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人口と世帯� 《平成28年6月1日現在、（　）は前月比》 むさしの-FM（78.2MHｚ）「マイシティむさしの」 ケーブルテレビ（11ch） 
月～金

日
土 ＊11月3日（木）・6日（日）～9日（水）は放送時間が変わります

毎 日

「むさしのシティニュース」
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人口と世帯� 《平成29年1月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万3964人（18人減）　世帯数 7万5240世帯（30減）
●男 6万9047人（1人減） ●女 7万4917人（17人減）

〈うち外国人住民数〉2817人（18人減）

 特集 平成28年度市政アンケートの結果 … ❽
武蔵野アール・ブリュット2017作品募集 … ❸
高等学校等修学支援事業を創設 ………… ❹
ふるさと歴史館 ………………………… 10

いつでも　どこでも　かんたんに

そのほかの納付方法も利用できます

ATM・インターネットバンキングで納付できます

Step1 Step2 Step3 Step4
手続きの前に、利
用するATMやイン
ターネットバンキ
ングがペイジーに
対応しているか確
認してください。

払い込み実行後、ATM
では利用明細票が発
行されます。インター
ネットバンキングの場
合は、画面上の明細で
確認してください。

画面に表示される操
作手順に従い、納付書
記載の「収納機関番
号」、「納 付 番 号」、「確
認番号」、「納付区分」
を入力します。

画面に表示された
内容を確認し、払
い込みを実行しま
す（納期に誤りが
ないよう注意して
ください）。
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　１月から、市・都民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、事業所税、国民健康保険税、
介護保険料が、ペイジー（Pay-easy)に対応するＡＴＭ、インターネットバンキングで納付
できるようになりました。生活スタイルに合わせて納付方法をお選びください／問  国民
健康保険税について：保険課☎60-1836、介護保険料について：高齢者支援課☎60-1845、
それ以外の税目について：納税課☎60-1827

ペ
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イジーで市税などの“納付”がさらに便利に

　納付書にペイジーマーク　　  の記載があることを確認してください。
　※ 28年12月までにお送りした納税通知書に添付された納付書では、ペイジーでの納付はできません。
　　ペイジーでの納付をご希望の方は、専用の納付書を発行しますので、担当各課へ連絡してください。
　 領収証は発行されません。領収証が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口をご利用

ください。
　利用できるのは、原則として納付書発行日の翌営業日の午後以降です。

　取り扱い可能なコン
ビニエンスストアの窓
口で納付する方法で
す。
対応科目 市・都民税（普
通徴収）、固定資産税、
軽自動車税、国民健康
保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料
※�利用できる金額は、納付
書１枚あたり30万円ま
でです。

　インターネットに接続で
きるパソコン、スマートフォ
ンなどを使用し、「Yahoo!公
金支払」のサイトからクレ
ジットカードで納付する方
法です。
対応科目 市・都民税（普通徴
収）、固定資産税、軽自動車
税、国民健康保険税
※�納付金額により手数料がかか
ります。
※利用は納期限までです。

　事前に市へ申請して口座情報
を登録することで、納期限の日
に引き落とされる方法です。
対応科目 市・都民税（普通徴収）、
固定資産税、国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療保険料
※�平成29年度から軽自動車税も開始
予定です。申請は随時受け付けてい
ます。
※�口座の残高不足に注意してください。
※�市役所窓口で、キャッシュカード（銀
行印不要）による申し込みもできま
す（介護保険料は除く）。

◆収納の現状
　市民の皆さまの納税へのご理解・ご協力によ
り、平成27年度の市税（国民健康保険税を除く）の
現年課税分収納率は99.5％でした。これは、多摩
26市中４位と上位に位置します。しかし、滞納繰
越（現年度中に収納されなかった）分は31.4％で
同21位でした（下記グラフ）。また、滞納繰越額が
各税の合計で２億円弱発生しています。市では24
年度より市税などの納付方法の多チャンネル化
に取り組んできました。また、26〜28年度を徴収
強化期間と位置づけ、多摩で下位となっている滞
納繰越分の収納率向上と滞納者数の減少を目指
しています。

◆納期内納付にご協力ください
　納期限内に納付がなかった方には、督促状や催
告書の送付、あるいは電話催告、訪問催告を行いま
す。これらの費用は全て税金からの支出です。納期
内納付をする方が増えれば、これらのコストを節
減できます。
　また、納期限内に市税などを納めないと、年率
9.0％の延滞金（納期限から１カ月までは2.7％）が
加算されます（※加算率は年によって異なります）。
◆滞納処分とは
　督促状の送付ののち、10日以内に納付がない場合
は地方税法に基づき滞納処分をしなければならな
いとされています。催告書の送付、預貯金や給与など
の調査を行い、調査の結果、財産が判明した場合は
国税徴収法に基づく差し押さえを執行しています。
◆納付相談を受け付けています
　失職や事業の廃止など、やむを得ない事情によ
り市税などの納付が困難な方は、ご相談くださ
い。電話相談も随時受け付けています。

　市では、安定した税収と税の公平性を保ち、
納税者の信頼に基づく行政を展開するため、
市税の徴収対策に取り組んでいます

金融機関などの
ATM

スマートフォン パソコン

ご注意ください
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市議会からのお知らせ
　右記の日程で、定例会
閉会中の委員会を開催し
ます。
　平成29年第1回定例会
は2月22日（水）開会予定
です。今定例会で審議す
る請願・陳情の提出期限
は、2月16日（木）です。所
定の用紙（議会事務局で
配布、市議会ホームペー
ジ http://www.city.
m u s a s h i n o . l g . j p /
shigikai/から印刷可）で
の提出が必要です／問 議
会事務局☎60-1883

■期日・内容
　 開会時間（予定）：午前10時
　★は午後2時

期日 会議名
1/19(木) 議会広報委員会
1/20(金)

議会運営委員会
1/23(月)
1/24(火）議会運営委員会（予備日）
1/30(月) 議会運営委員会★
2/1(水) 総務委員会
2/3(金) 文教委員会
2/6(月) 厚生委員会
2/7(火) 建設委員会
2/8(水) 外環道路特別委員会
2/17(金) 議会運営委員会★

完了です

手続きの流れ

！ ！
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市都民税･普通徴収
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■�「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

「マイバック　もって買い物　ゴミへらす」　安藤亮太さん（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

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
情報公開委員会 1月19日（木）

午後6時
武蔵野
プレイス
フォーラム

10名（申込順）／CIMコ
ラムについてほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1809へ

男女共同参画推
進委員会

1月23日（月）
午後7時

男女共同参画
推進センター
会議室

5名程度（先着順）／平成
27年度第三次男女共同参
画計画進捗状況について

当日、直接会場へ
男女共同参画推進セ
ンター☎38-4825

第二期観光推進
計画策定委員会

1月27日（金）
午後6時

商工会館
第1・2会議室

20名（先着順）／意見募
集で寄せられた意見の整
理

当日、直接会場へ
生活経済課
☎60-1832

市民活動推進委
員会

1月30日（月）
午後2時〜4時

市役所
812会議室

10名程度（先着順）／意
見募集で寄せられた意見
の整理ほか

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

バ リ ア フ リ ー
ネットワーク会
議

1月31日（火）
午後3時

総合体育館
大会議室

15名程度（先着順）／バリアフ
リー基本構想に基づく後期特
定事業計画案についてほか

当日、直接会場へ
まちづくり推進
課☎60-1870

新クリーンセン
ター施設・周辺
整備協議会

2月3日（金）
午後7時〜9時

市役所
412会議室

20名（先着順）／新クリー
ンセンター施設・周辺整
備の課題整理ほか

当日、直接会場へ
クリーンセンター
☎54-1221

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

お知らせ

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

申告受付
会場と
日程

2月16日（木）〜3月15
日（水）（土・日曜除く） 午前9時30分〜午後4時30分 市役所802会議室
2月21日（火）・22日（水）午前9時30分〜午後4時 スイングスカイルーム

※スイングでの受付は日時が限られます。確認の上お出かけください。

確定申告書
受付

2月16日（木）〜3月15日（水）
（土・日曜除く）

午前8時30分から
（相談は午前9時から）

武蔵野税務署
（吉祥寺本町3-27-1）

※�武蔵野税務署内の申告書作成会場は2月13日（月）から開設。還付申告は1月から提出可。
税理士による小規模納税者などのための無料申告相談

2月1日（水）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） スイングスカイルーム

小規模納税者の「所得税及び復興特別所得税」および「消費税」、年金受給者および給与所
得者の「所得税及び復興特別所得税」の申告（土地、建物および株式などの譲渡所得のある
場合を除く）のための無料申告相談／相続税の相談不可／混雑する場合は受付を早めに
締め切ることがあります

平成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であ
る方のうち、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
申請方法

（郵送また
は直接）

郵送：〒180-8777地域支援課臨時給付金担当
直接：市役所東棟6階601会議室／各市政センター（夜間・休日窓口を除く）

対象
障害者
控除

身体障害者手帳3〜6級または
愛の手帳3・4度に準ずる方

特別障害
者控除

身体障害者手帳1・2級または愛
の手帳1・2度に準ずる方

①�武蔵野市に住民登録と介護保険被保険
者資格がある

②�要介護・要支援認定を受けている（未申
請の方は市指定書による医師の意見書
が必要）

①②および市の定める要件に該当する65
歳以上の方（審査あり）

■�社会保険料控除について
　平成28年中に納めた介護保険
料、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料は、全額が所得税・住民税
の社会保険料控除の対象になりま
す。確定申告の際、納付額を証明す
る書類の添付は必要ありません。
◎介護保険料…特別徴収の方（年
金から保険料が引き落とされてい
る方）：1月末までに日本年金機構
などから送付される「公的年金等
の源泉徴収票」で金額を確認して
ください。本人の所得からのみ控
除が認められます。普通徴収の方

■�市民税・都民税、所得税の申告の準備を始めましょう
　平成28年1月1日〜12月31日の収入や控除の分かる書類を持参。
●市民税・都民税� 問�市民税課☎60-1823

●所得税� 問�武蔵野税務署☎53-1311

◎税務署からのお知らせ
　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。申告書などの様式
はホームページから保存・印刷できます。車での来場不可。
●公的年金受給者で、確定申告が不要となる方� 問�市民税課☎60-1823
　昨年1年間（1月〜12月）の公的年金等の収入金額が400万円以下で、か
つ、その年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の
場合、所得税の確定申告は不要です（源泉徴収の対象とならない公的年金
等の支給を受ける方を除く）／所得税及び復興特別所得税の還付を受け
るための申告は可／なお、確定申告が不要の方でも、医療費控除、各種保
険料控除などを追加することで、市民税・都民税が減額となる場合があり
ます。この場合、市民税・都民税の申告書の提出が必要となります。

■�不要な年賀ハガキを回収します
　1月15日（日）〜2月2日
（木）／各施設の開庁・開館
時間／市役所、各市政セン
ター・コミセン（緑町・関前コミセン
は除く）、市内郵便局／年賀ハガキ・
そのほかハガキ全て（インクジェッ
ト紙も可、写真付きや紙以外は不
可）／各施設の専用ボックスに束ね
ずに投入／個人情報厳守／製紙工
場でトイレットペ−パーにリサイ
クル／問 ごみ総合対策課

■�粗大ごみ収集の申請が
　便利になります
　2月1日から電話受
付時間を延長、イン
ターネット申込の対
象品目を拡大／電話受付：日曜と
年末年始（12月29日〜1月3日）を
除く午前8時30分〜午後7時／イ
ンターネット申込（電子申請）：申込
時に収集日が選択でき、粗大ごみ
のポイント数もすぐに分かるよう
になります／問 クリーンセンター

■�高齢者の障害者控除対象者認定
書の交付について

　所得税・市民税などの申告の際
に障害者控除または特別障害者控
除が受けられる障害者控除対象者
認定書を該当する方に交付してい
ます（身体障害者手帳、愛の手帳、
精神障害者保健福祉手帳または戦
傷病者手帳所持者は申請不要）／
申請書：高齢者支援課で配布、市
ホームページから印刷可／認定基
準日：申告対象年の12月31日（申
請は毎年必要／発行には申請から
1週間程度かかります）／申·問 同
課☎60-1925

■�臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金の申請期限は1月31日

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）

■�ひとり暮らし高齢者調査の事前
アンケートに協力をお願いします
　65歳以上の1人暮らしの方の実
態を把握するために、3年ごとに実
施している調査の事前アンケート

■�空間放射線量の詳細測定結果
　市では、子ども施設、公園などの
計83施設の空間放射線量の詳細測
定を11月16日に終了しました。市の
基準（0.23マイクロシーベルト毎時）
を超える場所はありませんでした／
詳細は市ホームページで公表／簡
易型空間放射線量計を貸出中（予約
制）／問 環境政策課☎60-1842

■�都市計画を変更しました
　1月13日付で都市計画の変更を
行い、関係図書を縦覧しています
／生産緑地地区：削除11件（吉祥
寺北町5丁目、関前2〜4丁目、境南
町2・3丁目の各地内）、追加1件（境
南町2丁目地内）／緑地（グリーン
パーク緑地）：拡張（関前3-13地
先）／縦覧場所：まちづくり推進課
／問 同課☎60-1872

■�武蔵境駅北口市有地有効活用事業
に関する説明会
　1月20日（金）午後7時〜8時30分
／武蔵野プレイスフォーラム／事
業者、事業目的、施設内容、スケ
ジュールなど／申 当日、直接会場
へ／問 企画調整課☎60-1801

を送付します／対象：65歳以上の
単身世帯の方／1月31日（消印有
効）までに高齢者支援課へ返送して
ください。これをもとに4〜6月に民
生委員の訪問による本調査を実施
する予定です／問 同課☎60-1940

（納付書で納めている方）：各期別
分の領収書を確認してください。
口座振替を利用している方：1月
下旬に送付する「口座振替済のお
知らせ」を確認してください／問  
高齢者支援課☎60-1845
◎国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料…納めた金額について
は、1月下旬に国民健康保険税は
「納付済のお知らせ」、後期高齢者
医療保険料は「後期高齢者医療保
険料納付済通知書」を送付します
のでご確認ください／問 保険課
☎60-1836

■�油回収へのご協力
　ありがとうございました
　11月23日のごちそうフェスタ
で集まった70ℓの期限切れ・使用
済み油は、自動車のバイオディー
ゼル燃料（BDF）に変えることで
164kgのCO2排出量を削減しまし
た（家庭用エアコン1台1日8時間
使用3カ月弱分のCO2排出量と同
程度）／問 環境政策課☎60-1841
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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

募　集

協賛金 広告スペース
1口以上 1行20文字以内
3口以上 2×6.2cm＝12.4cm2

5口以上 3×6.2cm＝18.6cm2

10口以上 6×6.2cm＝37.2cm2

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
育
成
課

保育士　8名
①週休　1名
②弾力化　3名
③幼児付弾力化
　4名

保育業務／保育
士資格を有する
方

4月1日〜／週5日（月〜金曜）／①午前8時
30分〜午後4時30分の7時間②③午前9時〜
午後5時の7時間※多少前後あり／①境南保
育園②③公立4園／①〜③月額22万5300円
／交／子ども協会との併願可

書類審査、
小論文
面接：
1月30日（月）

申·問 1月23日（月・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）、保育士証の写しを郵送または直接
〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ
保育コンシェル
ジュ
1名

保育施設など子どもの預け先の相談、
保育サービス全般の情報提供業務／
保育園や幼稚園などでの実務経験５
年以上／PC

4月1日〜／週5日（月
〜金曜）午前9時〜午後
5時の7時間／月額22
万5300円／交

書類審査、
小論文
面接：
2月3日（金）

申·問 1月25日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、保育士証・幼稚園教諭免許状の写し
を郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
1名

子どもと家庭の総合相談、児童虐待・養育困
難家庭への支援／相談業務経験者または保
健師、助産師、社会福祉士、保育士、臨床心理
士などの資格保有／自転車での移動／PC

4月1日〜／週5日（月
〜金曜）午前9時〜午後
5時／月額28万700円
／交

書類審査（職務
経験を重視）、
面接：
2月10日（金）

申·問 1月25日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または直接
〒180-8777子ども家庭支援センター☎60-1850へ。面接の実施有無などは2月6日までに通知
（届かない場合要連絡）、結果は2月下旬までに通知

健
康
課

①保健師または
助産師嘱託
1名

母子保健事業に係る業務／保健
師または助産師資格を持つ方。
母子保健事業3年以上の経験あ
ればなお可／PC

4月1日〜／週5日（月〜金
曜）午前9時〜午後5時／月額
34万3700円／交

書類審査、
面接：
2月13日（月）

②母子保健事業
アルバイト
若干名

乳幼児健診や相談事業の計測・
相談など／保健師・助産師の有
資格者、経験者なお可

2月1日〜3月31日（更新の可
能性あり）／月3〜10日。シ
フト制／時給1970円／交

書類審査、
面接：随時

申·問 ①2月3日（金・必着）まで②1月31日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付。①は母子
保健業務経験内容を具体的に明記）、免許証の写しを郵送または直接健康課☎51-0700（〒180-
0001吉祥寺北町4-8-10保健センター内）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。

■市および関係団体の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

子
ど
も
協
会

保育士
①早朝②弾力化対
応③一時保育
①②若干名③1名

保育業務／
保育士資格

週5日（月〜金曜）①午前7時30分〜午後1時30
分の6時間②午前8時30分〜午後6時の7時間③
午前8時30分〜午後5時15分の7時間／同協会
が運営する市内認可保育園／①月額20万3900
円②③22万5300円／子ども育成課との併願可

書類審査
面接：
1月30日（月）

一般用務
1名

用務業務／普免／
営繕・修繕の知識の
ある方

週5日（月〜金曜）午前8時〜午後4時45分の7
時間／境南第2保育園／月額21万400円

書類審査
面接：
2月15日（水）

事務
2名

一般事務／PC／給
与計算、経理事務の
経験あればなお可

週5日（月〜金曜）午前8時30分〜午後5時15
分の7時間／子ども協会事務局（境こども園ほ
か）／月額21万400円

書類審査
面接：
2月14日（火）

子育て支援
①2名②1名

子育て支援業務／
保育士資格または
幼稚園教諭免許

①週5日（日〜土曜。休日は施設による）②週4日
（火〜土曜。土曜は必須）、午前8時30分〜午後5
時15分の7時間／①0123施設②おもちゃのぐ
るりん／①月額21万8300円②17万4600円

書類審査
面接：
2月16日（木）

【共通】4月1日〜30年3月31日（更新の可能性あり）、定年65歳／交通費：規定により支給／
申·問保育士は1月23日（月・必着）、ほかは1月31日（火・必着）までに、市販の履歴書（写真貼
付。希望職種〈保育・子育て支援は①〜③の希望順位〉も明記）を郵送で子ども協会事務局☎36-
0671（〒180-0022境4-11-6 ）へ

◎出演者
メンバー全員が中学生〜20歳になっ
た年の年度末までの方で武蔵野プレ
イスサウンド・パフォーマンススタジ
オ利用者を含み、会議（2回）、前日準
備、当日運営に参加できること／10組
◎運営スタッフ（ボランティア）
中学生〜22歳になった年の年度末ま
での方／若干名
【共通】超えた場合抽選／無料／申 2月
5日までに申込書（武蔵野プレイス地
下2階スタジオ受付で配布、同館ホー
ムページから印刷可）を同受付へ／
問 同館青少年担当☎30-1902

生
涯
学
習
振
興
事
業
団

①生涯学習
支援
②図書館
①②若干名

①一般事務、事業の企画・運
営、受付業務など②図書館カ
ウンター業務およびそれに付
随する業務など。司書資格ま
たは図書館勤務経験必須／①
②PC

4月1日〜／4週8休（土・日
曜、祝日勤務あり）午前8時
30分〜午後10時15分の7
時間／武蔵野プレイス／
月額22万6300円／交

書類審査、筆記試験
2月4日（土）総合体育館
面接試験：
2月18日（土）武蔵野プ
レイス

申·問 1月27日（金・必着）までに申込書（総合体育館、武蔵野プレイス、市役所、各市政センター
で配布。http://www.musashino.or.jpから印刷および郵送請求可〈120円切手貼付の角型2
号Ａ4サイズ封筒同封〉。写真貼付）と返信用封筒（82円切手貼付。長3型）を郵送または直接総合
体育館☎56-2200（〒180-0001吉祥寺北町5-11-20）へ

■ 民間賃貸住宅への転居における
保証委託料の助成制度
　高齢者・障害者・ひとり親世帯な
ど、一定の要件を満たす場合に保
証委託料を助成します／2年目ま
で／助成額：初回保証料の2分の1
（上限2万円。2年目は1万円まで）
／申·問 住宅対策課☎60-1905

■ 子ども・子育て支援事業計画（平成
29年度中間見直し案）への意見募集

　子ども・子育て支援法に基づき、
保育・教育事業に対する市民の
ニーズに応えていくための「第四
次子どもプラン武蔵野」内の同計
画について見直しを行いました／
配布：子ども政策課、市政資料コー
ナー、各市政センター。市ホーム
ページに掲載／提出された意見は
原則公開／意見の提出：2月3日

■ 第五次総合情報化基本計画（素
案）への意見募集

　市のICT（情報通信技術）に関
する施策の方向性を示す第五次
総合情報化基本計画（計画期間：
平成29〜31年度）の策定を進め
ています。計画の素案を作成しま
したので意見を募集します／閲
覧：市政資料コーナー、各市政セ
ンター。市ホームページに掲載／
意見の提出：2月3日（金・必着）ま
でに郵送・ファクス・Eメール（住
所、氏名、連絡先を明記）で〒180-
8777情報管理課、FAX51-9149、
sec-jyouhou@city.musashino.
lg.jpへ／問 同課☎60-1805

■ 「災害時における救出救助業務
等の協力に関する協定書」を締結
　11月18日に、（社）東京都自動車
整備振興会武蔵野支部と災害時に
おける救出救助業務、障害物除去、
収容業務などの協力に関し必要な
事項を定める協定を締結しました
／問 防災課☎60-1821

1月のお知らせ
■ 善意の寄付ありがとうございました
　平川宗信様：10万円、小林眞子様：10
万円／すくすく泉における泉文庫の活
動維持のため／問 管財課☎60-1815
■ 商工会館5月分申込
　市民会議室、会議所会議室：2月7日
（火）午前9時30分までに申込書提出
（午前9時開場）／商工会館5階会議室。
その後6階事務室で随時／問 商工会議
所☎22-3631

■ 市民税・都民税納期のお知らせ
　第4期の納期限は1月31日（火）です。
納期内納付にご協力ください／問 納
税課☎60-1827
■ 国民健康保険税・後期高齢者医療保

険料納期のお知らせ
　第7期の納期限は1月31日（火）です。
納期内納付にご協力ください／問 保
険課☎60-1836

■ 第25回武蔵野桜まつり協賛金
のお願い

　4月2日（日）開催予定の桜まつ
りの費用の一部に充てるため、市
内事業者・団体からの協賛金を募
集します／1口1万円以上。個人名
による協賛は不可／協賛者名掲
載：プログラム（3月下旬に新聞折
込および当日会場で配布予定）へ
は2月中に入金が確認できた場合

■ Music place出演者・スタッフ募集
　3月26日（日）午後2時30分開演
／スイングホール。

（金・必着）までに郵送・ファクス・
Eメール（住所、氏名、連絡先を明
記）で〒180-8777子ども政策課、
FAX51-9417、sec-kodomo 
seisaku@city.musashino.lg.jp
へ／問 同課☎60-1851

のみ、ホームページへは3月以降
も随時／申·問 2月28日までに電
話・ファクスまたは直接桜まつり
実行委員会事務局（生活経済課内）
☎60-1832、FAX51-9193へ。

■ 4つの市民農園使用期間の満了
　北町・関前ふれあい・関前第2・
境南市民農園は1月31日で使用期
間が満了します。1月中に野菜な
どを収穫し、資器材などを持ち
帰ってください。使用期間満了後
に残っている物は、放棄したもの
として処分します。整備状態の悪
い使用者は、次回の申請を断る場
合あり。平成29年度の募集は市報
2月1日号に掲載／問 生活経済課
☎60-1833

■ 景観整備路線事業計画（第2次）の公表
　「景観」「歩行」「安全・安心」の向
上を図り、計画的・継続的に電線類
の地中化を中心とする道路の景観
整備を推進するために、「武蔵野市
景観整備路線事業計画（第2次）」
を策定しました／市ホームページ
に掲載／問 道路課☎60-1855

■武蔵野アール・ブリュット2017
　作品募集
　作品展：7月、吉
祥寺美術館など
／応募資格：市内在住のほか、市内
でアート活動中など、市と何らかの
つながりがある方／応募点数や大
きさ、応募方法などの詳細は募集要
項（障害者福祉課、各市政センター・
図書館などで配布）を参照／申 1月
18日〜3月10日（消印有効）／1・2次
審査あり／問 同課☎60-1904
＊�アール・ブリュット：「生（き）の芸術」と表され、既
成の表現法にとらわれずに独自の方法と発想で制
作された美術作品。

武蔵野アール・ブリュッ
ト2017�タイトルロゴ
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育
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市立小学校
住　所

●第一小：吉祥寺本町4-17-16　●第二小：境4-2-15　●第三小：吉祥寺南町2-35-9　●第四小：吉祥寺北町2-4-5　●第五小：関前3-2-20　●大野田
小：吉祥寺北町4-11-37　●境南小：境南町2-27-27　●本宿小：吉祥寺東町4-1-9　●千川小：八幡町3-5-25　●井之頭小：吉祥寺本町3-27-19　●関
前南小：関前3-37-26　●桜野小：桜堤1-8-19

介護支援などに関わる活動でポイントがもらえます
〜シニア支え合いポイント制度

　昨年10月より65歳以上の市民
が介護支援などに関わる活動を行
うとポイントが得られる「シニア
支え合いポイント制度」が始まり
ました。この活動に参加するため
には、説明会兼研修会に出席し、制
度の説明のほか、認知症や高齢者
の特性についての講義、車いす操
作の講習などを受け、シニア支え
合いサポーターとして登録を行う
必要があります。車いす講習では、
作業療法士や理学療法士から操作
方法などを学びます。実際に車い
すを操作することでその難しさを
体験することができ、専門性のあ
る講習はボランティア活動への意
識を高めることにつながります。
　登録後は活動した施設からポイ
ントをもらい、たまったポイントは
年間50ポイント（5000円相当分）
を上限に、市民社協への寄付や市
内産野菜等引換券、ギフト券などと
交換することができます。協力施設
や団体へは自分で申し込みをする
必要があるため、その連絡が活動
のはじめの一歩となります。なお、
この制度は介護保険法で規定され
る介護予防事業のひとつであり、介
護保険料の滞納者はポイントの還
元を受けることはできません。
　昨年行われた説明会兼研修会で
は161名の参加者中139名がシニ
ア支え合いサポーターとして登録

を行いました。これをきっかけに
さまざまな活動への参加が期待さ
れています。
　制度開始後、シニア支え合いサ
ポーターは協力施設などにおいて
調理や配膳の手伝い、庭の手入れ、
話し相手、行事の手伝いなどの活
動を始めており、現在9カ所の施
設や団体が受け入れています。介
護職でなくてもできる業務に関
わってもらうことで、介護現場の
人材不足解消に役立つことも期待
されており、活動受け入れの施設
は今後増えていくことが見込まれ
ています。
　市内にはテンミリオンハウスや
いきいきサロンなど高齢になって
も活動できる場があります。「シニ
ア支え合いポイント制度」は介護
予防と健康増進を目的としたもの
ですが、ここからほかのボランティ
ア活動や地域活動へ広がり、元気
な高齢者の力が地域に還元されて
いくことが期待されています。
　（※なお、この事業は市民社協へ委
託しています。）
（取材協力：地域支援課／執筆者：
星詩子）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
地域支援課☎60-1941または市
民社協ボランティアセンター武蔵
野☎23-1170へ

子育て・教育

学校名 ☎ 日時（開始時間・午後）
第一小 22-1421 2/14（火）2時
第二小 51-4478 2/13（月）2時

第三小 43-2322 1/27（金）1時40分★2時45分
第四小 22-1423 1/26（木）2時
第五小 51-2196 2/8（水） 1時40分
大野田小 51-0511 2/14（火）2時30分
境南小 32-3401 2/13（月）2時
本宿小 22-4723 2/16（木）2時30分
千川小 51-3695 2/13（月）3時
井之頭小 51-7188 2/3（金） 2時15分

関前南小 53-7655 1/31（火）1時25分★2時30分
桜野小 53-5125 2/10（金）2時

対象
平成28年4月1日以降、市内に住民登録のある満3〜5歳児（平成22年4月2日〜
25年4月1日生および25年4月2日〜26年4月1日生のうち3歳に達した子ども）
を私立幼稚園、幼稚園類似施設（基準あり）、認定こども園（基準あり）に通園さ
せ、入園料・保育料を納めている保護者（園児と同一世帯）

補助金

入園料補助金 3万円（28年4月1日以降入園の方、1人1回）
保育料補助金 月額5000円〜1万1200円（28年度などの市民税額による）

就園奨励費補
助金

年額6万2200円〜30万8000円（28年度の市民税額などが基準
に該当する方）
※�園によっては交付されない場合あり

申請締切 1月27日までの申請は3月17日に振込予定。3月24日（郵送は当日消印有効）までに申請がないと、補助金の交付はできません

■小学校新1年生の保護者説明会
　4月に小学校に入学する児童の
保護者説明会を行います／各1時
間〜2時間15分程度／筆記用具、
上履き、靴袋を持参／★は授業見
学の開始時間／桜野小は自転車で
の来校不可／申 当日、直接会場へ
（各校の住所は欄外参照）／問 各
校、教育支援課☎60-1900

■新小・中学生の入学通知書を送付
　市立小・中学校の入学通知書を
送付します／①〜⑥のいずれかに
該当する方は教育支援課へ連絡し
てください／①入学通知書が1月
31日までに届かない②市内転居・
市外転出を予定＊1③私立・国立小
学校在籍者で市立中学校入学予定
④病弱などで就学猶予・免除を希
望⑤私立・国立・都立小中学校に入
学が決まった（2月10日までに同課
へ電話、後日入学承諾書を提出）⑥
指定学校の変更を希望＊2

■�私立幼稚園等園児保護者補助金の申請はお済みですか
平成28年度の補助金申請をしていない方は申請してください。すでに申
請書を提出した方は、手続きの必要はありません／申·問 申請書（各幼稚
園などで配布）を郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854、
各市政センターへ／詳細は各私立幼稚園などで配布される「お知らせ」を
ご覧ください。

■高等学校等修学支援事業を創設
　高校生がいる世帯へ
の経済的支援について
国や都の支援が拡充さ
れたことを踏まえ、こ
れまでの市奨学金を再編し、新た
な支援事業を創設しました／◎高
等学校等入学準備金：中学3年生
で、高等学校などに入学予定で、経
済的理由により修学が困難で、2月
1日現在就学援助の認定要件を満
たしている世帯（所得制限あり）。6
万円。申 1月31日（必着）までに申請
書（教育支援課で配布。市ホーム
ページから印刷可）を郵送または
直接〒180-8777同課へ。◎高等学
校等修学給付金：東京都奨学給付
金制度対象者（生活保護世帯・非課
税世帯）以外の方（所得制限あり）。
5万円（予定）。申  6月ごろを予定。
決まり次第市報、市ホームページ
に掲載／問 同課☎60-1900

■音楽療法見学会
　2月20日（月）午後4時〜4時45
分・25日（土）午後2時〜2時45分、
3時〜3時45分（1セッション45分
間）／障害者福祉センター／市内
在住で音楽療法（5月〜平成30年3
月。音楽を楽しみながら発達を促
す活動）を希望する愛の手帳を持
つ小学生の保護者／無料／受講者
募集は市報4月1日号に掲載予定
／申·問 2月10日午後5時までに
同センター☎55-3825へ。

■�小学校個別支援教室指導員（登
録制）募集
　対象児童の理解に合わせて算数
や国語など教科の個別または少人
数の補習を行う／登録：1年間（欠
員が生じた場合校長の面接などに
より採用。必ず採用されるわけで
はありません）／週2〜4日程度。曜
日・時数は学校と要相談／謝礼1時
間2500円／申·問 2月10日までに
郵送で市販の履歴書と小学校教員
免許状の写し（封筒に「個別支援教
室指導員登録」と朱書き）を〒180-
8777教育支援課☎60-1908へ。

■�市ホームページのバナー広告掲
載希望者を募集
　掲載期間：4月1日から（月単位で
最長12カ月まで。延長可）／トップ
ページ：月3万円(12カ月まとめて申
し込むと1カ月分の掲載料割引)。そ
のほかのページ：月1万円（掲載月数

分一括納付）。広告表示はスマート
フォンにも対応／掲載基準あり。締
切後庁内審査委員会で審査し決
定。広告代理店の申込不可。詳細は
市ホームページ参照／申·問 2月10
日（必着）までに申込用紙（市ホーム
ページから印刷可）を郵送・ファク
スまたは直接〒180-8777秘書広報
課☎60-1804、FAX55-9009へ。

／問 同課☎60-1900

＊1：市立小・中学校在学中で4月上旬まで
に市内転居・市外転出を予定している方は、
至急連絡してください。

子 ど も 講師の方の敬称略

■�土曜学校「東京女子大学パイプオルガン探
検隊」パイプオルガンを鳴らしてみよう

　2月18日（土）午後1時〜3時／同
大学（杉並区善福寺2-6-1）／市内
在住・在学の小学4年〜中学3年生
／25名（超えた場合抽選）／パイプ
オルガンの話と演奏・体験／中内潔
（同大学教授）／無料／主催：市教育
委員会／申·問 1月31日（必着）まで
に往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、性別、生年月日、学校名・学年、保
護者氏名も明記）または、返信用ハ

ガキを持って直接武蔵野プレイス
生涯学習担当☎30-1901へ。http：
//www.musashino.or.jp/から申
込・当落確認（2月7日〜18日）可。

■�あそべえ日曜校庭開放事業の
　終了について
　参加者数減少のた
め、平成29年3月を
もって日曜の校庭開
放事業を終了します
／問 児童青少年課☎60-1853

＊2：入学する学校は住所に応じて決まりま
すが、指定学校以外の学校へ通学を希望す
る場合には一定の基準内で変更を承認して
います。1月20日までにお申し出ください

■�広報誌「季刊むさしの」仕事体験
をする中学生を募集
　市内の会社やお店の仕事を体験
するコーナー「むさしの仕事図鑑」
の中学生記者を募集／仕事：ス
ポーツサイクル中心の自転車店
（吉祥寺）／市内在住・在学の中学
生／2名（申込順）／取材日：1月下
旬〜2月中旬の1日（応相談）。時間
は日中2〜3時間程度／発行：春号
（3月下旬）／申·問�秘書広報課☎
60-1804
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【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

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

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

武蔵野相愛
☎43-5260
吉祥寺南町2-31-4

たまごの会
（親子クラス）

2月1日・8日・22日（水）／午後1時30分〜3時／
平成29年度入園年齢児と保護者／20組／500
円／詳細は園ホームページ参照

☎

ひまわりの会（子
育て勉強室と相
談）

2月16日（木）午前9時30分〜11時／保護者（乳
幼児同伴可）／10名 −

けやき☎52-2186
西久保1-49-4 ミニ見にシアター 2月8日（水）午後1時〜2時／2・3歳児と保護者／20組／1人100円 ☎

みやま☎51-6029
緑町1-6-22

遊びの会「体操の
先生と遊ぼう」

2月22日（水）午後1時30分〜3時／
2・3歳児と保護者／50組 2/6〜20に☎

武蔵野東第一
☎51-3640
関前3-29-8

なかよしクラブ
2月20日（月）午前10時〜11時／平成30年度入
園希望児と保護者／15組／詳細は園ホーム
ページ参照

武蔵野東第二
☎53-4367
関前3-37-10

幼児教育学習会
2月18日（土）午前10時〜11時30分／未就園児
の保護者／30名／子どもの成長について先生
たちによる研究発表／託児なし／上履き持参

☎

幼稚園 費用はおやつ・教材費／申·問 各園

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／� 託児：
生後5カ月以上の希望者（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 ◎15日（日）（吉祥寺は
17日〈火〉）午前9時より電話または直接各施設へ＊いこっとは月〜金曜午前9時〜午後4時
事業名 日程・対象・内容 申 託児

0歳ひろば はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／2月20日（月）／午前10
時30分〜11時15分／0歳と親 − �

0歳ひろば
（講師による
講座）

吉祥寺：産後1年までの心とからだのセルフケア／2月22日（水）／
午前10時〜10時50分・11時〜11時50分／各12組／0歳の親／貫
名友理（産後セルフケアインストラクター）

◎ �

1歳ひろば
吉祥寺：身体を使って遊ぼう／2月1日（水）・21日（火）／午前10時
30分〜11時15分／1歳と親 − �

はらっぱ：親子でふれあい遊び／2月1日（水）・21日（火）／午前10
時30分〜11時15分／1歳と親 − �

2歳・3歳ひろ
ば

吉祥寺：親子でクッキング〜米粉トルティーヤを作ろう／2月17日
（金）午前10時〜11時／2・3歳児と親／15組／増田陽子（キッズ食
育トレーナー）／エプロン・三角巾・皿・フォーク・飲み物・トル
ティーヤにはさみたいものを持参

◎ �

はらっぱ：お父さんとあ・そ・ぼ／2月5日（日）午前10時30分〜11時
15分／2・3歳児と父親／15組 ◎ −

ひろば
イベント

吉祥寺：0歳から楽しめるあそびの劇場「ぐぅちょっぱ劇場」／2月
10日（金）午前11時〜11時50分／0〜3歳児と親など／出演：アフ
タフバーバン

− −

0123講演会
はらっぱ：手間は最低限・効果は最大〜子育て中の整理術／2月14
日（火）／午前10時〜正午／0〜3歳児の親／50名／大沢早苗（スタ
イリスト）／託児：1歳以上、30名

◎ �

0123子育て
談話室

吉祥寺：しつけ〜子どもにさせていいガマン・わるいガマン／2月2
日（木）午前10時〜11時30分／0〜3歳児の親／15名／植松紀子
（臨床心理士）

◎ �

はらっぱ：かわいいけど大変〜多胎児の子育て／2月22日（水）午前
10時〜11時30分／0〜3歳児の多胎児の親／15名／内田良子（心
理カウンセラー）

◎ �

おもちゃ
病院の日

ぐるりん：1月28日（土）午前10時〜正午／おもちゃドクターによる
おもちゃの修理／1家族1点／事前預かりは19日から直接ぐるりん
へ（28日に取りに来られる方のみ、日・月曜休み）

− −

coco（0歳）
コース

 いこっと：親子遊びとおはなしタイム／2月7日・21日（火）／午前
10時〜10時45分／0歳と親 − −

同時開催：プレママ・プレパパ対象「cocoコースの赤ちゃん・ママと
の交流会」：各5名 ◎ −

ico（1歳）
コース

いこっと：見合いこっとでひな祭りの飾りを作ろう／①2月8日②15
日（水）／①②同内容／午前10時〜10時45分／1歳と親／各10組 ◎ −

nico（2歳）
コース

いこっと：親子でクッキング〜じゃがいももちを作ろう／2月24日
（金）午前10時〜10時45分／2・3歳と親／10組／持ち物：エプロ
ン・三角巾

◎ −

講 座・講 習 講師の方の敬称略

講座名 日時／場所 内容
ひとり親支援から
見えてくること　
誰もが生きやすい
社会へ

2月11日（祝）午前
10時〜正午／男
女共同参画推進セ
ンター会議室

35名／地域支援の事例から考える
／赤石千衣子（＝写真。しんぐるま
ざあず・ふぉーらむ理事長）／託児：
8名

シングルマザー
座談会

2月14日（火）午前
10時〜正午／同
センター会議室

市内在住・在勤のシングルマザー（予定含む）／8名
／お金と制度／森岡千惠子（母子父子自立支援員）
／託児：5名（3カ月〜未就学児）

二足のわらじで自
己実現“社会的複
業”のススメ

2月18日（土）午後
2時〜4時／商工
会館市民会議室

30名／実践者のインタビューや自己分析を通して
実践のきっかけを作る／芦沢壮一（スキルノート代
表）／託児：5名保育園 申 1月15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

境南第2

一緒にあそぼう
（2歳児とごっこ
あそび）

1/24（火）午前10時〜11時 平成25年4月〜
27年3月生 ◎

離乳食講座
（中期食） 1/25（水）午後1時15分〜2時15分 28年5月〜7月

生 ◎

豆まき 2/3（金） 午前9時30分〜10時 1歳6カ月 ◎
南 誕生会 1/24（火）午前10時30分〜11時 0歳〜 ◎

千川 誕生会 1/24（火）午前10時30分〜11時 0歳〜 −
豆まき 2/3（金） 午前10時15分〜11時 3歳〜 ◎

境南
離乳食講座 1/24（火）午後1時15分〜2時15分 4〜8カ月 ◎
1歳のひろば 2/2（木） 午前10時〜11時 1歳 ◎
豆まき 2/3（金） 午前10時〜11時 0歳〜 ◎

境

誕生会 1/25（水）午前9時40分〜10時終了後園庭遊びをどうぞ 0歳〜 ◎

2歳のひろば 1/27（金）午前10時〜11時 2歳児（25年4月
〜26年3月生） ◎

豆まき 2/3（金） 午前10時ごろ 1歳6カ月以上 ◎
北町 見学会 1/25（水）予約時にお伝えします 5組 ◎

吉祥寺
1歳のひろば
（おもちゃで遊ぼう・
おもちゃを作ろう）

1/26（木）午前10時〜11時 1歳〜1歳11カ
月  ◎

豆まき 2/3（金） 午前10時30分ごろ〜 2・3歳 ◎
ありんこ 育児講座 1/28（土）午後1時30分〜3時30分 ◎
東 豆まき 2/3（金） 午前9時45分〜 2歳〜（5組程度）◎
桜堤 豆まき 2/3（金） 午前10時15分〜 2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
南保育園 1/25（水）午前9時45分〜10時45分 ◎ ◎
境南保育園 1/26（木）午前10時〜11時 ◎ ◎

■ 料理講座「ハンドドリップ珈琲教室」
　2月22日（水）午前10時～正午／
市民会館料理室／市内在住・在勤・
在学の方、子連れ不可／16名（超え
た場合抽選）／コーヒーの製法・種
類・入れ方を学ぶ。コーヒータイム
あり。コーヒー豆のお土産付き。詳

■ パパと子講座「パパとからだ遊び」
　2月12日（日）午前10時～11時
30分／市民会館集会室／市内在
住・在園の年少～年長児と父親（母
親の参加原則不可）／30組（超え
た場合抽選）／スキンシップ体操
や遊び／西山里美（元「こどもの
城」講師）／無料／飲料持参。動き
やすい服装／申·問 1月23日まで
にEメール・ファクス・往復ハガキ
（3頁の申込要領参照し、父子氏名
〈ふりがな〉、子の生年月日も明記）
で〒180-8777子ども政策課☎60-
1239、FAX51-9417、sec-kodo 
moseisaku@city.musashino.
lg.jpへ。

■ 消費生活講座「プロが教える
　おいしいコーヒーの淹れ方」
　2月16日（木）午後6時
～7時30分／商工会館
第1・2会議室／市内在
住・在勤の方／20名（超えた場合抽
選）／コーヒー豆の選び方やおいし
く淹れるコツなど／根塚裕一（吉
祥寺焙煎セピアコーヒー店主）／
300円（茶菓代）／共催：市勤労者互
助会／申·問 1月26日までにハガ
キ・ファクス・Eメール（3頁の申込
要領参照し、在勤は勤務先も明記）
で消費生活センター☎21-2972、
FAX51‐5535、cnt-syohisya@
city.musashino.lg.jpへ。

■ 男女共同参画を考える講座

【共通】申込順／無料／託児（多数の場合市内在住者優先し抽選）／
申·問 ファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、託児希望は2月1日〈シン
グルマザー座談会は2月3日〉までに子の氏名〈ふりがな〉、生年月日も明
記）または電話で男女共同参画推進センター☎37-3410、FAX38-6239、
danjo@city.musashino.lg.jpへ。市ホームページから申込可／シング
ルマザー座談会は子ども家庭支援センター☎60-1850への申込可。

細は市ホームページ参照／菅原由
衣（〈株〉珈琲や代表焙煎士）／
1000円／申·問 1月31日（必着）ま
でに往復ハガキ（3頁の申込要領参
照し、年齢、性別も明記）または返
信用ハガキを持って直接同館☎
51-9144へ。
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●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

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 ◆

■�創業塾（むさしの創業サポー
トネットワーク）

1月25日、2月1日・8日・15日（水）
／午後6時〜9時／西武信用金庫
吉祥寺支店（吉祥寺本町2-4-14）
／市内で起業を目指す方／25名
（申込順）／創業の心構え、マーケ
ティングの基礎知識、事業計画の
立て方、資金調達／2000円／
申·問 同金庫☎03-3384-6111
■介護者教室「だんだん畑」
1月26日（木）午後1時30分〜3
時／吉祥寺ナーシングホーム在
宅介護・地域包括支援センター
（吉祥寺北町2-9-2）／排泄につ
いて／牧野美奈子（日本コンチ
ネンス協会）／無料／申·問 同セ
ンター☎20-0847
■日本獣医生命科学大学
◎遊学講座：1月27日（金）「菌と
長く上手に生きる―常在腸内細
菌が宿主に及ぼす影響（木邊量
子助教）」ほか、2月17日（金）「動
物栄養研究の基礎と応用（太田
能之教授）」ほか、2月24日（金）
「産業動物における繁殖制御の
実際（三浦亮太朗助教）」ほか。同
大学第一校舎※教室は当日掲
示。午後3時30分〜5時40分。
申 当日、直接会場へ。問 同大学

地域社会生涯学習委員会☎31-
4151。◎ 語 学 講 座（フ ラ ン ス
語）：4月11日〜7月25日の火曜
（全15回）。午後6時〜7時30分。
同大学第一校舎Ｂ棟313講義
室。仏語を1年以上学んだ経験が
ある社会人。50名（申込順）。大柳
貴（同大学非常勤講師）。無料。
申·問 2月10日（必着）までに往
復ハガキ（年齢・性別も明記）で
同大学教務・学生課☎31-4151
（内線5113）、r-igai@nvlu.ac.jp
（〒180-8602境南町1-7-1）へ。
■�テンミリオンハウスきんもく
せい「初笑い落語会」

1月28日（土）午後1時30分〜2時
30分／20名（申込順）／山柳山
柳／落語会（無料）後に茶話会あ
り（300円、お茶・お汁粉付き）／
申·問 きんもくせい☎50-2611
（境4-10-4）
■武蔵野大学通信教育部
　シンポジウム
1月29日（日）午後1時〜3時／同
大学8304教室（西東京市新町
1-1-20）／「地域への架け橋－武
蔵野大学通信教育部の学びから
地域社会を考える」5つの分野か
ら／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同大学通信教育事務室☎
042-468-3481
■地域ファミリーコンサート
1月29日（日）午後2時開演（開場
1時30分）／亜細亜大学3号館講
堂（境5-24-10）／ディズニー・
メドレーほかクラシック、ポッ
プスなど／バーチュリーバ・ソ
サエティ（同大学吹奏楽団卒業
生団体）、指揮：小長谷宗一、客
演：雲井雅人（サクソフォーン）、
ゲスト：第二中学校吹奏楽部／

無料／申 当日、直接会場へ／
問 同大学地域交流課☎36-2469
■指圧教室
1月29日（日）午後1時30分〜3時
／武蔵野館デイルーム（関前
2-16-5）／市内在住・在勤・在学の
方／20名（申込順）／指圧健康法・
自己指圧の方法／渡邊和雄（浪越
学園日本指圧専門学校講師）／無
料／上履き持参／申·問 同館デ
イサービス☎36-7711
■テンミリオンハウスそ〜らの家
1月31日（火）午後1時30分〜3時
／「東洋医学で健康に〜自分で
できるつぼ押し」特に腰と膝／鍼
灸師／無料／申·問 そ〜らの家
☎71-3336（吉祥寺南町5-6-16）
■むさしのＦＰフェスタ
2月5日（日）午後1時30分〜4時
30分／武蔵野プレイスフォーラ
ム／100名（申込順）／「寸劇で
学ぼう退職金と相続問題」／
1000円（資料代）／申·問 ＦＰ武
蔵野グループ☎51-2628、http：
//fp-musashino.com/
■国際交流協会（MIA）
◎多文化ミュージアムたべもの
編：2月6日（月）午後1時30分〜7
日（火）午後7時。武蔵野プレイス
ギャラリー。亜細亜大学学生に
よる企画展示、同大学・同協会の
パネル展示など。申 当日、直接会
場へ。◎留学生むさしのファミ
リープログラム実践講座：2月
18日（土）午後2時〜4時。同協会
会議室。留学生とのホームビ
ジットでの交流に興味のある
方。留学生の恋愛・結婚観。25名
（申込順）。申 2日前までに同協
会へ。http：//www.mia.gr.jp/
から申込可／【共通】無料／問 同

協会☎36-4511
■市老人クラブ連合会
◎フラワーアレンジメント講習
会：2月9日（木）①午前11時30分
②午後1時30分③午後3時。市民
社協会議室。各15名（超えた場合
抽選）。1500円。花ばさみ、持帰
り用袋持参。申 1月25日（必着）
までに往復ハガキ（希望時間も
明記、時間調整する場合あり）
で。◎芸能文化祭作品展出展者
募集：2月18日（土）・19日（日）ス
イングレインボーサロン。市内
在住で60歳以上の方。手芸・絵
画・書道・写真（原則1人1点）。
申 1月30日までに電話で／【共
通】申·問 同連合会事務局☎23-
0701（市民社協内）
■シルバー人材センター
◎ パ ソ コ ン 教 室 受 講 者 募 集

（ウィンドウズ7・8・10対応、ＰＣ
持込可）①入門初級：2月8日・9
日・15日・16日・22日・23日の水・
木曜（全6回）午後1時30分〜3時
30分。6000円②ワード：2月10
日・17日・24日の金曜（全3回）午
後1時30分〜3時30分。3000円
③インターネットの活用：2月18
日（土）午前10時〜正午。1000円
④パワーポイント入門：2月18日
（土）午後1時〜3時。1000円⑤パ
ソコン個別指導：2月9日・23日
（木）午前10時〜正午。1600円。
【共通】同センター会議室。各5
名、個別指導は2名（申込順）。費
用はテキスト・教材費ほか。1月
17日から料金を持って直接同セ
ンターへ。◎パソコン訪問指導：
1時間1819円〜（電話受付）。◎
補習教室生徒募集：吉祥寺・中
町・桜堤教室で学校の教科書に

沿った少人数グループ編成。市
内および近隣地域の公・私立小
学校3年生〜中学3年生。1科目週
1回。小学生：国語・算数・英語1科
目3500円。中学生：国語・数学・英
語1科目4500円。入会金2000
円。定員あり／申·問 同センター
☎55-1231
■�クリーンむさしのを推進する会
市民集会　食品ロスを考える
2月10日（金）午後1時30分〜3
時30分／芸能劇場／154名（先
着順）／行長万里（料理研究家）
ほか／無料／託児：定員あり（無
料、2月1日までにcleanmusa 
shino@yahoo.co.jpへ）／申 当
日、直接会場へ／問 同会・久木野
☎53-1629
■�子どもたち集まれ　いろいろ
なおもしろい本を紹介するよ

2月12日（日）午後2時〜3時30分
／武蔵野プレイスフォーラム／
小学1〜3年生の親子（子どもの
みの参加可）／40名（申込順）／
市民活動団体企画講座。本の紹介
を聞いたり、自分で選んだ本を紹
介しながら、本の世界を楽しむ／
一般社団法人きくっと／無料／
申·問 電話、Eメールまたは直接同
館市民活動担当☎30-1903、gr-
shikatu@musashino.or.jpへ。
■家族介護支援事業講演会
2月12日（日）／午前10時〜正午
／ゆとりえデイサービスセン
ター（吉祥寺南町4-25-5）／介護
家族・市民・専門職／コミュニ
ケーションの障害について〜高
齢者によく見られる症状や対応
の方法／松田江美子（言語聴覚
士）／無料／申·問 2月6日まで
に同センター☎72-0312へ。

スポーツ 文中の敬称略

◎アウトドアカレッジ⑨〜薪割など基本技術とトワリング
2月25日(土)午前10時集合〜26日（日）午後2時解散／1泊2日／雨天実施／川崎市黒川青
少年野外活動センター（川崎市麻生区黒川313-9）／現地集合・解散／サポートスタッフ
登録者または興味のある18歳以上の方（高校生不可）／25名（超えた場合登録者優先し抽
選）／最少催行8名／全9回のまとめと対象者はキャンプインストラクター受験可／指導：
国際自然大学校／登録者3500円、一般8000円／25日の昼食持参
◎親子野あそびクラブ〜夜の水族館〜水族館にお泊まり見学
3月4日（土）午後1時三鷹駅北口出発〜5日（日）午後5時解散／1泊2日／
鴨川シーワールド（千葉県鴨川市）泊（水槽前で就寝、入浴なし）／貸切バス
使用（添乗員同行）／市内在住・在学の小学生と保護者／45名（超えた場合
抽選）／最少催行15名／大人1万4400円、子ども1万1400円（食事付き）
【共通】申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3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/

■�「ボッチャを知ろう」リオ・パラリンピック銀メダリストによる講演と実技体験
　2月5日（日）／講演：午前9時30分〜10時30分、体
験：午前10時45分〜正午／総合体育館ダンス室／
市内在住・在勤・在学の方／50名（超えた場合抽選）
／ゲスト：杉村英孝／無料／参加賞あり（東京2020
オリンピック・パラリンピックピンバッチ）／
申·問 1月27日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、年
齢、性別、生年月日、在勤・在学者は勤務先・学校名、障害のある方は障害
名・等級も明記）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。
体験のみは当日、直接会場へ。

スポーツ関連のお知らせ
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（2月）
　火〜金曜（15日除く）：午前9時〜午後1時／1時間（500円）以上30分（250円）単位
で受け付け／総合体育館和室研修室／10名（申込順）／体育施設利用者、スポーツ教
室参加者に限る／申·問 希望日の2週間〜2日前までに直接同館☎56-2200へ。

図 書 館 文中の敬称略

●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/
携帯電話版は末尾に m/ を

■土曜の午後の映画会〜ユニバーサルデザイン対応
　1月28日（土）午後2時30分（開場2時15分）／中央図書館視聴覚ホール
／中学生以上／70名（先着順）／「その街のこども」（劇場版、2010年、日
本、83分、カラー、監督：井上剛、出演：森山未來、佐藤江梨子ほか）／※音
声ガイド・字幕付きのため、視覚・聴覚障害をお持ちの方もご覧いただけ
ます／無料／申 当日、直接会場へ／問 同館

自宅での生活を見据えた退院支援／斎藤恭子
（武蔵野赤十字病院医療連携副センター長）
かかりつけ医の役割と上手な付き合い方／渡
辺滋（市医師会会長）
介護職の役割／平山貴之（市訪問介護事業者
連絡会議会長）
在宅医療と介護連携について／田原順雄（市
医師会副会長）／石井いほり（市医師会支援室
相談員）

■�在宅医療・介護連携推進協議会講演会
　2月4日（土）午後2時〜4時30分
（受付1時30分）／スイングホール／
市民、医療・介護関係者／130名（申
込順）／いつまでも住み慣れた地域
で暮らす〜暮らしを支える医療と
介護の連携／無料／申·問 1月31日
までに地域支援課☎60-1941へ。

■�子育てひろばボランティア養成講座〜みんなが地域の子育て応援隊
講義：2月13日・20日（月）、3月7日（火）。実習：希望する1日／全4
回／午前10時〜正午／市役所412会議室／地域の子育て支援・
子育てひろばに興味関心のある方／子育てひろば活動におけ
る基礎知識やスキルアップ／20名（申込順）／坂本純子（新座子育てネット
ワーク）／無料／託児：3カ月〜未就学児、市内在住者のみ、各6名（講義の
み。申込順）／申·問 2月2日までに電話・Eメール（3頁の申込要領参照し、託
児希望は子どもの氏名〈ふりがな〉、生年月日、性別も明記）または直接子ど
も政策課☎60-1239、sec-kodomoseisaku@city.musashino.lg.jpへ。
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■�講演会「実用期を迎えた人工
知能とロボット」

2月13日（月）午後6時30分〜7時
45分／90名（申込順）／商工会館
市民会議室／小方博之（成蹊大
学教授）／申 2月8日までにhttp：
//www.musashino-cci.or.jp/
から／問 商工会議所☎22-3631
■学びのサイクルプロジェクト
2月19日（日）午前11時〜午後3
時30分／講義：武蔵野プレイス
スペースＣ、撮影：井の頭公園／
中学生以上。カメラ機能付きス
マートフォン（タブレット可）を
持参でき、撮影した写真を展示
できる方／20名（超えた場合市
内在住者優先し抽選）／「プロか
ら学ぶスマホ撮影術〜光を探そ
う、井の頭フォトハイキング」伊
藤徹也（フォトグラファー）／写
真展示：3月11日（土）〜20日
（祝）、同館ギャラリー／2000円。
交通費、通信料は参加者負担／
申·問 1月31日までに直接総合
体育館☎56-2200、野外活動セ
ンター☎54-4540、武蔵野プレ
イス☎30-1901へ。http：//www. 
musashino.or.jp/から申込・当
落確認（2月7日〜15日）可。
■東京女子大学
　2017年度社会人英語講座
4月〜7月、9月〜平成30年1月（1
回90分、週1回、全24回）／上級：
水曜午前10時55分、木曜午後1時
15分、中級上：火曜午前10時55
分、木曜午前10時55分、中級：水
曜午後1時15分、木曜午前10時
55分、準中級：火曜午前9時、木曜
午前9時／ブリティッシュ・カウ
ンシル派遣のネイティブスピー
カー講師によるレベル別講座／

10万円（年額）／申·問 2月11日ま
でに所定の申込書を同大学教育
研究支援課☎ 03-5382-6453
（〒167-0041杉並区善福寺2-6-1）
へ。http：//office.twcu.ac.jp/か
ら申込可。

◆ スポーツ ◆

■アーチェリー教室
1月28日、2月11日・25日、3月11
日・25日の土曜、午後0時15分〜3
時。2月7日、3月7日の火曜、午後6
時45分〜9時30分／総合体育館
弓道場／市内在住・在勤・在学の
方／1回400円（学生200円）／
申 当日、直接会場へ／問 アーチェ
リー協会・須長☎37-4320
■�出張プレーパーク〜外遊びを
楽しもう
1月25日（水）・26日（木）／午前
11時〜午後5時（片付け次第終
了）／雨天実施／東町公園（吉祥
寺東町2-16）／乳幼児〜中高生
／交流イベント25日：おやつ作
り体験、26日：コマ回し体験／駐
車場なし／問 プレーパークむさ
しの☎26-9317（月・火曜を除く
午前10時〜午後5時）
■グループ対抗戦バドミントン大会
2月5日（日）午前9時／総合体育
館／市内在住・在勤・在学の高校
生以上／3複団体戦（男子・女子
共1部・2部）／無料／シャトル持
ち寄り／申 1月22日（必着）まで
にエントリー用紙（体育協会で
配布）を寺井直美（〒180-0012緑
町2-1-4-404）へ／問 バドミン
トン連盟・沼尻☎55-2675
■むさしのまち歩きツアー
2月12日（日）午前9時50分JR吉
祥寺駅2階中央改札前集合／30

名（申込順）／むかし武蔵野歴史
散策コース徒歩約4km・2時間／
500円／申·問観光機構☎23-
5900
■シティーウオーク
　「仙川と調布・喜多見不動尊」
2月19日（日）午前9時井の頭公
園野外ステージ前（吉祥寺駅公
園口より徒歩5分）集合〜井の頭
公園〜仙川〜実篤公園〜野川〜
きたみふれあい広場（昼食）〜午
後2時喜多見不動尊解散／小雨
実施／11km・団体歩行／500円
（保険料・資料代。市ウオーキン
グ協会会員100円、市民300円、
中学生以下無料）／申 当日、直接
会場へ／問 同協会・長谷川☎
080-9523-0557
■�シニアソフトバレーボール交
流大会
2月25日（土）午前9時〜正午／
総合体育館サブアリーナ／市内
在住・在勤の50歳以上で構成さ
れたチーム。個人参加可／1チー
ム4名／無料／都シニアスポー
ツ振興事業／申 2月10日（1月
16日除く）までに直接体育協会
へ／問 バレーボール連盟・高田
☎・FAX51-0928
■武蔵野市オープン
　ラージボール卓球大会
2月25日（土）午前9時／総合体
育館メインアリーナ／愛好者
（オープン）／3ミックスダブル
ス団体戦（男女各2名・年齢別）、
4000円（チーム）。男女別ダブル
ス（年齢別）、2000円（組）。初級
者シングルス、1000円（人）／
申 1月18日〜2月2日に所定の
申込書（体育協会・卓球連盟理事
で配布）を同協会・同連盟理事へ

／問 同連盟・柳楽☎090-6541-
7449（夜間）
■スキー講習会とバッジテスト
3月3日（金）午後7時30分市役所
発〜5日（日）午後8時30分解散
／菅平スキー場（長野県）／貸切
バス使用／ホテルニューダボス
泊／小学生以上（小学生は保護
者同伴）／25名（申込順）／講
習、バッジテスト（1〜5級）／3
万2000円、小学生2万3000円
（保険料含む）／1週間前より
キャンセル料あり／申 2月19日
（1月16日、2月15日除く）までに
体育協会（実施要項・申込書配
布）へ／問 武蔵野スキークラブ・
望月☎51-4318（一岳堂内）
■水泳教室
◎月曜日初心者：4月10日〜6月
26日（4月17日、5月15日、6月12
日除く全9回）。午前9時30分〜
11時。市内在住・在勤で18歳以
上の方。4900円。◎シルバー初
心者：4月13日〜6月22日の木曜
（5月4日、6月15日除く全9回）①
午前9時30分〜11時②午前11
時〜午後0時30分。市内在住・在
勤で60歳以上の健康な方。4410
円／【共通】温水プール／各20名
（超えた場合抽選）／申 1月31日
（必着）までに往復ハガキ（性別、
生年月日も明記）またはハガキ
を持って直接体育協会へ／問 水
泳連盟・佐藤☎080-8479-1573

◆ お知らせ ◆

■�湖南衛生組合競争入札参加資
格登録申請受付
平成29・30年度の建設工事（工
事請負、設計など）の入札参加資
格登録申請を受け付け／2月1日

（水）〜28日（火）／午前9時〜午
後4時／同組合事務室（武蔵村山
市大南5丁目1）／申請用紙など
詳細は要問い合わせ／問 同組合
☎042-561-1551、FAX042-
565-2971
■合同就職面接会in西東京
◎事前対策セミナー：2月2日
（木）午後2時〜4時。保谷駅前公
民館（西東京市東町3-14-30）。
30名（申込順）。◎面接会：2月9
日（木）午後1時〜4時。西東京市
南町スポーツ・文化交流セン
ターきらっと（西東京市南町
5-6-5）。履歴書持参（希望企業数
分）。参加企業10社程度（1週間
前に東京しごとセンター多摩
ホームページに掲載）。申 当日、
直接会場へ（入退場自由）／【共
通】全年齢／各30分前に受付開
始／無料／共催：武蔵野市、西東
京市、東久留米市／申·問 同セン
ター☎042-329-4524
■商工会議所税務相談会
2月3日（金）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
■�農業体験農園「野菜塾さかい
村」平成29年度入園者募集
利用期間：3月1日〜平成30年1
月31日（11カ月間）／同園（境
2-11-7）／50名（申込順）／園主
の指導を受けながら農作業体
験。月2回程度講習あり。初心者
歓迎／6万4800円（肥料代、種苗
代、入園料、野菜代など）／
申·問 同園主・荒井☎090-5825-
8799

チケット予約専用電話☎54-2011
ホームページ�www.musashino-culture.or.jp

＊小学生以上に限る
＊予約チケットの取り消し・変更はできません

公演名 発売日
「松露寄席」「敦賀明子」「菊本和昭」「ヴォルフェルト・ブレデローデ」「松居直美」1月20日（金）
＊ 午前10時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。発売日翌日
（休館日を除く）以降：市民文化会館仮事務室（市役所801会議室）、芸能劇場、公会堂、ス
イングホール、吉祥寺シアター、各市政センターの窓口でも購入可

＊ アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イン
ターネットでは不可）。年会費1000円

公会堂…………………吉祥寺南町1-6-22 …………… ☎46-5121
吉祥寺美術館…………吉祥寺本町1-8-16F&Fビル7階 … ☎22-0385
吉祥寺シアター………吉祥寺本町1-33-22 …………… ☎22-0911
かたらいの道 市民スペース …中町1-11-16武蔵野タワーズ1階 … ☎50-0082

芸能劇場…………中町1-15-10 …☎55-3500
市民文化会館（休館中）中町3-9-11 …☎54-8822
スイングホール…境2-14-1 ……☎54-1313
松露庵……………桜堤1-4-22 …☎36-8350

事務局（市役所801会議室☎54-8822）
　◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

＊ 市民文化会館は改修工事のため休館しています。事務室は、市役所801会議室。抽選終了後の施
設予約のみ受け付け。電話番号は変更ありません。

施設の
使用申込

＊ 受付開始時間に必ず来所。希望日が重なった場合、協議、抽選または調整のうえ抽
選／市民文化会館（大・小ホール・展示室）、美術館、シアター以外の空き室は、翌日

（休館日除く）から相互施設と各市政センターで随時受け付けます
施設名 室名 使用期間 受付開始時間・場所

市民文化会館

大ホール、小ホール 30年2月・3月 2/2（木） 午前10時 芸能劇場
小ホール

大ホールは29年4月20日・小ホールは29年5月18日のリニューアルオープン以降
の貸し出しとなります
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 29年8月 2/2（木） 午後2時 芸能劇場

小ホール
芸能劇場 小劇場、小ホール 29年9月・10月 3/2（木） 午前10時 小ホール

公会堂
ホール、会議室、和室 29年8月 2/1（水） 午前9時30分 2階会議室
29年2月1日〜28日は工事のため全館貸出不可。ただし2月1日の抽選会は行いま
す。3月1日〜13日はホールの貸出不可。ただし、窓口は通常通り営業（休館日除く）

スイング
ホール

スイングホール、レイン
ボーサロン、スカイルーム

29年8月
2/5（日） 午前9時 11階レイン

ボーサロンB
松露庵 茶室 2/10（金） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 2/1（水） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 29年9月・10月 3/2（木） 午後2時 会議室

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
上演

5日以上使用 劇場 30年6月・7月 2/1（水）〜
2/10（金） 午前9時

中2階
事務室

5日未満使用 劇場 30年2月・3月★ 2/1（水）
舞台芸術の上演以外使用 劇場・

けいこ場
29年8月◆

舞台芸術以外で使用 29年5月◆
★・◆は優先分（自主事業・貸館）のため、★は劇場、◆は劇場・けいこ場とも空きなし
＊ 市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホールおよびスイングホール（イベントホール）は毎月

第1木曜〜翌週火曜、シアター劇場は奇数月24日〜同月末、非営利の市内アマチュア芸術文化団体
の優先期間です。受付開始時に対象団体の申し込みのない場合は一般の申し込みを受け付けます

松露寄席�
三笑亭可風（落語）独演会
　3月25日（土）午後2時開演／松
露庵／全席自由1800円、友  1620円
敦賀明子
ジャズ・オルガン・カルテット
　4月6日（木）午後7時開演／スイ
ングホール／出演：敦賀明子（オル
ガン）、ジョー・マグナレリ（トラン
ペット）、井上智（ギター）、アキラ・
タナ（ドラムス）／全席指定3200
円、友  2800円
菊本和昭
トランペット・リサイタル
　4月18日（火）午後7時開演／スイ
ングホール／ピアノ：佐竹裕介／
ムソルグスキー：「展覧会の絵」より
ほか／全席指定3000円、友  2700円

ヴォルフェルト・ブレデローデ
ジャズ・ピアノ・トリオ
　5月16日（火）午後7時開演／ス
イングホール／出演：ヴォルフェ
ルト・ブレデローデ（ピアノ）、グ
リ・グッドムンドソン（ベース）、ヤ
スパー・ファン・フルテン（ドラム
ス）／全席指定3200円、友  2800円
松居直美（パイプオルガン）
バッハ：オルガン作品全曲演奏会
　第4回6月10日（土）：前奏曲と
フーガト長調BWV550、パッサ
カリアBWV582ほか、第5回11月
18日（土）：「オルガン小曲集」（全
曲）BWV599〜644／午後2時開
演／市民文化会館小ホール／全席
指定／1回券1500円、友  1000円／
2回セット券2500円、友  1800円

官 公 署 だ よ り
■マンション耐震セミナー
　1月21日（土）／都庁都民ホール／講
演会、個別相談会、現地見学会／詳細は
耐震総合安全機構ホームページ参照／
共催：同機構／問�都都市整備局マン
ション課☎03-5320-4944
■下水道モニター募集
　意見・要望を聴取し、効率的・効果的
な事業運営を行うため、下水道モニ
ターを募集します／4月1日から1年間

／平成29年4月1日現在、満20歳以上
で都内在住の方（公務員、モニター経験
者、島しょ在住を除く）で、ホームペー
ジ閲覧とＥメールの送受信ができる
方／1000名程度／インターネットア
ンケートの回答、施設見学会への参加
など／回答数に応じ図書カード贈呈
／申 2月28日まで。都下水道局ホーム
ページを参照／問 同局広報サービス
課☎03-5320-6693
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この特集に関するお問い合わせは、市民活動推進課☎60-1829へ
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　市では毎年、市内全世帯を対象に、市政に関する意見を伺うアンケート調査を実施しています。調査結果は市政を計画的に進めるための貴重な資料
として活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

平成28年度市政アンケートの結果

地域区分 全体 吉祥寺
地域 中央地域 武蔵境

地域
地域

無回答
4,582人 1,769人 1,170人 1,486人 157人

年代 全体 20歳代
以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳

以上
年代

無回答
男　性 1,591人 33人 178人 259人 280人 327人 511人 3人
女　性 2,845人 80人 532人 618人 520人 466人 622人 7人
性別無回答 146人 2人 6人 6人 5人 5人 7人 115人
全体 4,582人 115人 716人 883人 805人 798人 1,140人 125人

健康づくり
高齢者福祉
障がい者福祉
地域福祉力の向上
子育て支援
青少年施策
小・中学校教育

市民活動・文化・生涯学習支援
産業の振興

災害・危機に強いまちづくり
緑化推進

循環型社会システムづくり
生活環境問題への対応
計画的な都市基盤整備
放置自転車対策
交通環境・道路整備
上・下水道の再整備
行財政改革 172件 3.8%

1,350件 29.5%

651件 14.2%

180件 3.9%

120件 2.6%

598件 13.1%

335件 7.3%

338件 7.4%

104件 2.3%

1,616件 35.3%

288件 6.3%

872件 19.0%

485件 10.6%

185件 4.0%

438件 9.6%

1,552件 33.9%

688件 15.0%

353件 7.7%

514件 11.2%

961件 21.0%

314件 6.9%
281件 6.1%

1,108件 24.2%

354件 7.7%

452件 9.9%

576件 12.6%

261件 5.7%

1,513件 33.0%

520件 11.3%

300件 6.5%

945件 20.6%

526件 11.5%
415件 9.1%

1,047件 22.9%

478件 10.4%

848件 18.5%

男女

重点的に進めてほしい施策 評価できる施策
男 女

性別無回答性別無回答

0 （件）（件） 500 1,000 1,500 2,000 2,50005001,0001,5002,0002,500

進めてほしい施策「災害・危機に強いまちづくり」が
5年連続で第1位。「市民活動・文化・生涯学習支援」に高い評価

 回答者の内訳 アンケート調査の概要
◦�市内に居住する全世帯（約7万5000世帯）にアンケート
はがきを配布。インターネット回答も可能としました。
◦�平成28年8月29日〜9月23日調査票配布（9/1市報と同
時配布）　回答締切9月23日
◦�重点的に進めてほしい施策と、評価できる施策について
（それぞれ18項目から3項目を選択。取り組み内容につ
いても選択または記入）と、自由記述による意見を伺い
ました。

有効回収数4,582通（昨年度5,276通）
回収率6.1%（うち、229通分がインターネット回答）

「評価できる施策」についての意見・要望「重点的に進めてほしい施策」についての意見・要望

20歳代以下
2.5％

無回答
2.7％

70歳以上
24.9％

30歳代
15.6％

40歳代
19.3％

50歳代
17.6％

60歳代
17.4％

駐輪場の満空表示盤

総合防災訓練

ムーバス

武蔵野プレイス

1位

3位

2位

1位

2位

3位

3位

2位

1位　　 災害・危機に強いまちづくり
　「防災態勢強化」「ライフライン対策」「災害時の情報提供」を特に進めてほしい
という声が多い。
●防災無線が聞き取りにくいので改善してほしい。
●デング熱などもあるので、蚊の対策をしてほしい。
●犯罪などの防止のため、パトロールの強化をしてほしい。　など

　　 市民活動・文化・生涯学習支援
　「武蔵野プレイス」「コミュニティセンター」「図書館」に対する評価が特に高い。
●武蔵野プレイスができて、武蔵境の文化度がアップした。
●平和関連事業を今後も続けてほしい。
●格安で良質なコンサートが豊富にあり、とても満足している。
●ルーマニアホストタウン事業を積極的に進めてほしい。　など

　　 放置自転車対策
　「駐輪場整備」「2時間無料制度」「放置自転車の取り締まり」に対する評価が特
に高い。
●放置自転車が少なくなった。
●駐輪場が増えて便利になった。
●2時間無料制度に助かっている。
●子乗せ電動自転車を置ける場所を増やしてほしい。
●定期利用の駐輪スペースを増やしてほしい。　　　　など

　　 健康づくり
　「各種健診・検診」、「予防接種」、「介護予防」に対する評価が特に高い。
●健診が充実している。
●健康診査の対象年齢をさらに広げてほしい。
●夜間や休日に診てくれる小児科がもっと増えるといい。
●個人病院は多いが入院体制のある大きな病院が少ない。　など

　　 子育て支援
　「保育園待機児童対策」「保育サービスの充実」「子どもの貧困対策」を特に進め
てほしいという声が多い。
●認可保育園を早急に増やしてほしい。
●子どもの貧困対策を行っていくべき。
●ベビーカー貸出サービスは便利、数を増やしてほしい。　など

　　 交通環境・道路整備
　「自転車の安全利用啓発」「安全な交通環境づくり」「ムーバス」を特に進めてほ
しいという声が多い。
● �自転車利用者のマナー向上、取り締まり強化を進めてほしい。ス
マホなど「○○しながら運転」が多く危険。

●自転車専用レーンを作ってほしい。
● �ムーバスへの要望（運行時間の延長、増便、ルートの拡充）。　など

1位

2位

3位



MUSASHINO CITY 9平成29年1月15日号No.2054

イ
ベ
ン
ト
／
健
康

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3頁の申込要領参照

健　康

来月の予防接種
市内の指定医療機関で予防接種を受ける方は、接種前に冊子「予防接種と子どもの健
康」を読み、必ず予診票と母子健康手帳を持って、お子さんに同伴してください。転入
などで予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳を持って直接健康課へ／問 同課

ＢＣＧは保健センターで集団接種も実施しています
2月9日（木）午前9時30分～11時（時間厳守）
2月23日（木）午後2時～3時30分（時間厳守）

母子保健

健康づくり事業団
◎人間ドック（予約状況はhttp：//www.musashino-health.or.jpに掲載）
　実施日：火・木曜／午前中に検査、午後に医師による結果説明。健康相談可／
オプション検査（別途料金）：頸動脈超音波、乳房Ｘ線、骨塩定量検査など／市内
住民登録の方：2万1000円、その他：4万2600円／申·問 同事業団
健康づくり支援センター
◎ボクシングエクササイズ
　1月28日（土）午前10時～11時30分(受付9時45分)／健康づくりはつらつメンバー（当日登録
可）／30名（申込順）／ボクシングの動きを取り入れた運動／講師：健康づくり人材バンク健康運
動指導士／託児：4カ月～5歳未満、9名（申込順）／水分補給飲料、タオル、室内用運動靴、動きやす
い服装／申·問 電話または直接同センターへ
◎連続講座親子でチャレンジ生活習慣改善教室
　2月4日：健康的な生活習慣を知る講座、2月25日：栄養、3月4日：歯科、子どもは全回キッズ体操
／各土曜（全3回、1日のみの参加可）／午後1時15分～3時／市内在住の20～50代の親と年長児
～小学2年生／17組（申込順）／託児：4カ月～年中児、9名／講師：健康づくり人材バンク／子ども
のみ：水分補給飲料、タオル、室内用運動靴、動きやすい服装／申·問 電話または直接同センターへ

■肺炎球菌予防接種はお済みですか
　3月31日までに接種してくだ
さい／定期接種：過去に接種し
たことのない方で①平成28年
度中に右表の年齢となる方②
60歳以上65歳未満（昭和27年4
月2日〜昭和32年4月1日生ま
れ）で心臓・じん臓・呼吸器・ヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方／自己負担額5000円
（生活保護受給世帯の方は免除）／申·問 ハガキ・封書（肺炎球菌予防接種希
望と明記）または直接健康課（生活保護受給者は生活福祉課窓口）へ。市ホー
ムページから電子申請可。

65歳 昭和26年4月2日～27年4月1日生
70歳 昭和21年4月2日～22年4月1日生
75歳 昭和16年4月2日～17年4月1日生
80歳 昭和11年4月2日～12年4月1日生
85歳 昭和6年4月2日～7年4月1日生
90歳 大正15年4月2日～昭和2年4月1日生
95歳 大正10年4月2日～11年4月1日生
100歳 大正5年4月2日～6年4月1日生

■�胃がんハイリスク検査のお知らせ
　2月13日（月）午後2時／平成28
年度40・45・50・55・60・65・70・75
歳になる方／過去に検査を受けた
方、ピロリ菌除菌治療を受けた方、
外科的胃切除を受けた方、2カ月以
内に胃薬（PPI）を服用した方、腎不
全や透析治療中の方、胃の痛みや
胸やけなど胃腸の調子の悪い方、
現在、食道・胃・十二指腸などの病
気で治療中の方は不可／市国民健
康保険および後期高齢者医療制度
加入者は健診時に実施／10名（申
込順）／500円（生活保護受給者免
除）／申·問 2月1日（必着）までにハ
ガキ・封書（胃がんハイリスク検査
希望、生年月日も明記。電話不可）ま
たは直接健康づくり事業団へ。

■2月は冬季献血強化月間
　寒い時期は、献血者が減少し輸
血用血液が不足します。輸血を必要
とする患者のため、400ml献血や成

■離乳食はじめて教室
　（4〜6カ月ごろの離乳食）
　2月17日（金）午前10時15分〜11
時30分／平成28年8月〜10月生ま
れの第一子と親／25組（申込順）／
離乳食（1回食）の話（簡単な試食あ
り）、生活リズムの話／母子健康手
帳を持参／申·問 2月10日までに電
話または直接健康課へ。

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　2月14日（火）午前10時15分〜11
時30分／平成28年5月〜7月生ま
れの第一子と親／36組（申込順）／
離乳食（2回食）の話（簡単な試食あ
り）、歯のお手入れの話／母子健康
手帳を持参／申·問 2月7日までに
電話または直接健康課へ。

■かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）　
　2月24日（金）午前10時15分〜11
時30分／平成28年3月〜5月生ま
れの第一子と親／36組（申込順）／
離乳食（3回食）の話（簡単な試食あ
り）、歯のお手入れの話／母子健康
手帳、歯ブラシ（お持ちの方のみ）／
申·問�2月17日までに電話または直
接健康課へ。

■もうすぐパパ・ママのための
　こうのとり学級（土曜日クラス）
　2月18日（土）午前9時30分〜正
午／初妊婦（受講時に妊娠16〜31
週の方）とパートナー／32組（申込
順）／赤ちゃんの生活、産後の体と
心の変化、もく浴実習・妊婦体験
ジャケット／母子健康手帳、バスタ
オル、筆記用具持参／申·問�2月10
日までに電話または直接健康課へ。

休日の医療機関� 1/15（日）〜31（火）
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 ☎

15日(日)
○友利医院 内科・小児科 関前2-5-14 51-7365
○国沢泌尿器皮フ科 内科 吉祥寺南町1-11-13 42-6855
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

22日(日)
○むさしの共立診療所 内科 西久保2-17-11 52-2512
○かしわでクリニック 内科・小児科（3歳以上） 境2-15-5 38-7277
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

29日(日)
○前澤クリニック 内科・小児科 境南町3-15-21 30-2861
○北町診療所 内科 吉祥寺北町1-1-3 22-8151
◎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
15日（日）遊佐歯科医院 境南町2-3-16 武蔵境第1高木ビル7階 ☎31-2951
22日（日）よしおかデンタルオフィス 西久保1-1-1 井野ビル1階 ☎51-4199
29日（日）吉川歯科医院 西久保2-3-13 第3山下ビル ☎55-2180

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

■�乳幼児健康診査
　3〜4カ月児、6・9カ月児、1歳6
カ月児、3歳児の健康診査は対象
者に個別通知をしています／転入
の方には通知が届きませんのでお
問い合わせください／問�健康課

■こんにちは赤ちゃん訪問
　生後4カ月ごろまでの赤ちゃん
全員を助産師・保健師が家庭訪問
し、赤ちゃんの健康チェックや育
児の相談を行っています／赤ちゃ
んが生まれたら母子健康手帳に挟
んであるお誕生連絡票を早めに投
函しましょう。お誕生連絡票のな
い方は健康課までご連絡ください
／問�同課

分献血へのご協力をお願いします
／問 献血ルーム吉祥寺タキオン☎
21‐9000（吉祥寺本町1-15-2-8階）

傘福

イベ ン ト

■明るい選挙啓発ポスター展
　1月23日（月）正午〜27日（金）午
後1時／市役所ロビー／明るい選
挙ポスターコンクール出典作品を
展示／主催：明るい選挙推進協議
会／問�選挙管理委員会事務局☎
60-1893

■山形県・酒田市市民交流ツアー　酒田市で出会い・学び・成長する旅
　3月3日（金）午後9時バスタ新宿集合〜5日（日）午後9時東京
駅解散／2泊3日／夜行バス・新幹線利用／宿泊：車中泊、ホテ
ルイン酒田駅前（男女別相部屋）／市内在住・在学の大学生・院
生または市内在住・在勤で18〜39歳の方（グループ参加可）／20名（超えた
場合抽選）／最少催行6名／添乗員無し／1日目：夜行バスで移動。2日目：旧
鐙屋、山王くらぶ訪問、酒田市大学生などとのグループワーク・交流会など。
3日目：舞娘演舞鑑賞など／2万1500円、学割1万5000円／申 1月31日（必
着）までに郵送・ファクスで申込書（市ホームページから印刷可）を（株）日本
旅行・中井宛（〒190-0012立川市曙町1-21-1ユニゾ立川ビル3階）、FAX�
042-522-2553へ／問 同社☎042-527-9462、交流事業課☎60-1806

■市立小・中学校書き初め展
　1月20日（金）〜22日（日）／午前
10時〜午後4時30分／スイングス
カイルーム／小学3〜6年生、中学
全学年の毛筆作品約600点と硬筆
作品（小学1・2年生）約200点を展
示／問�指導課☎60-1897



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

MUSASHINO CITY10 平成29年1月15日号 No.2054

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　平成29年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

記念シンポジウム〜憲法、沖
縄、市民運動〜（戦争法をな
くしたい！オール市民の会）

1月22日（日）午後7時開演／
公会堂ホール

1000円
梶47-9391
荒木47-9101

大人のためのお話会（むさ
しのおはなし語ろう会）

1月31日（火）午前10時30分〜
正午／吉祥寺図書館集会室

伊東34-9030 大人を対象に昔話
や物語などを語る

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。

◦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
ジャズタイム
（スタンダードジャ
ズを英語で歌う会）

毎月第1・3土曜／午後1時
30分〜3時／主に本宿コ
ミセン、西久保コミセン

月3000円
山下54-2309

入 1500円
プロの指導で楽しく歌い
ます。見学歓迎。HPあり

武蔵野居合道部会
（日本刀を用いて居
合道を学ぶ）

毎週土・日曜／午前9時〜
正午／市民会館

月3000円
秦47-6585

入 3000円
若い人歓迎

仲間あつまれ

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

22日（日） ■新春もちつき大会「もちつきと百人一首かるたとり」　午前11
時〜午後1時／来館は徒歩で

26日（木） ■コミュニティのつどい「お役立ちネタ満載“市報を読んでみよ
う”」　午後7時〜9時／市秘書広報課

2/5（日） ■能鑑賞講座「賀茂」　午後2時〜4時／青木健一（能楽師シテ方
観世流）

本　宿 29日（日）
■地域フォーラム「災害時避難所設営・運営について」　午後2時
／主催：東部防災会、協力：本宿コミセン

2/5（日） ■ウインターダンスパーティー　午後1時30分〜4時

吉　南

17日（火） ■collabono親子ひろば「いざという時に役立つ赤ちゃんとマ
マの防災1」　午前10時30分〜11時30分（10時開場）／親子

28日（土） ■南町わんぱく相撲　午後2時〜4時／年長児〜小学生／男女学
年別勝ち抜き戦／申 窓口へ

29日（日）
■コミュニティコンサート　午後1時30分〜3時15分／エルク
ハート・クインテット／音大生の管楽器パフォーマンスグルー
プによる楽しい演奏

御殿山 2/2（木） ■みんなでカフェ　午後2時〜4時／午後のひと時をお菓子とい
れたてのコーヒーで／100円

吉　西
21日（土）

■サロンイベント「日本舞踊・奈美百合会と子どもたちが踊りま
す」　午後2時／終了後、ホっとCaféのいれたてのコーヒー（1杯
100円）をどうぞ

2/4（土） ■あそぼうよ「豆まきゲーム大会」　午後1時30分〜3時30分／
どんなゲームかな？得意ゲームも発表しよう

吉　北

21日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／絵本のテーマ：おおさむこ
さむ、紙芝居・パネルシアター、工作：おにのぼうし

22日（日） ■お昼のひとときを音楽で　午後0時40分

3/4（土）
■津軽三味線「ジョージ・ジョンガラ」演奏会　午後2時〜3時30
分（1時30分開場）／150名／会主：窪田悦宏、曲目：じょんがら
節、東京音頭ほか／500円／申 チケット発売17日午前10時〜

けやき

21日（土） ■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒー
とスイーツでティータイム

28日（土） ■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ
聞かせ、折り紙で遊ぼう

2/5（日）
■けやき塾「なつかしの映画を語る」　午後2時〜4時／30名／ポ
スターを見ながら、なつかしい洋画・邦画の話を聞き、映画の魅力
を知る／芳野健二（吉祥寺村立雑学大学教授）／100円／申 

中　央

24日（火） ■初春歌声喫茶　午後1時30分／40名／新年を迎えてみんなで
歌おう／アコーディオン奏者：冨永節子、ギター奏者：金子周厚

28日（土） ■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小中高生（親子可）／卓球
台2台あり。自由に遊べます／ラケット持参可

31日（火） ■生活習慣病予防料理講習会「塩分が気になる方のお勧めレシ
ピ」　持ち物：上記のほか筆記用具

2/5（日）
■料理教室「忙しいあなたに簡単で美味しい料理作り」　午前10
時30分〜午後2時／12名／簡単デコ寿司、根菜サラダ、菊花豆腐
のおすまし、デザート／倉内弘子／800円／申 15日午前10時〜
参加費を添えて窓口へ

西久保

2/4（土） ■生活習慣病予防料理講習会「体を温め風邪予防」　10名／申
30日までに窓口へ（キャンセルは2/1まで）

2/10（金）〜

■パソコン学習会　何でも相談室：2/10・17・24、午前10時〜
正午、1回300円。動画編集入門：3/3・10・17・24、午前10時〜正
午、2000円。応用コース：3/24までの毎週金曜（全7回）、午後1
時30分〜3時30分、3500円／各5名（パソコン持参5名まで）／
Windows7使用／申

お知らせ ■27日（金）・28日（土）は40周年記念式典のため休館します。29
日（日）は午後1時30分まで部屋の利用ができません

八幡町 2/8（水） ■生活習慣病予防料理講習会「寒さを乗り切る食事」　午前10時
／8名／申 2/4までに会費を添えて窓口へ

境　南

22日（日） ■利用者懇談会　午後1時30分〜3時30分

27日（金） ■幼児対象読み聞かせ　午前10時30分〜正午／絵本、工作、手遊
びなど／共催：ママさんクラブ、境南地域社協

29日（日） ■野川公園で「冬の野鳥観察会」　午前9時〜正午／市内在住の
方（小学生以下は保護者同伴）／15名／申 16日〜28日に窓口へ

桜　堤
16日（月）〜

■パソコン学習会（個別指導）　2/13までの毎週月曜／午後1時
30分〜4時／参加者の質問に答える勉強会／1回300円／パソ
コン持込可

28日（土） ■新春コンサート「チェロとピアノ」　午後2時／チェロ：松本文、
ピアノ：名嘉三月／生演奏をお楽しみください

「ひろ〜いロビーで音楽をお楽しみください」
吉祥寺北コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

　北コミセンの特色は、広いロビーで開催され
る音楽会です。このロビーには、市民の方から寄
贈されたピアノが置かれています。このピアノ
は、なんと世界三大ピアノの1つであるドイツの
ベヒシュタイン製のもので、素晴らしい音色を
奏で、さまざまな音楽会で私たちを楽しませて
くれます。
　昨年の暮れには、「平田耕治クワルテート」によるクリスマスタンゴコ
ンサートが行われ、160人を超すお客様とともにバンドネオンの響きと、
ピアノ、バイオリン、ベースの織りなす懐かしい曲の数々に、感動のひと
ときを過ごしました。
　3月には、津軽三味線「ジョージ・ジョンガラ」演奏会を行います。いよ
いよ17日からチケットを発売します。皆さん、お気軽にお越しください。

大勢のお客様と過ごした楽しい
ひととき

■ むさしの自然観察園　いろんなタネでかわいい壁かざりを作ろう
　2月5日（日）午前10時〜正午／小学生以上（小学1・
2年生は保護者同伴）／保護者含めて15名／木枠のフ
レームにタネや小枝で生き物などを作って飾る／主
催：武蔵野市／申·問 同園☎55-7109（吉祥寺北町
3-12、午前10時〜午後5時）

■多摩郷土誌フェア
　1月21日（土）・22日（日）／午前10時〜午後5時
（22日は3時まで）／立川市女性総合センターア
イム健康サロン（立川市曙町2-36-2）／多摩地区
各市町村の郷土・歴史・文化財書籍を展示即売

■学校教育連携展示「武蔵野のくらし今昔−昭和の衣・食・住」
　1月21日（土）〜3月30日（木）（金曜、祝日を除
く）／午前9時30分〜午後5時／同館第二展示室
／昭和20年〜40年ごろの武蔵野のくらしの様
子を当時の写真や資料、調査記録をもとに展示。
小学生向けに「くらしのうつりかわり」について
身近な道具の変遷をパネルで紹介／無料

■1月26日は文化財防火デー
　昭和24年に法隆寺金堂が炎上し、壁画が焼損
した1月26日は文化財防火デーです。市では標語
入り懸垂幕を文化財所在地などに掲示します。
◎消防演習：1月27日（金）午前10時〜10時40分
（予定）／日本獣医生命科学大学（境南町1-7-1）
／消防団と武蔵野消防署、日本獣医生命科学大
学の合同で実施／問 同消防署☎51-0119

休館日：金曜、祝日、年末年始、特別休館日

ふるさと歴史館 境5-15-5
☎53-1811
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