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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）

新型コロナワクチン3回目接種

三鷹市井の頭2―32―30

倒しをしました。接種
を希望される方は、接
種券が届きましたら、
集団接種か個別接種の
いずれかの予約をお願
いします。

接種券の発送に会わせ
た日程になります。
◎予約方法 三鷹市ワ
クチン接種Ｗｅｂ予約
サイト 市コールセン
ター☎０５７０―
６―５６７（平日９時
～ 時）

◎持ち物 接種済証
予診票 本人確認証
（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカ
ード） ※個別接種で
も同じです。

★個別接種
◎会場 市内の医療機
関 １月 日 発 行 の
「広報みたか」や市の
ホームページで確認し
てください。
◎使用ワクチン ファ
イザー社・モデルナ社
（医療機関により異な
ります）
◎予約方法 各医療機
関で直接予約

※２月９日時点の情報
に基づいています。

シルバーとこどもまつり
中止のお知らせ

３月５日（土）に開催を予定していまし
たが、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため中止といたします。

（1）

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）
☎0422447321

https://www.inokashiracc.jp

３回目の接種では、
１・２回 目 と 異 な る ワ
クチンの交互接種が認
められています。安全
性が確保されているこ
と、抗体価が十分に上
昇することが報告され
ています。ファイザー
ワクチンの予約が取り
づらい場合は、モデル
ナワクチンを検討しま
しょう。
★集団接種
◎会場 元気創造プラ
ザ①軽体操室②サブア
リーナ
◎使用ワクチン ①フ
ァイザー社②モデルナ
社・ファイザー社
◎日時 ９時～ 時

１６

日
館
休

行
発

各部・委員会活動計
画案の審議
②令和４年度予算案
の審議
※新型コロナウイル
ス感染拡大により紙
面での回答方式に変
更になる場合があり
ます。

０
２

ホームページアドレス

１７

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
3月7・14・21・22・
28日
4月4・11・18・25・
29日

１７

井の頭地区住民協議会

接種間隔を一律6ヶ月に前倒ししました
三鷹市では、２回目
と３回目との接種間隔
を三鷹市に住民登録が
あり令和４年３月 日
時点で 歳以上の全年
代で、一律６ヶ月に前
３１

次の通り定期総会
を開催します。
◎ 日時
３月 日（日）
午後１時 分から
◎ 場所
新館 多目的室
◎ 議案審議
①令和４年度全体・
３０

井の頭地区住民協議会
定期総会のお知らせ

１8

２７
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2022年（令和 4 年）2 月24日

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―

第２回 皿回し教室 多世代交流委員会

憩をはさんで後半には
成功者が続出し、張り
詰めていた雰囲気も一
気に明るくなり、最後
に残った小学生もつい
に成功！参加者全員で
大喜びとなりました。
皿回しの道具購入希

望者もい
て、いつの
日か皿回し
が井の頭の
お家芸にな
るという希
望が持てま
した。
多世代
交流委員会
福井 善康

グラウンドゴルフ大会

体育部

Ｔ・Ｔ

ルフを楽しみな
がら体を動かし
ています。今後
も、ポジティブ
に頑張っていき
たいと思いま
す。

プレーしました。グラ
ウンドゴルフ経験者の
友達だったので、良い
刺激になり、僕自身も
良いプレーができまし

地 域 で の 活 動 は 大 事
牟礼５丁目 肝付ブルーノ兼人
僕は、住協体育部の
グラウンドゴルフ大会
のお手伝いに行きまし
た。２回目の参加で、
中学生の友達も一緒に



にも、優勝することが
できました。週に２～
３回、万全なコロナ感
染防止対策をして、地
域の方とグラウンドゴ

楽しくプレーできました
２丁目


月５日、快晴の空
の下、少々寒かったが
久し振りに第五小学校
の校庭でグラウンドゴ
ルフ大会が開催されま
した。
当日は、老若男女
人位の参加者で競技が
はじまり、楽しく過ご
すことができました。
私事ですが、グラウ
ンドゴルフを始めて１
年半くらいでラッキー
１２

た。
コースを作ったり、
重い物を運んだりする
手伝いを通して、地域
の大人の人たちと活動
する事は、大事な事だ
と感じました。

（2）

やった！全員回せた！

検温、アルコール消
毒、 換 気、 マ ス ク 着
用。感染対策を徹底。
それでも楽しい２時間
半でした。
参加者は今回が初め
ての方、第１回で回せ
なかったのでリベンジ
の方、付添いの予定が
そのまま参加しちゃっ
た方。そして家族や夫
婦、親子での参加。一

芸を身に付けるため真
剣な小学生からベテラ
ンさんまで、まさに多
世代の交流でした。な
かには翌月の余興で披
露するために背水の陣
の方もいました。
肌寒い天候でも会場
は熱気でいっぱい。基
本の説明を聞き、最初
は和気あいあいだった
参加者も、徐々に真剣
さが増し、
練習に没
頭。経験者
にコーチを
受け、お互
いにアドバ
イスをしあ
いながら、
少しずつ皿
が空中で回
り始めまし
た。
最初の成
功者は１時
間以内。休
３０
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６月に予定していた
「かがくあそび」でし
たが、ようやく 月
日と 月４日に開催で
きました。今回も坂口
美佳子先生の指導で楽
しい時間を過ごしまし
た。子どもの感想は、
月４日に行った実験
のものです。
１２

１１

２７

われ も こう

図書部
かがくあそび「電池をつくろう」

もも

きがおこせ
ました。
もっとい
ろいろなも
ので、ため
してみたい
です。

した。劇中の台詞はわ
かりにくいものでした
が、舞台上に字幕が映
し出され、また、有料
でのオーディオ解説に
より理解できました。
今回の作品は、江戸
時代の世情がよく
出ていました。陰
謀と格差がうごめ
く世界。悲恋物語
に、人々は運命の
はかなさを感じた
のでしょう。最終
場面での、駕籠屋
と船頭の掛け合い
は実にリズミカル
で生き生きとして
いました。
また、人の移動

坂口美佳子先生

が電動化しつつある現
代社会に対し、江戸時
代は人力の時代であっ
たと今更ながら、その
違いに驚きを感じまし
た。
４丁目 神谷 夏実

江戸時代の世情を考える

文楽鑑賞教室 図書部

そのことで、やって
みることは、たいじだ
なと思いました。
そのほかに、ジャガ
イモや、おすでもでん

いろいろためしてみたい
井の頭１丁目 立川


幸太

わたしは、さいしょ
にレモンで、でんきが
おこるのかなと思いま
した。でも、やってみ
るとほんとうになって
すごいなと思いまし
た。

体がぴりっとなってびっくり
深大寺１丁目 開本


今回の文楽鑑賞教室
は、 月６日国立劇場
で開催されました。演
しんぱん
題は人形浄瑠璃「新版
うたざいもん
歌祭文」の中の「野崎
村の段」でした。大阪
郊外の農村を舞台に、
小百姓の息子の婚約に
まつわる悲恋物語で
す。
文楽は、三人の人形
師が操る世界的にもユ
ニークな人形劇です。
太夫の語り、三味線の
音楽、そして、三人遣
いが操る人形、これら
三つの「三業」が基本
であることが、事前配
布の解説に非常にわか
りやすく書かれていま

（3）

１２

ぼくがいちばん楽し
かったことは、百人お

びえです。どうしてか
というと、皆で手をつ
ないで静電気を通した
からです。通った時、
体がぴりっとなってび
っくりして、電気には
こんな力があるんだな
とわかりました。
それから、レモンで
オルゴールをならすじ
っけんもしました。レ
モンで音楽がきけたの
でふしぎに思いまし
た。
帰りに図書室で先生
がおすすめの本を借り
てきました。次もまた
行きたいです。

１２
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 レモン電池でオルゴールをならそう

2022年（令和 4 年）2 月24日

コミコミ
コーナー

紙切り教室

多世代交流委員会
寄席に伝わる本格紙切りを指
導していただきます。
◆日時
３ 月１２日（土）
午後 １ 時３０分～ ３ 時
１部
紙切り実演 ３０分
２部
紙切り指導
１ 時間
◆場所 本館 和室
◆講師 林家 八楽さん
◆費用 無料
◆定員 先着２０人
◆持ち物 コピー用紙が切れる
ハサミ（使いやすい物）
◆申込み
２ 月２６日から本館事
務局に申込む。
※電話受付は ２ 月２７日から

上級救命講習

防災部

ＡＥＤ操作法、心肺蘇生法、
止血法などを学びます。
◆日時
３ 月２６日（土）
午前 ９ 時～午後 ５ 時
◆場所 本館 和室
◆講師
三鷹消防署 東京救急協会
◆費用 無料

われ も こう
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◆対象 三鷹市民
◆定員 先着１５人
◆持ち物
筆記用具 昼食 マスク着用
◆申込み
３ 月 １ 日～ ３ 月２０日
本館事務局に申込む。
※電話受付は ３ 月 ２ 日から
◎遅刻・早退した場合は、講習
修了とは認められません。
◎一定の技能を習得された方に
は、東京消防庁から認定証を交
付します。
◎昼食は各自でご用意ください。

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。

事務局からのお願い
牛乳パックやペットボトルの
回収を行っています。次の注意
事項を守って回収にご協力くだ
さい。
牛乳パックは、きれいに洗い、
注ぎ口がプラスチックの場合は、
プラスチック部分を切り取って
ください。裏が銀色のパックは、
回収していません。ペットボト
ルは、中をすすいで、キャップ
やラベルをはずし、潰して回収
ボックスに入れてください。
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家族の老いへの備え講座
地域で生活する高齢者自身や
その家族が、介護が必要になっ
た時にも住み慣れた家で過ごせ
るよう、あらかじめ考えを整理
しておくことにより、本人や家
族が主体的に老いに向き合って
いくことをめざします。
★日時
３ 月 ２ 日（水）
午後 ２ 時～ ３ 時３０分
★場所 新館 視聴覚室
★講師 川名 典子先生
（杏林大学客員教授）
★対象 主に井の頭地区にお住
まいで、テーマに関心のある高
齢者またはその家族
★定員 会場２０人 オンライン
（Zoom）３０人
★内容 「親の将来のことが気
になっているけれど、なかなか
家族で話し合えない」という方
に向けて、まず話し合う一歩の
踏み出し方をお話しいただき考
える講座です。
★申込み
２ 月２５日までに井の
頭地域包括支援センターへ電話
で申込む。☎０４２２―４４―７４００
※定員を上回った場合は抽選と
なります。
※会場での参加者は、マスク着
用でお願いします。体調が優れ
ない場合は、参加をご遠慮くだ
さい。
★主催
井の頭地域包括支援センター

西村
紀海男

表を待っている間、肉
まん・あんまんの差し
入れがあり美味しかっ
たです。ありがとうご
ざいました。
寒い中でも元気にグ
ラウンドゴルフを楽し
んでいる愛好会のみな
さん、令和４年も健康
で楽しくグラウンドゴ
ルフをやっていきまし
ょう。

２丁目

（4）

井の頭グラウンド
ゴ ル フ 愛 好 会

２４

えっ！私が優勝？驚きです

令和３年も残り数日
となった
月
日
（金）に、井の頭コミ
ュニティ・センター広
場で、午前９時から第
２回大会が５班に分か
れて開催されました。
１Ｒ（ラウンド）が
終わって休憩に入り
（その時は上位ではあ
りませんでした）２Ｒ
で少し成績が良かった
ので上位に入るかなと
思っていましたが、ま
さか私が優勝するとは
驚くばかりでした。い
つもの常連さんが少し
手加減をしてくれ老人
に同情してくれたので
し ょ う。 ふ だ ん Ｂ Ｂ
（ブービー）以下の私
が、優勝するなんて誰
もが思っていなかった
で し ょ う。（ 妻 も 驚 い
ていました）
本館会議室で成績発
１２

1月

姿が見えてきました

●実施期間︵予定︶
2022年 月〜2023年9月
●今後のスケジュール︵予定︶
2022年3月〜9月 関係機関等との調整・各種許認可申請等
2022年 月
社会実験運行の開始

10

日に行われたコミュニティバスの

いて検討を進めるとと
もに︑予算的な面での
継続の可否などについ
ても検討を進めてい
く︒
▼社会実験後はどのよ
うになるのか︒
▽予算的な面で運行し
ていけることが分かれ
ば︑本運行として運行
を開始する︒
▼社会実験中でも運行
ルートを変更するこ
ともあるのか︒
▽社会実験の途中でも
利用者アンケートや乗
るのは︑道路幅員等の
関係で︑警察からの許
可を取るのが︑非常に
大変である︒井の頭コ
ミュニティセンターや
地区公会堂までの運行
については︑市として
もできれば運行したい
と考えているが︑道路
幅員が狭く︑警察の許
可を取るのが︑非常に
ハードルが高い︒その
ため︑現在のルート案
は︑住宅街の中でも可
能な限り道路幅員が広
い道路を選定してい
る︒井の頭コミュニテ
ィセンターや地区公会
堂までの運行について
は︑今後︑引き続き︑
警察と協議を行ってい
く︒
▼三鷹台児童公園は公

社会実験運行に関する説明会での質疑応答

▼社会実験運行の目標
を明確にしたほうが
よい︒
▽現在の三鷹台・飛行
場ルートの乗降者数が
ある程度の目標になる
かと考えているが︑現
在のところ社会実験運
行についての明確な数
値的目標は設定してい
ない︒
今後︑活性化協議会の
中においても︑学識経
験者の意見なども十分
に取り入れながら検証
内容や目標値などにつ
降者数調査などの結果
により︑運行内容等を
変更する可能性はある
と考えている︒
▼ポンチョでの運行ル
ートについては︑三
鷹台地区からは︑野
村病院に行く人もそ
れなりにいるので︑
野村病院の近くまで
運行できるか検討し
てほしい︒
▽今後の検討課題とす
る︒
▼高齢者の移動手段確
保を目的としている
ならば︑高齢者の活
動拠点となっている
井の頭コミュニティ
センターや地区公会
堂への発着を検討し
てほしい︒
▽住宅街の中を運行す

ます︒
井の頭地域で走らせ
る車両に合わせた運行
時間やルートなど︑社
会実験期間において︑
乗降者数調査や利用者
アンケートなどを実施
して︑必要に応じ社会
実験ルートなどに反映
させていきます︒

◎社会実験とは
●2022年 月から
社会実験開始︑決定し
た小型バスなどを皆さ
んが利用できるように
なります︒
新しい制度や施策な
ど導入する際に場所と
期間を限定して地域の
人たちと共に試行し︑
問題を整理して本格的
に導入することになり

園の入り口部分が広
いので︑入口の柵を
取り外す等すれば︑
十分に折り返すこと
が可能ではないか︒
▽三鷹台児童公園付近
までの運行は︑引き続
き検討を進めるが︑住
宅街を乗合のバスが運
行するには︑警察の許
可が必要で︑かなりの
安全対策が求められ︑
簡単には運行できるも
のではない︒導入の段
階で︑色々と課題を増
やしてしまうと︑運行
そのものができない可
能性も非常に高くな
る︒今は︑警察と協議
を進め︑社会実験運行
を実現させ︑しっかり
と安全の確認と運行実
績を作ってから︑その
他の運行ルートについ
て検討を進めていきた
いと思っている︒
▼井の頭コミュニティ
センターまでの道路
が狭くてすれ違いが
できないということ
であれば︑一方通行
化すれば︑運行の可
能性もでてくるので
はないか︒コミセン
前の道路は︑道路が
狭く︑バスが通れな
いからということで
なく︑住民要望とし
て︑一方通行化の要
望が多い︒一方通行
化するには︑どのよ
うな手順が必要なの
か︒

車両
︵乗
Nao8j
車定員8名 全長
4．9ｍ
車幅1．5ｍ 全
高2．3ｍ 最高
速度 ㎞︶

▽交通規制を変更する
には︑原則︑そこに住
む住民全員の同意が必
要となる︒市内で交通
規制を変更した例とし
て︑第一小学校南の道
路があるが︑そこは︑
地域の町会が中心とな
り︑住民同意を得て︑
警察に要望したもので
ある︒
▼今後︑井の頭地区住
民協議会を中心とし
て︑井の頭コミュニ
ティセンター前の道
路の一方通行化に向
け︑検討したいと考
えている︒
▼明星学園折り返し場
から三鷹市役所まで
の運行を行ってほし
い︒
▽ご意見として︑お受
けする︒

19

三鷹台地区における

12

コミュニティバス社会実験の

11

三鷹市のコミュニティバスは1998年の北野ルート開設に始ま
り現在市内6ルートで運行していますが︑三鷹市全体のコミュニテ
ィバスの見直しの検討が行われ︑昨年8月に専門部会での検討や地
域住民の意見︑パブリックコメントなどを反映した﹁三鷹市コミュ
ニ テ ィ バ ス 将 来 的 な あ り 方 方 針 ﹂ が 策 定 さ れ ま し た︿ 吾 木 香
2021年 月発行321号参照﹀︒ 月にはこの方針に基づいて
﹁三鷹台・大沢地区の社会実験﹂の実施・運行計画の検討﹂が行わ
れ 月に井の頭・牟礼地区の住民協議会︑町会︑商店会︑一般住民
に﹁三鷹台地区におけるコミュニティバスの社会実験﹂の説明会が
行 わ れ ま し た︒ 月 に は 説 明 会 で 出 さ れ た 意 見 や 要 望 を 踏 ま え て
﹁コミュニティバスの社会実験﹂の骨格が決定︒今年1月 日に第
2回目の﹁社会実験運行について﹂の説明会が行われました︒
10

10

10

13

（5）
（6）

13

10

三鷹台駅―明星学園ルート（仮称）車両イメージ
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新型コロナワクチン
3回目接種は
接種間隔を6ヶ月に
種でしたが︑ファイザ
ーからモデルナへの交
互接種が抗体値は高い
との報道もあります︒
副反応は︑個人差があ
りますが︑2日から3
日で治まるケースが多
いようです︒

3回目の接種を希望
の方は︑接種券が届い
たら集団接種は︑三鷹
市ワクチン接種Ｗｅｂ
予 約 サ イ ト や
☎0570︱026︱
567から予約してく
ださい︒未接種の方の
相談もできます︒個別
接種は︑各医療機関で
直接予約をしてくださ
い︒また︑大手町の自
衛隊大規模接種センタ
ー も 再 開 し ま し た︒

☎0120︱097︱
051かＬＩＮＥ・Ｗ
ｅｂで予約可能です︒
東京都でも︑都庁・お
茶の水・丸の内などで
大規模接種会場を設け
ています︒☎0570
︱034︱899で確
認してください︒
罹患してしまった方
のお話しでは︑保健所
への連絡も難しく︑宿
泊療養を希望しても
﹁都に聞いてほしい﹂
と言われ︑2週間ほど
自宅療養となりまし
た︒軽症でもダメージ
は大きいようです︒
終息が見えないコロ
ナ禍の中︑もう一息を
信じて感染対策︑ワク
チン接種を勧めていけ
ればと思います︒
5丁目 福井 善康
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

比べてみれば やっぱり
地元のでんきやさん 安 心

親切 丁寧

ヒカリ電気
下さい
お電話
に
お気軽

TEL（0422）43ー0439

三鷹市井の頭4ー9ー

FAX（0422）42ー0876

（7）
（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

拓郎
松原
弁護士
背広，Ｙシャツ，制服，
コート

書道教室
自慢のまぐろと

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

雨漏り
修理工事

PUKASHELL-N
0422-26-8184

コロナワクチンを2
回目接種後6ヶ月経過
した方は︑3回目の接
種が可能です︒三鷹市
では︑元気創造プラザ
︵集団接種︶と市内の
医療機関︵個別接種︶
で接種ができます︒す
でに接種は始まってい
ます︒接種券は2回目
接種日順に送付されて
います︒
私は︑昨年6月末に
モデルナの2回目を接
種し︑今回は交互接種
で︑ファイザーを市内
の医院で接種しまし
た︒2日間接種箇所の
軽い痛みがありました
が︑発熱も倦怠感も無
く効いているのか心配
になるほどでした︒気
休めかも知れませんが
理学療法士のアドバイ
スで接種前後に500
㎖ずつ水を飲みまし
た︒
私は︑モデルナから
ファイザーへの交互接

65

ンダント式ボタンもあ
ります︒
また︑生活リズムセ
ンサーを設置し︑ 時
間動きが感知されなけ
れば自動的に受信セン
ターに通報されます︒
◎対象 井の頭在住で
次にあてはまる方
①ひとり暮らしで 歳
以上の方
②世帯全員が 歳以上
の方
③日中 歳以上の方だ
けで暮らしている方
④同居家族に疾病等が
あり︑緊急時の対応が
難しいと思われる方
◎料金 1世帯あたり
月額1440円
※ただし︑緊急通報装
置の利用には左記以外
にも条件があります︒
まずは井の頭地域福祉
支 援 セ ン タ ー
☎0422︱24︱7
335︵火〜金
時
〜 時 分︶までお問
合せください︒
16

トイレ便器
洗面台・蛇口
交換工事

!!

井の頭地域包括支援センター・
井の頭地域福祉支援センターへ
なんでもご相談ください
また︑井の頭地域に
は︑井の頭コミュニテ
ィ セ ン タ ー 新 館1階
に︑井の頭地域福祉支
援センターがありま
す︒こちらのセンター
でも︑介護保険のこと
や日常生活の困りご
と︑知りたいサービス
や地域の情報など気軽
にご相談ください︒ご
希望により自宅へ訪問
します︒井の頭地域福
祉支援センターでは︑
在宅生活の中で︑急な
発作や病気などの﹁い
ざ﹂という時のため
に︑ 時間365日対
応の緊急通報サービス
をご案内しています︒
★緊急通報
サービスとは・・・・
急な発作や病気など
の時にボタンを押すと
受信センターに通報さ
れ︑必要に応じて現場
出動員が自宅に急行
し︑医療機関や緊急連
絡先につなぎます︒ペ
65

30

井の頭法律事務所

ダイエークリーニング

吾木香 2020 出稿データ

井の頭地域包括支援
セ ン タ ー で は︑﹁ 住 み
慣れた地域でいつまで
も自分らしく安心して
過ごせるよう﹂地域の
高齢者の皆様の支援を
行っています︒ご自身
のこと︑ご家族のこと︑
ご近所の方のことなど
心配なことがありまし
たら気軽にご相談くだ
さい︒
介護予防サービスや
要介護認定の申請︑福
祉や医療について︑ご
近所の高齢者の気にな
る情報もお寄せくださ
い︒情報をいただいた
方の秘密は厳守し︑必
要な支援につなげてい
きます︒訪問販売の被
害や︑虐待にあってい
る人がいるなどの相談
も行います︒
◎問合せ 井の頭地域
包括支援センター
☎ 0422︱ 44︱
7400︵月〜土 9
時〜 時︶
17
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