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すぎなみ地域大学は

　地域活動を進めようとし
てもスペースがないと嘆く
声を聞くことがあります。
区内には区の施設として地
域区民センターやゆうゆう館
などがありますが、どうもそれだけ
では済まないようです。グループの事務局として好きな
時に使いたい、サークル活動で使う道具を置きたい、活
動の成果を発表する企画展を開きたいなど、その要望は
現在ある区の施設の使い勝手にはなじまないようです。
例えば、今3万5千戸余りあるといわれる空き家や空き
室。杉並区では空家等対策計画が策定され、家主と地
域での利活用を進めたい方々とのマッチングをサポート
する方向で検討が始まっています。今後はそうした制度
も、すぎなみ地域大学を修了して自分たちで地域活動を
進めるときの参考にしてほしいと思います。

　地域活動に必要な知識・技術を学び、仲間を拡げ、
区民の皆様が地域社会に貢献する人材、協働の担い手
として活躍するための仕組みとして、2006年4月に開校し、
これまでに15,000人を超える方が学びました。
　講座修了後は、多くの方がNPO法人などの団体に加
入したり、仲間で団体を立ち上げたり（24団体）、区の
ボランティアに登録するなど、学んだ知識を活かして様々
な分野の地域活動に参加しています。

学ぶ楽しさと
まちに貢献する喜びを
皆様にご提供します。

すぎなみ地域大学基本理念
1区民の社会貢献意欲を喚起し、自らの学びの成果を地域社会の中で活かす「協働の担い手」を育てる

2地域貢献活動を担うＮＰＯ団体等を人材面から支援し、相互に連携・協力して「協働の輪」を拡げる

3地域の課題解決に向け、区民が知恵と力を出し合い取り組む「協働社会の基盤」をつくる
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学長のえっ！SAY



無料講演会！講演会！

【講師】魚住りえ 氏（フリーアナウンサー）　元日本テレビアナウンサー。2004年にフリーに転身し、テレビ東京系列「ソロモン流」のナレー
ターなど、テレビ・ラジオを問わず幅広く活躍している。また、これまでのアナウンスメント技術を活かし、「魚住式スピーチメソッド」を
立ち上げ、ボイスデザイナー・スピーチデザイナーとして話し方を磨くための指導を行っている。著書「たった1日で声まで良くなる話し方
の教科書」（東洋経済新報社）と「たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書」（同社）は、累計21万部を突破。

※講演会では、聴覚障害の方への手話通訳等の対応が可能です。申し込み時にご連絡・お問い合わせください。
※未就学のお子さんを連れてご参加を希望の方、託児をご希望の方は、必ずその旨を申し込み時にご連絡下さい。

【会場】セシオン杉並　ホール（梅里1ｰ22ｰ32）　【定員】500名（先着順・定員に達するまで受付）　【申し込み】電話・メール・FAXで①名前 ②フリガナ ③電話番
号を明記の上、下記（地域課すぎなみ地域大学担当）まで。　※電話申込みは平日の午前８時３０分～午後５時１５分（4/27~5/6はメール・FAXのみにて受付）

℡：03-3312-2381 ℻：03-3312-2387 ：tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp

５月 日㈯ 午前 時 分～正午（開場：午前 時）

「つながりの発見、それを育てる。」「つながりの発見、それを育てる。」５月 日㈯ 午前 時～午後３時 分
【会場】セシオン杉並（全館使用）　★申込不要、どなたでもご参加いただけます。

「 なが 発見 を育 」５月 日㈯ 午前 時 午後３時 分
同日開催：すぎなみはじめの一歩まつり 大人塾まつり 2019

■問い合わせ　《杉並区立社会教育センター》  ℡：03-3317-6621  ℻：03-3317-6620　E-mail：Shakyo-c@city.suginami.lg.jp
受付時間：TEL ／平日　午前 8時30 分～午後5時15分　  FAX・E‒mail ／24 時間

魚住
りえ

「声と話し方&聞く力を磨いて、　　　
コミュニケーションスキルアップ！」

─ 新年度スタートアップ！講演会 ─
すぎなみ地域大学＆すぎなみ大人塾共同開催

の

『印象はまず声で決まる』と言われています。
そこで今回は「良い声の出る呼吸法」、「ボイスト
レーニング法」や「お顔の表情筋のエクササイズ」も
取り入れ、お客様参加型の楽しい時間に致します。
後半には、「今、何故聞く力が必要なのか」というお
話や、直ぐに実践できる「相手に好かれる話の聞き
方のコツ」を、ポイントを絞ってお伝えします。
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まちに飛び出せ！コミュニケーション講座「話す」 地域活動基礎コース

　日々のコミュニケーションに自信をもち、自分にできることをやってみようと一歩踏み出すきっかけになる、いろいろな「話し方」を学ぶ
講座です。すぎなみ地域大学学長（元NHKアナウンス室長）が、初めて会う人への自己紹介、客観的、効果的に説明する方法、聴き手を
惹きつけるために必要なことなど、場面に合った話し方を、わかりやすくお伝えします。

■日 時…… ＜全3回＞火曜日　6月11日、18日、25日　午後6時30分～ 9時
■講 座 内 容…… 「話す」をテーマに座学だけでなく、実践をしながら学びます。
■会 場…… 杉並区役所分庁舎（成田東4-36-13）
■対 象 者…… 区内在住・在勤・在学の方
■定 員……15名
■受 講 料……無料
■募 集 締 切…… 5月21日（火）　※受講の可否は5月28日（火）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……地域課（すぎなみ地域大学担当）

■日時、講座内容、会場…<全4回>火曜日　午後7時～9時

■対 象 者……区内在住・在勤・在学の方
■定 員……20名
■受 講 料……無料
■募 集 締 切…… 6月18日（火）　※受講の可否は6月25日（火）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……地域課（すぎなみ地域大学担当）

まちとつながる！ まちあわせカフェ 地域活動基礎コース

　「まちあわせカフェ」は、まちと関わりをもってみたいけど何をしていいかわからないという方を対象に、まちとのつながりをやさしくつくっ
ていくワークショップを取り入れた講座です。講座を通して、3つの「まちあわせ」をご提供します。
　①杉並のまちをもっと知る「まち」との"まちあわせ"　②一緒に学ぶ受講生同士が仲間になったり、まちで活躍するゲストの話を聞いた
りする「まちのひと」との"まちあわせ"　③自分のやりたいこと・新たな一面に気付く「新しい自分」との"まちあわせ"。
　これらの"まちあわせ"を通して、まちで活動を始める自分の姿を自由に描いていきます。昨年度も、ここから多くのつながりや次の一歩
が生まれました。まちあわせカフェの参加を通して、まちでの一歩、一緒に踏み出してみませんか？

第1回 ７月９日
【オリエンテーション】
杉並のまちを知る／自分についてとことん知る（自分の興味関心や、自分にできる
こと、得意なことなど）

区役所分庁舎
（阿佐ヶ谷）

第2回 ７月 日
【全国で活躍するゲストによるトークセッション】
全国で多様な活動をしているゲストを招き、活動に関することから気持ちや考えの
変化など様々なお話を聞くことで、活動を始める自分の姿を膨らませる。

まちナカ・コミュニティ
西荻みなみ（西荻窪）

第3回 ７月 日

【杉並で活躍するゲストによるトークセッション】
杉並区で多様な活動をしているゲスト2名を招き、活動に関することから気持ちや
考えの変化など様々なお話を聞くことで、活動を始める自分の姿を膨らませる。
ゲスト：①山田 重子 氏（妙法寺門前通り商店街イベント担当実行委員／千日紅同好
会代表）②大嶋 正人 氏（区立方南小学校学校運営協議会委員／学校支援本部長）

方南カルチャー
（方南町）

第4回 ７月 日
【リフレクション】
これまでの講座を振り返りながら、改めて、今後自分が取り組んでいきたいこと・でき
ることを考え、発表する。

ヒトツナ
（高円寺）
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※各会場の地図は9ページ、インターネットでのお申し込みは10ページを参照してください。

食育推進ボランティア講座 地域活動実践コース

■日時、講座内容、講師…<全6回>水曜日　午後2時～4時30分

■会 場……杉並保健所　地下1階　講堂（荻窪5-20-1）
■対 象 者…… 区内在住の方
■定 員……30名
■受 講 料……3,000円
■募 集 締 切……5月22日（水）　※受講の可否は5月29日（水）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……杉並保健所　健康推進課　※活動には、交通費程度の謝礼がでます。

　食育推進ボランティアとして活動するために必要な知識と技術を学ぶ講座です。ご自身やご家族の健康にも役立つ食育の基礎知識をはじ
め、健康的な食環境づくりの必要性や具体的な取り組み等を学びます。
★講座修了後は杉並区食育推進ボランティアとして、月に1回行う定例会で活動内容を決定し活動しています。昨年度は外部講師を招いて
の講習会、レシピの考案、調理実習の実施等を行いました。また、ヘルシーメニュー推奨店や生鮮食品店への健康情報の配布など、食環
境整備を推進する活動や、食育イベントへの従事など、区民の食育推進にご協力をいただいています。

第1回 ６月 日 オリエンテーション／杉並区の食育～健康的な食環境づくり 杉並保健所　管理栄養士

第2回 ６月 日 健全な身体をつくる栄養素と食べ方 未定

第3回 ６月 日 生活習慣病予防の食生活と実現を可能にする食環境づくり 女子栄養大学　准教授　林 芙美 氏

第4回 ７月３日 第3次食育推進計画から地域の食育推進を考える 東京農業大学　教授　川野 因 氏

第5回 ７月 日 健康食品の効果は…？～食情報の正しい選択 群馬大学　名誉教授　高橋 久仁子 氏

第6回 ７月 日 食育推進活動について 杉並保健所　管理栄養士

食育推進ボランティアとJA東京杉並中野地区女性部が作る！ レシピ集「野菜のレシピ」の作成
・ 健康の維持増進に欠かせない野菜の摂取拡大に向けて、毎年、春夏・秋冬に旬の野菜を使った
野菜料理の考案・試食を行っています。★ 杉並保健所で配布中！

ヘルシーメニュー店への健康情報の配布
・ 健康情報ポスターをお店に配布します。
★ヘルシーメニュー店への食育普及活動もしています。

食育推進ボランティアの活動の一部をご紹介！

※ その他にも、食育イベントでのボランティアや、青果店への
ポスターの配布など、区内で活躍しています。
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アートサポーター講座 地域活動実践コース

　アートサポーターとは、杉並の文化芸術活動をより豊かでより身近なものにしていくために、区の2つの事業「すぎなみ戦略的アートプ
ロジェクト」と「杉並区文化芸術活動助成金事業」において活動していくための区認定のサポーターです。
　「すぎなみ戦略的アートプロジェクト」では、阿佐谷七夕まつりなどの際に独自のアートイベントを開催したり、杉並のまちを散歩しながら
アートギャラリー巡りが楽しめるイベントなどを企画・実施しており、アートサポーターとしてこれらのイベント等で活躍していただきます。
また、教育現場等でのアートワークショップのサポート活動も期待されています。
　「杉並区文化芸術活動助成金事業」では、区が助成している民間の文化芸術活動やアートイベントを鑑賞し、実際に評価し、レポートを
区に提出します。
　本講座は、アート関係者による講演、実践的なワークショップ、また、実際に杉並の文化芸術活動や文化イベントの見学などを通して、アー
トサポーターとして活動していくために必要な知識や心構えを、身につけていくための講座です。

すぎなみ戦略的アートプロジェクト… 杉並の地域特性を活かしながら、地域の
アーティストやアートファンたちが連携し、区民のみなさんにアートをより身近に感じて
いただき、楽しみや喜びを共有できることを目指した取り組みです。詳しくはHPをご
覧ください。

杉並区文化芸術活動助成金事業… 区民また
は区内に活動拠点を持つ団体等が行う文化・
芸術活動に対し、事業に関わる経費の一部を
区が助成しています。

■日時、講座内容、講師…<全5回>

■会 場……杉並区役所分庁舎（成田東4-36-13）
■対 象 者…… 区内在住・在勤・在学の方
■定 員……20名
■受 講 料……2,000円
■募 集 締 切……5月6日（月）　※受講の可否は5月10日（金）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……文化・交流課

H30年度助成事業「シニア・パラダイス・ウィンド・
アンサンブル第7回定期演奏会」

HPは上のQRコードから読み取り、または
「すぎなみ戦略的アートプロジェクト」で
インターネット検索してご覧ください。

第1回 ５月 日（日） 午前 時半～正午 【公開講座】「地域イベントの役割と楽しみ方」
ガイダンス ※詳細はP8参照 劇作家・演出家　佐藤 信 氏

第 2回 ５月 日（水） 午後７時～９時 グループ討議「あなた流アートの楽しみ方」他 NPO法人TFF、サポーター

第3回 任意の日程
（2～ 3時間程度）

グループ実習
※杉並区内で開催される文化事業やイベント等
を実際に見学し、レポートを作成します。

NPO法人TFF、サポーター

第 4回 ６月 日（水） 午後７時～９時 イベントワークショップ模擬体験 NPO法人TFF、サポーター

第5回 ６月 日（水） 午後７時～９時 実習の発表・まとめ
今後の活動について

前トロールの森実行委員会事務局代表
野田 栄一 氏
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※各会場の地図は9ページ、インターネットでのお申し込みは10ページを参照してください。

区民ライター講座 地域活動実践コース

杉並区公式情報サイト「すぎなみ学倶楽部」… 杉並区が
設置・運営し、区民の皆様の参加と協力のもと、「杉並の魅
力」を発信しているウェブサイトです。
杉並のまちの個性や文化を知ること
によって、杉並を好きになり、杉並を
大事にしていこう・住んでみたい・住
み続けたい、という人を増やしていく
ことを目的としています。

なみすけの公式ブログ「てくてく×なみすけ」… すぎなみアニメキャ
ラクター「なみすけ」が杉並のあちこちを“てくてく”探検します。何
気ない公園から、魅力的なお店、まちの人た
ちとの出会いな
どを紹介してい
ます。ちょっとお
散歩したくなるブ
ログです。

■日時、講座内容、講師、会場　＜全7回＞　午前9時30分～午後1時

■対 象 者……区内在住・在勤・在学の方、杉並好きの方
■定 員……20名
■受 講 料……3,500円
■持 ち 物…… USBメモリ・デジタルカメラ（撮影した写真を、パソコンへ転送操作ができる方はスマートフォンも可）※講座の中でよく

調べものをすることがあります。インターネット接続可能なスマートフォン、タブレット端末等があると便利です。また可
能な方は、執筆の際に使用するため、第５回目、第６回目にノートパソコンを持参ください。

■募 集 締 切……5月6日（月）　※受講の可否は5月10日（金）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……産業振興センター
※ この講座は、パソコンの基本操作（メール送受信、ファイル保存、セキュリティ対策）およびMicrosoft Officeの基本操作が出来る方が
対象となります。
※講師は変更となる可能性があることをご了承ください。
※講座修了後に区民ライターとして登録し、活動する際は交通費程度の謝礼が出ます。
★実習の詳細は、講座の中でお知らせします。

　見慣れた日常の生活の中に、地域の魅力となる地域資源を発掘し、広く発信するために必要な、企画・取材・写真撮影・原稿執筆等の
実践的なスキルを身につける実習中心の区民ライター養成講座です。
★講座修了後は、登録制区民ライター・区民カメラマンとして、杉並区公式情報サイト「すぎなみ学倶楽部」や、なみすけの公式ブログ「て
くてく×なみすけ」、広報すぎなみ定期コラムなどの取材・執筆・写真撮影を行います。

第1回 ５月 日（金）
ガイダンス／ミニ講座「地域資源を見つけ
る・活かす」
ワークショップ「企画」

（株）三井物産戦略研究所　新谷 大輔 氏
NPO法人TFF　手塚 佳代子 氏

区役所分庁舎

第2回 ６月７日（金）
ワークショップ「写真撮影」
実習ガイダンス・体験談
実習グループワーク（下調べ・役割分担ほか）

カメラマン　山川 健一 氏
NPO法人TFF　手塚 佳代子 氏

郷土博物館本館

第3回 ６月 日（金）
ワークショップ「執筆」①公的メディア向け
ワークショップ「取材」
実習グループワーク（下調べ・役割分担ほか）

NPO法人TFF　手塚 佳代子 氏
NPO法人TFF　内藤 純子 氏

区役所分庁舎

第4回 ６月 日（土）
～ 日（火）

実習（取材）
※期間中いずれか１日（3時間程度）、選択
する取材先により実習の日時・場所が異な
ります

グループごとに先輩区民ライターが
同行サポート

原則各実習先で現
地集合

第5回 ６月 日（土）
ミニ講座「地域活動のコンプライアンス」
ワークショップ「執筆」②地域メディア向け
実習グループワーク（プロット・写真整理）

大毅法律事務所　吉村 祐一 氏
サンケイリビング新聞社　児玉 あゆこ 氏
NPO法人TFF　手塚 佳代子 氏

区役所分庁舎

第6回 ７月６日（土）
ワークショップ「執筆」③ウェブ独特のSEO
実習グループワーク（初稿制作・校正）

サポタント（株）　師岡 百花 氏
NPO法人TFF　手塚 佳代子 氏

区役所分庁舎

第7回 ７月 日（土）
実習グループワーク（発表原稿）
発表・講評
今後の活動案内

カメラマン　山川 健一 氏
サンケイリビング新聞社　児玉 あゆこ 氏

産業振興センター

当サイトのQRコード 当ブログのQRコード
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　あなたの大切な人が突然倒れたら、あなたは冷静に対応できますか？
　身近な場所で傷病者が発生した時に、医師や救急隊が到着するまでの間、適切な応急救護活動を行うための知識や技術を学ぶ講座です。
　東京消防庁認定の普通救命講習及び杉並区の救命救急体制の現状や救急協力員制度の概要・役割についての講義のほか、主に実習形
式で心肺蘇生法とAED（自動体外式除細動器）の操作方法等を学びます。
★講座修了後は東京消防庁発行の救命技能認定証（自動体外式除細動器業務従事者）が交付され、救急協力員として杉並区に登録されま
す。救急協力員は杉並保健所で行う応急手当自主研修会、及び専門研修会にて技能を向上させることができます。

■日 時……5月25日（土）、26日（日）、6月29日（土）のいずれか一日　午前9時～午後1時30分
■会 場……杉並保健所（荻窪5-20-1）地下1階講堂
■対 象 者…… 区内在住・在勤・在学の方（16歳以上）　※「救命技能認定証」をお持ちでない方が対象です。既に認定証をお持ちの方（期

限切れの方を含む）や、救急協力員、まちかど救急隊に登録している方は受講できません。
■定 員……各回25名
■受 講 料……500円
■募 集 締 切 ①5月25日、26日の回は5月6日（月）　※受講の可否は5月10日（金）ごろ郵送でお知らせします。
 ②6月29日の回は6月9日（日）　※受講の可否は6月14日（金）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……杉並保健所　健康推進課
※活動に対する報酬・交通費等の支給はありません。

AEDとは…　心臓がけいれんし血液を送り出すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった際、心臓に対して電気ショックを与え、正常な
リズムに戻すための医療機器です。医療従事者ではない一般市民でも利用できるようになり、区でも区役所、地域区民センター、保健セン
ター、ゆうゆう館、図書館、体育館、プール、区立小・中学校など人が多く集まるところに設置しています。

救急協力員講座 地域活動実践コース

福祉車両運転協力員講座 地域活動実践コース

　「福祉有償運送」（移動サービス）の運転協力員として活動するために必要な、「道路運送法及び施行規則」に基づく知識や技術を学ぶ講
座です。「福祉有償運送」とは、移動困難者（要介護者、障害者など）の移動手段が公共交通機関では十分に確保できない場合、NPO法
人等が会員に自家用車等で行う個別移動サービスです。公的資格を3日間で取得しませんか？
★講座修了後は、NPO 等の福祉有償運送団体に登録後、運転協力員として活動します。

■日時、講座内容、会場…＜全3回＞日曜日

■対 象 者…… 区内在住・在勤・在学の方で概ね68歳未満であり、普通自動車運転免許取得後3年以上経過した方が対象（ただし、
過去3 年以内に免許停止以上の処分を受けた方は受講不可）

■定 員……20名　　■受 講 料……1,500円
■募 集 締 切……5月12日（日）　※受講の可否は5月17日（金）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……保健福祉部管理課
※本講座は、道路運送法及び施行規則等に定められた、国土交通大臣が認定するカリキュラムで構成されており、修了者には福祉有償
運送（移動サービス）の運転者として活動するために必要な修了証が交付されます。
※修了証の取得には、3回全ての講座への出席が必要となります。講座を1回でも欠席（遅刻・早退も含みます）されますと修了証は交
付されませんので、ご注意ください。
※活動日・時間は、登録する福祉有償運送団体と相談のうえ、決定します。また、活動に対する報酬は、団体の基準や活動時間等に応
じて支払われます。

第1回 ６月２日 午前 時～午後４時 分 オリエンテーション、移動サービスの概要 区役所分庁舎

第2回 ６月９日 午前９時 分～午後４時 分
接遇・介助について、移動サービスの運転、
緊急時対応と安全運転、利用者理解、福祉
有償運送団体紹介

区役所分庁舎

第3回 ６月 日 午前９時 分～午後５時 分 介助実技、福祉車両の取り扱い実技、セダ
ン等乗降介助実技、講評とまとめ

杉並清掃事務所　会議室
（旧杉並中継所）
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※各会場の地図は9ページ、インターネットでのお申し込みは10ページを参照してください。

学校介助員ボランティア講座 地域活動実践コース

　区立小・中学校での介助員ボランティアとして、学習や生活上の配慮が必要な児童・生徒の、学校での安全管理や介助を行うために必
要な知識や心構えを習得する講座です。この講座で学んで、子どもたちの成長を一緒に支えませんか？
★講座修了後は、杉並区にボランティア登録し、区立の小・中学校の介助員ボランティアとして児童・生徒の付添いや、介助などの活動を
します。

■日時、講座内容…<全3回>木曜日　午前10時～正午

■講 師……むさしの発達支援センター　所長　森山 徹 氏
■会 場……杉並区役所分庁舎（成田東4-36-13）
■対 象 者…… 区内在住・在勤・在学の方
■定 員……30名
■受 講 料……1,500円
■募 集 締 切……5月23日（木）　※受講の可否は5月30日（木）ごろ郵送でお知らせします。
■事業担当課……特別支援教育課
※介助員ボランティアの活動時間は、月曜～金曜（土曜日もあり）の午前8時30分～午後3時30分のうち、1日あたり4時間以上です。日数・
時間については、活動する学校と調整します。活動に対する謝礼は、1日（4時間以上）2,200円です。

第1回 ６月 日 学校と特別支援教育

第2回 ６月 日 発達障害の理解と支援

第3回 ６月 日 支援の実際

公開講座のご案内
公開講座のみのお申し込みはお電話、またはメールで地域課（すぎなみ地域大学担当）へ。先着順で定員になり次第、
締め切りとなります。【地域課すぎなみ地域大学担当】　TEL ： 03-3312-2381　E-mail ： tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp

すぎなみ地域大学講座の一部を
無料で聴講できます。

【講師】 座・高円寺　芸術監督　佐
さ と う

藤 信
まこと

　氏
1943年生まれ。劇作家、演出家。杉並区在住。1966年に劇団「自由劇場」を設立。1968年に「演劇セン
ター 68」（現在、劇団黒テント）の結成に加わり、以後20年間、大型テントでの全国移動公演を継続。1980
年代より東南アジアを中心に海外の現代演劇との交流を深める。劇団を中心にした演劇活動のほかに、オペラ、
舞踊、結城座の糸操り人形芝居、ショーやレビューと、さまざまな分野の舞台作りに参加。世田谷パブリックシ
アターの劇場監督（1997～ 2002年）。現在、個人劇団「鴎座」を主宰。2009年から座・高円寺（杉並芸術
会館）芸術監督。

【日時】5月26日（日）　午前10時半～正午　（午前10時開場）
【会場】杉並区役所分庁舎（成田東4-36-13）
【定員】30名

　劇作家・演出家として活躍し、現在、座・高円寺の芸術監督として開館から10年間、多くの作品や地域イベントに取り組まれてきた佐
藤信氏に、「地域イベントの役割と楽しみ方」についてお話いただきます。

「地域イベントの役割と楽しみ方」　アートサポーター講座から
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受講会場の案内図
杉並保健所

荻窪5‐20‐1
JR・地下鉄丸ノ内線「荻窪駅」徒歩5分

JR・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅

◀至 吉祥寺 至 新宿▶

西口

東京電力

レンタカー

環
状
八
号
線 す

ず
ら
ん
通
り

南口

レストラン

都立荻窪高校

ドラッグストア南
口
仲
通
り

荻窪高校前

スーパー
杉並保健所

杉並区役所分庁舎

成田東4‐36‐13 （白い5階建てのビル）
JR「阿佐ヶ谷駅」徒歩10分

地下鉄丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」徒歩3分

区立阿佐ヶ谷中学校

◀至 荻窪 至 新宿▶

◀至 吉祥寺 至 新宿▶

青梅街道

杉並郵便局

杉並区役所

ハンバーガーショップ

コンビニ

パン屋

カフェ

杉並警察署

南口

東京メトロ
南阿佐ヶ谷駅

東京メトロ
南阿佐ヶ谷駅

JR阿佐ヶ谷駅

杉並警察署前

中
杉
通
り 杉並区役所分庁舎

セシオン杉並（高円寺地域区民センター）

梅里1‐22‐32
地下鉄丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩5分　「新高円寺駅」徒歩7分

　

JR高円寺駅

◀至 吉祥寺 至 新宿▶

南口

セシオン杉並前

環
状
七
号
線

高
円
寺
陸
橋

東京メトロ
新高円寺駅

新高円寺駅前局

五日市街道入口

東京メトロ
東高円寺駅

青梅街道

高円寺陸橋下

高円寺陸橋

正
面
玄
関

北
玄
関

高円寺陸橋

大久保通り入口

セシオン杉並



─ 10 ─

（問い合わせ）地域課地域人材育成係
TEL：03-3312-2381（平日　午前8時30分～午後5時15分）
E-mail：tiikidaigaku-t@city.suginami.lg.jp

受講料
1受講料は、講座の第１回目に会場に持参し、納付してください。
2納入された受講料は、どのような理由で受講を取りやめた場合でも返金いたしませんので、ご注意ください。
3受講場所（施設見学・現場実習を含む）までの交通費は、受講者の負担となります。

講義に関するお願い
1 講師の都合や事故・悪天候・交通機関の運転休止等の理由により、やむを得ず講座内容や講師、日時を変更して実施
する場合があります。また応募状況によっては、講座の開講そのものを中止する場合があります。
2講義に欠席した場合の補講は行いません。
3昼食が必要な場合は、各自でご用意ください。
4託児付きの講座はありません。また、お子さんを連れての受講もできませんのでご了承ください。
5他の受講者の迷惑となる行為、講義の進行を妨げるような行為があった場合には、受講をお断りすることがあります。
6受講にあたっては、各会場の駐車場は利用できません。車での来場はご遠慮ください。

◆ すぎなみ地域大学は、学校教育法上の「大学」ではありません。
◆ すぎなみ地域大学は「杉並区個人情報保護条例」に基づいて、個人情報の収集・利用・管理を行っています。ご記
入いただいた個人情報については、「講座案内及び運営に関する連絡、すぎなみ地域大学が行う活動調査」に利用さ
せていただくことがあります。なお、受講申込書にお書きいただいた内容は、受講される講座の運営団体が講座の実
施のために利用します。上記以外の個人情報の利用はいたしません。

申込方法
各講座の締切日（必着）までに、次のいずれかの方法でお申し込みください。
受講の可否を申込者全員に郵送でお知らせします（申込者が定員を上回った場合は抽選）。

郵送または持参の場合
「2019年度すぎなみ地域大学受講申込書（このページの裏面）」に必要事項を記入のうえ、下記の宛先までお申し込みください。

〒166-0015 杉並区成田東4-36-13　杉並区役所分庁舎2階
 区民生活部地域課地域人材育成係 宛

FAXの場合
FAX：03-3312-2387

インターネットの場合
下記のURLから申し込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。ご入力いただいたアドレスに「す
ぎなみ地域大学受講の申込ありがとうございます。」というメールが届きますのでご確認ください。（メール
が届かない場合は確認のため、お手数ですがページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。）

http://www.sugi-chiiki.com/tiikidaigaku/ 検  索地域コム　地域大学



●申込書は、お一人様1講座ごとにご記入ください。（複数講座へお申し込みの場合は、この用紙をコピーしてご使用ください。）
●記入漏れがあると受付できないことがありますのでご注意ください。
●救急協力員講座にお申し込みの方は受講希望日を必ずご記入ください。

講座名

ふりがな

氏名

電話番号 携帯番号 FAX番号

連絡のつきやすい
時間帯 メールアドレス

受講の動機と修了後の活動についてお書きください。
「この講座に対する期待」「興味ある活動」「これまでのNPO・ボランティア活動経験」「活かすことのできそうな知識、経験」
などの受講動機と、「講座修了後、どのような活動をしていくつもりか」についてご記入ください。

FAXでお申し込みいただいた方には、「受講申込書受信のお知らせ」をFAX番号記入欄に記載された番号あてにFAX送信
します。受信のお知らせ（FAX）が2~3日経過しても届かない場合は、地域課地域人材育成係（03‐3312‐2381）へ
お問い合わせください。
◆すぎなみ地域大学は、「杉並区個人情報保護条例」に基づいて、個人情報の収集・利用・管理を行っています。ご記入いただいた個人情報
については、「講座案内及び運営に関する連絡、すぎなみ地域大学が行う活動調査」に利用させていただくことがあります。なお、受講申込
書にお書きいただいた内容は、受講される講座の運営団体が講座の実施のために利用します。

受講申込書にご記入の上、ご持参いただくか、郵送またはFAXでお送りください。（10ページ参照）

勤務先・学校名

申込日現在

第1希望日　　　  　/
第2希望日　　  　　/

/

住所
在勤・在学の方

（〒　　　　　-　　　　　　　　　）
自宅住所

現在活動中の団体名をご記入ください。

救急協力員講座 受講希望日

団体の方

性別

年齢

申込月日

男　・　女

歳

⬆⬆⬆  FAX：03‐3312‐2387  ⬆⬆⬆
2019年度すぎなみ地域大学受講申込書


