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人口と世帯� 《平成28年12月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万3982人（3人増）　世帯数 7万5270世帯（51減）
●男 6万9048人（23人減） ●女 7万4934人（26人増）

〈うち外国人住民数〉2835人（24人増）

スポーツ・文化で広がる

　武蔵野市は、平成28年１月に、2020年東京オ
リンピック・パラリンピックにおけるルーマニア
のホストタウンとして登録されました。
　また、武蔵野市は、ルーマニアのブラショフ
市との間に約25年間の長い交流の歴史があり
ます。

ルーマニアとの友好の輪
　昨年10月に着任した駐日ルーマニア大使、
タティアナ・ヨシペル氏を武蔵野市にお招き
し、これまでの両国の交流を振り返りながら、
ホストタウンとして、また、スポーツを通じた
今後の交流のあり方などについて、市長と語り
合っていただきました。

内容は次頁へ　

市制施行

周年
70

迎春
　新年あけましておめでとうございます。
　本年も、市民の皆様のご健康とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
　戦後間もない昭和22(1947)年11月3日、
武蔵野町が市制を施行して誕生した本市
は、本年70周年を迎えます。当時の人口は今
の半分以下の6万3000人余りでした。人口
増加に伴い、小・中学校の建設や、上下水道

などの都市基盤の整備などが早期に進められました。都市化
が進む中で、中高層建築物などによる日照被害や緑の減少を
解決するため、宅地開発などに関する指導要綱や緑の憲章な
どを制定し、快適な住環境の確保に努めました。福祉分野にお
ける先進的な取り組みや、ムーバスに代表されるきめ細やかな
市民サービスの充実、セカンドスクールや武蔵野プレイスと
いった教育・生涯学習の独自の取り組みなど、豊かな市民生活
を支える施策を幅広く展開してまいりました。井の頭公園に連
続する吉祥寺地区は住みたい街として人気を博し、緑と平和を象
徴する三鷹駅北口広場から広がる中央地区や、鉄道の高架化や
北口駅前広場が完成し新たな顔づくりが進む武蔵境駅周辺地
区も含めて、個性豊かなまちづくりが進められています。先人たち
の努力の積み重ねを受け継ぎながら、武蔵野市はコンパクトで
利便性の高い街として評価されています。
　私たちは70年を節目に、さらなる未来へと歩みを始めます。
　４月には、新クリーンセンターが近隣住民の皆様の協力の
もと本格稼働いたします。新クリーンセンターは、ごみの焼却・再
生循環に寄与するだけでなく、焼却熱などを利用し新たなエネ
ルギーを創出することから、循環型都市のシンボルとなる施設
です。また、市民文化会館もリニューアルオープンします。耐震補
強や老朽設備の更新だけでなく、舞台機能の充実やバリアフ
リー化、省エネなどにも対応し、本市の芸術文化活動の拠点と
して機能を拡充してまいります。5月には、井の頭恩賜公園１００
周年記念行事があり、またその時期に、昨年亡くなったゾウの
はな子生誕70年記念の銅像を設置する予定です。本市は、第
一期長期計画(昭和46〈1971〉年)において市民自治を掲げ、多
様な市民参加のもと市政を築き上げてまいりました。武蔵野市
にふさわしい自治のあり方を明確化し、永続的なルールとして
条例化したいと考えています。
　市制70周年を機に、平和で文化的な未来を子どもたちに渡
せるよう、一人ひとりを大切にした市政を進めてまいります。
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武蔵野市長

ルーマニアブラショフ市

新春
対談

臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金 … ❹
消防団出初式 …………………………… ❹
土曜学校　ピタゴラスクラブ …………… ❺
市民探鳥会 ……………………………… ❾
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市長　タティアナ・ヨシペル大使、ご着任おめで
とうございます。
大使　ありがとうございます。ルーマニア大使
に着任したことで日本にまた来ることができて
うれしく思います。実は20年ぶりの来日になり
ます。
市長　20年ぶりですか？
大使　そうで
す。日本の文化
も言語も人も、
すべてが素晴
らしく、大好き
なので、また来
ることができ
て本当に光栄
に思います。実
は日本に来て、大使館の周り以外で訪問したの
は武蔵野市が最初です。
市長　最初に武蔵野市にお越しいただいて大変
光栄です。市役所に来られる前に少し市内を見
ていただきましたが、印象はどうでしたか。
大使　いろいろな所を案内していただきました
が、まず、井の頭公園が印象に残りました。自然
が素晴らしくて、桜の木もあって穏やかな気分
になりました。都会にこそ心が落ち着く豊かな
自然が必要ですね。ぜひ今度ゆっくり散歩した
いと思いました。また、吉祥寺駅前にはとてもた
くさんの人がいて、特に若者が多く、活気があっ
てびっくりしました。
市長　静かな井の頭公園と多くの人が行き交う
吉祥寺駅が近くにあるのも武蔵野市の大きな特
徴です。
大 使　ラ グ
ビー場にもな
る陸上競技場
や、大きなア
リーナなどが
ある総合体育
館もとても印
象的でした。
市長　武蔵野市は2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックに向けてルーマニアのホス
トタウンになりましたので、ルーマニア選手団
を日本選手団と同じように全力で応援しようと
思っています。ぜひ、ルーマニアのオリンピッ
ク・パラリンピック選手の皆様に、市内のスポー
ツ施設を利用いただきたいと思っています。
大使　ありがとうございます。選手にはとても
心強い言葉です。

ルーマニアの魅力
市長　武蔵野市は、ルーマニアのブラショフ市
と友好都市として交流を続けています。その縁
で、私も2012年と2015年にブラショフ市を訪
問しました。大変歴史的な重みがあって、中世の
ヨーロッパの町並みを今に伝えている美しい町
だなと思いました。同時に、市民の皆様の温かい
歓迎に大変感激しました。
　ブラショフ市以外にもルーマニアの魅力や大使
のお薦めの場所について教えていただけますか。
大使　はい。いろ
いろありますが、
私は、住んでいた
ブカレストが大好
きです。
市長　ブカレスト
も訪問させていた
だきましたが、近
代的なビルと歴史的な町並みが調和した素敵な
町ですね。
大使　ありがとうございます。歴史的な建造物
がたくさんあり、昔の町並みが残っています。最
近は面白いところ
も増えているんで
すよ。1年前に「テ
ルメ・ブカレスト」
という日本の温泉
のような施設が
オープンして人気
を集めています。
市長　町中に温泉施設があるのですか。それは
面白いですね。
大使　ヨーロッパで最大級の施設なんですよ。
市長　温泉はお好きなんですか。
大使　はい、大好きです（笑）。それから、ルーマ
ニアの北部にもあまり知られていませんが、趣
のある地域があります。ヤシという古い町で、
ルーマニアの第2の都市であり、かつては文化
運動の中心的な町でした。ルーマニアで一番古
い大学もあり、私もそこを卒業しました。
　それからトランシルバニア地方ですね。中央
と北西部のトランシルバニア地方にはよく知ら
れている町、シビウ、そしてブラショフもありま
す。
市長　シビウ市は演劇の町ですよね。
大使　はい。歴史のある町です。また、トゥルダ
という町には、「サリーナトゥルダ」という最近
世界的に人気を集めている観光名所もありま
す。山から塩をとる場所で、トゥルダの岩塩坑と
いわれています。地下120mの所に全部塩で造

られた大きなホー
ルがあって、小宇
宙旅行の気分が味
わえるような面白
い場所です。
市長　塩で造られ
ているホールなん
ですか。壁をなめ
るとしょっぱいのですか。
大使　はい、しょっぱいです（笑）。皆さんなめて
いきますよ。それから南東にあるドナウ川にで
きた三角州には、珍しい鳥や魚がいて、自然の宝
庫として日本や世界からも注目を集めていま
す。いろいろな自然を発見できる植物と生物の
楽園のようなところで、アドベンチャー気分も
味わえます。
市長　魅力的な場所がたくさんありますね。ぜ
ひ、訪れてみたいです。

暮らしを豊かにする国際交流
市長　武蔵野市は、国内外の国や都市と積極的
に交流しています。それは、いろいろな人と交わ
り、お互いに国や文化を理解することで、私たち
の暮らしも大変豊かになる。そんな思いからで
す。ですから、ホストタウンとしてルーマニアの
方を歓迎し、もてなすだけなく、この出会いが
きっかけとなって、武蔵野市民もルーマニアを
訪問するような相互交流をもっと進められたら
いいなと思っています。
大使　そうですね。私たちも大歓迎します。ぜひ
ルーマニアを訪れてほしいですね。市民同士の
レベルでの交流が進めば、もっと交流が深まる
と思います。
市長　今から25年ぐらい前の話ですが、武蔵野
市出身の曽我大介さんがルーマニアのジョル

平成29年新春対談
タティアナ・ヨシペル氏
の紹介
駐日ルーマニア特命全権大
使。ヤシ国立工科大学およ
びブカレスト国立政治行政
大学を卒業後、国際交流基
金日本語国際センター（さ
いたま市）で日本語を勉強。
1992年に外務省に入省し、
在アメリカ合衆国、在イスラ
エルのルーマニア大使館に
勤務。2016年8月、駐日ルー
マニア大使に任命され、現
在に至る。
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ルーマニア大使
タティアナ・ヨシペル 氏

スポーツ・文化で広がる
ルーマニアとの友好の輪
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この記事は、大使が来日されて約1カ月後に行われた対談を秘書広報課が編集・要約しました。

●「日本武蔵野センター」
　平成10年（1998
年）、ブラショフ市
内の県立図書館内
に設立。幅広く日本
の生活を紹介する
とともに、日本語、
現代および伝統文
化の紹介などを通
じて、日本、とりわ
け武蔵野市民との文化交流を深める役割を担っ
ています。

武蔵野市の国際交流事業
　海外の人と直接触れ合う
ことにより、国際理解を深め
ていくことを目的とし、6つ
の都市と交流をしています。
❶ルーマニアブラショフ市
❷ロシア連邦ハバロフスク市
❸�アメリカ合衆国
　テキサス州ラボック市
❹�中華人民共和国北京市ほか
❺�大韓民国ソウル特別市
　江東区
❻大韓民国忠州市

ルーマニアの冬の花火

文化交流イベントの様子

ブラショフ市の町並み

拡大図

１ ２
４

５
６

３日本

ジュ・ディマ交響楽団
の指揮者をされていま
した。その交響楽団か
ら日本で公演ができな
いかという申し出があ
り、それがきっかけと
なって交流が始まりま
した。その後、1998年
にはブラショフ市内に
「日本武蔵野センター」
を設置して、武蔵野市
から日本語教師を派遣し、そこで日本語教室や
日本のいろいろな文化についての教室を開催し
ています。
大使　素晴らしい取り組みですね。
市長　同時に武蔵野市民が「武蔵野ブラショフ
市民の会」をつくり、この間、ブラショフ市から
の研修生を毎年1人ずつお招きして、日本文化
に触れていただく取り組みもずっと続けていま
す。多くの方々が一度に交流するということは
難しいですが、これからは相互交流をもっと進
めたいと思っています。

ルーマニアのホストタウンとして
大使　これまでの長い交流に加えて、武蔵野市
がホストタウンとして登録されたことも交流の
さらなる発展にはとても重要なことだと思いま
す。スポーツ以外でも、例えば展示会とか、演劇
や舞踊など、いろいろなアーティストが日本に
来たり、そういう文化活動がきっかけとなって、
これまで興味を持っていなかった人たちも交流
を深めることができるといいですね。
　ルーマニアでは、日本の文化が非常に高く評
価されていて、多くの人に愛されています。茶の
湯のような伝統的な行事から、映画、文学、また、
若い世代にはアニメと漫画も人気です。スポー
ツ界でも柔道と空手に興味を持つ人が多く、こ
れらをきっかけに若者たちが日本語に触れる機

会も増えています。
　日本の技術にも多くのルーマニア人が興味を
持っています。日本に来て学び、技術を習得した
いと思っている若者がたくさんいます。
市長　それはうれしいですね。前回のリオデ
ジャネイロオリンピックでは、卓球やフェンシ
ング、柔道などでルーマニア選手が出るたびに
応援させていただきました。東京大会に出場さ
れる選手はもちろん、過去にオリンピックに出
場された選手にも、ぜひ、武蔵野市に来ていただ
いて、子どもたちと交流していただければうれ
しいなと思います。
大使　いいですね。ぜひサポートしたいと思い
ます。子どもたちがルーマニアの文化やスポー
ツに興味を持つきっかけになるといいですね。
市長　ありがとうございます。ルーマニアのオ
リンピック選手と言えば、私の世代では、「白い
妖精」と言われた体操のコマネチさんの姿が鮮
明に記憶に残っています。
大使　そうですね。ナディア・コマネチはルーマ
ニアでも体操のシンボルで、モントリオール大
会での成績は歴史的な出来事です。今はアメリ
カに住んでいますが、ルーマニアスポーツ界と
今でも関係があります。
市長　シドニーオリンピックのマラソンのリ
ディア・シモンさんも印象的でした。ルーマニア
は特に女性選手の活躍が印象的ですね。
大使　確かに女性選手の活躍が目立ちます。最
近ではテニスでシモナ・ハレプ選手などが活躍
しています。世界ランキングでも一時は2位に
もなりました。
市長　次のオリンピック・パラリンピックが楽
しみですが、ホストタウンである武蔵野市に期
待されること、望むことをお聞かせください。
大使　そうですね、ルーマニアの選手にとって、
大会前の準備、トレーニングは重要ですし、日本
の気候に慣れることも大切だと思います。そして
せっかく日本に来るのだから、大会以外にも日本
の生活や文化に触れること、知ることが重要だと
思います。伝統的な文化や食文化、普段の生活も
体験できたらいいと思います。そんな体験ができ
ればルーマニア選手は喜ぶと思いますし、一生忘
れない思い出になるでしょう。
市長　その通りですね。市を挙げて取り組みた
いと思います。

それぞれの文化・風習
市長　ところで、ルーマニアでは年末年始はど
のように過ごすのですか。

大使　ルーマニアでは冬のお祭りは12月6日
（聖ニコライの日）に始まります。日本のクリス
マスのようなものですが、良い子は6日の朝に
起きると、ブーツとか靴にプレゼントが入って
います。そしてクリスマスの前日、12月24日の
イブの日に、大人も子どもも家々を回ってキャ
ロルを歌います。キャロルは祝福、祝いの意味が
込められています。そしてご褒美としてリンゴ
やベーグルなどのお菓子やクルミなどをもらい
ます。大人もクルミをもらいます。
市長　大人ももらえるのですか。
大使　そうです。クリスマスツリーの作り方や
飾り方は、家ごとに違って、代々引き継がれてい
きます。家族全員で飾り付けを行うことをとて
も大切にしています。
市長　家庭のやり方が引き継がれていくとはい
いですね。お正月はどうでしょうか。
大使　ルーマニアでは12月31日夜から1日朝
までレヴェリオンと呼ばれる大きなパーティー
をやります。うるさいぐらいに、みんなで賑やか
に一緒に祝います。日本と反対ですね。
市長　日本ではお正月は静かに過ごす方が多い
と思います。
大 使　ル ー
マニアでは
冬の夜に花
火をやりま
す。一番の花
火大会はレ
ヴェリオン
の夜です。そ
して1月1日
は、子どもたちは近くの家々を回ってソルコ
ヴァという歌を歌いながら、紙の花や本物の花
を飾った小さな枝を振って、健康などを祝い、新
しい年の幸せを祈ります。
市長　良い文化ですね。お祭りと言えば、今年は
井の頭公園が開園100年を迎えて、5月に100
周年記念行事を行う予定です。また、春は桜の
シーズンで、武蔵野市では4月初めに「桜まつ
り」を開催します。市役所前の桜並木は見事です
よ。ぜひ、いらしてください。
大使　ぜひ、訪問したいと思います。
市長　これからもルーマニアとの交流を広げて
いきたいと思っていますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
大使　こちらこそ、これからも良い関係を持ち
続けたいと思っています。
市長　本日はどうもありがとうございました。
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市議会からのお知らせ

■�「市報むさしの」は、全戸配布のほか、市の施設、JR3駅な
どに置いてあります。視覚障害の方のために、音声版「声
の市報」も作成しています／問�秘書広報課☎60-1804

市政センター

▽吉祥寺 〒180-000₄ 吉祥寺本町1-10-7商工会館2階 ☎22-1821

▽中央 〒180-000₆ 中町1-2-8 ☎56-3800

▽武蔵境 〒180-0022 境2-10-27 ☎53-2200

お知らせ 文中の敬称略

クリーンセンター☎54-1221、粗大ごみ受付センター☎60-1844
ごみ総合対策課☎60-1802（〒180-0012緑町3-1-5）

ごみとリサイクル

「すてないで　地球のしげんを　大切に」　塩野遥樹さん（千川小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

■1月の燃やさないごみの収集日
町（丁目）名 収集日

吉祥寺南町 第2・3火曜 10日・17日
御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、吉祥
寺北町、中町 第1・3水曜 4日・18日
吉祥寺東町、吉祥寺本町1丁目 第1・3金曜 6日・20日
緑町、八幡町 第2・4月曜 9日・23日
西久保、関前、境1・3丁目、境南町 第2・4水曜 11日・25日
境2・4・5丁目、桜堤 第2・4木曜 12日・26日
※�吉祥寺南町の本来第１週の収集日は、１月のみ第２週に振
り替えます。

祝日のごみ収集
　9日（月）のごみ収集は通
常どおり行います。年間の
祝日（12月31日〜1月3日
および土・日曜の祝日を除
く）・振替休日も通常どおり
行います

問 ごみ総合対策課

■第4回市議会定例会の結果
　12月6日〜20日の15日間の会期で開かれた
第4回定例会では、19名の議員が一般質問を行
いました。33件の市長提出議案が提出され、「武
蔵野市手数料徴収条例の一部を改正する条例」
「武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する
条例」などが可決されました。議員提出議案は2
件提出され、「次期介護保険制度改正における
軽度者支援と利用者負担のあり方について、慎
重な検討を求める意見書」などが可決されまし
た。また、1件の陳情の採決が行われ、「住民参加
のない武蔵境駅北口市有地有効活用事業の再
検討を求めることに関する陳情」が不採択とな
りました。詳しくは2月1日発行予定の市議会だ
よりまたは市議会ホームページをご覧ください。

■議会運営委員会を
　開催します

　市役所7階議会委員会室
／議会基本条例の策定につ
いて／傍聴：当日、議会事務
局へ。大人数の場合は事前
に議会事務局までご連絡く
ださい。
問 議会事務局☎60-1883

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
教育委員会定
例会

1月5日（木）
午前10時

市役所教育
委員会室

20名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

地域包括ケア
推進協議会

1月16日（月）
午後6時15分

市役所
811会議室

10名（先着順）／地域包括支援センター
上半期業務報告、高齢者福祉計画・第7期
介護保険事業計画の策定についてなど

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1947

自治基本条例
（仮称）に関す
る懇談会

1月31日（火）
午後7時

市役所
811会議室

20名程度（先着順）／条例の必
要性などについて

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

28年度臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向けの給付金

支給
対象者

28年度分の住民税（均等割）が課税
されていない方（課税されている方
の扶養親族等である場合、生活保護
の受給者である場合などは対象外）

28年度臨時福祉給付金の支給対象者のう
ち、28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎
年金等を受給している方（高齢者向けの給
付金3万円を受給した方は対象外）

支給額 支給対象者1人につき3000円 支給対象者1人につき3万円
申請先 基準日（28年1月1日）時点で住民登録のある市区町村

申請期限 1月31日（火・消印有効）
※武蔵野市の申請期限です。申請期間は市区町村によって異なります

申請
方法

郵送 ＊窓口は混雑が予想されます。なるべく郵送で申請してください〒180-8777地域支援課臨時給付金担当
窓口 市役所東棟601会議室、各市政センター（夜間・休日窓口を除く）

期日 時間
1/11(水) 午前10時
1/13(金) 午後1時
1/20(金) 午前10時1/23(月)
1/24(火)（予備日）午前10時
1/30(月) 午後2時

■�平成28年度臨時福祉給付金および障害・遺族年金受給者向けの給付金
　申請期限は1月31日（火）です。原則、期限後の申請は受け付けられませ
んので、ご注意ください（申請書は下記窓口で入手可、市ホームページか
ら印刷可）。給付金の支給対象となる可能性があり、未申請と思われる方
には、1月6日（金）に申請勧奨のお知らせを発送します。

問 臨時給付金コールセンター☎0570-666-460（平日午前9時〜午後5時）

■高齢者あんしん住まい確保事業
◎民間賃貸住宅へ転居を希望する
高齢者：主に①〜③を満たす方を
対象に入居可能な住宅情報を提
供。①市内に引き続き3年以上在住
②申込日において65歳以上のみの
世帯（単身可）③所得制限あり。随
時申込可。◎高齢者の入居に協力
いただける民間賃貸住宅…1戸単
位で登録可。主な条件：家賃月額8
万円以下、床面積16㎡以上、昭和
56年6月1日以降に着工した住戸。
＊入居が成約した場合、入居者の見守
り、死亡事故による原状回復・家賃損失

■誕生記念樹プレゼント
　出生時、市に住民登録した新生
児対象／樹種：オリーブなど／1
月10日までの申し込みで1月下旬
〜2月苗木店で配布（ほか年3回）
／申·問 生後1年以内に通年受付。
申込書（「こんにちは赤ちゃん訪
問」時に助産師より、または緑のま
ち推進課で配布）を同課☎60-
1863へ。市ホームページから電
子申請可。

■消防団出初式
　1月8日（日）午前10時／武蔵野中央公園
（八幡町2-4）／荒天時、式典のみ総合体育
館で実施／式典、消防演技、一斉放水、消防
少年団演技、消防署はしご隊演技、亜細亜
大学吹奏楽団による演奏など／問�防災課☎60-1820

■�うさぎ山公園閉鎖期間延長の
　お知らせ
　浸水対策事業(雨水貯留浸透施
設築造)および公園復旧工事の延
長に伴い、平成29年3月下旬まで
同公園(吉祥寺北町4－8)の閉鎖期
間を延長します／問 緑のまち推
進課☎60-1864

■まちづくり条例手続き忘れずに
　同条例の規定により、3000㎡以
上の土地取引には3カ月以上前に
届出が必要です。そのほか、一定規
模の建物や駐車場などの開発事業
に伴う調整手続き、都市計画やま
ちづくりにおける住民参加の仕組
みを規定しています。詳しくは市
ホームページ参照／問�まちづく
り推進課☎60-1873

■�国民健康保険高額療養費支給申請
　支給申請には病院、薬局などに
支払った領収書が必要です。確定
申告（医療費控除）などで領収書
を提出する方は、事前にコピーを
取っておき、申請時に添付してく
ださい／問 保険課☎60-1834

■桜堤児童館に関する
　市民意見交換会
　1月26日（木）午前10時〜11時
30分／西部コミセン／同館の今後
に関心のある市内在住の方／申 当
日、直接会場へ／問 児童青少年課
☎60-1853、同館☎53-2206、子
ども政策課☎60-1851

■自動交付機を停止します
　1月14日（土）〜15日（日）、シス
テム更新のため、すべての証明書
自動交付機を停止します／問 市民
課☎60-1839

■�新しい教育委員会委員を任命
　市の教育委員の退任に伴い、市
議会の同意を経て、新たに委員を
任命しました／任期：3年3カ月間
／問 教育企画課☎60-1894

小
こ

出
いで

正
まさ

彦
ひこ

（新任）
昭和35年9月18日生
略歴：昭和56年4月
三代目三遊亭圓右に
入門、平成22年4月
千川小学校開かれた
学校づくり協議会委員、24年4月市社会
教育委員、28年4月から第四中学校PTA
会長、小・中学校PTA連絡協議会副会長

■�合同就職面接会と就職支援セミナー
◎1月27日（金）。スイングスカイ
ルーム・レインボーサロン。①面接
対策セミナー：午前10時〜正午
（受付9時30分）。60名（申込順）。
神谷敏康（産業カウンセラー交流
分析士）。申 1月4日から電話また
は直接ハローワーク三鷹へ②面接

に備える保険加入を市が行う。バリア
フリー改修費用、緊急通報装置の設置・
利用費用の助成あり。
申·問 住宅対策課☎60-1905

■�就学学校の指定の変更に関す
る運用の一部変更について
　児童数の増加により、第一・井之
頭小の教室などの不足が見込まれ
るため、通学距離または兄姉の卒
業校を理由とした変更はできなく
なります／平成31年4月1日新入
学・転入学児童より／問 教育支援
課☎60-1900

会：午後2時〜4時（受付1時30分
〜3時30分）。参加企業：15社程度
（約1週間前にハローワーク三鷹
窓口・ホームページで公開）。履歴
書複数枚、ハローワーク紹介状、雇
用保険受給資格者証（受給中の方）
を持参。申 当日、直接会場へ。◎保
育の仕事施設見学と面接会：1月
20日（金）午後3時30分〜5時30
分。中町すみれ保育園（中町2-5-
5）。申 事前にハローワーク三鷹へ
／【共通】全年齢対象／問 ハロー
ワーク三鷹☎47-8617、生活経済
課☎60-1832
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申込要領 ● ほかに記入事項のある場合は、記事に明示します
●  特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人1
回（家族対象のものは1家族1回）の申し込みです
● 往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
●  申込先の市内施設の住所は、見出し部分や頁下の
欄外、最終頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8777で届きます。住所不要）
● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

ハガキ・ファクス・
Ｅメールの記入例
①�行事名（コース）
②�住所
③�氏名（ふりがな）
④�電話番号

�むさしの防災・安全メール  台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・
環境などの安全情報ほか／配信不定期／利用方法：パソコンや携帯電話など
から登録ページにアクセス。http://mobile.city.musashino.lg.jp/index.
cgi?page=4／問�秘書広報課☎60-1804

ツイッターとフェイスブックで市政情報を発信しています
　ツイッター：https://twitter.com/musashino_hope
　フェイスブック：https：//www.facebook.com/musashinocity
問�秘書広報課☎60-1804

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

日時 内容

2月4日 地域の姿を考える／参加者同士
のつながりづくり

2月18日 コラボ・協働を生み出す対話術

3月4日 地域を盛り上げるイベントの企
画・集客・運営

3月18日 多様なつながりのコーディネート／実践に向けてのキックオフ

募　集

子 ど も 講師の方の敬称略

■�取材と書くことのレッスン〜市
民の目で、見て、聞いて、書いて
　2月3日・10日・17日・24日の金
曜（全4回）／午前10時〜正午／男
女共同参画推進センター／市内在
住・在勤・在学の方／16名（申込順）
／わかりやすく伝わりやすい文章
を書くコツや取材・編集の仕方な
どを学び、書くことの楽しさを味
わう／中村泰子（雑誌「くらしと教
育をつなぐＷｅ」編集長）／無料／
託児：5名（市内在住者優先し多数
の場合抽選）／申·問 ファクス・Ｅ
メール（申込要領参照し、講座に対
する希望や勉強したいこと〈100
字程度〉、託児希望は1月18日まで
に子の氏名〈ふりがな〉、生年月日、
性別も明記）または電話で同セン
ター☎37-3410、FAX38-6239、
danjo@city.musashino.lg.jp
へ。市ホームページから申込可。

■�消費生活講座「シニア向けらくらくス
マートフォン安全教室・初心者向け」
　1月25日（水）①
午前10時〜11時
45分②午後1時30
分〜3時15分／消
費生活センター／
市内在住・在勤の方／各20名（超え
た場合抽選）／らくらくフォンの基
本操作・実生活に役立つ活用法、さ
まざまな詐欺の手口や日常的なト
ラブルへの対処法／NTTドコモ
あんしんインストラクター／無料
／スマートフォンの貸出可／申·問  
1月10日（必着）までにハガキ・ファ
クス・Ｅメール（申込要領参照し、
希望時間①または②、年齢、性別、
在勤者は勤務先も明記）で同セン
ター☎21-2972、ＦＡＸ51-5535、 
cnt-syohisya@city.musashino.
lg.jpへ。

■森の市民講座
　「間伐体験と焼き芋づくり体験」
　2月4日（土）午
前10時20分JR二
俣尾駅改札集合・
午後4時解散／二
俣尾・武蔵野市民の森自然体験館
（青梅市二俣尾4‐1115）／市内在
住・在勤・在学の小学生以上の方
（小学生は保護者同伴）／25名（超
えた場合抽選）／東京の森の現状

■�老壮シニア講座「川島豊シャン
ソン・映画音楽を歌うpart2」
　1月18日（水）午後1時30分〜3
時30分（開場0時45分）／公会堂
／350名（先着順）／川島豊（シャ
ンソン歌手）、黒田聡子（ピアノ）／
無料／申 当日、直接会場へ／問 武
蔵野プレイス☎30-1901、老壮連
合会・朝倉☎34-0178

■�地域をつなぐコーディネーター
養成講座〜コミュニティを拓こう

　各土曜(全４
回)／午前10
時〜正午／西
久保コミセン／30名（超えた場合
抽選）／人と人をつなげる秘訣・ノ
ウハウを学ぶ講義とグループワー
ク／五井渕利明（CRファクトリー）
／無料／共催：コミュニティ研究連
絡会／申·問 ファクス･Ｅメール
（申込要領参照し、団体名〈所属して
いる場合〉も明記）または電話で市
民活動推進課☎60-1830、FAX�
51-2000、sec-katsudou@city.
musashino.lg.jpへ。

■引きこもりサポート事業
　「それいゆ」家族セミナー
　1月21日(土）午後2時〜4時30分
／総合体育館大会議室／不登校・
引きこもりなどの悩みをもつ家族
など／若者が「一歩」を踏み出す時
／文化学習協同ネットワーク若者
支援事業部スタッフ／無料／主
催：武蔵野市／申 当日、直接会場へ
／問 同ネットワーク☎70‐5067

■�吉祥寺駅南北自由通路の愛称募集
　1月31日（火）まで／応募用紙・
BOX設置場所：アトレ吉祥寺はな
びの広場、キラリナ京王吉祥寺1
階自由通路側入口、JR吉祥寺駅み
どりの窓口横／問 同通路愛称検
討委員会☎22-1401、吉祥寺まち
づくり事務所☎21-1118

■�桜まつりのイベント「何でも発
表ショー」参加者募集

　4月2日（日）
／むさしの
市民公園内
仮設舞台（緑
町2-2）／市
内在住・在勤・在学のグループ／3
団体程度（多数の場合選考）／1団
体15分（準備・撤収含む）／ダン
ス、コーラス、民謡、舞踊、マジッ
ク、琴演奏など（太鼓、エレキギ
ターなどは除く）／申·問 1月31日
（必着）までにハガキ・ファクス（代

表者について申込要領参照し、グ
ループ名、人数、活動内容PRも明
記）で〒180-8777桜まつり実行委
員会事務局（生活経済課内）☎60-
1832、FAX51-9193へ。

特に記載のないものは平成30年3月31日まで（更新の可能性あり。最長5年）／PC  パソコン（ワード、
エクセル）操作のできる方／普免 要普通自動車免許／交 交通費あり（上限あり）／面接前日までに通
知（届かない場合要連絡）、提出書類の返却不可、結果は合否にかかわらず通知／ 市民雇用創出事業  採用・
更新時に市内に住民登録のある方。

■嘱託職員などの募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

教
育
企
画
課

①学校事務
若干名

接客、会計、文書管理など一般事
務／PC／ 市民雇用創出事業  に準ずる

①4月1日または7月1日～②4月
1日または6月9日～／週5日（月
～金曜）午前7時～午後5時10分
の7時間／市立小・中学校／月額
21万400円／交

面接：
2月15日（水）

②学校用務
10名程度

学校施設の保守・修繕、校舎内外
の清掃、樹木せん定・草取り、児童
生徒の安全見守りなど

面接：
1月31日（火）

申·問 ①2月3日（金・必着）②1月17日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付。希望職種を明
記）を郵送または直接〒180-8777教育企画課☎60-1894へ

教
育
支
援
課

介助員
若干名

小・中学校特別
支援学級児童生
徒の介助業務

4月1日～／原則月～金曜の週2～5日、午前8時～午後
3時30分の6時間／年1回宿泊勤務あり／特別支援学
級設置校／日額1万100円／交

書類審査、
面接：
2月3日（金）

申·問 1月20日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付。「介助員」と明記）を郵送または直接
〒180-8777教育支援課☎60-1908へ

■土曜学校　ピタゴラスクラブ
　2月4日・11日・25日（土）のいず
れか（各日同内容）／午前10時〜
正午／市役所811会議室／市内在

■「季刊むさしの」冬号ができました
　特集は、「コミセン40周年とこれから」「一人ひとりが
『自分らしい生き方ができる』まちづくり、進行中」です。
市役所、各市政センター・図書館・コミセンなどの市内の
公共施設や金融機関、病院、理美容室などで無料配布して
います／問�秘書広報課☎60-1804

の話、冬の森散策、森づくりのため
の間伐体験、焼き芋作り／無料／
汚れてもよい長袖・長ズボンと履
きなれた靴で。帽子・首に巻くも
の・軍手・昼食持参／エンジョイ・
フォレスト女性林研／申·問 1月
18日（必着）までに往復ハガキ（申
込要領参照し、在勤・在学者は勤務
先・学校名・学年、小学生は保護者
名も明記）で〒180-8777緑のまち
推進課☎60-1863へ。

■�ふたごちゃん・みつごちゃんの
つどい
　1月19日（木）午前10時〜11時30
分／市役所412会議室／ふたご、み
つごと家族のためのつどい。プレマ
マ、先輩ママの参加歓迎。時間内の
出入り自由／申 当日、直接会場へ／
問 子ども政策課☎60-1239

■新春こどもかるた大会百人一首
　1月29日（日）午後1時〜3時／
市役所8階和室／市内在住・在学
の小・中学生／30名（超えた場合
抽選）／申·問 1月17日（必着）まで
に往復ハガキ（申込要領参照し、性
別、学校名・学年、保護者氏名も明
記）またはハガキを持って直接
〒180-8777芸文協（生涯学習ス
ポーツ課内）☎60-1856（火・金曜
午前9時〜午後4時）へ。

■�市民会館　母と子の教室「ボク
ササイズと伝承のわらべうた」

　1月16日〜3月13日の月曜（全9
回）／午前9時30分〜11時30分／
1月16日現在2歳〜未就園児と親
／20組／無料／申·問 1月10日ま
でに往復ハガキ（申込要領参照）で
同館☎51-9144へ。

住・在学の小学2年生（保護者見学
可）／各35名（超えた場合抽選）／
パターンブロックで模様作り、図
形の観察・法則の発見／無料／
申·問 1月20日（必着）までに往復
ハガキ（申込要領参照し、希望日、
学校名・学年、保護者氏名も明記）
または返信用ハガキを持って直接
〒180-8777生涯学習スポーツ課☎
60-1902へ。
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ど
も

【保育園】 ●南…吉祥寺南町3-6-15☎48-1501　 ●吉祥寺…吉祥寺北町5-11-51☎51-5206　 ●境…境4-11-3☎53-1783　 ●境南…境南町5-1-1☎32-2443　 ●東…吉祥寺東町
3-28-3☎21-2495　 ●北町…	吉祥寺北町1-23-17☎21-6681　 ●千川…八幡町1-4-13☎51-8478　 ●境南第2…境南町2-20-17☎32-8167　 ●桜堤…桜堤2-1-27☎52-4671

●武蔵野赤十字…中町3-25-7☎52-3298　 ●まちの保育園…吉祥寺本町3-27-13☎38-8260　 ●ありんこ…西久保1-11-10☎54-1356　 ●精華…西久保1-37-9☎54-3854　

●精華第二…西久保2-15-3☎38-7352　 ●西久保…西久保2-18-6☎51-5307　 ●ふじの実…緑町３-４-３☎55-2525　　【その他の施設】 ●境こども園…境4-11-6☎53-2312　

●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206　

子育て
施設

高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センター：緑町2-4-1／桜堤ケアハウス在宅介護・地域包括支援センター：桜堤1-9-9／教育支援センター：大野田小地下1階（吉祥寺北町
4-11-37）／帰国･外国人教育相談室：四中学習センター3階（吉祥寺北町5-11-41）／ハビット：緑町2-6-8みどりのこども館内／協同ネット：三鷹市下連雀1-14-3／市民こころの健康
相談室：西久保1-6-25西川ビル402／武蔵野三鷹地域センター：西久保3-1-22

1月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制　健康相談は、8頁に掲載

相 談 名 日 時 相談場所 問

こ
こ
ろ
の
健
康

ひきこもり相談 月・火・水・金・土曜 10時〜5時 協同ネット☎70-5067

こころの
健康相談

来所� 予木曜 1時〜4時 市民こころの健康相談室
☎55-6003電話 木曜 10時〜正午、1時〜4時

第2・4土曜 10時〜正午、1時〜4時
心の医療相談� 予

お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-
2334

アルコール相談� 予
思春期相談� 予

子
ど
も・女
性

教育相談� 予月〜金曜 9時〜5時 教育支援センター☎60-1899
帰国・外国人教育相談 月〜金曜 10時〜5時 帰国外国人教育相談室☎54-8626
子育てに関す
る総合相談

来所・訪問月〜金曜 8時30分〜5時 子ども家庭支援センター
☎55-9002 0120-839-002電話 月〜土曜 8時30分〜夜10時

発達に関する相談� 予月〜金曜 9時〜5時 ハビット☎55-8510

ひとり親家庭・女性相談 月〜金曜 9時〜5時 母子・父子自立支援員・婦人
相談員☎60-1850

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火〜土曜 9時〜5時

国際交流協会☎56-2922
中国語 水・金・土曜 10時〜4時

第3木曜 2時〜4時
ヒンディ・タミル･ドイツ・ロシア・
ノルウェー・スペイン語 お問い合わせください

外国人・法律・心理相談�予第4土曜 1時〜4時

そ
の
他

ボランティア相談 月〜土曜 9時〜5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援� 予水曜 10時〜4時 生活経済課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月〜金曜 9時〜5時 商工会議所☎22-3631
スポーツの痛み相談� 予第2・4土曜 10時〜11時30分 総合体育館☎56-2200
野外活動相談 16日を除く毎日 9時〜5時 野外活動センター☎54-4540

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

一般相談 月〜金曜 9時〜5時 市民活動推進課
☎�60-1921（予約専用）
問�60-1829
★事前受付分は2週間前から予
約受付。当日予約分は午前8
時30分から市役所西棟7階
窓口（抽選の場合あり）、9時
以降は電話で受付（申込順）
○予約は前日まで
◎市役所ロビーで開催。当日、
直接会場へ

法律相談★� 予 月･水･金曜 10時〜4時
人権相談○� 予 12日（木） 1時〜4時行政相談� 予 12日（木）
交通事故相談� 予 5日・19日（木）1時〜3時30分
税務相談� 予 水曜 1時30分〜4時30分年金・社会保険・労務相談� ◎ 16日（月）�

女性総合相談
（電話相談も可）� 予

12日（木） 10時〜11時50分
24日（火） 1時〜3時50分
7日（土） 1時〜3時50分 男女共同参画推進センター

☎37-341016日（月） （夜）7時〜9時50分

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 17日（火） 10時〜4時 市民活動推進課☎60-1921

住宅改造相談 月〜金曜 9時〜5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談� 予 20日（金） 1時〜4時 保健センター

高
齢
者

高齢者なんでも電話相談 365日 24時間 ☎36-2123（相談専用電話）

認知症相談＊来所相談
（電話相談はありません）

11日（水）� 予 10時〜正午、
1時〜3時

高齢者総合センター 高齢者支援課
☎60-184619日（木）� 予 市役所

25日（水）� 予 桜堤ケアハウス
総合相談� 来所�予 月〜金曜 9時〜5時 福祉公社☎23-1165

（電話相談は随時）法律相談� 予 第4水曜 1時〜4時

く
ら
し

消費生活相談 月〜金曜 9時〜4時 消費生活センター☎21-2971
生活困窮に関する相談 月〜金曜 8時30分〜5時 生活福祉課☎60-1254
建築物耐震性相談� 予 水曜 9時〜4時

住宅対策課☎60-1905住まいのよろず相談� 予 第3火曜 2時〜4時
高齢者等入居支援相談�予 第3木曜 2時〜4時

子育て中の方が気軽に利用できる催しを行っています／特に表記の
ない事業は、市内在住の各年齢の未就園児と親／定員のあるものは申
込順／無料／申�市報発行日1日・15日各施設の開始時間から受け付
け。☎は事前に電話。◎印は事前に電話または直接各施設へ。 は各
ホームページなどから申し込み／問�詳細は主催者（各施設）にお問い
合わせください

子育て
支援事業

運営団体：子ども協会☎36-0671子育て支援施設
吉祥寺：0123吉祥寺	 吉祥寺東町2-29-12	･････････････････☎20-3210	 休館	日・月曜
はらっぱ：0123はらっぱ	 八幡町1-3-24	･･･････････････････････ ☎56-3210	 休館	金・土曜
いこっと：境こども園いこっと	 境4-11-6	･･･････････････････････････ ☎53-2312	 休館	日曜
ぐるりん：おもちゃのぐるりん	 緑町2丁目第3アパート1階	･･････････☎37-2016	 休館	日・月曜
市内在住の方／3歳児対象事業は平成28年4月2日以降に4歳になった子も対象

事業名 日程・対象・内容 申 託児

初めての利用者
説明会

吉祥寺：①1月12日（木）②1月31日（火）
はらっぱ：①1月15日（日）②1月24日（火）　＊左記以外でもご案内します
①午前10時15分〜10時45分②午後2時〜2時30分／①②同内容／市
内在住の0〜3歳児と親／初めて0123施設を利用する方／お子さんの
名前と住所が確認できるものを持参

− −

ひろば
コンサート

はらっぱ：おはなしと音楽／1月24日（火）午前11時〜11時30分／0〜
3歳児と家族／出演：ミュージックデリバリーこんぺいとう − −

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：ポンポンけん玉をつくろう／1月10日（火）〜14日（土）／期
間中いつでも（受付午後3時30分まで）／毛糸で作った丸いポンポンの
けん玉作り／持ち物：なし

− −

保育園 申 1月4日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

保育園であそぼう 保育園に通っていない未就学児の親子／無料／申�電話で各園へ（月〜金曜午
前10時〜午後4時）

保育園 事業名 日程 時間・費用 対象 申

境南

一緒にあそぼう
（ごっこあそび）1/10(火) 午前9時45分〜10時45分 0歳〜 ◎

1歳のひろば 1/12（木）午前10時〜11時 1歳 ◎
一緒にあそぼう
（ごっこあそび）1/17（火）午前9時45分〜10時45分 0歳〜 ◎

ほっとタイム 1/17（火）午後1時15分〜2時15分 0歳〜 ◎
誕生会 1/19（木）午前9時45分〜 0歳〜 ◎

北町 見学会 1/10（火）予約時にお伝えします 5組 ◎
ふじの実 もちつき大会 1/11（水）午前9時30分〜11時30分 2歳児〜（5組） ◎

精華第二 感触あそび
（小麦粉粘土） 1/11（水）午後1時〜2時 妊婦さんと満2・3歳の親子 ◎

東
観劇 1/12（木）午前10時〜10時40分 2歳〜（5組） ◎

誕生会 1/19（木）午前9時45分〜終了後園庭遊びをどうぞ 0歳〜 ◎

西久保 離乳食講座 1/12（木）午後3時〜4時 4カ月〜８カ月プレママ ◎

境

男の食講座
（幼児食編） 1/14(土) 午前9時45分〜11時15分 1歳〜未就学児のパパ ◎

ほっとタイム 1/17（火）午後2時30分〜3時30分 0歳児 ◎

1歳のひろば 1/20（金）午前10時〜11時 1歳児（平成26年4月〜27
年3月生）5組 ◎

境南第2 誕生会 1/18（水）午前9時30分〜10時 0歳〜 ◎
桜堤 観劇 1/18（水）午前10時〜10時40分 3歳〜 ◎

プレママのひろ
ば・あかちゃんの
ひろば

＊プレママ：妊娠5カ月以上の健康な方、出産後の育児をイメージできるよう妊
婦同士、保育士や看護師と一緒に交流します
＊あかちゃん：0歳〜1歳3カ月児と親、あかちゃんと親同士で交流します。
ちょっとした疑問や悩みは保育士に相談できます

会場 日程 時間 プレママ	申 あかちゃん	申
西久保保育園 1/11（水）午前10時〜11時 ◎ ◎
境保育園 1/13（金）午前10時〜11時 ◎ ◎
桜堤保育園 1/13（金）午後1時15分〜2時15分 ◎ ◎
東保育園 1/17（火）午前10時〜11時 ◎ ◎
北町保育園 1/17（火）予約時にお伝えします − ◎
吉祥寺保育園 1/19（木）午前10時〜11時 ◎ ◎
境南第2保育園 1/19（木）午前10時〜11時 ◎ ◎
※1/11(水)に予定していた千川保育園のひろばは中止となりました。

1月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　辻本公一様：10万円。緑の保全のた
め／（株）荘内銀行代表取締役上野雅史
様：乳がん啓発用視触診キット1体。市
民の健康増進およびがん予防の啓発の
ため／問 管財課☎60-1815
■�市民会館3月分使用申込
　仮申請：1月4日（水）～15日（日）／公
開抽選：1月16日（月）午後1時30分／
仮申請が重なった場合利用団体などに
よる公開抽選／本申請：1月20日（金）
～31日（火）午前9時～午後8時／空き
室は使用当日まで申込可／問 同館☎
51-9144
■�シルバー人材センター
◎入会説明会：1月12日（木）午後1時、
同センター会議室。市内在住60歳以上
の健康で働く意欲のある方。就業内容：
家事・子育て援助、庭木の手入れ、除草、
障子・襖の張り替え、駐輪場の管理、広
報紙の配布、清掃、施設管理など。年度

会費2000円、ゆうちょ銀行の通帳持
参。申·問 前日までに同センター☎55-
1231へ。◎庭木の手入れ申込受付：4
月～6月作業分。高木は要相談。申込多
数の場合抽選。申·問  1月31日（消印有
効）までにハガキで同センター植木係
☎55-1231へ。◎リサイクルセンター
営業日：平日午前9時～午後3時。第4土
曜（1月28日）午前10時～午後4時。再
生家具などを販売。問 同センター☎
51-3448
■�水道料金は口座振替または
　クレジットカードで
　口座振替やクレジット払いを希望す
る方は申込書を水道お客様センターへ
電話で請求してください／申·問 申込
書に押印し同センター☎52-0733へ
／市外へ転出または市外から転入した
場合、口座振替およびクレジット払い
は継続できないため、改めて手続きを
お願いします。

■こども国際交流クラブ　料理コース
　1月28日（土）午後2時～5時／市民会館料理室／5歳～小学生と保護者
（10歳以上は子どものみ可）／18名（申込順）／フレンチトーストほか／
吉川アンヌ（フランス出身）／子どもと大人各1名2000円（国際交流協会
会員1000円）子ども1名の追加500円。前日・当日キャンセルは参加費全
額／エプロン、子ども用上履き、筆記用具持参／申·問 1月7日～26日に
同協会☎36-4511へ。http：//www.mia.gr.jp/から申込可。
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ガイド＆GUIDE
●各事業への申込方法　申し込
みの際は、必ず行事名、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記
してください。●市の主催事業
ではありませんので、申し込み
や問い合わせは各記事の主催者
へ。●講師の方などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■高齢者総合センター
◎デイサービスセンター「新春餅
つき大会」：1月6日（金）午後1時
〜3時。同センターロビー。親子
10組。デイサービスの利用者と
一緒に餅つき。申·問 デイサービ
スセンター☎51-2933。◎新春囲
碁・将棋大会：将棋1月27日（金）、
40名、申 1月20日までに。囲碁1
月31日（火）、90名、申 1月24日ま
でに。午前9時45分〜午後3時30
分。市内在住で60歳以上の方、級
位クラスの方の参加も可。遅刻は
不戦敗。成績優秀者には賞品有
り（初参加者は受賞対象外）。対局
時計使用。昼食各自用意／
申·問 高齢者総合センター☎51-
1975（日曜・祝日を除く）／【共
通】申込順／無料
■まちぐるみ子育て応援事業
　「ローズカフェ」
1月12日（木）午前11時〜午後0
時30分／木蘭（境2-2-20-2F）／
乳幼児親子、関心のある方／7組
（申込順）／円卓囲んでランチお
しゃべりと武蔵境の達人の話と
散策（希望者は1時まで）／生駒
耕示（武蔵境商店会連合会会長
／1000円／申·問 1月4日午前9
時からHBB（Happy and Boon 
Buddy）・古川hbb925@nifty.
com、☎090-6042-4917へ。
■老いじたくの基礎知識
◎1月12日（木）：エンディング
ノートを書いてみよう。10名。◎
1月20日（金）：20名／【共通】午
後1時30分〜3時／福祉公社会
議室／申込順／無料／申·問 同
公社☎23-1165
■精神保健講演会
1月13日（金）午後1時30分〜4
時／武蔵野三鷹地域センター
（西久保3-1-22）／訪問看護につ
いて学び地域生活の安心につな
げる／千葉信子（〈有〉多摩たん
ぽぽ介護サービスセンター社
長）／無料／申 当日、直接会場へ
／問 第二金曜会・高辻☎090-

5496-8709、武蔵野三鷹地域セ
ンター☎54-2209
■お父さんお帰りなさいサロン
　「新春座談会＆交流会」
1月14日（土）午後2時〜4時／市
民社協会議室／シニア世代の男
女／20名／新しい年を迎えて語
り合おう（交流会あり）／無料
（一品持ち寄り歓迎）／申·問 ボ
ランティアセンター武蔵野☎
23-1170、FAX23-1180、vcm@
shakyou.or.jp
■市民交響楽団室内楽定期演奏会
1月15日（日）午後2時（開場1時
30分）／公会堂／曲目：コレット
による組曲（ミヨー）、フルート四
重奏のための想い出は銀の笛（三
浦真理）、サクソフォーン四重奏
曲（名田綾子）ほか／無料／問 同
楽団・太田☎080-2244-0955
■モモプロジェクト「Babycafe」
1月16日（月）午前11時〜午後1時
／A.K.Labo（中町3-28-11）／0
〜3歳の乳幼児と母親／8組（申込
順）／親子でゆっくりカフェラン
チを楽しみながらおしゃべり／
1080円／申 Eメールでモモプロ
ジェクトuketuke@mamanoha 
ne.infoへ／問 吉澤☎54-0407
■0・1・2歳親子ひろばさくらんぼ
1月18日（水）午前10時〜正午／千
川さくらんぼクラブ（八幡町2-5-
3）／市内在住の0〜2歳と保護者
／20組（申込順）／身近な材料を
使って「運動会ごっこ」／石川くに
子（おもちゃコンサルタントマス
ター）／無料／申·問 1月16日まで
に千川福祉会☎30-0022へ。
■�テンミリオンハウスくるみの木
アロマハンドトリートメント
1月18日（水）午後1時30分・2
時・2時30分／各1名（申込順）／
精油でひじから指先まで優しく
トリートメント／施術：平奈津
子（AEAJ認定アロマインストラ
クター）／参加費700円（ハーブ
ティー付き）／申·問 くるみの木
☎38-7552（中町3-25-17）
■テンミリオンハウス花時計
◎百人一首をして遊びましょ
う：1月19日（木）午前10時〜11
時30分。16名。◎邦楽の食わず
嫌いをなくしたい：1月19日
（木）午後1時30分〜2時30分。
20名。＜小鼓、太鼓＞伊和家暁美
（伊和家流主宰）＜長唄、三味線
＞東音林典子／【共通】申込順／
無料／申·問 花時計☎32-8323
（境南町2-25-3）

■防災ボランティア訓練講演会
1月21日（土）午前10時〜11時／
市役所811会議室／災害ボラン
ティア活動に関心のある方／40
名（申込順）／災害ボランティア
センターの被災地支援の現場に
おける役割、大規模災害時の運
営、ボランティアの事例紹介など
／加納佑一（東京ボランティア・
市民活動センター）／申·問 1月
13日までに電話またはＥメール
で市民社協☎23-0701、shimin@
shakyou.or.jpへ。
■�知って得する空き家対策
1月21日（土）午後2時〜3時30分
／吉祥寺西コミセン大会議室／
空き家所有者／30名（申込順）／
有効活用対策、税金関連／講義
（60分）終了後個別相談（30分）
あり／無料／申·問 電話・ファク
ス・Eメールで空き家救済支援協
議会☎03-6272-4690、FAX03-
6272-4691、akiya-sien@yasu-
tax.comへ。
■�東京都認証保育所ピノキオ幼
児舎吉祥寺園入園説明会

平成29年4月開設予定／1月29
日（日）①午前11時〜正午②午後
1時〜2時③午後3時〜4時（①〜
③同内容）／吉祥寺西コミセン
分館／29年4月入園を検討中の
方／各30名（申込順）／詳細は
http：//pinoh.co.jp/参照／
申·問 1月5日〜25日午前10時〜
午後5時に （株）ピノーコーポ
レーション☎03-3317-5113へ。
■ゼロから始めるスマホ教室
　便利・楽しくはじめよう
2月6日〜3月6日の毎週月曜（全5
回）午前9時30分〜11時30分／
かたらいの道市民スペース／ス
マホを始めたい方、初心者／10名
（申込順）／スマホ（教室が準備）
を安心して楽しむための基本（お
持ちのスマホの相談にも対応）／
2000円（資料代含む）／申·問 シ
ニアSOHOむさしの☎21-8603
■国際交流協会（MIA）
◎外国人ボランティア新年交流
会：1月21日（土）午後2時〜4時。
スイングレインボーサロン。同協
会でのボランティア希望の外国
人。約30名。ボランティア情報提
供、茶話交流会。無料。申 1月19
日までに同協会へ。◎語学ボラ
ンティア募集：2月4日（土）午後3
時〜5時30分。同協会会議室。5
月開催「在住外国人のための法
律と心理の相談会」での通訳に

関心がある方。特にタガログ語、
ネパール語が不足。25名。法律相
談の再現劇と活動のオリエン
テーション。別途研修あり。弁護
士、語学ボランティアほか。オリ
エンテーション無料。登録は会
費2500円。筆記用具。申 2日前ま
でに同協会へ／【共通】申込順／
申·問  同協会☎36-4511。http：
//www.mia.gr.jp/から申込可。
■�緑の募金国際緑化事業「植林ボラ
ンティアツアーinハバロフスク」

4月30日（日）成田空港出発〜5
月6日（土）／15名（初参加者優
先）／ロシア連邦ハバロフスク
地方での植林・野鳥観察。シベリ
ア鉄道乗車／18万円（食事付
き、ビザ手数料など別途費用あ
り、学割あり要相談）／説明会：1
月14日（土）武蔵野プレイス／
申·問 1月15日までにファクス・
Eメールでむさしの・多摩・ハバ
ロフスク協会☎・FAX23-5351、
mail@mtxa.orgへ。

◆ スポーツ ◆

■ソシアルダンスの集いと講習会
1月8日（日）午後1時〜5時10分
／総合体育館ダンス室／プロ講
習会（ルンバ）、ミキシング、武蔵
野サンバ／500円／申·問 ソシ
アルダンス連合会・島森☎080-
6555-2144
■混合ダブルスバドミントン大会
1月22日（日）午前9時30分／総
合体育館サブアリーナ／市内在
住・在勤・在学の高校生以上、市
バドミントン連盟登録者／1部
（男子が市民大会1部の組）・2部
／申·問 1月15日（必着）までにハ
ガキ・ファクス（種目、所属〈学校
名、登録クラブ名〉も明記）で同連
盟・沼尻☎・FAX55-2675（〒180-
0001吉祥寺北町3-5-15）へ。
■ダブルスチーム卓球大会
2月5日（日）午前9時／総合体育館
サブアリーナ／市内在住・在勤・
在学者編成チーム／男女別、3ダ
ブルス団体戦、各3名以上／1チー
ム1500円（未登録チーム3000円）
／申 申込用紙（卓球連盟理事・体
育協会で配布）を代表者会議（1月
28日午後7時〜中央コミセン）へ
／問 同連盟・井谷☎50-2486
■�フェスタインディアカむさしの2017
2月12日（日）午前9時〜午後5時／
総合体育館メインアリーナ／中
学生以上の男女／1チーム2000
円／申·問 1月8日までにインディ

アカ連盟・依田☎55-2201へ。
■ジュニアバレーボール教室
2月25日（土）／午後0時30分〜
3時／総合体育館／市内在住・在
学の小学生／50名／無料／指導
者：横河電機バレーボール部選
手／都ジュニア育成地域推進事
業／申 2月16日（1/16、2/15除
く）までに申込書（体育協会で配
布）を直接同協会へ／問 バレー
ボール連盟・後藤☎36-6088

◆ お知らせ ◆

■職業訓練生徒（4月入校）募集
募集期間：1月10日（火）〜2月3
日（金）／都立多摩職業能力開発
センター（昭島市）、同八王子校、
同府中校／科目により訓練期
間、応募条件・定員が異なる。見
学会あり。詳細は各センター・校
へ／申·問 多摩職業能力開発セ
ンター☎042-500-8700、八王
子校☎042-622-8201、府中校
☎042-367-8201
■�平成29年度千代田区立神田一
橋中学校通信教育課程生徒募集

都内在住・在勤で①尋常小学校
か国民学校初等科を修了し高等
学校の入学資格のない方②現行
制度での義務教育未修了で学齢
相当年齢を超過し①に準ずる方
／40名／選考：2月12日（日）午
前10時／申·問 1月12日〜2月10
日に同校☎03-3265-5961へ。
■司法書士による法律相談会
1月14日（土）午後1時〜4時／公
会堂／登記、相続、遺言、成年後
見、債務整理、空家問題など／無
料／申·問 前日までに東京司法
書士会武蔵野支部・勅使☎27-
6761へ。
■商工会議所税務相談会
1月16日（月）午前10時30分〜
午後4時30分／市内在住・所在
の個人事業主／記帳・決算・申
告・税金など／帳簿、昨年の決算
書など持参／無料／予約可／
申·問 同会議所☎22-3631
■�司法書士・土地家屋調査士に
よる登記相談会
1月19日（木）午前10時〜午後3
時／市役所ロビー／相続・遺言、
売買、贈与などの不動産登記に
関する相談など登記全般、空家
問題／申 当日、直接会場へ／無
料／問 東京司法書士会武蔵野支
部・勅使☎27-6761、東京土地家
屋調査士会武蔵野支部・三浦☎
33-9844

トランポリンの日 1/5・12・19・26（木）／午前11時30分〜正午／乳幼児と保護者
卓球教室 1/11（水）午後3時〜4時／小・中学生と保護者／指導：スポーツ指導員
ちびっこランドオー 1/13（金）午前10時30分〜11時30分／1歳未満と保護者／わらべうたでス

キンシップ、おしゃべりタイム
ちびっこランドワン 1/20（金）午前10時30分〜11時30分／1歳と保護者／身体を動かして遊ぼう
おはなし玉手箱 1/23（月）午後3時30分〜4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素話「かさじぞ

う」ほか／語り：メルヘンの会
ちびっこランドニャ
ン・3

1/27（金）午前10時・11時／各45分／2・3歳と保護者／各17名（市内在住者
優先）／親子でリトミック／荻原めぐみ（天野式リトミック講師）／申 1/26
までに電話または直接

地域クラブ〜ヨガ1
日体験

1/30、2/6（月）／午前10時〜11時30分／市内在住の方／各15名／子連れ
可／ヨガで心と体のリフレッシュを／動きやすい服装／バスタオル・フェイ
スタオル・飲み物持参／申 1/27までに本人が電話または直接

桜堤児童館 未就学児は保護者同伴／申 特に記載のないものは当日、直接会
場へ／問 同館☎53-2206（月〜土曜午前9時30分〜午後5時）

乳幼児と保護者、小・中学生とも午前9時30分〜午後5時／1階ホールは午後4時〜5時、小学生のみ
利用／2階育成室は終日、乳幼児と保護者のみ利用

スポーツ

スポーツ関連のお知らせ
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（2月）
　午前9時〜午後5時：11日（祝）・12日（日）・18日（土）・20日（月）〜26日（日）／午後1
時〜5時：4日（土）・19日（日）／問 総合体育館☎56-2200
○1月の市民スポーツデー
　15日（日）午後1時〜4時／市立小学校の校庭・体育館を一般開放／開放する小学
校：第一・第二・第三・第五・大野田・本宿・関前南／特別イベント…第一：ボッチャ・風
船バレー（午後1時30分〜3時30分）、本宿：ボッチャ（午後2時〜3時30分）／問 生涯
学習スポーツ課☎60-1903
○スポーツ施設臨時休場のお知らせ
　1月17日（火）〜31日（火）：温水プール、1月23日（月）〜27日（金）：総合体育館、陸
上競技場＊16日（月）は定期休場／窓口（施設申込など）は午前9時〜午後9時30分に
受け付け／点検・整備のため／問 総合体育館☎56-2200

馬
術

1月15日(日)午前9時／成蹊大学馬場（吉祥寺北町3-3-1）／市内在住・在勤・在学の高校生以
上の方／馬場馬術競技、小障害飛越競技ほか／3000円（保険料、馬借料）／申·問 1月5日（必
着）までにハガキ（5頁の申込要領参照し、年齢、性別も明記）で体育協会☎55-4119へ

ス
キ
ー

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

2月17日（金）午後7時30分市役所出発〜19日（日）午後8時解散／菅平高原スキー場（長野
県）／貸切バス使用／ホテル第一館泊／市内在住・在勤・在学の小学生以上（小学生は親同
伴）／40名（申込順）／最少催行21名／18日：スキーコンテスト（大回り、小回り、自己申告
タイムレース）。19日：スキークルージングまたはポールレッスン／2万2000円。家族参加
割引などあり。出発1週間前よりキャンセル料。リフト券、昼食、レンタルスキー代は各自負
担。スキーコンテストのみ現地参加可（5000円）／申·問 1月31日までに参加費をもって直
接同協会☎55-4119（1/1〜3・16除く午前9時〜午後6時。土・日曜、祝日5時まで）へ

コミセン 日程
本宿＊1 1/16・23(月）
吉祥寺南町＊2 1/6・20（金）
吉祥寺西 1/24(火)
吉祥寺北＊3 1/10(火)★・27(金)
けやき 1/12(木)
中町集会所＊4 1/13(金)・23(月)
西久保＊5 1/23・30(月)

緑町 コミセン工事のた
め休館

八幡町＊6 1/7(土)・18（水）

関前 コミセン工事のた
め休館

西部＊7 1/10・24(火)
境南 1/11（水）

親子ひろば
　午前10時〜11時30分（西部は10時30分〜午後0時30
分）／中止は当日午前9時30分までに市フェイスブック
でお知らせ／0歳〜未就学児と保護者／スタッフや地域
の方たちと情報交換やおしゃべりをしながら自由に遊べ
るひろば。
＊cこ ら ぼ のollabonoコミセン親子ひろば（共助による子育て
ひろば事業）
【運営団体】＊1さんりんしゃの会＊2吉祥寺南町コミュ
ニティ協議会＊3サニーママ武蔵野＊4NPO法人いずみ
の会＊5西久保コミセンひろばピノキオ＊6はちコミほ
んわか隊＊7境おやこひろば／★出張おもちゃのぐるり
ん／申 当日、直接会場へ／問�子ども政策課☎60-1239

コミセン

■北町高齢者センターアルバイト募集　◎調理室清掃：資格不要。60歳位までの方。土曜含む週2・3日程度。午後0時30分〜5時。時給1000円。面接・簡単な実技あり。◎送迎運転手：普通運
転免許。64歳まで。月〜金曜の3日程度。午前8時20分〜9時50分、午後4時20分〜5時50分。送迎1回1時間30分2000円／【共通】勤務2月1日〜3月31日（更新あり）／申·問 1月10日（必着）
までに市販の履歴書を直接同センター☎54-5300（〒180-0001吉祥寺北町4-1-16。日曜、祝日除く）へ。
■むさしのみたか市民テレビ局ケーブルテレビデジタル11CH　1日〜16日<わがまちジャーナル>1、新春特別番組「笙〜雅楽に触れて」笙制作者　鈴木治夫さん。2、新春漫才／17〜31
日<アンコールアワー>1、INDEX「匠　音楽でつながる世界の絆」新都山流三代目、小池玲山。2、野の花／問 同テレビ局☎79-1434

■市民体育祭・体育大会
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保健センター〒180-0001吉祥寺北町4-8-10　　健康課（1階）☎51-0700
　健康づくり事業団（2階）☎51-2828／健康づくり支援センター（1階）☎51-0793

特に表記のない限り、場所は保健センター、対象は市内に住民登録のある
方、無料。ハガキなどでの申し込みは5頁の申込要領参照

健　康

駅伝競走大会 健康マラソン大会
対象 中学の部：60チーム、高校の部・一般の部・混成の部：60

チーム／1チーム4名（補欠：混成2名・そのほか1名まで）
6000ｍを40分以内で完走できる
15歳以上（中学生不可）／230名

開会式 午前9時／陸上競技場 午前10時50分／陸上競技場

部門
約3000ｍ×4区間：①中学男子の部②中学女子の部③高
校女子・一般女子の部④男女混成の部（男女各2名で1・4
区が男性、2・3区が女性）／約3000ｍ×2区間（1・2区）と
約6000ｍ×2区間（3・4区）：⑤高校男子・一般男子の部

約6000ｍ：①男女15歳〜29歳
の部②男女30歳〜39歳の部③
男子40歳〜49歳の部④男子50
歳以上の部⑤女子40歳以上の部

参加費 1チーム2000円（中学の部無料） 1人500円

●商工会館〒180-000₄吉祥寺本町1-10-7：観光機構（1階）／消費生活センター（3階）●市民社協・ボランティアセンター武蔵野／福祉公社〒180-0001吉祥寺北町1-9-1●障害者総合セン
ター〒180-0001吉祥寺北町4-11-16●福祉作業所〒180-0001吉祥寺北町4-12-20●総合体育館〒180-0001吉祥寺北町5-11-20：野外活動センター・市体育協会（3階）●シルバー人材セン
ター〒180-000₆中町3-5-16●高齢者総合センター〒180-001₂緑町2-4-1●みどりのこども館〒180-001₂緑町2-6-8●障害者福祉センター〒180-0011八幡町4-28-13●国際交流協会〒180-
00₂₂境2-14-1スイング9階●市民会館／男女共同参画推進センター〒180-00₂₂境2-3-7●武蔵野プレイス〒180-00₂₃境南町2-3-18●武蔵野ふるさと歴史館〒180-00₂₂境5-15-5

市関連
施　設

休日の医療機関� 1/1（祝）〜14（土）
初期救急（入院を要しない急病）� ○印＝午前9時〜午後5時　◎印＝午前9時〜午後10時
※症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

1日（祝）
○青木小児科医院 小児科・内科 境4-16-15 51-7628
○良寛こどもファミリークリニック 小児科・内科 中町2-4-5 27-8621
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

2日（振休）
○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町3-14-6 31-1155
○吉祥寺駅前クリニック 内科 吉祥寺南町2-2-5 72-3088
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2‐1‐33 52-3212

3日（火）
○かみやま内科クリニック 内科 境1-9-9 60-3188
○わたなべ小児科 小児科 吉祥寺北町1-18-7 28-1222
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

8日（日）
○田原医院 内科・小児科 関前3-3-9 51-8458
○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町3-8-9 23-6555
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

9日（祝）
○メディカルフィットネスクリニック武蔵境 内科 境南町2-8-19 39-5654
○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町1-23-3 22-5755
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2‐1‐33 52-3212

調剤薬局 日曜午前9時〜午後5時　市薬剤師会武蔵野管理センター
武蔵野管理センター薬局 中町3-7-1武蔵野コーポラス105 ☎55-6710

二次救急・三次救急（二次救急では対応できない救命・救急）
武蔵野赤十字病院 境南町1-26-1 ☎32-3111
＊�同病院では、初診時に紹介状と予約が必要。まずはかかりつけ医へ。休日・夜間に緊急性の低い方
が外来受診した場合、時間外選定療養費(8640円)の負担あり(15歳未満は5400円)／問�同病院

二次救急（入院を要する救急）平日夜間、休日24時間� ＊小児科は武蔵野赤十字病院で対応
吉祥寺南病院 内科・外科 吉祥寺南町3-14-4 ☎45-2161
武蔵野陽和会病院 内科・外科 緑町2-1-33 ☎52-3212
森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 ☎22-5161

東京都医療機関案内「ひまわり」
☎03-5272-0303（自動応答）
FAX03-5285-8080（聴覚障害者向け）
☎03-5285-8181（外国語）� 毎日9-20
�HPhttp://www.himawari.metro.tokyo.jp/

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
1日（祝）本橋歯科医院 吉祥寺本町1-36-2 ☎21-0651

2日（振休）歯科森の四季 吉祥寺南町2-8-9�2階 ☎40-4182
3日（火）西久保歯科医院 西久保2-15-2 ☎51-0521
8日（日）兵頭歯科医院 境1-14-8 ☎53-7268
9日（祝） 吉祥寺ファミリー歯科クリニック 吉祥寺北町3-5-8�イトーピア吉祥寺Ｍ104 ☎55-1182

東京消防庁救急相談センター
電話相談�＃ 7 1 1 9 ��または☎042-521-2323

東京版救急受診ガイド

東京都小児救急相談　�月〜金18-23／土日祝年末年始9-23
＃ 8 0 0 0 �または☎03-5285-8898

■�もうすぐパパ・ママのためのこう
のとり学級（平日クラス・全2回）
　①2月13日（月）妊娠中の過ごし
方、食育講座②2月27日（月）母と
子の歯の健康、産後の生活、赤ちゃ

健康づくり事業団
◎軽度高血圧改善「体験型血圧科学セミナー」
　①2月3日②3月3日(金)／午前10時〜正午／収縮期血圧140〜160mmHg拡張期
血圧90〜100mmHg程度、BMI25未満のすべてに該当する本人（心疾患・腎疾患な
どカリウム制限のある方不可。服薬治療中の方は主治医に相談の上申し込み）また
は家族で両日参加できる方／15名（74歳以下優先し1月4日から申込順）／測定
(血圧・塩分量・動脈硬化測定など)と管理栄養士による講座。②のみ減塩食の試食あり／1500円
（試食代、検査キット代含む）／直近の健診結果持参／申·問�直接または電話で同事業団へ
健康づくり支援センター
①健康づくり推進員募集
　健康づくり情報提供や講座実施など地域の健康づくりに関する活動／5名程度／4月1日〜平成
30年3月31日（研修あり。年度ごとに更新）最長5年／月10日（1日3時間）程度／月額2万7000円
／説明会：1月10日（火）午前10時・16日（月）午後1時30分。保健センター
②健康関連専門職（健康づくり人材バンク登録者）募集
　講座の講師や教室の指導ができる専門職を人材バンクに登録／医師、保健師、管理栄養士、栄養
士、薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、理学療法士、運動の有資格者（任意団体が定めている資格可）／
若干名／プログラムの企画、開催、報告書の作成／1回3時間程度。1万1000円／書類審査、面接
【共通】申·問�1月31日（必着）までに市販の履歴書（活動可能日・時間帯を記載）、志望理由（400字
程度）、②は資格証明書の写し・指導歴を、郵送または直接同センターへ
◎インボディ測定会
　1月19日（木）①午前9時30分②午前10時15分／各2時間程度／①おおむね50歳代まで②60歳
代以上。ペースメーカー使用者・妊娠中・測定後1年未満の方不可／各10名（申込順）／筋肉量、体脂
肪率、基礎代謝量などの測定、結果説明（健康運動指導士）、自分の食目標を決める講座（管理栄養
士）。はだしで測定／講師：健康づくり人材バンク／申·問�電話または直接同センターへ

平成28年度乳がん検診追加募集（1月〜2月受診分）
平成29年3月31日現在40歳以上の女性で昨年度マンモグラフィーを受診していない方／問診、
マンモグラフィー
実施機関 ①にしくぼ診療所�

（緑町2-1-40）
②松井健診クリニック�吉祥寺プ
レイス�（吉祥寺東町1-19-23）

③健康づくり事業団�
（保健センター2階）

受診期間 月〜水・金・土曜の午後
（休診日除く）

月〜金曜の午前午後、土曜の午
前（休診日除く）

月〜金曜（祝日除く）、1月
14日（土）、2月4日（土）

費用 1000円（生活保護受給者は免除：生活福祉課への申し込みが必要）
申·問 申込順。ハガキ・封書（希望実施機関、③のみ希望日〈第３希望まで。時間指定不可〉、生年月日も

明記）または直接健康課へ。市ホームページから電子申請可

1月の健康相談　＊今月実施しない相談は、次回の予定を掲載。
相　談　名 日　　　時 場　所 問

健康なんでも相談・妊婦相談 月〜金曜 午前9時〜午後5時 保健センター

健康課
☎51-0700

赤ちゃん
相談室

1カ月健診終了
後～1歳未満の
乳児

13日（金） 受付時間午後1時30
分〜2時（事前予約
不要・直接会場へ）

次回2月24日（金） 市民会館
27日（金） 公会堂

体重
測定会

1歳～6歳の
幼児（未就学児）23日（月）

受付時間午前11時
〜11時30分（事前予
約不要・直接会場へ）保健センター

健康相談（予約制） 26日（木） 午後1時15分〜2時30分
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

1月申込の健診・検診 経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診を
してください／問�健康課

種　類 対象者・内容・受診日・会場など 申し込み

胃がん検診

2月3日（金）・4日（土）・6日（月）・8日（水）／午前8時45分
〜11時／平成29年2月1日現在35歳以上の方／過去1年
以内に受診歴のある方、妊娠中または可能性のある方、
ほかに検診機会のある方は対象外／64名（申込順）／胃
エックス線撮影（バリウム検査）

ハガキ・封書（第3希望日ま
で、生年月日も明記。時間指
定不可）または直接健康課
へ。市ホームページから電子
申請可

肺がん検診

2月4日（土）午後1時30分〜2時45分／29年3月31日
現在40歳以上の方（3カ月以内に市の健康診査を受け
た方、妊娠中または可能性のある方、ほかで胸部エッ
クス線を受ける方、血痰の出ている方は対象外）／50
名／胸部エックス線撮影、喀痰細胞診検査（必要な方）
／注意：最近6カ月以内に血痰の症状があった方は、肺
がん検診ではなく、直接医療機関で検査を受けてくだ
さい

ハガキ・封書（生年月日、①た
ばこを喫煙中〈過去に喫煙〉の
方は1日の本数と喫煙年数②
過去6カ月以内に痰に血が混
じったことがある方は「血痰
あり」①②ない方は「なし」と
記入）または直接健康課へ。市
ホームページから電子申請可

若年層
胸部検診

2月4日（土）午後1時15分〜1時30分／29年3月31日
現在15歳以上40歳未満の方／30名（申込順）／胸部
エックス線撮影

ハガキ・封書（生年月日も明
記）または直接健康課へ。市
ホームページから電子申請可

大腸がん
検診

2月4日（土）〜17日（金）（土・日曜、祝日を除く。ただし2月4日は実施）
／29年3月31日現在40歳以上で特定健康診査などほかに受診機会
のない方（現在大腸疾患で治療中の方除く）／1年度1回受診可／市国
保および後期高齢者医療制度加入者は健診時に実施／300名（申込
順）／検査方法：2日分の便を採取し、潜血反応の有無を検査

1月5日〜2月8日
（必着）にハガキ・
封書または直接健
康づくり事業団へ
（電話申込不可）

肝炎
ウイルス
検診

ほかに検診機会のない方で①29年3月31日現在40歳の方②29年
3月31日現在41歳以上の方で、受診歴がない方（市国保、後期高齢
者医療制度加入者は健診時に受診）／血液検査

電話または
直接健康づくり
事業団へ

妊婦歯科
健診

妊娠中の方／歯科健診／市内指定医療機関／受診票は母
子健康手帳とともに交付（母と子の保健バッグに同封）

転入の方は健康課へ

んとの関わり／午後1時15分〜4
時／初妊婦（受講時に妊娠16〜31
週の方）／24名（申込順）／母子健
康手帳、筆記用具、②は歯ブラシ、
手鏡持参／①は動きやすい服装／
／申·問 2月6日までに電話または
直接健康課へ。

■�ユニバーサルスポーツ教室　トライアスロン
　2月5日（日）・11日（祝）・12日（日）・19（日）・25日（土）／全5回／午前9時
30分〜午後1時／総合体育館、温水プール、陸上競技場／16歳以上でク
ロール50ｍ以上泳げる方／28名（超えた場合抽選）／障害のある方もない
方も一緒にプロ（チームケンズ）の指導でトライアスロン（水泳、自転車、ラ
ンニング）の練習／7700円／申·問 1月14日（必着）までにハガキ・ファク
ス（5頁の申込要領参照し、生年月日、ロードレース用自転車の有無、在勤・
在学者は勤務先・学校名、障害がある方は障害名・等級・介助者の有無も明
記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で同館☎56-2200、
FAX51-5493へ。http：//www.musashino.or.jp/から申込可。

母子保健

■市内駅伝競走大会・市民健康マラソン大会の参加者募集
　3月5日（日）／スタート：駅伝午前9時30分、マラ
ソン11時15分／1月5日午前9時から申込順（1月10
日までは市内在住・在勤・在学者のみ、駅伝はメン
バー全員が市内在住・在勤・在学であること。駅伝中
学の部は抽選）／パラリンピック競技の紹介・体験コーナーあり（総合体育
館メインアリーナ）／代理出走禁止／中央公園拡張のため一部コースを変
更／申·問 所定の申込用紙（http：//www.musashino.or.jp/から印刷可）
をファクス（要受信確認、駅伝中学の部は1月31日午後9時必着）または直
接総合体育館☎56‐2200、FAX51-5493へ。参加費は直接持参。

◎ジュニアスケート〜近郊でウィンタースポーツ、スケートを楽しもう
2月19日（日）午前9時〜正午／ダイドードリンコアイスアリーナ（西東京市東伏見3-1-25）集合・
解散／市内在住・在学の小・中学生／100名（超えた場合抽選）／最少催行33名／指導：都スケート
連盟／3000円（スケート靴代を含む、交通費別途）／申·問�1月14日（必着）までにハガキ・ファク
ス（5頁の申込要領参照し、参加者全員の生年月日、学校名、学年も明記。FAXは要受信確認。電話申
込不可）または直接同センターへ。ホームページから申込可
＊旅行条件説明書はホームページまたはDo�Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513号
一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

■�野外活動センター☎54-4540、FAX51-9810、http://www.musashino.or.jp/
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◦吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ･･･････ ☎21-4141
◦本宿（吉祥寺東町3-25-2） ･･･････････ ☎22-0763

◦吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ･････ ☎43-6372
◦御殿山（御殿山1-5-11） ･････････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

◦けやき（吉祥寺北町5-6-19） ･････････ ☎54-8719
◦中央（中町3-5-17）･･････････････････ ☎53-3934
◦中町集会所（中町1-28-5） ･･･････････ ☎53-2251
◦西久保（西久保1-23-7） ･････････････ ☎54-8990
◦緑町（緑町3-1-17）･･････････････････ ☎53-6954
◦八幡町（八幡町3-3-16） ･････････････ ☎54-0169

◦中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ････ ☎56-0055
◦関前（関前2-26-10） ････････････････ ☎51-0206
◦関前分館（関前3-16-6） ･････････････ ☎51-0206
◦西部（境5-6-20） ････････････････････ ☎56-2888
◦境南（境南町3-22-9） ････････････････ ☎32-8565
◦桜堤（桜堤3-3-11） ･･････････････････ ☎53-5311

コミセンの連絡先
◎電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

市民伝言板市民伝言板

市民の市内での活動の情報交換や仲間づくりをお手伝いするため
のコーナーです。講師の方などの敬称略。掲載内容の責任は主催
者にあります。詳細は、各催しの問の方にお問い合わせください。

対象：市民または市民サークルによる市内での活動・催し。同一人・サークルの掲載は6カ
月に1回／掲載基準：申込書裏面および市ホームページに掲載。必ずご確認ください／申
し込み：所定の申込用紙（秘書広報課、各市政センターで配布、市ホームページから印刷
可）を郵送・ファクスまたは直接窓口へ。電子申請も可／申·問 秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009　掲載申込締切　2/15号…1月18日、3/1号…2月1日

掲
載
希
望
の
方
へ

  おいでください　 市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料
催しもの（団体名） 日時・場所 会費／ 申·問 備考
第27回武蔵野・三鷹
退職校長会作品展

1月13日（金）〜17日（火）／午
前10時〜午後5時／芸能劇場
小ホール

梅津52-9988 13日は午後1時か
ら、17日は4時まで

仲間あつまれ 市民が市内で活動しているサークルなど
入 は入会金。特に表記のないものは無料

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／ 申·問 備考
ひめしゃら
（コーラスサークル）

毎月第1・第3土曜／午前
10時〜正午／市内コミセ
ン

月3000円
山根56-3231
（午後5時以降）

初めての方歓迎、季節の
歌童謡など練習

響の会
（川柳自主グループ）

月1回／第4水曜／午後1時
30分〜3時30分／高齢者
総合センター

月1000円
竹下36-0296

NHK学園専任講師の指
導で川柳を楽しむ

問い合わせは各コミセン（頁下欄外を参照）へ
● 申  事前に電話または窓口へ（市報発行日1日・15日から受け付け〈休館日を除く〉）
　特に表記のないものは、会場は各コミセン、申込順、無料、当日直接会場へ

月
事業案内1
コミュニティセンター 文中の敬称略

■生活習慣病予防
　料理講習会

午前10時30分／市内在住で50歳以上／指導：市協力栄養士
／600円（キャンセルの場合、実費負担の可能性あり）／エプロン、三角巾を持参

　 

担当：市民活動推進課

吉　東 24日（火） ■吉祥寺東落語会　午後2時（1時30分開場）／60名／春風亭朝
也／木戸銭500円／申

吉　南 16日（月） ■生活習慣病予防料理講習会　「魚をおいしく脳や血管を元気に」　申 

御殿山

11日（水） ■みんなで忍者「みんなでダッシュ」　午後3時〜4時30分／小
学生／25名／500円（当日）／申 窓口へ

12日（木） ■みんなで忍者「ころころ修行の巻」　午後3時〜4時30分／幼
児（4歳〜未就学児）／25名／500円（当日）／申 窓口へ

19日（木） ■みんなでカフェ　午後2時〜4時／午後のひとときをお菓子と
いれたてのコーヒーで／100円

本　町 8日（日） ■まちをきれいに　午前9時コミセン前集合／地域をきれいに
する活動です。皆さんご参加ください

吉　西
18日（水）〜

■パソコン学習会　3/22までの毎週水曜（全10回）／初級：午前
10時〜正午、3000円。中級（初級修了者）：午後1時30分〜3時
30分、1回500円／各11名（超えた場合初めての方優先）／
Windows10対応／申 11日・13日に窓口へ

21日（土） ■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分〜11時／コミセン集合／
井ノ頭通りをきれいにしましょう

吉　北
7日（土） ■子ども映画会　午後2時／「ミッキーマウスと魔法の帽子」

「ピーターパンの冒険」「カバのポトマス」

22日（日） ■新春囲碁大会　午前9時30分／30名／500円（昼食代）／申 6
日〜15日に昼食代を添えて窓口へ

けやき

8日（日） ■けやき囲碁のつどい　午後1時〜5時／自由対局

10日（火） ■風と歩こう　午前9時30分コミセン前集合／季節を感じなが
らの散策

17日（火） ■ナイトウオーク　午後8時コミセン集合／地域をウオーキング
しながらパトロール

けやき・
緑町 14日（土）

■「どんど焼きとむかしあそび」伝えよう、楽しもう、日本の文化
午前10時〜正午／大野田小（吉祥寺北町4-11-37）／どんど焼き
（お飾り受付11時まで。雨天中止）、お汁粉ふるまい、マシュマロ焼
き、よさこい（RIKIOH）、人力車／共催：大野田あそべえ、青少協

中　町
集会所

16日・30日
（月）

■中町ストレッチ教室　午前10時30分〜正午／動きやすい服
装、水分補給飲料・バスタオル・タオル持参

八幡町 6日（金）
■宿題やろうよ「書き初め練習会（書道）」　午前9時30分〜午後0
時30分（正午受付終了）／小学生／20名／宿題の書き初めのポイ
ントを講師が指導します

西　部

6日（金）〜
10日（火）

■新春コミセンデー「生け花」展　ロビーにて午前9時30分より
生け込み実演（初日のみ）

10日（火） ■生活習慣病予防料理講習会　「脳を健康に保ちましょう」　申
14日（土） ■新年初手合い「将棋」　午後1時〜6時／申 10日まで
21日（土） ■新年初手合い「囲碁」　午後1時〜6時／申 17日まで

境　南 11日（水）
■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう　午前10時30分〜11時30分
／0歳〜未就学児と保護者／わらべうたの会「げっくりかっくり」

お知らせ ■工事のため、2月中は一部の部屋を除き空調が使えません
桜　堤 8日・22日（日）■囲碁の日　午後1時〜5時／自由対局

イベ ン ト 文中の敬称略

○�税理士による小規模納税者などのための無料申告相談
期日 2月1日（水）場所 スイングスカイルーム
受付：午前9時30分〜11時、午後1時〜3時。相談
時間：午前は正午、午後は4時まで／混雑時は受付
を早めに締め切る場合あり／譲渡所得や複雑な内
容の相談・申告書の提出のみは不可／確定申告に
必要な書類、印章、筆記用具、計算器具およびマイ
ナンバーに係る本人確認書類の写し（①マイナン
バーカードまたは②番号確認書類および身元確認
書類）を持参／車での来場不可

図 書 館

●中央図書館………吉祥寺北町4-8-3☎51-5145

●吉祥寺図書館…吉祥寺本町1-21-13☎20-1011

●武蔵野プレイス……境南町2-3-18☎30-1900

http://www.library.musashino.
tokyo.jp/
モバイル（携帯電話）版は末尾に m/ を

ⒸMosfilm Cinema 
Concern 1972

官公署だより

■20歳になったら国民年金
　20歳になると、国民年金に加入する
義務が生じます。厚生年金に加入してい
ない方は市役所保険課で手続きをして
ください。届け出や保険料の納め忘れが
あると年金が受けられないことがあり
ます／問 武蔵野年金事務所☎56-1411
■耐震キャンペーン
◎耐震フォーラム：1月17日（火）午後1
時〜4時15分。都庁都議会議事堂都民
ホール。250名（申込順）。「これだけは
知っておきたい我が家の耐震化」。◎建
物の耐震改修工法などの展示会：1月26
日（木）午前10時30分〜午後5時。新宿駅
西口広場。◎防災体験・耐震改修バスツ
アー…Aコース：1月19日（木）午後、国立
西洋美術館（台東区上野公園7-7）→永
信ビル（中央区）。Bコース：1月31日（火）
午後、立川防災館（立川市泉町1156番地
-1）→調布ホームズ（調布市）。Cコース：
2月1日（水）午後、そなエリア東京（江東
区有明3-8-35）→ハイホーム高輪（港
区）。各コース20名（申込順）。◎耐震化

個別相談会：1月17日（火）午前10時30
分〜午後1時。都庁都議会議事堂都政
ギャラリー。30組（予約優先）／申·問 同
キャンペーン事務局☎0120-900-563、
FAX03-5402-8556、iwano@festa 
lkanto.co.jp。詳細はhttp：//www.
taishin.metro.tokyo.jp/参照。
■武蔵野税務署から確定申告のお知らせ
　国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」を利用すると税額などが自
動計算され誤りのない申告書が作成で
きます／武蔵野税務署内申告書作成会
場：2月13日（月）開設。車での来場不可。
同会場での相続税の相談不可。

問 同署☎53‐1311（自動音声案内「2」を
選択）

■ ギャラリーコンサート
　「新春の調べ〜三味線デュオ」
　1月8日（日）午後2時・4時／各回
40分（開場30分前）／武蔵野プレ
イスギャラリー／各50名（先着
順）／三味線の演奏会／杵屋徳桜・
松崎美和（三絃楽団shami座）／無
料／申 当日、直接会場へ／問 同館
生涯学習担当☎30-1901

■ 市民探鳥会
　1月9日（祝）午前9時45分井の
頭恩賜公園野外ステージ前（三鷹
市井の頭4丁目）集合・正午解散／
小雨実施（確認は当日8時30分以
降に野外活動センター）／市内在
住・在勤・在学の方（小学3年生以
下保護者同伴、未就学児参加可）／
100名程度（先着順）／グループに
分かれて観察／むさしの自然史研
究会／無料／筆記用具、あれば双
眼鏡を持参／申 当日、直接会場へ
／問 同センター☎54-4540

■ むさしの自然観察園「体験しよう
もちつきと山村の昔の食べ物」
　1月21日（土）午前11時〜午後1時
／小学生以上（未就学児〜小学3年
生は保護者同伴）／35名／飲み物
持参／主催：武蔵野市／申·問 1月

4日から同園☎55-7109（吉祥寺北
町3-12、午前10時〜午後5時）へ。

●武蔵野警察署　☎55-0110
　市内で、特殊詐欺（振り込め・還付金・
架空請求・融資保証金詐欺）の被害が発
生しています。最近は、バイク便を使っ
て現金を受け取る手口で被害に遭って
います。＊平成28年11月25日現在：市
内14件、約5200万円。

市内の地域安全情報　（11月の災害発生件数）
●武蔵野消防署　☎51-0119
◎1月15日〜21日は「防災とボランティア
週間」。◎東京消防庁災害時支援ボラン
ティア：都内に震度6弱以上の地震や大
規模な自然災害が発生した場合に、消防
活動の支援を行うボランティアを募集。

災害発生件数 火災・救助など 31件
救　急 732件

■どっきんどようび
　1月14日（土）午後2時30分（開場2
時15分）／武蔵野プレイスフォーラ
ム／幼児・小学生と保護者／100名
（先着順）／人形劇「こぶとりじいさ
ん」（約50分）／劇団貝の火／無料
／申 当日、直接会場へ／問 同館

■ シネマプレイス
　1月15日（日）午
後2時30分（開場2
時15分）／武蔵野
プレイスフォーラ
ム／中学生以上／
100名（先着順）／
「惑星ソラリス」（1972年、ソビエト
連邦作品、166分、カラー、監督：ア
ンドレイ・タルコフスキー、出演：

ドナタス・バニオニスほか)／無料
／申 当日、直接会場へ／問 同館

1
月
の
休
館

○�中央・吉祥寺：1日（祝）〜3日（火）・4日（水・館内整理日）・6日・13日・20日・27日（金）
○�武蔵野プレイス：1日（祝）〜4日（水）・11日・18日・25日（水）
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