

三鷹市では︑接種対 う個別接種を実施して ・元気創造プラザ
象︵令和4年3月 日 います︒接種費用は無 月 日まで
料ですが︑接種には事
東京都が開設してい
時点を基準︶となる
歳以上のすべての方に 前予約が必要で︑2回 る会場でも接種が受け
7月 日までにワクチ の接種を受けてくださ られます︒パソコン︑
スマートフォンなど
ン接種に必要な﹁接種 い︒
で︑東京都のホームペ
券﹂や﹁予診票﹂など ★集団接種会場
・連雀コミュニティ・ ージから申し込みがで
を発送しました︒
現在︑集団接種会場 センター 9月 日ま きます︒
※9・ 月に予定して
と市内の医療機関で行 で
いた井の頭コミュニテ
ィ・センターでの集団
接種は行いません︒
予約は︑電話かインタ
ーネットから︵予約開
始日時などは広報﹁み
たか﹂や市のホームペ
ージでお知らせしま
す︶
コールセンター
☎0570︱026︱
567︵平日9時〜
時︶
★個別接種会場
・市内の医療機関︵医
療機関一覧表は広報
︵三鷹市ホームページより︶
﹁みたか﹂8月 日号
か市のホームページを
ご覧ください︶
コミュニティまつり開催中止
予約は︑各医療機関
に直接申し込む︒
60〜64歳のかた 9,928人

た︒その後︑8月
日の役員会で承認さ
れ︑今年度のコミュ
ニティまつりは開催
中止となりました︒

17,047人（87.8％） 16,598人（85.4％）

8月 日の第2回
コミュニティまつり
実行委員会において
検討の結果︑中止す
ることとなりまし

新型コロナワクチン接種人数（ 9 月 5 日まで）

25日

30

http://www.inokashira

吾木香 2020 出稿データ

行
発

30

65〜74歳のかた 19,425人

20

株式会社あさの
吾木香 AD（1c）2 種 90×47mm
出力見本の外罫はアタリ
シンボルマーク画像：貼り付け
フォント：outline 済み
制作環境 MacOS10.9.5 / Illustrator CC2015.3

井の頭地区住民協議会

171,642人 105,792人（61.6％） 86,792人（50.6％）
合計

114人（1.8％）

31

21,048人（95.1％） 20,480人（92.5％）

12

75歳以上のかた 22,143人

10

45 17

12

13

2 回目接種者数
（接種率）

1 回目接種者数
（接種率）

対象者数

対象

第３２０号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
２０２１年（令和３年）９月１５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―

月 日の場合は︑旧
制 度︵ ポ イ ン ト 合 算
制︶となり︑ポイント
の合計数に応じた粗大
ごみ処理券︵千円券と
千五百円券︶を貼りま
す︒
申し込み日が 月1

月1日申し込み分
から家電製品及び家電
製品以外のものでも︑
最大辺︵粗大ごみの最
も長い辺︶が ㎝以上
のものは粗大ごみとな
ります︒

ＩＣＴ市民サポーター
のみなさん
◆内容 Ｚｏｏｍの基
本機能について
Ｚｏｏｍ機能の便利な
使い方
◆費用 無料
◆対象 井の頭地区に
在住・在勤または
活動されている方で︑
Ｚｏｏｍの参加経験が
ある方
◆定員 先着 人
◆持ち物 パソコン

◎粗大ごみの大きさが変わります

日で︑収集日が 月
日 の 場 合 は︑ 新 制 度
︵品目別料金制︶とな
り︑設定料金に応じた
粗大ごみ処理券︵1枚
200円︶を品物ごと
に個別に貼ります︒

月1日申し込み分から
粗大ごみの処理制度が変わります

粗大ごみを室内に留め置くことによる生
活環境の悪化防止や排出利便性向上のた
め︑粗大ごみの処理制度を変更し︑少量か
らでも出しやすくします︒

に貼ります︒
品目ごとに料金が設
定されますので今まで
のようにポイント合計
がたまるまで粗大ごみ
を留め置く必要がなく
なり︑最低料金200
円から粗大ごみが出せ
るようになります︒粗
大ごみ処理券は200
円券1種類です︒
※例
申し込み日が
9月 日で︑収集日が

◎品目ごとに料金を設定
9月 日までの申し
込み分は︑品目ごとに
設定されたポイントの
合計数︵ポイント合算
制︶に応じた粗大ごみ
処理券を貼りますが︑
月1日 申 し 込 み 分
︵ 月1日以降に申し
込みしたもので収集日
ではない︶からは︑品
目ごとに設定された料
金に応じた粗大ごみ処
理券を品物ごとに個別

普通救命講習 防災部

◆定員 先着 人
◆持ち物 パソコン
タブレット等
︵普段使用している端
末機器をご持参くださ
Ｚｏｏｍ講座
い︶
﹁初めて編﹂
◆申込み
9月 日〜9月 日
本館事務局に申込む︒
※電話・ホームページ
からの申込みは9月
日から
Ｚｏｏｍ講座
﹁楽しむ編﹂
Ｚｏｏｍって楽しい？
便利な機能教えます！

ーネットでの申し込み
の場合は︑返信メール
を確認してください︒
③処理券を購入
収集日までに品目ご
との処理手数料分の
﹁三鷹市粗大ごみ処理
券﹂を︑近隣のスーパ
ー・コンビニ・薬局な
どの粗大ごみ処理券取
扱店で購入してくださ
い︒
月1日以降の申し
込み分から粗大ごみ処
理券は︑200円券の
1種類となります︒旧
制 度︵ ポ イ ン ト 合 算
制︶の粗大ごみ処理券
︵ 千 円 券・ 千 五 百 円
券︶も使えますが︑差

額分は返金できませ
ん︒ごみ対策課の窓口
で新処理券︵1枚20
0円︶に交換すること
もできます︒相談して
みてください︒
④粗大ごみの出し方
・粗大ごみ処理券に
﹁収集日﹂と﹁受付番
号﹂を必ず記入する︒
・品物ごとに粗大ごみ
処理券を貼る︒
︵例 学習机600円
の場合は︑200円券
を3枚貼付︶粗大ごみ
処理券を2枚以上貼る
場合は︑重ねずに並べ
て貼る︒処理券の台紙
は領収書となりますの
で︑収集日がすぎるま
で必ず保管する︒
・収集日の午前8時ま
でに︑自宅の玄関︑敷

地の入口など道路に面した場所
︵集合住宅は専用置場︶に出す︒
粗大ごみ対象品目の手数料など詳
細は︑8月 日頃に全戸配布され
た﹁三鷹市役所ごみ対策課からの
お知らせ﹂パンフレットに掲載さ
れています︒パンフレットは︑コ
ミュニティ・センターや市政窓口
でも入手できます︒
◆問い合わせ
三鷹市生活環境部ごみ対策課
☎ ︱1151︵内線2533〜
2536︶
粗大ごみ受付センター 月〜土
8時〜 時︵日・祝日・年末年始
を除く︶
☎ ︱5715︱1212
パソコン・スマートフォンから

♢

♢

♢

♢

https://www2.sodai-web.jp/
mitaka/index.html

♢

コロナ禍のため昨年は中止になった三鷹市民文化祭を︑今年は十分な感染対
策をとり開催します︒
どれも無料です︒興味のあるジャンルを鑑賞してみてはいかがでしょうか︒

三 鷹 市 市 民 文 化 祭 の お 知 ら せ

10

◎申し込み方法
︵ 月1日以降申し込み分から︶
①粗大ごみとは⁝
市が収集するもの
は︑家庭で使用したも
ので最大辺が ㎝以上
のものです︒ただし︑
最大辺が200㎝を超
える場合︑または重量
㎏を超える場合は︑
解 体・ 切 断 が 必 要 で
す︒
②申し込み
粗大ごみ受付センタ
ーに電話で申し込む
か︑ イ ン タ ー ネ ッ ト
︵ 時間対応︶で申し
込みます︒事前に出す
ものの品名・大きさ・
高さ・幅・奥ゆき・重
量・個数などを確認し
ておきましょう︒
申し込み日に収集日
が決まります︒インタ
タブレット等
︵普段使用している端
末機器をご持参くださ
い︶
◆申込み
9月 日〜 月 日
本館事務局に申込む︒
※電話・ホームページ
からの申込みは9月
日から

★催 し 物 に 関 す る 注 意 事 項

定休日／水曜日

0422 43 6663

新鮮ネタを

★料金 1コマ
1回2500円
★サイズ 1コマ
縦4・8㎝ 横3㎝
★問合せ
詳細は井の頭ＣＣ事務局に
ＴＥＬ ︱7321

ふたつの
プカシェル

本館事務局窓口で

20

※次のプログラムについては、今年度の開催を見合わせております。
◇みたか市民合唱コンサート
◇今宵をジャズで楽しく
◇吹奏楽のつどい
◇21洋舞フェスティバル
◇三鷹歌謡音楽祭
◇秋季茶会

0120 49 5745

44

6 ロール ￥450

19

元気創造プラザ 4 Ｆ
11／14（日）俳句会（13時）
11／21（日）囲碁大会（ 9 時30分）
11／23（火）㊗短歌会（13時30分）

お求めやすい価格で！
TEL 午前11時から

12ロール ￥500

45

03

三鷹市美術ギャラリー（各々最終日は16時）
11／ 2（火）〜11／ 7（日）書道展（10時〜18時）
11／16（火）〜11／21（日）美術展（10時〜18時）

10

・アルコール消毒の徹
底︑飲食の禁止︵水分
補給は可能︶の厳守
③当日︑検温する場合
があります︒ ・5度
以上の熱がある方は︑
参加いただけません︒

三鷹市役所中庭
11／ 7（日）〜11／14（日）菊花展（ 9 時〜16時）

15

①コロナウイルス感染
拡大状況により︑開催
中止になる場合があり
ます︒
②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

三鷹市公会堂
11／21（日）吟詠剣詩舞大会（10時）

10

◆日時
月 日
︵土︶
午後1時半〜4時
◆場所
新館 視聴覚室
◆講師
︵株︶まちづくり三鷹
ＩＣＴグループ

三鷹市芸術文化センター
10／30（土）市民文化祭 開会式（12時45分〜13時）
10／30（土）午後のクラシック（13時）
10／31（日）現代日本舞踊の会（12時）
11／ 2（火）〜11／ 7（日）（最終日は16時）華道展・工芸展（10時〜18時）
11／ 7（日）民謡大会（11時）
11／14（日）邦楽演奏会（12時）
11／21（日）謡曲・仕舞大会（12時）
11／23（火）㊗日本舞踊の会（11時30分）
11／28（日）三鷹の囃子と和太鼓大会（11時30分〜15時）
11／28（日）市民文化祭 表彰式・閉会式（15時30分〜16時30分）

定休日
火曜、第三水曜日

（緑茶の香り） （芯あり・芯なし）

16

自慢のまぐろと

シングル

10

10

15

PUKASHELL 本店
0422-43-3450

広告募集

トイレットペーパーを
販売しています

16

PUKASHELL-N
0422-26-8184

ダブル

三鷹市市民文化祭
第68回

40

10

37

15

15

60

24

15

10

40

15

26

30

30

◆日時 9月 日
︵土︶
Ｚｏｏｍってなに？
午後1時〜4時
使い方教えます！
◆場所 本館 和室
◆講師 東京救急協会
◆内容 ＡＥＤ操作法
心肺蘇生法など
◆費用 無料
◆定員 先着 人
◆持ち物 筆記用具
※マスク着用
◆申込み
9月7日〜9月 日
本館事務局に申込む︒
※電話受付9月8日〜
※遅刻・早退した場合
は講習終了とは認めら
れません︒
10

30

◆日時
月2日
︵土︶
午後1時半〜4時
◆場所
新館 視聴覚室
◆講師
︵株︶まちづくり三鷹
ＩＣＴグループ
ＩＣＴ市民サポーター
のみなさん
◆内容 Ｚｏｏｍ会議
への参加方法など
◆費用 無料
◆対象 井の頭地区に
在住・在勤または活動
されている方

10

18

10

16

10

10
10

10

（２）
第３２０号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
２０２１年（令和３年）９月１５日

