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★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

●特殊詐欺にご注意ください　市内で特に還付金詐欺が急増しています。怪しいと思ったら、すぐ110番か調布警察署（☎488－0110）へ通報してください。
　令和３年調布市内の特殊詐欺被害状況（６月末時点、暫定値）　被害件数／29件（前年同時期比８件増）　被害金額／約4940万円（前年同時期比約2496万円増）
� （総合防災安全課）

■ ほっとサロンしぇいくはんず
◎みんなで語ろう　シングルマザーズルーム
　子育て、仕事、生き方など、シングルマザー同士で
語り合いませんか。同じシングルマザーのファシリテ
ーターが進行します。
■日10月16日㈯午後２時～４時　
■所市民プラザあくろす３階会議室２
■対ひとり親になることを考えている方、シングルマザ
ーなど　■定申し込み順６人　■費無料
■保１歳～就学前（■申９月22日㈬～29日㈬）
■他詳細は男女共同参画推進センター■HP参照
■申■問９月22日㈬午前９時から、電話またはＥメールで
男女共同参画推進センター☎443－1213・
■Ｅdanjyo@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
� （男女共同参画推進課）

■ 秋の親子交通安全教室
◎りすちゃん火曜日コース（全６回）
■程①10月26日②11月２日③９日④16日⑤30日⑥12月７
日　■時午後３時～４時　■対市内在住・在園の幼稚園年
少組に該当する年齢の幼児
◎うさちゃん（全８回）
■程Ⓐ木曜日コース／①10月21日②28日③11月４日④11
日⑤18日⑥25日⑦12月２日⑧９日
Ⓑ金曜日コース／①10月22日②29日③11月５日④12日
⑤19日⑥26日⑦12月３日⑧10日
ⒶⒷ共に
■時午後３時～４時　■対市内在住・在園の幼稚園年中・
年長組に該当する年齢の幼児
◎小学生水曜日コース（全８回）
■程①10月20日②27日③11月10日④17日⑤24日⑥12月１
日⑦８日⑧15日　
■時午後３時20分～４時20分
■対市内在住・在学の小学１～３年生

各コース共に
■定６組（多数抽選）　■費無料　
■持ヘルメット
■他車での来場不可
■所■申往復はがきに希望コース名、郵便番号、住所、子
どもの氏名（ふりがな）、生年月日、幼稚園（保育園）
名または小学校名、学年、保護者の氏名、電話番号を
明記し、９月30日㈭（必着）までに〒182－0017深大
寺元町１－30－１調布市子ども交通教室☎487－5055
へ（月曜日、祝日を除く）　
■問交通対策課☎481－7454

■ 子ども交通教室　鬼太郎バス一般公開と交通安全DVD上映会
　親子で交通ルールを学びましょう。
■程12月までの毎月第１日曜日
■内・■時鬼太郎バス一般開放・午後１時30分～２時30分、
交通安全DVD上映会・２時～３時30分
■所調布市子ども交通教室（深大寺元町１－30－１）　
■定室内12人、バス６人　■費無料
■申当日直接会場へ　
■他車での来場不可。混雑時は入
場制限あり
■問交通対策課☎481－7454
　子ども交通教室☎487－5055

●ファミリー・サポート・センター事業説明会
　子育てのお手伝いをしてほしい方（依頼会員）と協
力できる方（協力会員）を結ぶ事業です。
■日10月19日㈫午前10時～11時　
■定申し込み順15人　
■持筆記用具、当日登録する場合は会員登録する方の写
真（縦３cm×横2.5cm）２枚　
■申電話または直接すこやかへ

■ 高齢者インフルエンザ予防接種
　季節性インフルエンザの予防接種を１年に１回に限
り助成します。
■期令和４年１月31日㈪まで　■所調布市・狛江市・三鷹
市・府中市・世田谷区の指定医療機関（市内指定医療
機関は市■HP参照。市外の指定医療機関は各自治体に要
問い合わせ）　■対次の①②いずれかに該当する方①予
防接種を受ける日に65歳以上②予防接種を受ける日に
60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能障
害やヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害があ
り１級の身体障害者手帳を所持しているか、同等の状
態にある　■費2500円※生活保護受給者、中国残留邦人
等支援給付受給者は、受給証明書を医療機関に要提出
すると無料　■持健康保険証や運転免許証など年齢を確
認できるもの※世田谷区で接種を受ける場合は、調布
市予診票も　■申指定医療機関へ　
■問健康推進課☎441－6100

■ 高齢者人感センサー安否通報システム
　ひとり暮らしの高齢者が、自宅で自ら救急要請など
できない状況で意識を失うなどの異常事態が生じた場
合に、早めの発見に繋げることができます。
■対市の緊急通報システムを利用している65歳以上の方
■内自宅の室内に人の動きを感知するセンサーを設置し、
12時間以上室内で人の動きが感知されず、生存の反応
が取れない場合を異常事態として検知し、電話や訪問
して安否確認　
■費無料（電気・電話料金は利用者負担）
■申各地域包括支援センター　
■問高齢者支援室☎481－7150

■ 介護職場体験者を募集
　実際に介護施設や事業所で現場を体験することで、
介護サービスや業務内容の理解を深めると共に、自分
の適性や職場の雰囲気を体感できます。ミスマッチを
防止し、福祉・介護職場への定着を図ることを目的に、
介護職場の体験（最大３日間）を希望する方を募集し
ています。
■他詳細・申込方法は、東京都福祉人材センター■HP参照
【受入施設・事業所（市内）】
·ときわぎ国領（特養）
·認知症デイサービスぷちぽあん（認知デイ）
·国領高齢者在宅サービスセンター（デイ）
■問東京都福祉人材センター☎03－5211－2910

（高齢者支援室）

■ 新規シルバーパスの発行
　都営交通、都内民営バスなどが利用できます。
■対満70歳以上の都民（寝たきりの方を除く）
■費①住民税が課税の方／２万510円②住民税が非課税
の方または、課税であるが、前年度の合計所得金額が
135万円以下の方／1000円※不動産売却による特別控
除額（２年度分）を控除し合計所得金額を算定
■持①本人確認書類（保険証など）②本人確認書類と所
得確認書類（令和３年度介護保険料納入（決定）通知
書、令和３年度住民税（非）課税証明書、生活保護受
給証明書（「生活扶助」記載のもの）のいずれか１点）
■申10月１日㈮以降で満70歳になる月の初日からバスの
営業所で申し込み　
■問（一社）東京バス協会（シルバーパス専用）☎03－
5308－6950（土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後
５時）� （高齢者支援室）

■子ども家庭支援センターすこやか　　〒182－0022��国領町３－１－38�ココスクエア２階
　☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり

　願書の受付方法など詳細は各園へ直接お問い合わせください。なお、日曜日・祝日は休
園です。� ■問保育課☎481－7132～34・7758

令和４年度私立幼稚園などの園児募集

園名電話番号 所在地 募集人数 入園要項・願書配付日時満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
晃華学園マリアの園
☎485－0040 佐須町５－28－１ － 約50 約10 － 10月15日㈮～29日㈮午前９時～午後４時（土曜

日を除く）　■費無料
駿河台大学第一
☎487－4111

国領町３－８－15
くすのきアパート２号棟 － 70 若干名 － 10月15日㈮～29日㈮午前10時～午後４時（土曜

日・25日㈪を除く）　■費300円

仙川かおる
☎03－3309－3930 仙川町１－25 － 60 若干名 若干名

10月15日㈮～29日㈮午前９時～午後４時（土曜
日を除く）※15日㈮午後１時からの幼稚園説明
会時にも配付　■費無料

染地
☎483－9356

染地３－１－152
多摩川住宅ホ号棟内 － 60 10 若干名 10月15日㈮～28日㈭午前10時～午後４時（土曜

日を除く）　■費無料

調布白菊
☎03－3309－6111

東つつじケ丘
２－12－１ 70 50 10 －

【一般】10月19日㈫から午前８時30分～午後４
時（土曜日を除く）【在園児・卒園児弟妹関係】
10月18日㈪午前10時～11時※配付部数制限あり
■費500円

調布星美
☎482－3535

深大寺元町
３－21－10 － 80 若干名 若干名 10月15日㈮～27日㈬午前８時30分～午後４時

（土曜日を除く）　■費無料

調布たちばな
☎03－3307－0115

東つつじケ丘
３－３－１ － 76 10 若干名

10月18日㈪～29日㈮午前10時～午後４時（土曜
日を除く）※10月15日㈮は午後の入園説明会時
に配付　■費無料

調布多摩川
☎483－4666

染地３－１－29
多摩川住宅ハ号棟内 － 60 － 若干名 10月15日㈮～29日㈮午前９時30分～午後４時

（土曜日を除く）　■費無料
調布るんびに
☎03－3300－5909

西つつじケ丘
２－12－３ － － － － 園児募集はありません

調布若竹
☎483－1735 国領町６－28－８ － 50 10 ５ 10月15日㈮～28日㈭午前10時～午後４時（土曜

日を除く）※配付部数制限あり　■費無料
つつじがおか
☎482－1779

西つつじケ丘
４－23 － 50 若干名 若干名 10月15日㈮～28日㈭午前９時～午後４時（土曜

日を除く）　■費無料
桐朋
☎03－3300－2111 若葉町１－41－１ － 26 － － ９月30日㈭までの午前９時～午後４時（土曜日

は正午まで）　■費無料
保恵学園
☎480－2937 富士見町３－１ － 69 若干名 若干名 10月15日㈮～28日㈭午前10時～午後４時（土曜

日を除く）　■費無料
マルガリタ
☎482－8056 下石原３－55－２ 20 60 － － 10月15日㈮～27日㈬午前８時45分～午後４時

（土曜日を除く）　■費無料
仙川教会子どもの家
（幼稚園類似施設）
☎03－3300－8159

若葉町2－27 － 約10
～15 若干名 － ９月22日㈬～10月12日㈫午前９時～午後４時

（土曜日を除く）　■費無料


