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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3月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万3989人（14人減）　世帯数 7万5205世帯（40減）
●男 6万9074人（16人増） ●女 7万4915人（30人減）

〈うち外国人住民数〉2803人（9人減）

市議会から定例会開催のお知らせ
■期日・内容
　開会時間（予定）：午前10時
　☆は本会議終了後
期日 会議名

3/15（水）

予算特別委員会
3/16（木）
3/21（火）
3/22（水）
3/23（木）

3/28（火） 本会議（予算審査報告など）
議会広報委員会☆

3/31（金） 議会運営委員会

　平成29年第1回市議会定例会を
右記の日程で開催中です。本会議と
予算特別委員会の模様を市議会
ホームページで生中継しますので
ご覧ください。日程は変更すること
があります。ホームページでご確認
ください。
問 議会事務局☎60-1883、http://
www.city.musashino.lg.jp/shigi
kai/

 4月2日（日）は、第25回武蔵野桜まつり
次頁をご覧ください
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住む人、働く人が集い、心地よく過ごす街
住む人、働く人が共に過ごす街として、

将来にわたって活力を維持する持続可能な街を目指す
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・地権者や住民、商業者、企業、警察などの関係者、街の利用者と協力し、取り組んでいきます。
・実現に向けてより効果的に進めるため、おおむね5年後に進捗状況の確認と一定の見直しを行います。

 特集 平成29年度予算案 ……………… ❻-❾
第25回武蔵野桜まつり ………………… ❷
平成30年度採用市職員募集 …………… ❷
陸上競技場芝生スタンド無料開放 …… 12

　
閲覧：まちづくり推進課、各市政センター・図書館・コミセン。市ホーム
ページに掲載／意見の提出：3月29日（水・必着）までに郵送・Eメール・
ファクス（住所、氏名、連絡先を明記）で〒180-8777まちづくり推進課、sec-
machidukuri@city.musashino.lg.jp、FAX51-9250へ。
　
　3月17日（金）午後6時30分〜8時／かたらいの道市民スペース／申 当
日、直接会場へ。

歩行者を中心と
するにぎわいの
エリア

　三鷹駅北口の商業地域を中心としたエリアを対象に、おおむね10年後の目指すべき
街の姿を描き、その実現に向けた取り組みを示す、三鷹駅北口街づくりビジョン（案）が
まとまりましたので意見を募集します／問 まちづくり推進課☎60-1872

三鷹駅北口街づくりビジョン(案)がまとまりました

交通環境の方向性
快適に移動でき、安全で歩きやすい街
・�新たな交通体系の構築により、安全で快適な
交通ネットワークを形成します。「歩行者を中
心とするにぎわいのエリア」では、道路空間の
再配分などにより街のにぎわいを生む空間づ
くりにつなげます。
・�駅前広場は、新たな交通体系を踏まえて、現況
の課題を解決しつつ、将来の拡張の可能性を
検討します。

土地利用の方向性
企業と周辺住宅が調和する街
・�企業立地と商業施設の連なりを誘導し、街の
にぎわいや活力につなげます。
・�気持ち良く働ける環境と健全な住環境を保護し
ます。
・�街並みや周辺住環境に配慮し、高度地区に則
した高度利用を図ります。
・�産業振興やにぎわい創出、代替地利用など、市
有地の活用方法を検討します。

緑・にぎわいの方向性
玉川上水の豊かな緑のもとに にぎわいが生まれる街
・�玉川上水や駅前広場などを地域固有の資産と
して活用し、居心地の良さを感じる景観と、潤
いのある環境を創出します。
・�地域が主体となった取り組みや連携の支援、
パブリックスペースを活用する仕組みづくり
を検討し、にぎわいを創出します。
・�文化に親しむ知的活動・交流を促し、街の魅力
向上につなげます。

土地利用の施策
基本施策3 　
�魅力ある企業立地環境の形成
施策⑤　�働きやすい業務地を維持、形成する面的な規制誘導
施策⑥　�調和する空間を創り出すための開発誘導
施策⑦　�三鷹駅北口らしい企業展開の促進
施策⑧　�災害時の備えの充実
基本施策4 　
��市有地を三鷹駅北口の資産として活用
施策⑨　�市有地の有効活用

緑・にぎわいの施策
基本施策5 　
�三鷹駅北口の景観まちづくり
施策⑩　�玉川上水の活用と顔となる空間づくり　
施策⑪　�居心地の良さを感じる景観形成
基本施策6 　
�三鷹駅北口にふさわしいにぎわいの創出
施策⑫　�にぎわいづくりにつながる地域連携の支援
施策⑬　�パブリックスペースの活用
施策⑭　�知的活動・知的交流の促進

交通環境の施策
基本施策1 　
�駅から広がる安全で歩いて楽しい歩行空間の創出
施策①　補助幹線道路整備の推進
施策②　�駅周辺の新たな交通体系の構築
施策③　駅前広場の機能整備
基本施策2 　�

交通結節点の機能拡張とゆとりある空間の創出
施策④　ゆとりある駅前広場の創出

〈実現に向けて〉

意見募集

説 明 会
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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

「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

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
地域自立支援協
議会（全体会）

3月21日（火）
午後6時30分

市役所
811会議室

10名程度（先着順）／今年
度の活動報告について

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

非核都市宣言平
和事業実行委員
会

3月24日（金）
午後6時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／憲法月間
記念行事についてなど

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

子どもプラン推
進地域協議会

3月24日（金）
午後6時30分
〜8時30分

武蔵野
プレイス
フォーラム

20名程度（先着順）／「第四次
子どもプラン武蔵野平成28年
度施策実施状況」についてなど

当日、直接会場へ
子ども政策課
☎60-1851

健康福祉総合計画・
地域リハビリテー
ション推進会議

3月29日（水）
午後6時30分
〜8時30分

市役所
811会議室

20名（申込順）／健康福祉
部各計画など進捗状況に
ついてなど

前日までに
地域支援課
☎60-1941へ

シニア支え合い
ポイント制度推
進協議会

3月30日（木）
午後3時

市役所
411会議室

10名（申込順）／平成28
年度実績報告、29年度事
業計画など

前日までに
地域支援課
☎60-1941へ

第二期観光推進
計画策定委員会

3月30日（木）
午後6時

商工会館
市民会議室

20名（先着順）／計画案の
最終確認

当日、直接会場へ
生活経済課
☎60-1832

地域自立支援協
議会

3月31日（金）
午後6時30分

市役所
812会議室

10名程度（先着順）／今年
度の活動報告について

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

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

永嶋獣医科医院 吉祥寺東町1-5-13
☎22-4021

本宿犬猫病院 吉祥寺東町3-17-1
☎22-7728

ふじわら動物病院 吉祥寺本町1-34-10-201☎21-2908

おおむら動物病院 吉祥寺本町2-30-9☎29-7887
三鷹獣医科
グループ

中町2-6-4
☎54-5181

サカキバラ
動物病院

中町2-13-25
☎53-7215

井の頭通り
動物病院

西久保1-38-5
☎38-8963

グリーンパーク
動物病院

緑町1-7-25
☎54-1122

渡邉家畜医院
（済票発行なし）

関前5-12-9
☎52-4523

豊田動物病院 境南町2-19-11
☎32-3445

区分 職種 採用
予定者数

上級

一般事務
一般方式

15名程度
WEB試験方式

一般技術（土木）
若干名一般技術（建築）

保健師
＊�受験資格および試験日など詳細は市報4月
1日号、市ホームページ、試験案内に掲載。

■ごみ分別案内所を開設
　3月27日（月）〜
31日（金）／午前9
時〜午後4時（27
日は10時〜）／市
役所ロビー／分別方法の案内、ご
み収集開始手続きの案内、ごみ減
量の取り組み紹介、クリーンむさ
しのを推進する会による分別相談
など／問 ごみ総合対策課

■�古着の出し方に注意してください
　古着は水分を含んでしまうと、カ
ビが発生し再利用できません。なる
べく雨の日は避け、透明・半透明袋
に入れて出してください。古着とし
て出せるものは、汚れや破損がない
ものです。ボタンなどは取らずに出
してください。まだ着られるもので
も、下着類、靴下、手袋、ネクタイ、帽
子、古くなったタオルやシーツ（ボ
ロ布）、着物、浴衣などは資源になり
ません。燃やすごみの日に出してく

■�狂犬病予防注射を接種して
　ください
　4月1日（土）〜14
日（金）／集合注射会
場：市内の獣医師会
加盟病院（下表）、三鷹市内の獣医
師会加盟病院／飼い主は犬の登録
後、毎年の予防注射と注射済票の
交付を受けなければなりません。
注射済票は集合注射会場では接種
時に同時交付、他病院は注射済証
明書を持参のうえ市役所、市政セ
ンターで交付を受けてください
（手数料550円）／問 環境政策課☎
60-1842

■�市政運営の現状などに関する
　アンケートを実施
　「自治基本条例（仮称）に関する
懇談会」で市民の意見を踏まえた
議論を進めるため／対象：無作為
抽出した市民2000名にアンケー
トを送付。そのほか希望する方は
アンケート用紙（市役所、各市政セ
ンター・図書館・コミセンで配布）
または市ホームページから回答可
／回答：3月31日までに郵送・ファ
クスまたは直接〒180-8777企画調
整課、FAX51-5638へ／問 同課☎
60-1801

■�悪質商法被害防止
　街頭キャンペーン
　3 月 24
日（金）午
後1時30
分〜 3時
／雨天実
施／コピス吉祥寺ふれあいデッキ
こもれび（吉祥寺本町1-8-16）お
よび吉祥寺駅周辺／増加し多様化

■�平成30年度採用市職員募集
　試験案内：4月3日（月）から、市役所
案内・人事課、各市政センター・図書
館、総合体育館、市民会館、スイング
ホール、吉祥寺シアター、武蔵野プレ
イスで配布、市ホームページに掲載。
各施設へは開館日・時間を確認のうえ
お越しください／申込期間：4月3日
（月）〜18日（火）午後5時／問 同課☎60-1810

武蔵野桜まつり第25回

＊詳しくは「桜まつりイベントプログ
ラム」（3月下旬新聞折込予定）をご覧
ください。
＊車での来場不可。パレードのため中
央通りの一部および市道212号線（市
役所とクリーンセンターの間の道路）
が交通規制されます／主催：武蔵野桜まつり実行委員会／問�同委員会事
務局（生活経済課内）☎60-1832

催
　
し

�ステージ：宇宙戦隊キュウレンジャー、むさしのばやし、何でも発表
ショー、式典ほか
��縁日広場、友好都市特産品販売、アンテナショップ「麦わら帽子」物産販
売ほか
�子ども村：ペンギンフアフア、サーカスフアフアほか（雨天中止）

　3月29日（水）〜4月7日（金）の平日午前8時30分〜午後5時15分。桜
まつり当日も展示／市役所ロビー／市内在住・在学の小・中学生の応
募作品19点を展示

桜まつりポスターイラスト応募作品を展示します

4月2日（日）午前10時〜午後4時
会場：�むさしの市民公園、陸上競技場およびその周辺、緑町ス

ポーツ広場ほか

■マイホーム借り上げ制度で
　持ち家を有効活用しませんか
　移住・住みかえ支援機
構（JTI）と連携しマイ
ホーム借り上げ制度を
実施しています。50歳以
上の世帯の方がお持ち
の住居を売却することなく貸し手
になることで賃料収入を得ること
ができます。借り上げた家が空き
家になっても最低家賃が保証され
ます。契約期間は3年単位のため、
契約満了後に持ち家に戻ることも
可能です。大切な持ち家を空き家
にせず有効活用できます。利用条
件など詳細はお問い合わせくださ
い／問開発公社☎22-0381、住宅
対策課☎60-1905

■�避難行動要支援者名簿の更新
　災害対策基本法の改正に伴い、
各自治体には避難行動要支援者
（災害時に自ら避難することが困
難で、避難するために支援を要す
る方）の名簿を作成することが義
務付けられています。年1回の更
新に伴い、個別に通知を送付しま
す／該当者：要介護3〜5に認定さ
れている高齢者、身体障害者手帳
1・2級の第1種を所持（心臓・腎臓
機能障害のみの方を除く）、愛の手
帳1・2度を所持、精神障害者保健
福祉手帳1・2級を所持している単
身世帯の方、市の生活支援を受け
ている難病の方、災害時要援護者
として登録している方／問 地域
支援課☎60-1941

■�武蔵境開発事務所の
　閉鎖について
　同事務所は、昭和51年1月に前
身である開発事務所境分室が開設
されて以来、武蔵境駅周辺の開発
に携わってきました。平成28年3
月に武蔵境駅北口駅前広場などが
完成し、一定の役割を終えたため
3月31日をもって閉鎖を予定して
います／問 同事務所☎52-0151

する悪質商法被害防止を広く呼び
掛け、啓発チラシを配布／協力：武
蔵野警察署、市商店会連合会、吉祥
寺活性化協議会、武蔵野防犯協会、
市消費者運動連絡会、市民安全パ
トロール隊／問 消費生活セン
ター☎21-2972

ださい／問 ごみ総合対策課



MUSASHINO CITY 3平成29年3月15日号No.2058

お
知
ら
せ
／
募
集

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

施設 対象 問
①国民健康保険
　保養施設 市の国民健康保険に加入している方

保険課
国保年金係
☎60-1834

②後期高齢者
　保養施設

後期高齢者医療制度に加入し、市から
被保険者証を交付されている方

後期高齢者医療係
☎60-1913

＊1人1泊につき3000円を年間（4月～翌年3月）で4泊まで助成
＊利用施設一覧表は保険課、各市政センターで配布。市ホームページに掲載
＊高齢者保養施設事業は、平成28年度で終了します

募　集

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。

■嘱託職員の募集

市
政
セ
ン
タ
ー

窓口業務
2名

平日・夜間・休日窓口受
付、各種証明書発行、デー
タ入力、一般事務補助な
ど／PC／ 市民雇用創出事業

6月1日〜／週5日（日〜金曜）午
前9時〜午後5時（平日、日曜）、午
後0時15分〜8時15分（夜間）／
所定外労働・休日勤務あり／各市
政センター／月額22万1400円
／交

書類審査、
面接：
4月12日（水）

申·問 3月24日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接中央市政セ
ンター☎56-3800（〒180-0006中町1-2-8）へ

ご
み
総
合
対
策
課

廃棄物お
よび街の
美化関連
業務

剪定枝木処理・物品管理・
イベント関係業務、電話
対応など／ 普免 2トン
パッカーマニュアル車運
転あり

4月15日〜／週4日（火〜金曜。所
定外労働・休日勤務あり）午前8時
30分〜午後5時／月額18万300
円／交

書類審査、
面接：
3月30日（木）

申·問 3月22日（水・消印有効）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接ごみ総
合対策課☎60-1802（〒180-0012緑町3-1-5クリーンセンター内）へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
民
課

住居表示等
窓口業務
1名

住居表示などの窓口受付、現地
調査・作業、電話対応、データ入
力など／PC／ 市民雇用創出事業

5月1日〜／週5日（月〜
金曜）午前9時〜午後5
時（所定外労働あり）／
月額21万400円／交

書類審査、
面接：
3月30日（木）

申·問 3月23日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777
市民課☎60-1838へ

■お詫びと訂正
　市報3月1日号3頁「シニア支え合いポイント制度説明会・研修会」の表に「吉祥寺
ナーシングホーム」とあるのは、正しくは「吉祥寺ホーム」です。お詫びして訂正しま
す／問 地域支援課☎60-1941

中
央
通
り

市役所

市営野球場

総合体育館
緑町交番

←
至
三
鷹
駅

四中四中

ふらっと・
きたまち

障害者施設
建設予定地

■ 説明会兼学習会〜吉祥寺北町で障害者や高齢者が安心して暮らし続ける
ために
　3月30日（木）午後7時〜8時30分／総合体育館大会議室
 障害者支援施設について
  テンミリオンハウスでの過ごし方

　吉祥寺北町には、障害者支援施設
（入所施設）の建設が予定されている
ほか、テンミリオンハウスふらっと・
きたまちが2月にオープンしました。
これらの施設の説明をはじめ、移送
サービス事業のレモンキャブなど、
障害者も高齢者も共に支え合い、安心して暮らし続けていくために取り組
んでいる市の福祉施策などについての説明会兼学習会を開催します。
申 当日、直接会場へ／問 障害者福祉課☎60-1904、（社福）武蔵野☎54-7666

■ 関前第3市民農園閉園の
　お知らせ
　同園（関前3-26）は、借用期間満
了により平成30年1月31日を
もって閉園します／問 生活経済
課☎60-1833

■ 市の保養施設利用助成制度をご利用ください

申 4月からの宿泊は3月17日から受付開始。各施設に電話で利用券使用
を告げて宿泊予約後、なるべく前日までに本人が同課、各市政センターへ
申請者の保険証を持参して申請。申請書には助成を受ける方全員の氏名、
年齢、住所、国保保険証の記号番号または後期高齢者医療被保険者番号の
記入が必要。期間に余裕をもった申請を。

3月のお知らせ
■ 選挙人名簿登録者数（3月定時登録）
　3月2日現在の登録者数は、男5万
7786人、女6万4252人、計12万2038人
です。また、在外選挙人名簿の登録者数
は、男221人、女223人、計444人です／
問 選挙管理委員会事務局☎60-1893

■ 商工会館　7月分申込
　市民会議室、会議所会議室：4月4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

■ 関前第2・関前ふれあい市民農
園の使用者再募集
　市内在住で現在市民農園を使用
していない方。補欠待機者は平成
31年1月までに辞退者が出た場
合、順番に使用できます／関前第
2（関前2-11・3-18）管理協力員枠
1名、普通枠20名、補欠待機者30
名。関前ふれあい（関前3-17）補欠
待機者20名／申込順／申·問 3月
16日〜24日の午前9時〜午後5時
に生活経済課☎60-1833へ。

■ 友好都市ロシア・ハバロフスク市
青少年絵画コンクール作品募集

　友好都市ハバロフスク市の絵画
コンクールに出展する作品を募集
します／市内在住・在学の10〜15
歳の方／作品形式：A3判（縦・横い
ずれも可、額縁なし）、画材自由、切
り絵・はり絵も可／作品テーマ「世
界の子ども達の友情」／申·問 4月
21日までに作品（裏面右下にロー
マ字表記で作品名、氏名、年齢、学
校名、都市名、国名を明記）を郵送
または直接〒180-8777児童青少年
課☎60-1853へ。応募作品は同課
からハバロフスク市へ送付。

■ 「まなこ」99号ができました
　特集は「女性・
多様な視点か
らの防災」です。
3月 22 日（水・
予定）から順次
市役所、各市政
センター・図書
館・コミセン・
駅、市内医療機関、理美容院、大型
店舗、金融機関、浴場など約450カ
所で配布。無料。
◎「まなこ」サポーター募集：市内
在住・在勤・在学で男女共同参画社
会の実現について関心がある方。

10名程度（超えた場合調整）。任
期：平成30年3月31日まで。主な
活動：会議出席（年4回程度、主に
平日午前。第1回4月12日〈水〉予
定。託児：3カ月〜未就学児）、「ま
なこ」に対する意見や感想などの
提供、これから発行する「まなこ」
の企画や取材先などの提案、特集
テーマに沿った200字程度のコラ
ム執筆（1・2回程度）。ボランティ
ア／申·問 4月7日（必着）までにE
メール・ハガキ・ファクス（申込要
領参照し、「私の興味ある男女共同
参画のテーマ」〈100字程度〉、あれ
ば活動団体も明記）で男女共同参
画推進センター☎37-3410、FAX 
38-6239、danjo@city.musa 
shino.lg.jpへ。

■ 新小学1年生は○乳医療証を○子医
療証に切り替えます
　小学校入学に
伴い、◯乳乳幼児
医療証を交付し
ていた児童に4
月から有効の
◯子義務教育就学児医療証を3月17
日（金）に発送します（手続き不
要）。医療証の負担者番号・受給者
番号が変更となるため、4月から
は◯子医療証を医療機関などに提
示してください（◯乳医療証の有効
期限は3月末。要返却）。＊生活保
護を受給している場合は医療扶助
が優先のため◯子医療証は使えませ
ん。必ずご連絡ください／問 子ど
も家庭支援センター☎60-1852

■ 市青少年関係団体の登録
　対象：子どもの健全育成を目的
として子ども会・スポーツ・文化活

動などを行う団体（詳細はお問い
合わせください）／申·問 4月5日
までに申請書類（児童青少年課で
配布、市ホームページから印刷可）
を〒180-8777同課☎60-1853へ。
平成28年度登録団体は郵送も可。

■ エコプラザ（仮称）×モノづくり
ワークショップ

　3月26日（日）
午後1時〜4時
（入退場自由）
／武蔵野プレ
イスフォーラ
ム／環境に良いことを考えてもら
うための工作ワークショップ。普
段捨ててしまう物などを使ったア
クセサリーやペン立て。詳細は市
ホームページ参照／無料／申 当
日、直接会場へ／問 環境政策課☎
60-1841
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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

新たな創業支援施設で
新たなライフスタイルを！

　市内の創業者を増やし地域経
済を活性化するための市の助成
金を利用した女性が活躍できる
創業支援施設のオープンが相次
いでいます。創業支援施設という
のは、自分の店や教室を持った
り、仕事を始めたいと思っている
人を対象に、セミナーを開催した
り、施設で試験的に開業し、経営
支援などを行うことによって、自
立につなげていける施設のこと
です。今回開業する創業支援施設
は主に女性をターゲットにした
施設ですが、男女ともに利用で
き、地域との結びつきが強いのが
特徴です。地域の活性化に役立て
るような創業支援という枠組み
で、地元の商店会と連携し、施設
を運営していきます。例えば飲食
系の創業支援施設では、施設利用
者が来店した地元のお客さんと
の関係を強め、自然とその地域で
開業することで、地域の活性化に
貢献できることを意図して作ら
れている施設もあります。このた
びオープンする4つの創業支援施
設を紹介します。
◎i-dream吉祥寺：吉祥寺駅から
ほど近い中道通りエリアの起業家
支援サロン。レンタルスペースで
セミナーを開いたり、ヨガなどの
レッスンにも利用できます。ダイ
ニングキッチンがあるので、料理
教室やパーティーなどを開くこと
もできます。また、オリジナル商品
や手作り雑貨などの委託販売を行
える常設のレンタルボックスもあ
ります。
◎MIDOLINO_：緑町のグリーン
パーク商店街のフードモール。
シェアキッチンをメインにした飲
食店や食べ物の製造販売に関わる
創業支援施設です。オープンキッ
チンの周囲にブースが配置されて

いる構造で、一度に7団体の利用
が可能です。野菜や調味料などの
物販も行っており、来店者がオー
プンスペースで食事をしたり、買
い物を楽しんだりできる施設と
なっています。
◎8K MUSASHISAKAI：境南町の
緑盛会商店街に誕生するシェア
キッチン。キッチンで料理やお菓
子などを作って販売するスタイル
で利用できます。8人でキッチン
を共有し、開業のサポートを受け
られます。
◎Start up Cafe：武蔵境駅の北
エリア、スイングロードの創業支
援施設。会員制のコワーキング施
設で、オフィスとして利用したり、
打ち合わせに利用したりできま
す。昼間は子育て中の女性が利用、
夜は会社帰りの社会人や学生を
ターゲットにしたラーニングス
ペースとして活用することが想定
されています。併設したカフェで、
飲食を提供することができます。
　どれも興味深い施設であり、施
設利用者もそこに訪れる人も自分
の新たなライフスタイルが見つけ
られるかもしれません。注目し、足
を運んでみて下さい。
（取材協力：生活経済課／執筆者：
小町友則）

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
生活経済課☎60-1832へ

子 ど も 講師の方の敬称略

講 座・講 習

i-dream吉祥寺

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
（春）

4月12日（水）午後1時30分〜2時30分
／2歳児と保護者／20組

☎
4月5日から

けやき
☎52-2186
西久保1-49-4

春にあそぼう
4月12日（水）午後1時〜2時／2・3歳児
と保護者／30組／上履き持参／体操で
きる服装

☎
4月3日から

園庭開放 4月20日・27日（木）／午後2時20分〜3
時20分／未就園児と保護者／雨天中止 −

ミニ見にシア
ター

4月26日（水）午後1時〜2時／2・3歳児
と保護者／20組／1人100円

☎
4月3日から

聖泉
☎53-3374
西久保3-13-5

園庭開放 4月26日（水）午後2時〜3時／未就園児
と保護者／20名 −

みやま
☎51-6029
緑町1-6-22

遊びの会
4月21日（金）午後1時45分〜3時（受付
1時30分）／平成30年度入園対象の2・
3歳児と保護者／50組

☎
4月10日〜
19日に

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問 各園

■こども国際交流クラブ　料理コース
　4月8日（土）午前10時〜午後1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）／メキシコ式アボカド
ディップほか／カチョ・アンドレス、マリソル・サンペリオ（メキシコ出
身）／子どもと大人1組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 4月6日までに同協会☎36-4511へ。
http://www.mia.gr.jp/から申込可。

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29年4月2日以降に4歳になる子も対象／� 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（水）から電話
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

吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／4月20日（木）午前10時
30分〜11時15分／0歳と親 − �

はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／4月10日（月）・20日
（木）／午前10時30分〜11時15分／0歳と親 − �

1歳
ひろば

吉祥寺：身近な素材で遊ぼう／4月1日（土）・11日（火）・21日（金）／
午前10時30分〜11時15分／1歳と親 − �

はらっぱ：近所の友達を探そう／4月11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：小麦粉ねんどで遊ぼう／4月27日（木）午前10時〜11時／
2・3歳児と親／15組 ◎ �

はらっぱ：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月13日（木）午前10時〜
11時／2・3歳児と親／25組 ◎ �

おもちゃ
病院の日

ぐるりん：3月25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16日から直接ぐるりん
へ（25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／4月11日・18日（火）／午前
10時〜10時45分／０歳と親 − −

同時開催：プレママ・プレパパと赤ちゃんのひろば／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：見合いこっとでこどもの日の飾りを作ろう／①4月12日
②26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：親子でふれあい遊び／4月21日（金）①午前10時〜10時
45分②午前11時〜11時45分（①②同内容）／2・3歳と親／各10組 ◎ −

■むさしのばやしチビッコ教室
　4月8日〜10月7日の毎週土曜（5月6日、9月9日、夏
休み期間を除く全19回予定）／午後1時30分〜2時30
分／第一中体育館視聴覚室（中町3-9-5）／市内在住・
在学の小学3〜6年生／20名（超えた場合抽選）／指導：むさしのばやし保
存会／1200円（バチ代）／申·問 3月26日（必着）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、学校名・新学年、性別、保護者氏名も明記）または返信用
ハガキを持って直接ふるさと歴史館☎53-1811へ。

保育園 申 3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

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
境南保育園 3/23(木) 午前10時〜11時 ◎ ◎

■男性のための料理講習会
　「基本の料理・サラリーマンの人気定食編」
　4月11日・18日・25日／各火曜（全3回）／午前
10時30分〜午後1時30分／市民会館料理室／
市内在住で60歳以上の男性／12名（初参加者優
先し超えた場合抽選）／市協力栄養士（高齢者食
事学研究会）／1800円（3回分材料費）／申·問 3
月28日までに高齢者支援課☎60-1846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

イベ ン ト

スポーツ
教室名 日程 曜

日
回
数 対象 時間 定員 参加料

ジ
ュ
ニ
ア
教
室

水
泳
①
②

A：水なれ・
　バタ足コース

4/12〜
6/21 ＊1 水 各

9

小学生初心者

①A〜C：
午後3時50分〜
4時50分
②A〜C：
午後5時〜6時

各
15名

各4000円
B：クロール
　基礎コース

小学生
（面キック7m
できること） 各

10名C：平泳ぎ
　基礎コース

小学生
（ク ロ ー ル
25m泳げるこ
と）

剣道①

4/19〜
6/28 ＊2 水 各

10

小学生初心者 午後3時30分〜
4時30分 各

30名
3400円

剣道② 小学生経験者 午後4時45分〜
6時 3900円

柔道① 小学生初心者 午後3時30分〜
4時30分 各

20名
3400円

柔道② 小学生経験者 午後4時45分〜
6時 3900円

バトントワリング 5/10〜
7/5 水 9 小学生 午後4時45分〜

5時45分 40名 3400円

器械運動 5/13〜
7/8 土 8 小学生 午前9時30分〜

10時30分 30名 4000円

HIPHOPダンス★ 5/11〜
7/6 ＊3 木 8 小学生 午後5時〜6時 30名 3200円

休講…＊1：5/3・6/14、＊2：5/3、＊3：6/15

体 総合体育館、野 野球場
① ソシアルダンス 4/9（日） 午後1時 10円 体 ダンス室

②

弓道 中学生以上 4/9（日） 午前9時30分 10円 体 弓道場／的前経験者／
申 3/16〜4/2

ソフト
ボール

16歳以上の
編成チーム

4/9・
4/16（日）午前9時

300円
（チーム）

野 ／主将会議3/23（木）午後
6 時 30 分 体  大 会 議 室 ／
申 3/16〜19

水泳 小学生以上 5/14（日）午前9時30分 10円 温水プール／申 3/16〜4/12

③
クレー射撃（スキー
ト、トラップ、総合
射撃）

4/8（土）
午前9時
（受付8時30分
〜）

2500円 都留市鹿留射撃場／鉄砲所持
許認者／申 4/1（必着）まで

④ 民謡舞踊 4/16（日）午後0時30分 無料 公会堂

◎武蔵野自然クラブ
4月16日（日）開講式〜平成30年3月／総合体育館ほか／電車、貸切バ
ス使用（係員同行）／市内在住・在学または保護者が在勤の新小学4年
生〜18歳／50名（申込順）／最少催行16名／昆虫採集、野鳥観察など
12回のフィールドワークと8回の標本教室／5000円（野外実習費別
途）／昼食持参／申·問 往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、生年月日、
学校名・学年、保護者が在勤の場合は勤務先も明記）または直接同セン
ターへ
◎アウトドアカレッジ②〜野外救命
4月22日（土）午前9時〜午後5時／JR二俣尾駅集合・解散／雨
天実施／二俣尾自然体験館（青梅市）／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）／20名（超え
た場合登録者優先し抽選）／最少催行6名／医療機関にすぐに
搬送できない野外活動下における処置・対応の優先順位を学
ぶ。JAEA修了証発行（2年間有効）／指導：JAEA（日本災害救
護推進協議会）／登録者7000円、一般9000円／昼食持参／申·問 3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、生年月日、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記。
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
◎「自然の村直行バス運行」1泊2日で自然の村へ
5月27日（土）午前8時三鷹駅北口出発〜28日（日）午後5時解散
／貸切バス使用（係員同行）／自然の村（長野県川上村）宿泊／
市内在住・在勤・在学の方ほか／25名（申込順）／最少催行5名
／往復4000円（宿泊・食事・施設使用料別途）／27日清里、28日
川上村山菜まつり会場へ／申·問 2カ月〜2日前に自然の村の
宿泊予約と合わせて同センターへ
＊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/

■中高生リーダー講習会
　4月～平成30年3月／ボランティア活動をしたい市
内在住・在学の中学・高校生／野外活動や保育体験の
ほか、さまざまな地域活動に必要な知識や技術を学べ
ます／＊むさしのジャンボリー・サブリーダー希望者
は必修／講習会修了者は来年度以降もリーダーとし
て体験プログラムに参加可能／申·問  4月17日までに
児童青少年課へ。

◎中学・高校生がボランティア活動できる場を募集中：現在400名の中学
生・高校生リーダーが知識・経験を生かしてボランティアとして活動中で
す。地域のお祭りやイベントなどに協力できる機会、活躍の場を募集して
います／問�同課☎60-1853

講習
プログラム

サブリーダー講義 リーダーの役割や子どもとの接し方を学ぶ
デイキャンプ講習 「薪割り」「野外炊事」「テント張り」などの野外実習
救急法 緊急時の対応や心肺蘇生法などを学ぶ

体験
プログラム

ジャンボリー・サブリーダー むさしのジャンボリーにサブリーダーとして参加
保育体験 保育園児とのふれあいや手伝い
各種ボランティア体験 「武蔵野桜まつり」「ワーイこどもの日」などのボラ

ンティア体験
そのほか、各種行事に参加（別途通知）

■�青梅丘陵、野生のスミレと
　サクラ観察会
　4月15日（土）JR
青梅線青梅駅午前
8時45分集合／市
内在住・在勤・在学
で18歳以上の方／
30名（超えた場合抽選）／森林イン
ストラクターのガイドで軽い登り下
りのある春の山道コースを散策／
500円（資料・保険代。交通費別途）
／詳細は後日通知／申·問 4月6日
（必着）までにハガキ（3頁の申込要
領参照し、年齢も明記）で〒180-8777
緑のまち推進課☎60-1863へ。

■�Musicplace青少年たちの音楽
発表会2017

　3月26日（日）午後3時開演（開場
2時30分）／スイングホール／
180名（先着順）／日ごろ武蔵野プ
レイスで練習をしている青少年た
ちによる音楽発表会／無料／
申 当日、直接会場へ／問 同館青少
年担当☎30-1902

■子ども向けスポーツ教室

1人1教室／総合体育館、温水プール。★は本宿小／定員を超えた場合抽
選／申·問 3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、性別、年齢、生年月日、新学年、在学者は学校名も明記）または所定の申
込用紙（同館で配布）で同館☎56-2200、FAX51-5493へ。http://www.
musashino.or.jp/から申込可。

■市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／申 ①当日会場
で申し込み②直接体育協会で申し込み③ハガ
キ（3頁の申込要領参照し、年齢も明記）で申
し込み④観覧のみ（当日、直接会場へ）／問 同
協会☎55-4119

スポーツ関連のお知らせ

○スポーツ施設臨時休場のお知らせ
　3月21日（火）・22日（水）：総合体育館（窓口業務含む）、温水プール、陸上競技場、ス
トリートスポーツ広場／体育施設電源切替工事に伴う停電のため／問 同館☎56-
2200
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（4月）
　火～金曜（5・7・14・19・26・28日を除く）：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／体育施設利用者、スポーツ
教室参加者に限る／10名（申込順）／申·問 希望日の2週間～2日前午後4時までに直
接同館☎56-2200へ。

○総合体育館改修工事に伴うアリーナ使用中止のお知らせ
　4月1日（土）～9月30日（土）：メインアリーナ・サブアリーナ／天井改
修工事のため／ご不便をおかけします／問 同館☎56-2200、生涯学習
スポーツ課☎60-1903

■�ユニバーサルスポーツ教室　ノルディックウオーキング
　4月23日（日）午前10時～11時30分／陸上競技場／15歳
以上の自力歩行ができる方（中学生は除く）／25名（超えた
場合抽選）／障害のある方もない方も一緒に。2本のポール
を使って歩行を補助しながらウオーキング／100円／
申·問 3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、年齢、生年月日、障害をお持ちの方は障害名・等級、介助者の
有無〈必要な方は同伴〉、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）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。
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保育コンシェルジュ

吉祥寺図書館

新武蔵野クリーンセンター

三鷹駅北口

◦�地域リハビリテーションの理念に基
づき、各福祉関連計画を策定します。
◦�摂食嚥下機能支援の体制を強化しま
す。
◦�精神障害者グループホームの開設準
備金を助成します。
◦�特別養護老人ホームや障害者グルー
プホームなどに、防犯設備を整備す
る経費の一部を補助します。
◦�名誉市民である故山﨑倫子氏から遺
贈された住居を、新たな高齢者支援・
子育て支援の拠点として整備しま
す。
◦�障害者支援施設建設費の補助・建設
用地の貸付などの支援を行います。

◦�保育コンシェルジュを増員し、更な
る窓口体制の強化を図ります。
◦�保育人材の確保と離職防止を図るた
め、保育事業者を支援します。

◦�地域子ども館あそべえと学童クラブ
の運営を（公財）武蔵野市子ども協会
に委託し、事業の充実を図ります。
◦�ファミリー・サポート・センター事業
を新たに実施します。
◦�子育て情報発信ウェブサイトを構築
します。
◦�小中一貫教育の可能性を検討すると
ともに、小中連携教育研究校を指定
し、研究を進めます。

◦�コミュニティセンターの窓口を常時
２名体制に拡充します。
◦�武蔵野市男女平等の推進に関する条
例のリーフレットなどを作成しま
す。
◦�11月3日に市制施行70周年記念式
典を開催します。
◦�吉祥寺図書館のリニューアルに向け
て改修工事を行うとともに、新たな
設備を導入します。
◦�創業支援事業団体の事業を評価し、
施設運営への補助によって、市内産
業の活性化を図ります。

◦�ブラショフ市との交流25周年を記
念して、ブラショフ・フィルハーモ
ニー交響楽団を招聘します。
◦�防災行政無線をデジタル化するため
の設計を実施します。

◦�民有地の雨水浸透施設の設置を促進
します。
◦�太陽光発電システムの設置につい
て、ファンドなどの活用可能性を検
討します。
◦�グリーンパーク緑地の拡充整備を行
い、スポーツライフの醸成やセルフ
ケアの推進につなげます。
◦�旧クリーンセンターの解体を進め、施
設および周辺の整備を継続します。

◦�景観ガイドラインを策定します。
◦�千川小学校および市道第135号線に
雨水貯留浸透施設を設置します。
◦�吉祥寺駅周辺の臭気対策のため、ビ
ルピットの改修費用などへの助成を

拡充します。
◦�住宅に関する多岐にわたる相談に応
じるため、総合窓口を設置します。
◦�パークロードの歩行者優先化を図
り、駅周辺の交通環境を向上させる
ため、引き続き関係者との調整・協議
を進めます。
◦�「三鷹駅北口街づくりビジョン」に基
づき、補助幹線道路の事業推進を図
り、駅周辺の交通体系を検討します。

◦�武蔵境駅南口駅前広場のバリアフリー
化に向け詳細設計などを進めます。

◦�被災者の生活再建支援を早急に行え
るよう、り災証明発行システムを導
入します。
◦�住民票、課税証明書など、各種の証明
書を全国のコンビニエンスストアで
発行できるよう準備を進めます。
◦�自動音声電話催告の導入や現地調査
委託などを行い、滞納の抑制を図り
ます。
◦�サイバー攻撃などの脅威に対する備
えをより強固にします。

　平成29年度予算案がまとまりました。この予算案は、「一人ひとりを大切に　多様性を力に平和と自治をは
ぐくむ予算」と位置付け編成しました。第五期長期計画・調整計画の各分野に掲げられた施策を着実に推進し、
持続可能な市政運営を行っていくため、限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本としていま
す。主な事業は8・9頁に紹介しています。
　なお、「施政方針並びに基本的施策」と「武蔵野市予算の概要」は、市役所市政資料コーナー、各市政センター
で冊子を配布するとともに、市ホームページに掲載しています。

自治と平和
　我が国が誇るべき平和憲法が施行さ
れて、本年で70年となります。世界の
平和に向けた我が国の役割を再認識
し、市民とともに平和事業を推進し、市
内外に平和の大切さを発信します。
　これまで築かれた市民自治の歴史を
振り返り、これからの本市にふさわし
い自治のあり方を自治基本条例（仮称）
として制定することを目指します。
災害に強いまちづくり
　今後首都圏でも起こりうる直下型大
地震を前提とした震災対策や様々な災
害対策など、自助、共助、公助の視点で
災害に強いまちづくりに取り組みま
す。
東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会等に向けて
　開催都市の構成自治体として可能な

平成29年度
予 算 案

市政運営の基本的考え

武蔵野市長 邑
むら

上
かみ

守
もり

正
まさ

協力を行うとともに、これを契機に市
民スポーツや市民文化の醸成、ユニ
バーサルなまちづくりを目指します。
ユニバーサルなスポーツ・文化の展開
　世代の違いや障がいのあるなしを超
えて、すべての人が楽しめるものとし
て、スポーツイベントや講演会、パネル
展などで「Sports�for�All」の理念を広
く実践します。
　武蔵野アール・ブリュット2017を開催
し、多様な芸術文化活動を支援します。
　本市における文化施策を体系化し、
施設整備を含めた方向性を示す文化振
興基本方針（仮称）の策定を進めます。
一人ひとりを大切にする
　昨年スタートした、いきいきサロン
事業の拡充やシニア支え合いポイント
制度の活用など、社会参加や生きがい
づくりなどを推進し、健康長寿都市を
目指します。
　男女平等の理念のもと、誰もが希望

を持ってその人らしく生きていける社
会の実現を目指し、男女平等の推進に
関する条例の制定を進め、男女平等施
策の積極的な推進を図ります。
子どもたちの笑顔をはぐくむ
　認可保育所５園および認証保育所３
園の新規整備により定員拡充を行い、
待機児童解消を目指します。
教育環境の充実と子どもの貧困対策
　各学校に無線ＬＡＮ環境の構築やタ
ブレット端末の配置を行うなど、ＩＣ
Ｔ利活用の推進を図ります。
　教育格差が貧困の連鎖へとつながら
ないよう、学習支援や高等学校等修学
支援事業の創設、就学援助費の入学前
支給の実施など、子どもたちに寄り
添った支援を充実します。
循環型都市づくりに向けて
　新武蔵野クリーンセンターがいよい
よ４月から本格稼働します。ごみ焼却
などの機能のみならず発電設備も備え

ており、循環型都市づくりの新たな拠
点としての役割を担っていきます。
個性輝く三駅周辺のまちづくり
　吉祥寺におけるさらなる魅力づくり
の取り組み、街づくりビジョンに基づ
く落ち着きある三鷹駅北口地区のまち
づくり、武蔵境駅南口駅前広場におけ
るユニバーサルなまちづくりなど、三
駅周辺のまちづくりを推進します。
強くて美しいまちづくり
　平成32年に住宅の耐震化率を95％
とする目標を掲げ、耐震改修などの一
連の取り組みに対して補助制度を大幅
に拡充し、耐震化に向けた支援を加速
化します。
健全な市政運営に向けて
　昨年12月に策定した「第五次行財政
改革を推進するための基本方針及び行
財政改革アクションプラン」に基づき、
経営力の向上と健全財政の維持に努
め、持続可能な都市づくりを進めます。

一人ひとりを大切に 多様性を力に平和と自治をはぐくむ予算

施　政　方　針（概要）

第1　健康・福祉

第2　子ども・教育

第3　文化・市民生活

第4　緑・環境

第5　都市基盤

主要な施策について

第6　行・財政
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この特集に関するお問い合わせは、企画調整課☎60-1801、財政課☎60-1803へ

区　分 平成29年度 平成28年度 増減額
市 税 399億4154万円 391億2390万円 8億1764万円
国 庫 支 出 金 82億2539万円 93億7162万円 △11億4623万円
都 支 出 金 65億0369万円 59億1826万円 5億8543万円
地方消費税交付金 31億3300万円 30億4600万円 8700万円
使用料及び手数料 16億2077万円 15億9274万円 2803万円
繰 入 金 11億9890万円 26億9467万円 △14億9577万円
そ の 他 29億2471万円 50億1881万円 △20億9410万円

区　分 平成29年度 平成28年度 増減額
民 生 費 283億8065万円 271億2386万円 12億5679万円
総 務 費 95億6928万円 114億1454万円 △18億4526万円
教 育 費 82億4696万円 70億3385万円 12億1311万円
土 木 費 60億8663万円 64億 817万円 △3億2154万円
衛 生 費 59億1819万円 94億9611万円 △35億7792万円
消 防 費 21億5496万円 21億 649万円 4847万円
公 債 費 18億7708万円 19億1491万円 △3783万円
そ の 他 13億1425万円 12億6807万円 4618万円

区　分 平成29年度 平成28年度 増減額
物 件 費 155億5641万円 143億9318万円 11億6323万円
扶 助 費 146億0415万円 138億4397万円 7億6018万円
人 件 費 93億2148万円 96億4063万円 △3億1915万円
投 資 的 経 費 82億3994万円 129億 533万円 △46億6539万円
補 助 費 等 73億7564万円 72億9165万円 8399万円
繰 出 金 57億9488万円 60億6754万円 △2億7266万円
公 債 費 18億7708万円 19億1491万円 △3783万円
そ の 他 7億7842万円 7億 879万円 6963万円

●会計別予算額●
会計名 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率

一 般 会 計 635億4800万円 667億6600万円 △32億1800万円 △4.8％

下 水 道 事 業 会 計 28億1671万円 43億5292万円 △15億3621万円 △35.3％

国民健康保険事業会計 152億9678万円 152億7055万円 2623万円 0.2％

後期高齢者医療会計 35億0050万円 33億9897万円 1億0153万円 3.0％

介 護保険事業会計 109億9706万円 105億3880万円 4億5826万円 4.3％

●水道事業会計予算額●
区　分 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率

収 益 的 収 入 37億5699万円 37億5652万円 47万円 0.0％
収 益 的 支 出 36億4666万円 36億2033万円 2633万円 0.7％
資 本 的 収 入 1299万円 3582万円 △2283万円 △63.7％
資 本 的 支 出 8億4336万円 9億0016万円 △5680万円 △6.3％

●一般会計　歳入●

●一般会計　歳出　〜目的別〜（予算を行政目的によって分類したもの）● ●一般会計　歳出　〜性質別〜（予算を経済的性質によって分類したもの）●

市税（62.9％）
市民税、
固定資産税など

国庫支出金（12.9％）
国からの負担金、補助金など

都支出金（10.2％）
都からの負担金、
補助金など

地方消費税交付金（4.9％）
地方消費税交付金

使用料及び手数料（2.6％）
ごみ処理手数料、証明手数料など

繰入金（1.9％）
基金の取崩しなど

歳入
635億4800万円

その他（4.6％）
市債、繰越金など

民生費（44.7％）
高齢者、
児童の福祉など

衛生費（9.3％）
ごみ処理、病気予防など

教育費（13.0％）
学校、生涯学習、
スポーツ振興など

土木費（9.6％）
道路、公園の整備など

消防費（3.4％）
消防、防災など

公債費（2.9％）
市債（借入金）の返済など

その他（2.0％）
議会費や商工費など

総務費（15.1％）
庁舎管理、文化振興など

歳出（目的別）
635億4800万円

物件費（24.5％）
光熱水費や
施設管理委託料など

投資的経費（13.0％）
道路や学校などの
公共施設整備費など
人件費（14.7％）
職員給与、議員報酬など

繰出金（9.1％）
特別会計などに繰出す
負担金

公債費（2.9％）
市債（借入金）の返済など

その他（1.2％）
維持補修費や積立金など

扶助費（23.0％）
福祉、医療給付費など

補助費等（11.6％）
市民や各種団体に
対する補助金など

歳出（性質別）
635億4800万円

区　分 平成29年度末残高見込 平成28年度末残高見込

一
般
会
計

財 政 調 整 基 金 61億 178万円 61億 082万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 122億5223万円 127億6204万円
学 校 施 設 整 備 基 金 104億9171万円 107億3633万円
吉祥寺まちづくり基金 39億4273万円 40億1837万円
公 園 緑 化 基 金 43億6331万円 43億8117万円
そ の 他 13億2163万円 14億3479万円

一 般 会 計 合 計 384億7339万円 394億3352万円
下 水 道 事 業 基 金 6億7126万円 5億6257万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 4億8981万円 5億3893万円
合 計 396億3446万円 405億3502万円

平成29年度末残高見込 平成28年度末残高見込
一 般 会 計 159億6626万円 172億4487万円
下 水 道 事 業 会 計 88億5511万円 88億0175万円
土 地 開 発 公 社 80億2733万円 81億1630万円
合 計 328億4870万円 341億6292万円

◦�市税は、納税義務者数の増加や給与所得控除の見直しの影響による個人市民税の
増や、法人市民税、固定資産税などの課税の状況から、増額を見込んでいます。
◦�国庫支出金は、武蔵野クリーンセンター建設事業に対する補助金などの減により、
減額を見込んでいます。
◦�都支出金は、待機児童解消に対する補助金や学童クラブ事業補助金などの増によ
り、増額を見込んでいます。

＊�水道事業は地方公営企業として位置付けられ、経理はその企業活動を正確に把握する必要
性があります。そのため、営業に関わる活動を損益取引（収益的収支）、営業活動以外におけ
る資本の増減を資本取引（資本的収支）として明確に分けて予算化しています。

◦�民生費は、民間保育所に対する施設整備補助金や運営委託および給付費、障害者に
対する自立支援給付費などの増により、増額を見込んでいます。
◦�総務費は、市民文化会館の改修工事や庁舎電気料などの減により、減額を見込んで
います。
◦�教育費は、陸上競技場、総合体育館、吉祥寺図書館の改修工事などの増により、増額
を見込んでいます。
◦�土木費は、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金や武蔵境駅周辺の土地購入費な
どの減により、減額を見込んでいます。
◦�衛生費は、武蔵野クリーンセンター建設工事や保健センター改修工事などの減に
より減額を見込んでいます。

○基金（市の貯金）の状況
　公共施設や学校の整備・更新などの財源として活用するため、公共施設整備基金や学校施
設整備基金などを積み立てしています。

○借入金（市の借金）の状況
　道路や公園、学校など長年にわたり使用する施設の建設費や土地購入費の資金を借り入
れ、毎年公債費として返済をしています。多額な支出による財政負担を年度間で平準化する
ことと、将来の市民にも公平に費用を負担していただくという考えにより、借り入れを行っ
ています。

◦�物件費は、学童クラブ事業とあそべえ事業の委託化、小・中学校におけるICT環境
整備などの増により、増額を見込んでいます。

◦�扶助費は、民間保育所に対する運営委託や給付費、障害者に対する自立支援給付費
などの増により、増額を見込んでいます。

◦�投資的経費は、武蔵野クリーンセンター建設工事、市民文化会館改修工事、緊急輸
送道路沿道建築物耐震化助成金などの減により減額を見込んでいます。

◦�人件費は、委員等報酬、職員共済組合負担金、職員給料などの減により、減額を見込
んでいます。

◦�補助費等は、グループ保育室運営費等補助金、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
補助金、民間住宅耐震化促進事業助成などの増により、増額を見込んでいます。

一般会計予算総額635億4800万円
前年度比4.8％、32億1800万円の減

◦�繰入金は、基金を充当する事業の減により、減額を見込んでいます。

多様性を力に平和と自治をはぐくむ予算

一般会計のあらまし

予 算 の 規 模
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健康・福祉

子ども・教育

文化・市民生活

市制施行70周年記念事業

　

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

支え合いの気持ちをつむぐ
○ いきいきサロン事業 834万円

テンミリオンハウス事業 1億1104万円
誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進

第３期健康福祉総合計画（個別計画）の策定 2585万円
在宅医療・介護連携推進事業 835万円

◎ 摂食嚥下（えんげ)支援事業 119万円
○ 発達障害者への支援の充実（相談支援員の配置） 631万円
◎ 精神障害者グループホームの開設への支援 387万円
◎ 高齢者・障害者施設の防犯対策の充実 900万円

子ども自身の育ちと子育て家庭への総合的支援
○ 保育コンシェルジュの増員 659万円
○ 認可外保育施設入所児童保育助成金の交付 1億4099万円
◎ 平成30年4月認可保育所5園及び認証保育所3園の開設 9億1847万円
○ 保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 1億9285万円
◎ 居宅訪問型保育事業 587万円

乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 6億2021万円
児童手当・児童扶養手当等支給事業 21億5878万円
ひとり親家庭等医療費助成およびホームヘルプサービス 3401万円

○ 就学援助費の入学前支給 327万円
◎ 5市共同事業子ども体験塾（多摩・島しょ広域連携活動事業） 1200万円
地域社会全体の連携による子ども・子育て支援の充実
◎ ファミリー・サポート・センター事業の実施 1256万円
◎ 子育て情報発信ウェブサイトの構築 286万円
○ 0123施設の管理運営 1億746万円
青少年の成長・自立への支援

むさしのジャンボリー事業 2110万円
青少年活動育成事業（若者サポート、プレーパークなど） 2874万円

○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 7億7874万円

地域社会と市民活動の活性化
○ コミセンの管理運営・バリアフリー化、コミュニティ活動 5億2137万円
互いに尊重し認め合う平和な社会の構築

平和啓発事業 554万円
男女平等施策の推進 2220万円

市民文化の醸成
○ 文化振興基本方針（仮称）策定 551万円

◎ 市制施行70周年記念式典 1036万円
◎ 市政功労者交歓会など 282万円
◎「散歩の達人」の発行 400万円
◎ 原付バイクご当地ナンバープレートの交付 134万円

◎ 特別展示「うつりゆく人と風景－所蔵作品と写真から振
り返る武蔵野市の70年（仮称）」 153万円

○ 平和の集い 23万円
◎ 武蔵野アール・ブリュット2017 303万円

◎ ふるさと歴史館「中島飛行機関連資料新規収蔵資料展（仮
称）」「歴史公文書からひもとく市制施行周年行事（仮称）」 669万円

◎ 保健センター　健康フェスティバル（仮称） 200万円

○ ホストタウン事業の推進 2657万円
Sports for All イベントの実施 750万円

◎ 市の魅力再発見・発信事業 500万円
◎ 運動習慣の定着化促進事業 300万円

◎ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等国際
大会に向けた実行委員会の設置 220万円

オリンピック・パラリンピック教育の推進 540万円

◎ 利便性向上および観るスポーツ推進のための陸上競技場改
修工事 3億8467万円

誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進
○ 妊娠から子育て期の切れ目のない支援 2億2343万円

がん検診等事業 1億3793万円
予防接種事業 4億3888万円

○ 介護予防活動支援事業 131万円
誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり
○ シニア支え合いポイント制度の拡充 386万円
○ 福祉タクシー利用券の金券方式への変更 2555万円
住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備
◎ 旧山﨑邸活用事業（高齢者・子育て支援の拠点整備） 3848万円

障害者就労支援センターあいるの運営 5541万円
◎ 障害者支援施設の開設への支援 4億3206万円

子ども・子育て家庭を支援する体制・施設の整備
○ 私立幼稚園預かり保育拡充事業 1396万円

私立幼稚園等助成事業 4億3564万円
◎ 中高生世代会議（仮称）の試行 17万円
次代を担う力をはぐくむ学校教育

大野田小学校校舎増築 8510万円
○ 少人数指導及び学習支援教室等の推進、体育指導の充実 3369万円

小学校外国語指導助手・理科指導員の配置 2297万円
○ 小・中学校PC教室更改、無線LAN整備及びタブレット導入 2億8769万円

セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億4650万円
小中一貫教育の検討 96万円

○ 特別支援学級の運営（知的障害学級の開設など） 8976万円
◎ 高等学校等修学支援事業（入学準備金、修学給付金） 1296万円

吉祥寺「はな子」像披露、井の頭恩賜公園100周年事業、観
光振興事業 9039万円

市民の多様な学びやスポーツ活動への支援
旧桜堤小学校校舎等解体・整地工事 1億7593万円

○ 吉祥寺図書館リニューアル（平成30年4月開館） 4億1920万円
武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 6013万円
むさしのサイエンスフェスタ 252万円
市民文化会館リニューアルオープンと国際オルガンコン
クールの開催 767万円

ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスの管理運営 5億6362万円

タブレットを活用した授業4月開所 キッズガーデン武蔵野関前増築棟

主な事業と予算 第五期長期計画・調整計画の分野別と基本施策ごとに主要な事業
と予算を掲載します（一般会計・特別会計を含む）。
◎は新規事業、○は拡充事業です。

オリンピック・パラリンピック
に向けて
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この特集に関するお問い合わせは、企画調整課☎60-1801、財政課☎60-1803へ

都市基盤

緑・環境

行・財政

Ⅴ

Ⅳ

Ⅵ 一般会計予算額 1人当たり� 44万1416円
1世帯当たり� 84万4604円

高齢者、
障害者福祉
などのために

11万6590円

子育て支援の
ために

8万4512円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万2782円

学校教育、
図書館や

スポーツ振興に

5万7285円

行政運営の
ために

4万9139円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万5142円

市債（市の借金）
の償還に

1万3039円

市民の健康を
守るために

1万6844円

消防、
防災対策に

1万4969円

市議会運営に

3258円

商業振興や
消費者保護の
ために

3671円

その他

1697円

文化、コミュニ
ティ、国際交流
のために

1万2488円

地域の特性に合ったまちづくりの推進
景観まちづくりの展開 392万円
景観道路事業 4億800万円

都市基盤の更新
◎ 公共基準点の測量 2319万円

道路新設改良事業 2億5508万円
橋りょう長寿命化事業 1403万円

利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備
放置自転車対策業務 1億9710万円

◎ 自転車走行環境づくり 4432万円
◎ 三鷹駅北口周辺の駐輪場再編 7751万円

ムーバス運行事業 9229万円
道路ネットワークの整備
◎ 都市計画道路の調査、検討 900万円

狭あい道路拡幅整備事業 7959万円
都市計画道路7・6・1号線（御殿山通り）事業 3845万円

下水道の再整備
○ 臭気抑制対策助成事業 1350万円

雨水貯留浸透施設の設置（千川小、市道第135号線） 1億675万円
女子大通り幹線管きょ更生工事 2億8084万円

◎ 下水道ストックマネジメント計画策定 1706万円

市民の自発的・主体的な行動を促す支援
環境啓発施設の整備検討 548万円

◎ エネルギー地産地消への取組み（武蔵野油田事業、啓発活動） 150万円
○ むさしの環境フェスタ 387万円

雨水浸透施設等助成事業 3060万円
環境負荷低減施策の推進

効率的なエネルギー活用推進助成事業 1400万円
○ 太陽光発電システム設置可能性および点検調査 440万円
◎ 公民連携による環境設備普及の研究 100万円

武蔵野クリーンセンターからの熱源利用による経費削減 △2億2540万円
「緑」を基軸としたまちづくりの推進

市政運営への市民参加と多様な主体間の柔軟な連携と協働の推進
○ 自治基本条例（仮称）の検討 369万円
◎ コンビニエンスストアでの住民票や税証明などの発行 1685万円

○ 社会保障・税番号制度（マイナンバー）における自治体間
情報連携 1508万円

○ 市税等収納率の向上 1223万円
市民に届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり

市民と市長のタウンミーティング 78万円
公共施設の再配置・市有財産の有効活用
○ 公共施設等総合管理計画の推進 275万円
◎ 市有地活用に関する公民連携可能性の調査 784万円

公共施設改良保全整備・公共施設劣化保全整備 7億4119万円

市民1人当たりの予算額 人口（平成29年1月1日現在） 　　14万3964人
人件費にかかる予算額 　　  6万4749円

住宅施策の総合的な取組み
◎ 福祉型住宅管理人住戸の公営住宅化事業 506万円

住宅確保要配慮者住宅確保事業 602万円
分譲マンション再生支援・管理アドバイザー派遣事業 110万円

◎ 空き家実態調査および空き家対策総合計画の策定 2041万円
三駅周辺まちづくりの推進
○ 都市計画道路３・３・14号線南口駅前広場事業 7598万円

吉祥寺グランドデザインの改定 712万円
三鷹駅北口街づくりビジョンの実現に向けた検討 690万円
武蔵境市政センター移転 8643万円

安全でおいしい水の安定供給
配水管網整備推進事業 3億257万円
浄水場・水源施設維持更新事業 1億662万円

公園等建設事業（千川上水整備事業を除く） 5億3730万円
千川上水整備事業 3587万円
仙川水辺環境整備事業 1482万円
緑の基本計画検討委員会の設置 453万円

循環型社会システムづくりの推進
武蔵野クリーンセンター建設および施設・周辺整備事業 6億8338万円
ごみ収集総合的検討事業 1332万円
小規模事業者に対する分別資源化調査指導事業 799万円
ごみ組成分析調査 418万円
塵芥処理事業（一般廃棄物の収集運搬） 11億7897万円

生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応
○ PCB廃棄物の処理 9900万円

放射線に関する対策（放射線量測定、水質検査など） 776万円

総合体育館メイン・サブアリーナ天井等改修工事 3億4079万円
地域の特性を活かした産業の振興
◎ 都市農地保全支援プロジェクト 2625万円
○ 創業支援（情報提供、創業支援施設への補助など） 1712万円

新・元気を出せ商店街事業 4098万円
都市・国際交流の推進
○ 海外・国内友好都市との交流事業 2343万円

友好都市アンテナショップ「麦わら帽子」の運営 553万円
災害への備えの拡充

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 4億9911万円
○ 民間住宅等耐震化促進事業(専門家派遣・耐震化助成の充実） 1億891万円
◎ 消防団第４分団詰所の改築 6325万円
○ 災害対策用器具機材・備蓄食糧の充実 3276万円

◎ 防災行政無線デジタル化の設計 1151万円
多様な危機への対応の強化

生活安全対策事業（各種パトロールなど） 1億1749万円

三鷹駅北口補助幹線道路

アジアゾウのはな子

雨水貯留浸透施設

創業支援施設
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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。●申し込みや問
い合わせは直接各記事の申・問
へ。●講師の方などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■テンミリオンハウスそ〜らの家
◎健康セミナー「むくみはなぜ
起きる」：3月15日（水）午前10時
〜11時。理学療法士が解決方法
を指導。無料。◎アロマのお話と
石けん作り：3月21日（火）午後1
時30分〜3時。子連れ可。15名
（申込順）。500円／申·問 そ〜ら
の家☎71-3336（吉祥寺南町
5-6-16）
■�テンミリオンハウスきんもくせい
「認知症サポーター養成講座」
3月22日（水）午後1時30分〜3
時30分／20名（申込順）／基本
的な知識、認知症の方への接し
方など／講師：桜堤ケアハウス
在宅介護・地域包括支援セン
ター／申·問 きんもくせい☎
50-2611（境4-10-4）
■介護者教室「だんだん畑」
　映画鑑賞会
3月23日（木）午後1時〜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／認
知症の母との何気ない日常を描
いた感動作「ペコロスの母に会
いに行く」をお茶を飲みながら
鑑賞／無料／申·問 同センター
☎20-0847（吉祥寺北町2-9-2）
■老いじたく講座
3月24日（金）午後1時30分〜3
時／福祉公社会議室／10名（申
込順）／エンディングノートを
書いてみよう／無料／申·問 同
公社☎23-1165
■すこやかに生活するための
　肺を知ろう
3月25日（土）午後2時〜3時30
分／三鷹産業プラザ（三鷹市下
連雀3-38-4）／100名（申込順）
／肺がん、間質性肺炎の治療に
ついて／杏林大学医学部付属病
院呼吸器内科医師3名／無料／
申·問 3月20日までに中外製薬
☎042-523-6661へ。

■老いじたく　成年後見相談会
3月27日（月）午後1時30分〜4
時30分／高齢者総合センター研
修室／9名（申込順）／老後の金
銭管理・成年後見申立方法など
の個別相談／申·問 福祉公社☎
23-1165
■市老人クラブ連合会
　高齢者コーラス教室
4月〜平成30年3月（8月除く）の
第2・4木曜（例外日あり）／午後
1時30分〜3時／スイングホー
ル／市内在住で60歳以上の方／
50名／同クラブ会員1000円、非
会員2000円（半年）／申·問 3月
31日（必着）までに往復ハガキで
同連合会事務局☎23-0701（市
民社協内）へ。
■介護施設の見学と面接会
3月29日（水）午後2時〜4時／社
会福祉法人とらいふ（関前1-2-
20）／全年齢／申 ハローワーク
三鷹へ要事前予約／問 ハロー
ワーク三鷹☎47-8617、生活経
済課☎60-1832
■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：4月12日・13
日・19日・20日・26日・27日の水・
木曜（全6回）午後1時30分〜3時
30分。6000円②ワード：4月7日・
14日・21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：4月15日
（土）午前10時〜正午。1000円④
パソコンの快適・安全利用：4月
15日（土）午後1時〜3時。1000円
⑤パソコン個別指導：4月13日・
20日・27日の木曜。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。3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
■むさしのまち歩きツアー
4月23日（日）午前9時50分JR武
蔵境駅入口改札前集合／30名
（申込順）／街道とみず道散策
コース徒歩約4km・2時間／500
円／申·問 観光機構☎23-5900

◆ スポーツ ◆

■弓道教室
4月3日〜平成30年3月26日の
毎週月曜／午後6時45分／総合
体育館／1回200円／申 当日、直
接会場へ／問 弓道連盟・早川☎
54-5527
■ソシアルダンス教室
◎中級（ワルツ）：4月7日〜6月30
日の毎週金曜（5月5日除く全12
回）。午後6時55分〜8時40分。
5000円。◎初級：4月11日〜6月
13日の毎週火曜（全10回）。午後6
時55分〜8時30分。4000円／【共
通】総合体育館／申·問 3月25日
までにハガキまたは所定の申込
用紙（同館で配布）で同館または
電話・Eメールでソシアルダンス
連合会・島森☎080-6555-2144、
t-shima2000@nifty.comへ。
■剣道教室
◎ジュニア土曜教室：4月8日〜5
月20日の土曜（4月29日、5月6日
除く全5回）。午前9時〜10時。小
学生。2500円（保険料含む）。申 直
接総合体育館受付へ。◎一般教
室：4月8日〜7月8日の土曜（4月
29日、5月6日除く全12回）午前
10時〜11時45分。市内在住・在
勤・在学の中学生以上。5000円、
中・高生2500円。申 ハガキで剣道
連盟・海貝（〒180-0022境4-4-4）
へ／【共通】同館剣道場・柔道場／
未経験者歓迎／防具貸出あり／
問 同連盟・海貝☎36-0395
■水泳教室
4月14日〜6月23日の金曜（5月
5日、6月16日除く全9回）。①大
人からの：午前11時〜11時50
分。20名。4410円②フィンをつ
けての：午後3時30分〜5時。30
名。4900円③フィンで楽しむ：
午後7時〜8時30分。30名。4900
円／【共通】①②温水プール、③
四中プール／市内在住・在勤で
18歳以上の方／定員を超えた場
合抽選／申 3月30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
■シティーウオーク
　「春の枝垂れ桜散策」
4月23日（日）午前9時30分／武
蔵国分寺公園（JR西国分寺駅南
口より徒歩8分）集合〜真姿の池
〜お鷹の道〜野川・枝垂れ桜並
木〜武蔵野公園（昼食）〜野川公
園〜午後2時ごろ武蔵野の森公
園解散／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
200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

◆ お知らせ ◆

■�弁護士による無料電話相談会
　「遺言・相続110番」
3月23日（木）午前10時〜午後3
時／相続・遺言に関わる相談／
無料相談電話☎03-3595-1154
／問 第一東京弁護士会遺言セン
ター☎同上
■司法書士による法律相談会　
4月1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。
■不動産鑑定士による春の相談会
4月7日（金）午前10時〜午後4時
／コピス吉祥寺ふれあいデッキ
こもれび（吉祥寺本町1-8-16）／
価格、売買・交換、有効活用、相
続・贈与、地代・更新など不動産
に関する相談／無料／申 当日、
直接会場へ／問 東京都不動産鑑
定士協会☎03-5472-1120
■�女性のための再就職支援セミ
ナーと個別相談会

4月20日（木）／東京しごとセン
ター多摩（国分寺市南町3-22-
10）／申込順／託児あり（無料）／
詳細はhttp://www.tokyoshigo
to.jp/tama/参照／申·問 同セン
ター☎042-329-4524
■�参加募集
　なかまほいく2017春
4月21日〜6月30日の毎週金曜
（5月11日、6月22日は木曜）／全

10回／午前10時15分〜午後0
時15分／武蔵野プレイス／0〜
3歳と保護者／12組（申込順）／
子どもの預け合いをプラスした
サークル活動／6000円（10回
分）／新座子育てネットワーク
／申 Eメール（「なかまほいく
＠武蔵野プレイス参加希望」も
明記）でoffice@ccn01.mygbiz.
comへ、申し込みサイトを返信
／問 同ネットワーク☎048-482-
5732
■むさしの-FMモニター募集
モニター期間：6月（1カ月間）／20
名（申込順）／回答方法：試聴期間
終了後所定様式で／モニター用
ラジオ（缶バッジ型。周波数
78.2MHz固定）を進呈／申·問 4
月30日までにハガキ・ファクス・
Eメールでエフエムむさしの☎
23-0782、FAX23-0774、info@
musashino-fm.co.jp（〒180-
0004吉祥寺本町1-10-7）へ。
■�健康づくり事業団アルバイト
募集

①保健師。保健指導、記録作成、事
務補助。保健師資格。特定保健指
導の実務経験のある方なお可。月
数回、1回3時間程度。時給1970
円。②一般事務。各種検診受付事
務、データ入力など事務補助。週1
〜5日（応相談）午前8時30分〜午
後4時。時給960円／【共通】若干
名／パソコン（ワード、エクセル）
操作のできる方／5月1日〜平成
30年3月31日まで、更新の可能性
あり／交通費あり（上限あり）／
書類審査、面接（面接日時は後日
連絡）／申·問 3月28日（火・必着）
までに市販の履歴書（写真貼付。
面接可能曜日・時間を記載）を郵
送または直接健康づくり事業団
☎51-2828（〒180-0001吉祥寺北
町4-8-10保健センター2階）へ。
■�東京多摩いのちの電話
　電話相談員ボランティア募集
研修期間：9月〜平成31年3月
（月2回程度）／多摩地区の公民
館、市民会館など／29年9月1日
現在で満23歳〜65歳／講義、体
験学習など／受講料など詳細は
http：//www.tamainochi.com
参照／申·問 7月14日までに多
摩いのちの電話事務局☎042-
328-4441へ。

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（市民文化会館内☎54-8822）
◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

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 平成30年4月・5月

4/21（金）
午前9時

3階会議室展示室、練習室、
会議室、和室、茶室 29年10月 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 29年11月・12月 5/1（月） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

29年10月
4/5（水）

午前9時30分 2階会議室
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 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 4/10（月） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 4/1（土） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 29年11月・12月 5/1（月） 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8月・9月 4/1（土）～
10（月） 午前9時

中2階
事務室5日未満使用 劇場 30年4月・5月

4/1（土）
午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

29年10月★ 午前11時
舞台芸術以外で使用 29年7月★ 午後2時

★は優先分（自主事業・貸館）のため劇場の空きなし
＊ 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

■市民文化会館リニューアルオープンまでの業務について
　現在、市役所8階に設置している文化事業団事務室は、市民文化会館リ
ニューアルオープンに先立ち、同館内に移転します。3月17日（金）は移転
のため、終日電話・FAXが不通（代表☎54-8822、チケット予約専用☎54-
2011、FAX54-2014）。リニューアルオープン準備のため、一部事務の対
応ができない日程がありますがご理解願います。

問 同事業団☎54-8822、市民活動推進課☎60-1831

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/
携帯電話版は末尾に m/ を

■土曜の午後の映画会
　3月25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）／「グレート・ワルツ」（1938年、アメリカ、
105分、モノクロ、字幕版、監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ、出演：フェ
ルナン・グラヴェほか）／無料／申 当日、直接会場へ／問 同館

3月21日（火）〜31日（金）土・日曜休 大・小ホール、展示室施設予約・取消事務
（電話対応のみ） 午前9時〜

午後5時4月1日（土）〜18日（火）水曜休 チケット予約販売など窓口業務を再開
（同館西口入口のみ開放）
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健
康

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）：胸部CT、頸動脈超音波、甲状腺ホルモ
ン検査など／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

◎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／市内在住の方／若
干名／4月1日～平成30年3月31日（研修あり。年度毎に更新）最長5年／月10日(1日3時
間)程度／月額2万7000円／面接：随時／申·問 3月22日（水・必着）までに市販の履歴書
（写真貼付。活動可能日・時間帯を記載）、志望理由（400字程度）を郵送または直接同セン
ターへ

休日の医療機関� 3/15（水）〜31（金）
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 ☎

19日（日）
○いちむら内科クリニック 内科・小児科（乳児不可）境南町1-30-16 39-4123
○晴朗クリニック 内科・小児科 吉祥寺本町2-10-12 23-7234
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

20日（祝）
○境南クリニック 内科 境南町2-7-19 33-8411
○きくざとファミリークリニック 内科・小児科 中町1-23-3 56-3255
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2‐1‐33 52-3212

26日（日）
○むらくにクリニック 内科 吉祥寺南町1-5-12 76-8036
○おおやクリニック 内科・小児科 境2-8-3 51-3001
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

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
19日（日）有田歯科医院 吉祥寺本町2-20-3 ☎20-2224
20日（祝）飯塚歯科医院 吉祥寺東町1-10-11 ☎21-4180
26日（日）池田歯科医院 中町1-23-8グランヒルズ武蔵野101 ☎51-4675

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

子どもの予防接種
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

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

■胃がんハイリスク検査の
　お知らせ
　4月19日（水）午後2
時〜／平成29年度中
に40・45・50・55・60・
65・70・75歳になる方／10名（申
込順）／過去に検査・ピロリ菌除菌
治療・外科的胃切除を受けた方、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
保・後期高齢者医療制度の加入者
は健診と同時実施／500円（生活
保護受給者免除）／申·問 4月7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。

■�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）
　①4月17日（月）
妊娠中から産後の
過ごし方、赤ちゃ
んとの関わり②
24日（月）母と子の歯の健康、食育
講座／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、手鏡も持
参／申·問 4月10日までに電話ま
たは直接健康課へ。

■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

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　4月18日（火）
午前10時15分
〜11時30分／
平成28年7月〜
9月生まれの第
一子と親／36組（申込順）／離乳

母子保健

官公署だより

■地域の底力発展事業助成
　町会・自治会が行う地域の課題解決
の取り組みを支援／対象：課題解決の
取り組み（共同・連携含む）、防災、節電、
青少年健全育成、高齢者の見守り、防
犯、オリンピック・パラリンピック気運
醸成活動／申·問 第2回募集5月31日
（事前相談17日）までに都生活文化局
地域活動推進課☎03-5388-3166へ。
第3回以降および助成額などの詳細は
都ホームページ参照。
■家内労働委託状況届は
　4月30日までに
　家内労働者へ仕事（内職など）を委託
している事業主は、毎年4月1日現在の
家内労働者数などについて、委託状況届
を労働基準監督署に提出することが義
務付けられています。4月30日までに忘
れずに提出してください／問 東京労働
局賃金課☎03-3512-1614、三鷹労働
基準監督署☎67-0651
■国税専門官の募集
　対象：昭和62年4月2日〜平成8年4月
1日生まれの方、8年4月2日以降生まれ
で大学卒業者または30年3月大学卒業
見込み者（同等資格者を含む）／試験
日：一次6月11日（日）、二次7月12日（水）

■健康やわら体操

　4月15日、5月6日・13日・27日、6
月3日・17日・24日、7月1日・8日・15
日／各土曜（全10回）／午後1時30
分〜3時30分／第三中集会室（吉祥
寺東町1-23-8）／要介護認定を受
けていない65歳以上の方で、医師

〜19日（水）の指定日／3月31日（金）午
前9時〜4月12日（水）にhttp：//www.
jinji-shiken.go.jp/juken.htmlから申し
込み／問 武蔵野税務署☎53-1311
■都都市計画審議会
　5月19日（金）午後1時30分／都庁会
議室／15名（超えた場合抽選）／個人の
プライバシーに関わる案件など一部非
公開となる場合あり／申·問 4月21日
（消印有効）までに往復ハガキ（3頁の申
込要領参照）で〒163-8001都都市整備
局都市計画課☎03-5388-3225へ。
■平成29年度の国民年金保険料
　230円引き上げられ1万6490円とな
ります。納付書は4月上旬に送付。金融
機関、コンビニエンスストアなどで納
付期限までに納めてください。2年を
過ぎると納められません。1年分の現
金前納は19万4370円（3510円割引）、
6カ月分は9万8140円（800円割引）。国
民年金からは老齢基礎年金のほかに障
害基礎年金や遺族基礎年金が支給され
ます。納めた保険料は全額社会保険料
控除の対象です。今年度から始まる2
年分の現金前納については年金事務所
にお問い合わせください／問 武蔵野
年金事務所☎56-1411

■かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　4月 25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（3回食）の話（簡単な
試食あり）、歯の手入れの話／母子
健康手帳、歯ブラシ（お持ちの方の
み）／申·問 4月18日までに電話ま
たは直接健康課へ。

などから運動制限を受けていない
方／20名（初参加者優先し超えた
場合抽選）／柔道の型を取り入れ
た体操／申·問 3月31日までに電話
または直接健康課へ。

食（2回食）の話（簡単な試食あり）、
歯の手入れの話／母子健康手帳を
持参／申·問 4月11日までに電話
または直接健康課へ。
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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　4/15号…3月17日、5/1号…4月3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
武蔵野のまちとコ
ミュニティ（ジモッ
ピーN）

3月18日（土）午後1時30分〜4
時（受付1時〜）／市民会館講座
室

奥野
090-8523-6133

パネルディスカッ
ションと参加者同
士の交流

中島武蔵製作所　三鷹
研究所を考える（武蔵
野空襲を記録する会）

3月25日（土）午後2時〜4時30
分／スイングホール南棟10階

資料代500円
秋山52-0288

報告者：牛田守彦、
高栁昌久　申込不
要、先着100名

第21回武蔵野ジュニ
アジャズアンサンブ
ル定期演奏会

3月26日（日）午後2時（開場1時
30分）／公会堂

横山24-8342 小中高生ジャズ
ビッグバンドの演
奏会。練習見学歓迎

第3回むさしの平和の
ための戦争展－写真が
語る戦争　村瀬守保展

3月31日（金）〜4月3日（月）午前10
時〜午後9時（31日5時〜、3日7時ま
で）／武蔵野プレイス1階ギャラリー

鳥居
080-3157-1858

4月1日・2日午後2
時〜4階フォーラム
で有料の催しあり

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
サンフラワー
（初心者英会話）

月3回火曜／午後1時30分
〜2時15分／本町コミセン

月3000円
上原
080-1520-8481

中高年向き／旅行会話
／体験500円

朗読芙蓉の会
（作家の詩・文章を朗
読する）

月1回／第1火曜午前10時
30分／市民会館ほか／発
表会あり

月1500円
山田51-7700

著名な作家の作品や詩
を教材に楽しみながら
読む

武蔵野ターゲット
バードゴルフ連合会

毎週火・土曜／午前9時〜
11時／第2しろがね公園
（境4-1）

月300円
岩田52-0890

入 1000円／中高年齢者
に最適な生涯スポーツ
見学・体験大歓迎

南町健康ヨーガ
（中・高年向きヨーガ
体操と呼吸法・瞑想）

毎月第1・3木曜／午後2時
〜3時30分／吉祥寺南町コ
ミセン

月2000円
中村71-7552

入 1000円／無料体験あ
り

フィジカルボイス
（発声の基本を学び
練習する）

第1・3金曜／午後1時30分
〜：声の練習、2時30分〜3
時30分：歌／吉祥寺北コミ
センなど

声：1回500円
歌：1回500円
原田22-9724

講師：玉澤明人／声帯・
呼吸筋をきたえ健康に
役立ちます

武蔵野メンズクッキ
ング（男性だけの料
理教室）

原則として毎月第1日曜／
午前10時〜午後1時／市民
会館2階料理室

1回1000円
（材料費別途）
斉藤55-1913

入 1200円／未体験者の
方大歓迎

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3
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

　 

吉　東
26日（日）

■東町街なみウオッチング　午前9時30分〜正午／コミセン集
合／南賢二さん（市民まちづくり会議・むさしの役員）と歩く。正
午よりコミセンで桜餅をいただきながら意見交換
■コミュニティのつどい「村絵図から見る吉祥寺の風景」　午後
2時〜4時30分／道、水路、林は？昔と今の風景／夏目宗幸（地理
空間情報研究者）

4/8（土）〜 ■競技かるた（百人一首）教室　毎月第2・4土曜／午後1時30分
／10名／八木武／申

吉　南 25日（土）

■これで万全　介護予防体操　午前10時〜正午／動きやすい服
装、飲み物・タオル持参／共催：吉祥寺南町四商店連合会、健康づ
くり支援センター／申 窓口または四商店連合会☎45-1584へ
■南町桜まつり　正午〜午後2時30分／広場の大桜を鑑賞しな
がら春の宴を。アトラクション、おいしいものいろいろ

吉　西
25日（土） ■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホっとCaféシェ

モア」でいれたてのコーヒー（1杯100円）をどうぞ

30日（木）
■あるこうかい「江戸川公園周辺の桜ウオーク」　午前9時アト
レ吉祥寺はなびの広場集合／歩行1万5000歩／実費／飲み物持
参／申 17日〜25日

吉　北
18日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／絵本のテーマ：春よこい、

紙芝居、パネルシアター、工作：ふわふわひこうき

4/1（土） ■子ども映画会　午後2時／「手ぶくろを買いに」「はれときどき
ぶた」

けやき
18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

25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

中　央 25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

西久保 4/8（土） ■生活習慣病予防料理講習会　「春野菜をおいしく食べよう」　
10名／申 4/3までに窓口へ（キャンセルは4/5まで）

緑　町
お知らせ ■22日（水）は電気工事のため休館します

　26日（日）は30周年記念式典のため休館します
25日（土） ■生活習慣病予防料理講習会　「春は食事で体調管理」　10名

八幡町 25日（土） ■みんなで歌おう　午後3時／ハーモニカ・クラリネットと一緒
に懐かしのメロディーをみんなで歌い楽しみましょう

関　前
26日（日）

■講習会「男の休日」　午前10時30分〜午後1時30分／初心者
／16名／細巻き寿司と簡単なおつまみを紹介。試食をしながら
楽しいひとときを／600円／エプロン、三角巾持参／申

31日（金） ■みんなで歌おう会　午後1時30分〜3時／懐かしい歌をギ
ロックフレンズの伴奏で楽しく歌いましょう

境　南
24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

27日（月）
■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」

桜　堤 26日（日） ■大掃除　午前10時／午前中は部屋の利用ができません
担当：市民活動推進課

「障害のある人もない人も
気持ちよく利用できるコミセンを」

コミュニティ研究連絡会
コミュニティ・
レポート

　1月20日（金）、コミセンの窓口担当者を対象
とした研修会を開催しました。
　「障害者差別解消法」について田口誠障害者福
祉センター長にお話を伺った後、グループに分
かれ、実際に窓口で体験したこと、工夫や改善し
た点、コミセンに求められている対応など活発
な意見交換を行いました。
　研修後、「適切な対応の仕方を知ることができ
た」「今までの思い違いに気づくことができた」など、大変勉強になったと
の感想を多くいただきました。障害のある人もない人も、誰もが気持ちよ
く利用できるコミセンを目指し、これからの窓口対応に生かしたいと思
います。

グループ発表をする窓口担当者

■ お花見に陸上競技場芝生スタンドを無料開放します
　3月18日（土）〜4月9日（日）／午前9時〜午
後5時／陸上競技場芝生スタンド部分／大会
使用・開花状況などにより変更・中止あり／出
入りは北門から（中央門入場不可）／トラック・
ジョギングコース・フィールド・聖火台付近立
入禁止。アルコール類持込不可。ごみは各自持
ち帰り。ペットを連れての入場禁止／問 総合体育館☎56-2200

■ふるさと歴史館イベント
◎ミュージアムトーク：3月19日（日）・25日（土）。午後1時30分〜（30分
程度）。同館第二展示室（企画展示室）。開催中の「武蔵野のくらし今昔―昭
和の衣・食・住」を担当学芸員が解説。申 当日、直接会場へ。◎むさしの紙
芝居一座がやってくる：3月26日（日）。午後1時30分・
2時30分（各回3話ずつ）。同館市民スペース。展示「武
蔵野のくらし今昔」に合わせ、昔の生活にまつわる紙
芝居を口演。無料／問 同館☎53-1811

トピックス  災害時における応急対策業務に関する協定を締結しました
　3月3日（金）に、東京土建一般労働組合
三鷹武蔵野支部と市は、災害時の応急対策
活動の協力について協定を締結しました。
災害時、倒壊建物などからの救出・救助活
動や道路上の障害物の除去活動に要する
人員および資機材の提供、避難施設・市施
設の応急修繕、被災建物に関する相談・助
言などを協力要請します／問 防災課☎60-1821
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