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ばら科の多年草で、

玉川上水べりに見ら
れます。

井の頭コミュニティセンター
・本館（事務局）
☎０４２２―４４―７３２１
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ド手交（手渡すこと）
型で、デパートや家電
量販店などの店員を装
い「あなたのクレジッ
トカードが悪用されて
いる。このままだとキ
ャッシュカードも悪用
される可能性がある」
などと不安をあおる電

ホームページアドレス

https://www.inokashiracc.jp

話がかかってきます。
その後、銀行協会職員
や警察官を装った犯人
か ら 電 話 が あ り、「 キ
ャッシュカードの悪用
を防ぐためキャッシュ
カードを回収する必要
がある」などと言って
自宅を訪問してきて、
銀行や口座番号、暗証
番号を言葉巧みに聞き
出します。ここでキャ
ッシュカードを渡し、
暗証番号を教えてしま
うと、コンビニなどで
現金を引き出され被害
に遭います。
他人にキャッシュカ
ードなどは絶対に見せ
ない、そして渡さない
でください。銀行協会

日
館

１２月２０・２７日
１ 月 １０・１１・１７・２４
・３１日 ２月７・１１・
１４・２１・２３・２８日
年末年始休業１２月２９
日～１月３日
１２月２８日１月４日５日
１７時閉館

職員や警察官などが、
暗証番号を尋ねること
は一切ありません。電
話で「カードが悪用さ
れている」などと言わ
れたら、まずは詐欺を
疑いましょう。
還付金詐欺の電話も
多発しています。市役
所の職員を装い「医療
費の過払い分を還付し
ます」などといい、今
すぐ手続きをしないと
無効になるといって、
ＡＴＭに誘い出し携帯
電話でＡＴＭの操作を
指示し、還付金を受け
取る手続きと誤解させ
て振り込みをさせま
す。
電 話 で「 還 付 金 が あ
るのでＡＴＭへ」と言
われたらそれは詐欺で
す。ＡＴＭで、還付金
を返還することは、絶
対にありません。

休

行
発

引き続き、マスク
の着用、手洗い、手
指の消毒、検温、換
気、ソーシャルディ
スタンスなどの基本
的感染予防対策をお
願いいたします。イ
スや机などの使用後
の消毒もお願いいた
します。

その他にも息子さん
や娘さんなど家族を装
い、「 電 車 に カ バ ン を
忘れた。すぐに取引先
にお金を払わなくては
いけない」などと言
い、今すぐお金が必要
だ。「 時 間 が な い 」 な
どと振り込みを急が
す、現金を家まで取り
に行くなどの電話は詐
欺です。必ず息子さん
や娘さんに確認しまし
ょう。不審な電話がか
かってきたら、すぐに
警察や家族に相談して
ください。
井の頭地域は、吉祥
寺に近い、井の頭公園
駅や三鷹台駅など駅が
近いなど犯人が逃げる
のに便利な立地条件が
揃っています。年末に
向け、詐欺が多発する
恐れがあります。電話
でのお金やカードの話
しには、くれぐれも気
を つ け ま し ょ う。 ま
た、留守番電話や録音
機能を使い、犯人と直
接会話をしないことも
被害を防げます。

（1）

井の頭地区住民協議会

その電話、ほんとうに
警察・市役所からですか？
三鷹警察署ふれあい
ポリスの神津和仁さん
にお話しを聞きまし
た。
三鷹市では、特殊詐
欺被害が多発していま
す。中でも井の頭地域
は特に多いそうです。
被害の８割は、カー

お知らせ
井の頭コミュニテ
ィ・センターは、
月１日から、各施設
の利用人数の制限が
緩和され、概ね緊急
事態宣言前の利用人
数となりました。詳
細は、本館事務局に
お問合せください。

１２
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みんなできずこう井の頭のコミュニティ

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―

ＩＣＴ講座

１５

加者と市民サポーター
等の指導者で新館視聴
覚室も活気充分。各自
が普段使用している端
末機器を前に全体説明
からスタートです。
目指すは、オンライ
ン会議や講座に参加で
きるように、使い方を
習得すること。手の中
のスマホの小さな記号
や文字、聞きなれない
言葉を理解しながら進

みます。
「はじめて編」で
は、この先の楽しみで
もあるオンライン講座
への参加や直接会えな
くても画面越しでおし
ゃべりできる方法を学
び、頑張ればできそう

１１

な気が
４週間後、コロナの
感染状況が落ち着き心
のゆとりができた中
「たのしむ編」に参
加。借用したイヤホン
にマイクが付いている
ことを知らずに、スマ
ホに向かって声を出し
ていたりと、一を聞い
て十を知ることは今で
はできないので、努力

健康委員会

が必要かな？
人生百年。先は長い
と気持ちを入れ替え、
今回の参加をこれから
の充実した時間とした
いです。
講師やサポーターの
方々、親切丁寧なご指
導をありがとうござい
ました。
厚生部 後藤 與子

レーニング。毎
回、次の日には
心地よい筋肉痛
を感じていまし
た。
日常生活の中
でもピラティス
を実践すると美
しい体になるだ
けでなく、怪我
を予防したり健
康的に年齢を重ねるこ
とができると感じまし
た。
これからも体の軸を
意識して、エスカレー

心地よい筋肉痛を感じて

ピラティス体験講座

⁉

前中ということで体は
縮こまっていました
が、「 体 の 軸 か ら 大 き
く動かして！息してま
すか？」という先生の
声かけに「あ、息止め
てた」という声があち
こちから上がり、和や
かな雰囲気でした。気
が付くと、酸素と血液
が指先まで行きわたり
背が伸びたような爽快
感でした。
後半はボールやヨガ
マットを使って様々な
筋肉に意識を向けてト

ターの隣りにある階段
を利用していきたいと
思います。
１丁目 篠原 里香

（2）

私 に も で き る か な
Ｚ ｏ ｏ ｍ っ て な に ？

手元には、ガラケー
から買い替えて間もな
いスマホ。操作もぎこ
ちない。
そ れ で も、「 パ ソ コ
ン、スマホ、タブレッ
トが苦手でも、やさし
く丁寧に教えます！」
に惹かれ、Ｚｏｏｍ講
座「 は じ め て 編 」 と
「たのしむ編」に参加
しました。
定員一杯の 人の参
月 日、 月５
日、 日と３回にわた
って開催されたピラテ
ィス体験講座に参加し
ました。小田島夏希先
生の歯切れのよい説明
で体の使い方、意識の
向け方など、頭と体で
実感することが出来ま
した。
１時間 分のレッス
ンは、呼吸に合わせて
骨や筋肉の場所・動き
に意識しながら手足を
伸ばすところから始ま
りました。寒い冬の午
２９

１５

１０

１２
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を組み込むことです。
食糧や日用品を普段か
ら少し多めに購入し、
日々の食事で食べ、在
庫が減ったら購入する
ことで無駄なく備蓄が
できます。また、カセッ
トコンロは災害時に役
立つとのことでした。
②五小での井の頭地
区防災訓練の報告で
は、避難所開設訓練の
様子が写真や動画を交
えて報告され、訓練を
とおして、幅広い世代
からの視点で避難所運
営の様々な課題が見つ
かったこと、地域防災
の仲間づくりとリーダ
ーの育成が図られたこ
とが良かった点として
挙げられました。
③青少対によるワー
クショップでは、シー
トを使ってそれぞれの
家族構成に応じたオー
ダーメイドの防災準備
をしていくことの大切
さが説明されました。
大変役に立つ学習会で
した。
事務局 小林 建一
１１

１４

ぐ方法があることや夜
の暗さを体感すること
ができました。
冬は暗くなるのがと
ても早いです。暗くな
らないうちに家に帰る
ようにしてほしいと思
います。
事務局 天里 結花

真っ暗な上水５時の道

月３日、青少対主
催の小学校１年生から
３年生の親子を対象に
行った「真っ暗な上水
５時の道」に参加をし
ました。参加者は、
人を超え関心の高さが
うかがわれました。三
鷹台児童遊園を出発
し、玉川上水沿いの道
を歩きながら、ふれあ
いポリスの神津さんた
ちに、夜道を歩く時の
注意を聞きました。
夜道では、路地に潜
む人がいないか気を付
ける。人とすれ違う時
に は、 目 を そ ら さ ず
に、すれ違う人のこと
を軽く見ることで、不
審者は犯行がし
づらくなるとの
ことでした。ま
た、明るい服や
反射材を身につ
けること。でき
る限り一人では
歩かないなど、
危険を未然に防
１２

青少年対策第五地区委員会
「 知 っ て 守 ろ う 子 供 の 安 全 」を テ ー マ に

防災講座、②五小ＰＴ
Ａ会長大溝直樹さんに
よる 月 日に行われ
た井の頭地区防災訓練
の報告、③青少対によ
るワークシートを使っ
た防災ワークショップ
の３本立てでした。
①防災講座のキーワ
ードは「知恵と日常」

です。災害時には、ま
ず自分の命を守ること
が基本です。例えば家
の中で被災した際は、
特にガラスの飛散に注
意する（そのためには
スリッパではなく、ス
ニーカーを身近に備え
て お く と よ い ）、 繁 華
街で被災した際は頭上
からの落下物があるた
め、デパートなどの頑
丈な建物の中に逃げる
など、その状況に応じ
て最善の行動をとれる
ことが「知恵」を働か
せるということです。
特に子どもには、どう
して危険なのかを説明
することで「知恵」が
生まれます。
２つめのキーワード
の「日常」は、日常生
活の中に災害への備え

（3）

青少対第五地区委員会は今年度、防災をテーマに活動をしています。
２つの企画に参加した事務局職員に様子を報告していただきました。

１２

防災学習会
キーワードは「知恵と日常」
月５日に青少対主
催の防災学習会が開催
されました。今回は会
場（井の頭コミュニテ
ィ・ セ ン タ ー） に 加
え、Ｚｏｏｍでの参加
もありました。
内容は①三鷹市防災
ＮＰＯ組織設立準備会
事務局長大倉誠さんの

大溝直樹さん
大倉誠さん

６０
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文学講座

コミコミ
コーナー

図書室蔵書点検
期日
2月1日
（火）
・2 日（水）
図書室はお休みです。

こども映画会

われ も こう

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香

文化部

◆日時
1 月15日（土）
午後 1 時30分～ 3 時
◆場所 新館 視聴覚室
◆対象 小学生以下
◆上映内容 未定
※マスク着用で、直接会場にお
越しください。
（定員あり）

若返りレクリエーション
健康委員会
ピアノ伴奏で音楽を楽しむ
ワクワク介護予防
◆日時
1 月20日（木）
午前10時15分～11時30分
◆場所 新館 視聴覚室
◆講師 船井 真知子さん
国立音楽院リトミック認定講師
◆費用 無料
◆定員 先着15人
◆持ち物 飲み物 マスク着用
◆申込み
1 月 6 日から本館事
務局に申込む。
※電話受付は 1 月 7 日から

総務部

山本有三「路傍の石」
◆日時
1 月29日（土）
午後 2 時～ 3 時30分
◆場所 新館 視聴覚室
◆講師 三浦 穂高さん
（山本有三記念館 学芸員）
◆費用 無料
◆定員 先着30人
◆持ち物
筆記用具 マスク着用
◆申込み
1 月12日から本館事
務局に申込む。
※電話受付は 1 月13日から

催し物に関する注意事項
①コロナウイルス感染拡大によ
り開催中止になる場合がありま
す。②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、手指のアルコー
ル消毒の徹底をお願いします。
③37・ 5 度以上の熱がある方は
参加いただけません。

コミセンＤＥすくすくひろば
★日時
1 月 6 日・ 2 月17日・
3 月17日の各木曜日
午前10時30分～12時
★場所 本館 和室
★対象
井の頭地区を中心とした市内在
住の 0 歳〜年少児の親子
★問合せ 子ども家庭支援セン
ター すくすくひろば
☎0422 45 7710

第323号
井の頭陶楽会

会員募集

土 で遊びませんか
土 で
癒やされませんか
陶芸が初めての方から経験者
までどなたでも大歓迎です。ご
自分が作りたいものが作れます。
優しい指導者がお待ちしていま
す。
★活動日時
第 2 土曜 10時〜17時
出入り自由昼食持参可
第 4 土曜 10時〜13時
★場所 本館 集会室
★入会金 1000円
★月謝
1200円
★問合せ 新田 由美子
☎0422 48 4863

参加者募集
65歳以上の市民対象のストレ
ッチ有酸素運動に参加してみま
せんか。
★日時 毎月第 2 ・第 4 木曜日
午前10時半～11時半
★場所 三鷹台地区公会堂
★講師 堀 慎二さん
介護予防運動指導員
★参加費
1 回500円
★事務費 年200円
★問合せ
みたかボランティアセンター
☎0422 76 1271
★主催 健やか体操「れい輪」
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３１

・資格証の写し（有資
格 者 の み ）・ 第１次 選
考の作文を本人持参又
は特定記録郵便で「〒
１８１―０００１三鷹
市井の頭２― ― 三
鷹市井の頭地区住民協
議会（井の頭コミュニ
ティ・センター）事務
局」へ
※詳しくは募集要項
（三鷹市井の頭地区住
民協議会（井の頭コミ
ュニティ・センター）
ホームページか、本館
事務局で入手可）をご
覧ください。
◆問合せ
井の頭コミュニティ・
センター事務局

12
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三鷹市井の頭地区住民協議会

１５

図 書 室 司 書 募 集

◆職種 図書室司書
◆職務内容 図書室カ
ウンター業務、排架業
務など
◆資格 司書資格を有
す方又は図書館におけ
る実務経験がある方
◆勤務期間 令和４年
４月１日~令和５年３
月 日（再度任用の場
合あり）
◆ 勤 務 時 間 週２日
（週 時間）又は週４
日（週 時間）勤務
午前9時 分~午後８
時 分までの間で、１
日６・５時間又は7・５
時間（実働）
※土曜日・日曜日の勤
務あり
◆勤務地
井の頭コミュニティ・
センター本館
◆申込み 令和3年
月 日︵水︶~令和4
年1月 日︵ 木 ︶︵ 消
印有効︶に受験申込書
兼履歴書（写真貼付）
15

「いざ」という時に安心できる
避難所設営の防災訓練

鈴木

弘七

圀夫

た。
終 了 後、『 こ の 様 な
有意義な訓練に参加で
きて良かった』や『安
心できた』などのお褒
めの言葉をいただきま
した。天気は晴れ、事
故もなく終わる事がで
き本当に良かったと思
います。
地域の団体関係者や
実行委員の方々、事務
局職員のおかげと心よ
り感謝しています。

月 日に行われた今年の防災訓練は、初めて「避難所設営」訓練を
行いました。関係団体の関係者のみの訓練ではありましたが、事前打ち
合わせ、実行委員会の話し合いも濃密なものになりました。当日は天候
にも恵まれ、今後の課題と多くの成果を得ることができました。

会長

防 災 訓 練 を 終 え て
井の頭地区住民協議会
た。ありがとうござい
ました。
役割分担は、本部班
名、 総 合 受 付 班
名、 避 難 所 設 営 班
名、仮設トイレ組立班
名、救護・保健班
名、撮影記録班４名、
第三中学校の野球部員
名など総勢１４３名
での訓練となりまし

中村

開設訓練で、①人員の
配置、②必要資材、③
感染防止策の三点の妥
当性確認に重点をお
き、臨機応変な対応の
習熟に努めました。
この結果、参加者か
らの貴重な意見も含
め、より効率的な動線
を確保するために最適
な受付設置場所検討の
必要性や、家族内で一
人が発熱した
場合の他の家
族の扱い、車
椅子利用者、
ペット連れの
方への対応、
悪天候や夜間
への備えの必
要性など、今
後の課題を見
つける貴重な
機会になりま
した。

防災部

課題を見つける貴重な機会に

寛

公助が困難な発災か
らの数日間、避難所の
運営は近隣の住民や避
難された方たちに委ね
られます。そうした中
で避難してこられた方
々の、いわゆる１丁目
１番地、避難所で最初
の対応にあたるのが
「総合受付班」です。
総合受付には、年齢
や性別、怪我の有無な
ど様々な事情を抱えて
避難してこられる方々
のニーズに応じて、避
難所入所を含めあらゆ
る選択肢を適切に提供
するための判断が求め
られる一方、コロナ禍
の現状にあっては、最
も感染リスクの高い業
務でもあります。
このため当班は、今
回が最初となる避難所

青木

備蓄の見直し・運用方法が課題
広報部
も多く組み立ては結構
大変ですが、手順書通
りに作業すれば大人
五、六 人 で 一 時 間 程 で
組み立てられます。
実際にトイレに入っ
た方からは、入り口の

パーティション
向井

百重

・パーティション等）
を運び出し 名の班員
に設営手順を説明。３
つのグループに分か
れ、有症者スペースに
パーティション２基を
配置、感染症をイメー
ジして１基に一人のみ
を入室。廊下に受付用
の机２台とポールを立
て、フェイスシールド
を設置、健康チェック
シート、筆記用具等を
用意。専用トイレ・立
ち入り禁止等の標示を
貼り付ける、有症者が
密にならないように校
舎入口から２階受付に
誘導する。以上の準備
が終わらないうちに有
症者が到着し、総合受
付班との連絡不足を反
省しています。
副班長さんとの打ち
合わせも密にできてい
ませんでしたが、ご家
族総出で多大なご協力
ありがとうございまし
た。
他に気づいた事は、
男女別の有症者スペー
スの設置、チェックシ
ートの字を大きくす
る、防護服の着用、倉
庫の見取図があると良
い等々です。

防災部

有 症 者 の 受 入 れ 訓 練
五小の第二校舎二階
の多目的室に有症者ス
ペースの設営、受付を
設置し有症者の受入れ
訓練をしました。
防災倉庫より必要資
機材（三角コーン・ポ
ール・標示物・テープ
・フェイスシールド・
マスク・手袋・体温計

由美子

い。参加者の皆さんに
は、居住性も体感して
いただき概ね好評でし
た。ちなみに五小体育
館には 基、１００人
余り収容できます。
避難者の受け入れで
大切なことは、避難者
の状況を速やかに把握
し、密にならないよう
スムースに誘導するこ
とです。今回の訓練で
は、カードの記入及び
受付作業などに課題を
残しました。
災害はいつ起こるか
わかりません。どんな
状況でも対応できる柔
軟性のある訓練の仕
方、地域のリーダーの
育成、そして万が一に
備えた何回もの訓練、
体験の必要性を痛感
し、今後に繋がる実り
のある一日でした。

防災部 新田

訓 練 の 必 要 性 を 痛 感
コロナ禍での初めて
の避難所設営に臨みま
した。目的は健常者用
スペースへのパーティ
ションの設営と避難者
の受け入れ方法の検証
です。
パーティションは、
コロナに拘わらず、プ
ライバシー保護の観点
から今後主流になりま
すが、ご存じの方は当
日参加者でも一人でし
た。ワンタッチで広げ
ら れ、 大 き さ は 幅
２・１ｍ×奥行き２・１
ｍ × 高 さ１・４ｍ、 重
さ８・５ ㎏ の ナ イ ロ ン
製 で 換 気、 消 毒 も で
き、車椅子にも対応可
能の優れものです。今
後、機会を作りますの
で是非見て、触って、
組み立ててみてくださ

井の頭地区住民協議
会の防災部員を募集し
ます。一緒に井の頭地
域の防災力を高めてい
きましょう。主な活動
内容は次の通りです。
○井の頭地区防災訓練
‥年に１回、井の頭コ
ミュニティ・センター
や第五小学校で開催さ
れる防災訓練に参加
し、地域住民の防災行
動力向上のお手伝いを
します。
○可搬式ポンプ運用訓
練‥井の頭地域は道幅
が狭く、消防車が入っ
てこられないためいざ
という時、可搬式ポン
プが活躍します。ポン
プ操作を覚えていざと
いう時に備えます。
○救命講習‥ＡＥＤの
使い方や心肺蘇生法な

どの技術を身につけら
れます。
○防災視察研修‥防災
関連施設を見学し、自
身の防災技術向上に加
え、住民との交流で親
交も深まります。
○防災部会‥原則月１
回。情報交換や部員同
士の交流を図ります。
○他の部会との交流‥
住協全体行事のコミュ
ニティまつり等への参
加で他の部会の人も交
流ができ、人間関係の
輪が広がります。
興味のある方、ぜひ
一緒に活動しましょ
う。
問合せ
井の頭コミュニティ・
センター事務局
☎０４２２― ―

『井の頭住協防災部員大募集！』

４７

１４

防災訓練に参加され
た皆様たいへんお疲れ
様でした。今回初めて
避難所設営訓練を地域
の団体関係者のみで行
いました。
それゆえ、どの様な
事を訓練に取り入れれ
ば良いか、基本的な事
から検討をしました。
そして４回の事前打ち
合わせと４回の実行委
員会を開催し、市防災
課よりいろいろと指導
を受け整理選定を行
い、重要な事は出来る
だけ取り入れました。
また、第五小学校の福
島校長先生、馬渡副校
長先生のご厚意により
学校の体育館や校内施
設、教室の一部を使用
することができまし
２７ ２３

（5）
（6）

われ も こう

１１

防災訓練として簡易
仮設トイレの和式と男
性用小便器を各１基組
み立てました。小便器
は二つ折りを開くだけ
で、とても簡単です。
和式トイレは重く部品

か、例えばトイレット
ペ ー パ ー（ 予 備 を 含
む ）、 を ど こ に 置 く
か、オムツ等の汚れ物
の処分をどうするか、
トイレ内照明や防犯ブ
ザーの設置方法など詰
めなければならない問
題はたくさんあると思
われます。
最後になりました
が、参加くださった皆
さん本当にお疲れ様で
した。

７３２１

２６

トイレに入ってみました

２７

44

１８

タ ラ ッ プ（ わ ず か１
段）は狭く急で昇降し
づらい、しゃがめない、
手すりが低く立ち上が
れない等の声が多く聞
かれました。
五小に備蓄の簡易ト
イレは和式がほとんど
洋式＆車いす対応は各
１基しか在りません。
今後、備蓄の見直しの
要否等、幅広い議論が
必要だと思われます。
トイレはできました
がどの様に運用する

総合受付訓練

２１

１５
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りしないと寒いことが
わかった︒ 月中旬で
も長時間いると冷え
た︒
・トイレがいかに大事
かわかった︒空腹は我
慢できてもトイレは我
慢できない︒
・トイレに関する紙芝
居が分かりやすく良か
った︒
・有症者を受け入れる
には︑コロナウイルス
以外の感染症や持病の
ある人に対しての知識
が必要だと思った︒
・実際の避難所運営は
もっと混乱するので︑
まずは自助の備えが必
要だと認識できた︒
・五小は医療救護所で
あることや防災倉庫の
場所など︑参加して知
ったことがたくさんあ
った︒

・最後に各班の班長・
副班長から成果や課題
を聞けて良かった︒
・班ごとの訓練以外
に︑他の班の訓練内容
も見学する時間が設け
られていたことが良か
った︒
・避難所は避難者で運
営すること︑避難して
きたらできあがってい
るのではないと知っ
た︒
・体育館の収容人数や
仮設トイレの和式の多
さなど︑これまで知ら
なかったことを知るこ
とが出来た︒そして避
難所のキャパシティに
は限界があることか
ら︑可能な限り在宅避
難を行うことが必要だ
と認識した︒
・参加者の防災避難の
重要性や避難所の意義
・意識が大きく向上し
たと思われ︑大変有意
義な訓練だった︒

Ｋです︒是非お出かけ
ください︒令和4年も
会員一同︑楽しい時間
を過ごせるよう協力し
ます︒
井の頭ＧＧ愛好会
会長 武井 進

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

新刊書籍・雑誌

高 橋 書 店
︱0845
︱0846

親切 丁寧

TEL（0422）43ー0439

三鷹市井の頭4ー9ー

FAX（0422）42ー0876

（7）

アンケートより
防災訓練 一言感想
・避難所の立ち上げに
は時間がかかり︑様々
な作業や人手が必要な
ことがわかった︒
・実際の避難所運営も
このように協力して行
う事になるので︑貴重
な練習の機会となっ
た︒
・パーティションなど
の設営は簡単だった
が︑実際の運営は難し
いということを知っ
た︒
・防災︑避難に関して
把握しておかなければ
いけないこと︑備えて
おかなければいけない
ことが多岐にわたるこ
と︒そしてそれらにつ
いてほとんど意識して
いなかったことに気づ
いた︒
・体育館に避難する場
合︑防寒対策をしっか

井の頭ＧＧ愛好会

ン︒運動することで脳
の働きも活発になり︑
家から一歩出ることで
生活習慣が変わり︑声
も出て足腰が丈夫にな
ります︒自粛解除後も
人混みが怖いと外出を
避けている人も︑グラ
ウンドゴルフの日には
元気に参加︑楽しい時
間です︒
月に千葉の白子で
の一泊の大会を開催︒
優勝はホールインワン
6本 の 鳥 山 さ ん で し
た︒井の頭グラウンド
ゴルフ愛好会は︑皆の
温かい気持ちの集まり
です︒見学だけでもＯ

脳の働きも活発に⁝

自宅で検温︑マスク
の着用︑消毒液の用意
と健康管理をしてグラ
ウンドゴルフの始まり
です︒お互い元気の確
認です︒
歳を過ぎた方がこ
んな楽しいゲームを覚
えてとても嬉しいと︑
散歩で足腰を鍛えてお
られ︑他の方たちも道
端の草花や桜︑紅葉な
ど四季を楽しみながら
散策です︒
ゲームのルール等が
なかなか覚えられなか
った人が︑今は小走り
に行動︑教えられた打
ち方でホールインワ

下連雀バス停前

ＴＥＬ
ＦＡＸ

三鷹市下連雀1︱9︱1 9

下さい
お電話
に
お気軽

ヒカリ電気

比べてみれば やっぱり
地元のでんきやさん 安 心

47 47

（8）

奈緒美
原
0422 43 6663

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

指導

大東文化大学講師

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

定休日
火曜、第三水曜日

0120 49 5745

ふたつの
プカシェル
14

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。

新鮮ネタを

書道教室
自慢のまぐろと

拓郎
松原
弁護士
背広，Ｙシャツ，制服，
コート

雨漏り
修理工事

PUKASHELL-N
0422-26-8184

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

特急即日仕上げ承ります！
！

建築リフォーム・
増改築工事

PUKASHELL 本店
0422-43-3450

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
（

（４６）
９３６４ 水曜定休
０４２２

寿量会館
じゅりょう

井の頭3－12－11

KS－５ビル306

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

ダイエークリーニング

版型 90mm×47mm

チップ 3 冊で
クリスマスケーキ
プレゼント！
12月19日まで予約受付け
お渡し日 12月24日・25日
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感謝状をいただきました

クリスマスセール

吾木香 2020 出稿データ

井の頭地区住民協議会は︑三鷹市市制施
行 周年にあたり︑永年の地域発展の功績
に対し︑河村孝三鷹市長より感謝状をいた
だきました︒
70

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事
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