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国分寺市役所　☎（042）325―0111　　（042）5◯◯地域から市役所へおかけのときは042をお忘れなく

涼み処設置場所
施設名

設置施設名 所在地
市役所第１庁舎

戸倉１―６―１市役所第２庁舎
市役所第３庁舎
国分寺駅北口サービスコーナー 本町４―１―１８
内藤地域センター 内藤２―２２―３４
北町地域センター 北町３―２―１３
北の原地域センター 東恋ヶ窪６―９―１１
本町・南町地域センター 南町３―２１―１
もとまち地域センター 西元町３―１８―１２
いずみホール 泉町３―３６―１２
国分寺Ｌホール 南町３―２０―３
多喜窪公会堂 泉町３―５―１６
本多公民館・図書館 本多１―７―１
恋ケ窪公民館・図書館 西恋ヶ窪４―１２―８
光公民館・図書館 光町３―１３―１９
もとまち公民館・図書館 東元町２―３―１３
並木公民館・図書館 並木町２―１２―３
市民スポーツセンター 小平市上水本町６―２２―１
ひかりプラザ（ひかりスポーツセンター） 光町１―４６―８
戸倉第一テニスコート・戸倉野球場 戸倉１―３１―１
戸倉第二テニスコート 戸倉２―５―２
本多武道館 本多２―１―１８
国分寺市文化財資料展示室 西元町３―１０―７
史跡の駅おたカフェ 西元町１―１３―６
清掃センター 西恋ヶ窪４―９―８
障害者センター 泉町２―３―８
福祉センター 戸倉４―１４
生きがいセンターさわやか 東元町２―５―１７
生きがいセンターにしまち 西町３―２２―１
生きがいセンターこいがくぼ 西恋ヶ窪３―３２―６
生きがいセンターほんだ 本多５―２９―３
こどもの発達センターつくしんぼ 戸倉３―１―１
子ども家庭支援センターぶんちっち 光町３―１３―２０
しんまち児童館 新町１―７―２
こくぶんじ保育園 泉町２―７―２
もとまち保育園 東元町２―１３―１８
しんまち保育園 新町１―７―１１

設置施設名 所在地
ほんだ保育園 本多３―１４―１２
恋ケ窪保育園 東恋ヶ窪２―６―１３
ひかり保育園 光町３―２４―２
一小 東元町２―１―２０
二小 光町３―１
三小 東恋ヶ窪２―１３
四小 西元町１―８―１
五小 日吉町１―３０
六小 並木町２―１
七小 本多１―２―１
八小 西町５―１８
九小 西恋ヶ窪４―１２―６
十小 戸倉３―５
一中 東戸倉２―６
二中 本多１―２―１７
三中 高木町２―１１
四中 西元町３―１０―７
五中 並木町２―１５
国分寺駅北口自転車等駐車場 本町２―１―８
西国分寺駅北口自転車等駐車場 西恋ヶ窪２―３―３
市営住宅 高木町１―８―１
国分寺市消防団第１分団（ポンプ車）東元町２―９―１６
国分寺市消防団第２分団（ポンプ車）本多１―８―１２
国分寺市消防団第３分団（ポンプ車）東恋ヶ窪４―２６―２１
国分寺市消防団第４分団（ポンプ車）日吉町１―４０―２１
国分寺市消防団第５分団（ポンプ車）並木町３―２―６
国分寺市消防団第６分団（ポンプ車）西町１―５―１０２
国分寺消防署 本多１―７―１５
国分寺消防署戸倉出張所 新町１―１４―８
国分寺消防署西元出張所 西元町１―１３―３１
小金井警察署西町交番 西町４―１８―１
小金井警察署光町交番 光町１―４６―１
小金井警察署戸倉駐在所 戸倉３―４７―６
小金井警察署恋ヶ窪駅前交番 戸倉１―１―４
小金井警察署西国分寺駅前交番 泉町２―９―４
小金井警察署元町駐在所 東元町２―１０―２１
小金井警察署国分寺駅北口仮設交番 本町３―１０―７

設置施設名 所在地
小金井警察署国分寺駅南口交番 南町３―２０―３
小金井警察署本多交番 本多５―３―３
小金井警察署共益駐在所 並木町２―３３―１５
小金井警察署日吉町地域安全センター 西恋ヶ窪３―２８―３
国分寺駅 本町２
西国分寺駅 西恋ヶ窪２
恋ヶ窪駅 戸倉１―１―４
国分寺郵便局 日吉町４―１―１０
やなぎ保育園 日吉町１―４６―７
国分寺Ｊキッズステーション 南町３―２０―３
西国分寺保育園 西恋ヶ窪２―１８―１
ポッポのもり保育園分園 西恋ヶ窪３―５―２５
富士本保育園 富士本２―３０―４
国分寺高校 新町３―２―５
早稲田実業学校 本町１―２―１
東京経済大学 南町１―７―３４
いずみプラザ（国分寺市医師会） 泉町２―３―８
特別養護老人ホームうれしのの里 日吉町４―３２―６
国立研究開発法人　情報通信研究機構 小金井市貫井北町４―２―１
国分寺労政会館 南町３―２２―１０
㈱日立製作所中央研究所 東恋ヶ窪１―２８０
リオン㈱ 東元町３―２０―４１
セレオ国分寺 南町３―２０―３
国分寺マルイ 南町３―２０―３
ＪＡ東京むさし国分寺支店 東恋ヶ窪４―２３―８
ＪＡ東京むさし新町支店 新町２―１１―３
コナミスポーツクラブ西国分寺
（クラブユニバース西国分寺） 泉町３―３５―１

マックスポーツ国分寺 南町２―１７―１
ティップネス国分寺 本町４―１２―１
東福寺 西恋ヶ窪１―３９―５
本多八幡神社 本多４―３―３
高木八幡神社 高木町３―９
㈲井口葬儀店 本多５―４―５

　ＡＥＤとは、心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった際に、
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。最近では、市内の公共施設のほか、
駅や企業などさまざまな場所に設置されています。
　平成１６年７月からは、医療従事者でない一般市民でも使用できるようになりました。使用する場
合は、倒れた人の反応や呼吸を落ち着いて確認した上で「胸骨圧迫を伴う心肺蘇生」を行うことが
必要です。
　突然ＡＥＤを使用する現場に居合わせたとき、自信を持って救命処置を行えるようにするためにも、
救命講習の受講をお勧めします。
　国分寺消防署では、毎月第１土曜日に普通救命講習（要テキスト代１，４００円）を実施しています
ので、直接お問い合わせください。

　核兵器の廃絶と恒久平和の実現を目指して、昭
和５９年８月６日に「非核平和都市宣言」を行いまし
た。多くの人が犠牲となった戦争を二度と繰り返
さないことを固く誓い、後世に伝えていくために、
毎年、平和事業を実施しています。
　今年はより多くの方に参加していただけるよう
パネル展・折り鶴募集の実施会場を拡大します。
平和の輪を広げ、次代を担う子どもたちを中心に
かけがえのない平和の大切さを感じてもらえるよ
う、皆さんの参加をお持ちしています。

平和の芽
　ぐんぐん伸びる
　　　　　わが街に

→文化と人権課☎（０４２）５７３―４３７８

平和事業一覧
事業名 内　容 日　程 実施場所

小・中学生ピースメッセン
ジャー広島派遣
※募集終了

被爆地広島を訪れ、命の尊さと平
和の大切さを学びます

８月５日（金）～
７日（日）

広島市（広島市役所、平和記念公
園・資料館、袋町小学校平和資料
館など）

平和への願いを込めて
折り鶴づくり

広島市平和記念公園の原爆の子の
像に手向ける折り鶴を募集します。
集まった鶴は千羽鶴としてまとめ、
ピースメッセジャーが届けます

７月２４日（日）まで

市役所第１庁舎、男女平等推進セ
ンター（ひかりプラザ内）、市民ス
ポーツセンター、各公民館・図書
館

原爆パネル・ポスター展示 原爆の恐ろしさをパネル・ポスタ
ーを通じて伝えます

７月１日（金）～
８月２４日（水）

市役所第１庁舎、男女平等推進セ
ンター（ひかりプラザ内）、市民ス
ポーツセンター、各公民館

平和祈念式 戦争で亡くなられた方のめい福を
祈り、献花・黙とうを行います ８月１５日（月） 市役所「平

へい

和
わ

の灯
ひ

」前

平和祈念行事

ピースメッセンジャーによる広島
派遣報告や市民団体による発表、
平和に関する展示などを通じて平
和の大切さを伝えます

８月２７日（土） いずみホール

語り部による講話 被爆体験した方に話を伺います 平成２９年２月ごろ 市内児童館

　市内公共施設など（下表）のほか、商店会協力店
に「涼

すず

み処
どころ

」を設置しています。暑い日や外出時の
休憩場所として気軽にお立ち寄りください。
■実施期間９月３０日（金）まで
■開設時間開館・営業時間内
■設置場所�下表の施設・上図のロゴマークの貼って

ある商店会協力店

→高齢者相談室☎（０４２）３２１―１３０１

i国分寺消防署☎（０４２）３２３―０１１９
� →防災安全課（内３７３）

の設置状況を
� お知らせします

ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）

涼み処こくぶんじ
実施中

平和事業に
　　　ご参加を

　品物は8月に実施する平和祈念式や平和
祈念行事などで、市民の皆さんにご覧いた
だく予定です。
　戦地からの手紙や当時の生活用品などを
お持ちの方は8月5日（金）までに文化と人
権課へご連絡ください。

戦争中の品物をお貸しください

市役所（第１庁舎１階市民ホール）
内藤地域センター
北町地域センター
北の原地域センター
西町地域センター

本町・南町地域センター
もとまち地域センター
ひかりプラザ

市民スポーツセンター
史跡の駅おたカフェ
いずみホール
本多公民館
恋ケ窪公民館
光公民館

もとまち公民館

並木公民館
福祉センター
高齢者相談室

（いずみプラザ内）
地域包括支援センターひかり
地域包括支援センターもとまち
（さわやかプラザもとまち内）
地域包括支援センターひよし

地域包括支援センターこいがくぼ

地域包括支援センターなみき

地域包括支援センターほんだ
生きがいセンターこいがくぼ
（市民室内プール内）

権利擁護センターこくぶんじ
ボランティア活動センター�

こくぶんじ

ロゴマーク


