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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）

全小学校に特別支援教室を開設

特集 新・クリーンセンターが本格稼働 … ❽〜10

住まいのなんでも相談窓口を開設 ……… ❸
平成29年度就学援助費受給申請受け付け … ❺
コミュニティ協議会の住民総会 ………… 14

●これまでの通級指導体制
　小学校の通常の学級に在籍している発達障害などのある児童の一部（平成
28年度は約130名）は、週１回程度、第四・井之頭・桜野小学校に設置している
通級指導学級に通い、特別な指導を受けていました。
●特別支援教室の導入
　4月から全小学校に設置した特別支援教室に、教員が巡回して指導を行う
形態に変更します。対象児童の認知の特性に応じた教科の個別指導や、集団適
応力の向上を図るため、小集団によるコミュニケーション指導を行います。

特別支援教室とは
　通常の学級に在籍しながら週1回程度通う
教室です。友達とうまく関われない、集団行動
が苦手、能力のばらつきにより学習が思うよ
うに進まない児童を対象として、自分の力を
発揮し、自信をもって学習や行動ができるよ
う指導・支援します。

特別支援学級（固定学級）とは
　学籍を置き毎日通う学級です。軽度の知的障害の
ある児童を対象とします。児童の障害の状態や学
年、教科に応じて小グループを編成し、学習面・行動
面の向上を図る指導・支援をします。通常の学級と
の交流や共同学習を通して、相互理解を深める活動
も行っています。

●開設の背景
　本市の小学校の特別支援学級（障害種別：知的障
害）の児童数は、増加傾向にあります（平成28年度は
約50名が在籍）。本市では、地域リハビリテーション
の理念に基づき、地域に基盤をおいて、福祉やまちづ
くりの施策を進めています。これまで、特別支援学級
は中央地区の大野田小、西部地区の境南小に設置し
ていましたが、地域の中で子どもの成長を支えるため、東部地区の第三小に新
たに特別支援学級「ひまわり学級」を開設します。
●学級の特徴
　ひまわり学級は、校舎1階
に設置します。名称は、学校
で募集し、明るく前向きな
イメージで、教室の前の花
壇にひまわりが咲くことが
あるため決定しました。
　学級では児童の特性に合
わせた指導を行い、意欲的
に学習し、主体的に行動す
る力を育成します。家庭や
地域と連携し、学校全体で
温かい雰囲気づくりをしな
がら、児童の相互理解や助
け合う力も育んでいきます。

特別支援教室体制

• より多くの児童が支援を受けられるようになります。
• �在籍学級担任と巡回指導教員の連携が強化され、対象児童の
状態や在籍学級の状況に、より即した指導が可能になります。
• �通常の学級の教員や児童・保護者が特別支援教育や発達障害
について理解を深める機会が増えます。
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市民文化会館は、4月16日（日）プレ・オープンデー、4月20日（木）いよいよリニューアルオープンします。

市議会からのお知らせ

期日
4/4（火）
4/6（木）☆
4/11（火）
4/13（木）
4/18（火）
4/21（金）
5/8（月）

開会時間：午前10時
☆は午後1時

市民文化会館大ホール

　子どもたちの可能性を最大限に伸ばすため、一人ひとりの個性に応じた指導・支援を行う特別支援教育を推進してい
ます。4月から全小学校で特別支援教室を開設し、また、第三小学校には特別支援学級「ひまわり学級」を開設します。地
域の中で子どもの成長を支える教育環境を充実させていきます／問 教育支援課☎60-1908

一人ひとりに寄り添う 特別支援教育

すべての市立小学校に特別支援教室を設置し、拠点校
から教員が巡回して指導します。

巡回校 巡回指導の拠点校 巡回校【巡回】 【巡回】

教室名 拠点校 巡回校
はなみずき教室 第四小学校 第三小・大野田小・本宿小
かわせみ教室 井之頭小学校 第一小・第五小・関前南小
こぶし教室 桜野小学校 第二小・境南小・千川小 学級名 ひまわり学級新設後の学区

第三小学校
ひまわり学級

第一小（吉祥寺本町）・第三小・第四小・本
宿小・井之頭小（吉祥寺本町・御殿山）

大野田小学校
むらさき学級

第一小（中町）・第五小・千川小・大野田
小・井之頭小（中町）

境南小学校
けやき学級 第二小・境南小・関前南小・桜野小

大野田小
むらさき学級

境南小
けやき学級

第三小【新設】
ひまわり学級

対象児童が
週1回程度通う

学籍を置き
毎日通う

特別支援
学　級

特別支援
教　室

通常の学級 交
流

第三小学校に特別支援学級「ひまわり学級」を開設

Point

■議会運営委員会を開催します
　市役所7階議
会委員会室／議
会基本条例の策
定についてほか
／傍聴：当日議会
事務局へ。大人
数の場合は、事
前に議会事務局
までご連絡ください。
■ 文教委員会　小中一貫教育校視察
報告と意見交換会
　4月23日（日）午後2時～4時／武蔵
野プレイスフォーラム／キッズコー
ナーあり／申 当日、直接会場へ。
問 議会事務局☎60-1883
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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

「食べ物は　残さず食べて　ごみなくす」　三木芽さん（井之頭小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
教育委員会定例
会

4月5日（水）
午前10時

市役所
教育委員会室

20名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

自 治 基 本 条 例
（仮称）に関する
懇談会

4月18日（火）
午後7時

市役所
811会議室

20名程度（先着順）／情報
の公開と共有などについ
て

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

お知らせ 文中の敬称略

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

ごみとリサイクル

■4月の燃やさないごみの収集日
町（丁目）名 収集日

吉祥寺南町 第1・3火曜 4日・18日
御殿山、吉祥寺本町2・3・
4丁目、吉祥寺北町、中町 第1・3水曜 5日・19日

吉祥寺東町
吉祥寺本町1丁目 第1・3金曜 7日・21日

緑町、八幡町 第2・4月曜 10日・24日
西久保、関前、境1・
3丁目、境南町 第2・4水曜 12日・26日

境2・4・5丁目、桜堤 第2・4木曜 13日・27日

区分 職種 試験方式 資格要件 採用予定者数

上級

一般事務
一般方式 昭和62年4月2日〜平成8年4月1日生ま

れ 15名程度
WEB試験方式

一般技術（土木）

専門試験

昭和56年4月2日〜平成8年4月1日生ま
れ

若干名
一般技術（建築）

保健師
昭和52年4月2日〜平成8年4月1日保健
師国家試験に合格し、保健師資格を有する
者（平成30年4月までに取得予定を含む）

■�平成30年度採用市職員募集
　試験案内：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・時間を確認の上お越しください／申
込締切：4月18日午後5時／問 人事課☎60-1810

■�ごみは朝9時までに
　お出しください
　ごみは戸別収集を行っています
ので、戸建住宅への転入や新築の
場合は申請が必要です。集合住宅
の場合は家主や管理会社へ確認し

■�2カ月に1回、家庭から出る
　廃食用油、土を回収しています
　4月19日（水）午前11時〜午後3
時／荒天中止／市役所駐車場、吉
祥寺南町・吉祥寺北・西部・境南コ
ミセン／土は1回100リットルまで
／植物の根や石、砂など土以外の
ものは不可／問 ごみ総合対策課

■Ecoパートナー認定事業者決定
　ごみの発生抑制や
分別・資源化などに
積極的に取り組んで
いる市内28事業者
をEcoパートナーとして認定しま
した／問 ごみ総合対策課

問 ごみ総合対策課

Ecoパートナー（50音順）：亜細亜学
園、アトレ吉祥寺店、イトーヨーカ堂
武蔵境店、いなげや武蔵野桜堤店、い
なげや武蔵野関前店、いなげや武蔵野
西久保店、井の頭自然文化園、NTT武
蔵野研究開発センタ、エフエフビル管
理組合、吉祥寺第一ホテル、吉祥寺東
急REIホテル、キラリナ京王吉祥寺、コ
ピス吉祥寺、サミットストア武蔵野緑
町店、JR吉祥寺駅、成蹊学園、西友吉祥
寺店、ダイヤバローレビル、東急百貨
店吉祥寺店、パルコ吉祥寺店、ファミ
リープラザビル、丸井吉祥寺店、三鷹
東急ストア、武蔵野給食センター、武
蔵野赤十字病院、モンテローザ、横河
電機、ヨドバシ吉祥寺

てください。燃やすごみ・燃やさな
いごみは、市指定有料ごみ処理袋
で出してください。ごみの出し方
などを掲載する「ごみ便利帳eco
ブック」をごみ総合対策課、各市政
センターで配布しています／問  
同課

■�使用済み油、期限切れ油の回収
　4月2日（日）午後1時〜3時／ク
リーンセンターコミュニティス
ペース／食用油／ビン、缶、ペット
ボトルなどに入れてふたをして持
参。容器ごと回収／問 環境政策課
☎60-1841

■計画の策定（改定）
◎国民健康保険データヘルス計
画の策定：保険者として保有す
る健診、医療データを活用して
健康課題を明確にし、効果的か
つ効率的な保健事業を行うため
／計画期間：平成29年度〜35年
度／計画書の閲覧：保険課、保健
センター、各図書館、市政資料
コーナー／概要版の配布：保険
課、保健センター、各市政セン
ター・図書館・コミセン／問 同
課☎60-1834
◎子ども・子育て支援事業計画
の改定：「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
野第6章武蔵野市子ども・子育
て支援事業計画」の中間年度に
おける見直しを行い、計画を改
定しました／配布：子ども政策
課、市政資料コーナー、各市政セ
ンター／問 同課☎60-1851
◎第7次職員定数適正化計画の
策定：健全財政を持続しつつ必
要な市民サービスを維持する財

源を生み出し、効果的で効率的
な市役所組織・職員体制を構築
するため／計画期間：平成29〜
32年度／28年に策定した「第五
次行財政改革を推進するための
基本方針」「行財政改革アクショ
ンプラン」「人材育成基本方針」
に基づいたもので、計画期間中
に86人の定数削減を目指しま
す／配布：人事課／問 同課☎
60-1810
◎第五次総合情報化基本計画の
策 定：情報通信機器やコン
ピュータネットワークなどICT
（情報通信技術）を活用するため
／計画期間：平成29年度〜31年
度／情報セキュリティの強化を
最優先課題とし、調整計画の行・
財政分野で掲げられた基本施策
の考え方を、市民の視点と行政
の視点から整理し、ビジョンと
25の施策を位置付けました／
配布：市政資料コーナー／問 情
報管理課☎60-1805
＊各計画は市ホームページに掲
載

■�中央市政センターで臨時の
　休日窓口を開設
　4月2日（日）午前9時〜午後4時／
住民異動届（転入・転出・転居）、住
民票の写し、印鑑証明書、戸籍（現
在・除籍・改製原・附票）などの証明
書の発行、印鑑登録・廃止、戸籍届
出など。＊市税などの納付のほか、
一部取り扱いできない業務があり
ます。窓口の混雑が予想されます
ので、時間に余裕を持ってお越しく
ださい／問 同センター☎56-3800

■�個人住民税が年金から引き落と
し（特別徴収）されている方へ
　個人住民税が2月の年金から引
き落としされていて、平成29年度
も引き続き公的年金の支払いを受
ける場合は、年金所得に係る28年
度年税額の6分の1の額を4・6・8
月に引き落とします。10・12月お
よび30年2月は、年金所得に係る
29年度の年税額から4・6・8月の
税額を差し引いた残りの税額を引
き落とします（税額は6月に送付
する税額決定通知書を参照）／詳
細は市ホームページ参照／問 市

■�国民健康保険（国保）の届出は
　お済みですか
　就職や退職などで社会保険資格
を取得または喪失した場合は、国民
健康保険の届出が必要です。まだ済
ませていない方は、市役所または市
政センター（夜間窓口を除く）へ届
出をしてください。◎届出に必要な
もの…①国民健康保険から脱退す
る場合：社会保険証と国保保険証。
②国民健康保険に加入する場合：社
会保険資格喪失証明書。いずれも、
世帯主の本人確認書類（顔写真付
きの官公署発行の書類1点、顔写真
のない場合は2点）とマイナンバー
（個人番号）を確認できる書類。世帯
主以外の方が届出する場合は世帯
主の委任状などおよび届出人の本
人確認書類／問 保険課☎60-1834

■�春の全国交通安全運動
　期間：4月6日（木）〜15日（土）／
運動の基本：子どもと高齢者の交
通事故防止／重点目標：①歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止（特
に自転車安全利用五則の周知徹
底）②後部座席を含めた全ての座
席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底③飲酒
運転の根絶④二輪車の交通事故防
止／市内全域で広報を実施／問  
武蔵野警察署☎55-0110、交通対
策課☎60-1859

■�家族介護慰労金の支給
　1年以上①〜⑤すべてを満たす
在宅の高齢者を介護した家族（1
年以上市民税非課税世帯）の方に
慰労金（年額10万円）を支給しま
す。①市内在住②介護保険のサー
ビスを受けていない（年間7日間
までのショートステイを除く）③
介護保険施設以外の病院などへ
90日以上入院していない④介護
保険の要介護度4・5⑤市民税非課
税世帯の方／申·問 高齢者支援課
☎60-1846

民税課☎60-1823
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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

所得
①29年度の市
民税が課税で、
③以外の方

②29年度の市民税が非課税の方
③（経過措置）29年度の市民税
は課税であるが、28年の合計
所得金額が125万円以下の方

費用 1万255円 1000円

必要書類

（ア〜ウのいずれか1つ）ア市民税非課
税証明書、イ「生活扶助」記載がある生
活保護受給証明書（本人確認書類を兼
ねる）、ウ所得段階区分欄に「1〜6」の記
載がある介護保険料納入通知書

（エ・オのいずれか1つ）エ市民
税課税証明書、オ所得段階区分
欄に「7」の記載がある介護保
険料納入通知書

本人確認書類（保険証・運転免許証など住所・氏名・生年月日が確認できるもの）
ア・エ：市民税課・各市政センターで発行（有料）、ア・ウ・エ・オ：原則29年度書類が必要ですが、市民
税などの賦課決定までの4〜6月ごろは28年度書類で代用可。ウ・オ：再発行不可。紛失した場合は
アまたはエをお取りください。

月 弁天湯（吉祥寺本町2-27-13）、桜堤コミセン、西部コミセン

火 緑町パークタウン集会室（緑町2-3-B7）、中町集会所

水 境南浴場（境南町3-11-8）、吉祥寺西コミセン分館

木
三谷湯（西久保2-27-15）、緑町コミセン
（第1・2週）、けやきコミセン（第3〜5週）、
吉祥寺本町在宅介護・地域包括支援セン
ター

金 よろづ湯（吉祥寺本町1-18-9）、関前コミセン分館、吉祥寺南町コミセン
土 親の家（八幡町3-4-18）

通知時期 算定方法 納期

4月中旬 前年度の保険料を
基に仮算定 4月・6月

7月中旬
決定保険料額から
4月・6月納期分を
差し引いた金額

8月・10月・12
月・平成30年2
月

会議名 内容 人数 市報掲載 担当課・問
文化振興基本方針
策定委員会 文化振興のあり方や方向性に関する検討 2名 本号5頁 市民活動推進課

☎60-1830

情報公開委員会 情報公開制度、情報公開の推進に関する事
項の審議 2名 9月15日号 市民活動推進課☎60-1809

市民活動推進委員
会

市民活動促進基本計画改定計画の進捗管
理など 1名 未定 市民活動推進課

☎60-1830
国民健康保険運営
協議会

国民健康保険事業の運営に関する必要事
項についての審議 2名 7月15日号 保険課☎60-1834

環境市民会議 環境基本計画の実施状況検証、見直しおよ
び推進に関する検討

3名
以内 未定 環境政策課

☎60-1841
第6期廃棄物に関
する市民会議

ごみの減量や資源物のリサイクルなどに
ついての検討 3名 未定 ごみ総合対策課

☎60-1802

地域包括ケア推進
協議会

地域包括ケアの推進、地域包括支援セン
ターの適切な運営の確保、地域密着型サー
ビスに関する事項について審議

4名 平成30年
3月1日号

高齢者支援課
☎60-1947

子どもプラン推進
地域協議会

子ども・子育て支援法第77条第1項各号に
規定する事務に関する事項、子どもプラン
武蔵野に関する事項についての調査審議

2名 5月1日号 子ども政策課
☎60-1851

吉祥寺グランドデ
ザイン改定委員会
（仮称）

「吉祥寺グランドデザイン」の見直しと改
定に関する検討 未定 未定

吉祥寺まちづく
り事務所
☎21-1118

図書館運営委員会
市立図書館の運営について地域から広く
意見を求め、本市らしい特色ある図書館づ
くりを行うための検討

3名
以内 未定 中央図書館

☎51-5145

■�不老体操にご参加ください
　各曜日午後2時〜（吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター
のみ午後1時30分〜）／市内公衆
浴場、コミセンなど／市内在住で
60歳以上の方／高齢者向きの体
操（不老体操）と入浴（浴場のみ実
施）／生活体操研究会／無料／運
動のできる服装でタオル・飲み物、
浴場の場合は入浴道具を持参／
申 当日、直接会場へ／問 高齢者支
援課☎60-1846

■�シルバーパス（4〜9月有効・新規購入者用）のお知らせ
　満70歳以上の都民の方は申し込みにより、都営交通・都内を走行する
民営バスなどが利用できる東京都シルバーパス（4〜9月有効）を購入で
きます／申 満70歳になる月の初日以降に本人確認書類、②・③の方はア
〜オのいずれかを持って最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所
などへ／問 東京バス協会シルバーパス専用☎03-5308-6950（土・日曜、
祝日を除く午前9時〜午後5時）

■�平成29年度委員会委員の公募予定
　市では市民の多様な意見を施策に反映していくため、さまざまな会議
で委員公募を行っています。29年度に公募予定の委員会などは下記のと
おりです。応募資格、選考方法などの詳細は、改めて市報でお知らせしま
す／内容など変更の場合あり。多くの市民から幅広い意見を伺うため、複
数委員の兼任不可の場合あり／問 企画調整課☎60-1801

■�65歳以上の方の介護保険料の
　納付について
　納付書払い・口座振替の方：平成
29年度4月・6月納期分の仮算定通
知書を4月中旬に送付します。＊
今年2月以降に65歳になった方・
転入した方には28年度分の通知
書も同時に送付します。

年金引き落としの方：原則として、
4月・6月・8月の年金から、2月と同
額を引き落とします／問 高齢者
支援課☎60-1845 ■�新しい固定資産評価審査委員会

委員が決まりました
　同委員6名のうち2名の任期満
了に伴い、市議会の同意を得て次
の方が選任されました／吉田宗一

4月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　市立第五中学校PTA様・五中ブロッ
ク会様・昭和60年度卒業生有志様：冷
水機1台／問 管財課☎60-1815
■�シルバー人材センター
◎入会説明会：4月11日（火）午後1時、
同センター会議室。市内在住60歳以上
の健康で働く意欲のある方。就業内容：
家事・子育て援助、庭木の手入れ、除草、
障子・襖の張り替え、駐輪場の管理、広
報紙の配布、清掃、施設管理など。年度
会費2000円、ゆうちょ銀行の通帳持
参。申·問 前日までに同センター☎55-
1231へ。◎庭木の手入れ申込受付：平
成29年7月〜9月作業分。高木は要相
談。申込多数の場合抽選。申·問 4月30
日（消印有効）までにハガキで同セン
ター植木係☎55-1231へ。◎リサイク
ルセンター営業日：平日午前9時〜午
後3時。第4土曜（4月22日）午前10時〜

午後4時。再生家具などを販売。問 同セ
ンター☎51-3448
■�市民会館　6月分使用申込
　仮申請：4月1日（土）〜15日（土）／公
開抽選：4月17日（月）午後1時30分／
仮申請が重なった場合利用団体などに
よる公開抽選／本申請：4月21日（金）
〜30日（日）午前9時〜午後8時／空き
室は使用当日まで申込可／問 同館☎
51-9144
■�水道料金は口座振替または
　クレジットカードで
　口座振替やクレジット払いを希望す
る方は申込書を水道お客様センターへ
電話で請求してください／申·問 申込
書に押印し同センター☎52-0733へ
／引越しに伴う中止・開始連絡は東京
電力「引越れんらく帳」から24時間い
つでも手続きできます。

■�武蔵野市男女平等の推進に関す
る条例を施行

　男女平等の推進に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図り、
男女平等社会の実現を目的とし
て、基本理念や市・市民・事業者な
どの責務、市の施策の基本的事項
などを定めました／施行日：4月1
日／これに伴い、「男女共同参画推
進センター」を「男女平等推進セン
ター」に改称します／問 同セン
ター☎37-3410

■�若者サポート事業
　専用相談窓口の案内
　午前10時〜午後6時（木・日曜、祝
日を除く）／おおむね15〜18歳で
市内・近隣在住の方、家族、関係者
など／若者の自立と社会参加を支
援する個別相談。日常・学校生活、
進路、人間関係など。パソコン勉強
会、スポーツ、調理などの活動の場
も提供／運営：文化学習協同ネッ
トワーク／窓口：みたか地域若者
サポートステーション（三鷹市下

■�住まいのなんでも相談窓口を開設
　毎週木曜午前9時〜午後4時（1
組50分）／住宅対策課／市内の住
宅の建築、耐震化、リフォーム、マ
ンション管理・建て替え、住宅の売
買、空き家の処分・住み替えなど／
一級建築士、宅地建物取引士、マン
ション管理士、司法書士など／事
前予約制／申·問 同課☎60-1905

■�まちづくり条例を改正しました
　景観ガイドラインの策定や行政
計画の動向などに合わせ、まちづ
くり条例を一部改正しました／主
な改正点…①市民参加制度：地区
まちづくり計画の改定、景観まち
づくり協定の新設など②開発事業
の協議基準および手続き：景観協
議の追加、環境配慮基準の見直し、
景観事前協議の追加など③特定事
業（工作物など）の手続きの新設な
ど／施行日：①4月1日、②③7月1
日／詳細は市ホームページ参照／
問 まちづくり推進課☎60-1873

■�道路上空に看板・日よけ・投光器な
どを設置するには許可が必要です
　道路の上空にはみ出して看板な
どを設置する場合には、申請により
道路占用許可を受け、占用料を納
付する必要があります。道路使用
許可も必要なので警察署に届け出
てください／届出先…市道：道路
課☎60-1857、都道：北多摩南部建
設事務所☎042-330-1806、道路
使用許可：武蔵野警察署交通課☎
55-0110／問 道路課☎60-1857

郎（市内在住・公認会計士・再任）、
中田千惠子（市内在住・一級建築
士・新任）／任期：4月1日〜平成32
年3月31日／問 同委員会事務局☎
60-1809

連雀4-15-31）内／相談専用☎24-
6491、musapo@npobunka.net
／問 児童青少年課☎60-1853
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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／男女平等推進センター〒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

種
　
別

第1号
被保険者

自営業や農業・漁業の方とその配偶者、20歳以上の学生、アルバ
イトの方など

第2号
被保険者

会社や官公庁にお勤めの方（厚生年金に加入している方）。加入
手続きは、会社や官公庁が行います

第3号
被保険者

国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。届出
は、配偶者の勤務先を通じて行います

サロン名 住所・曜日・時間・独自の主な活動内容 運営団体・問

あかつき
健幸サロン

中町1-24-6-101／土曜／午前10時〜正午／口腔体
操、脳トレ、リトミック

㈱アルテミシア介護予防
デイサービスあかつき
☎38-8263

なのはなサロン 関前2-16-5武蔵野館／日曜／午前10時〜午後0時
30分／脳トレ

関前なのはな会
☎未定（問 高齢者支援課）

北町サロン 吉祥寺北町2-9-2吉祥寺ホーム／月曜／午後1時30
分〜3時30分／脳トレ

北町サロンの会
☎22-8363

マルセサロン
境1-17-9カーサむさしの1階B号室マルセインター
ナショナル／水曜／午後1時30分〜3時30分／絵手
紙・折り紙・布ぞうり作成、ちょこっと相談

はなみずき
☎51-3758

サンサンサロン
西久保

西久保3-10都営西久保三丁目アパート集会室／金曜
／午前10時〜正午／カラオケ、脳トレ、昔遊び

三丁目サロンの会
☎53-3574

ikiなまちかど
保健室

桜堤1-8-7／月曜／午前10時〜午後3時／手芸、麻
雀・囲碁、ハンドベル

㈱みゅうちゅある
☎52-3111

＊「すこやかサロン」の住所変更　新住所：吉祥寺本町3-11-1本町池田ビル2階萌気園

氏名・☎ 担当地区
中島　千恵子
21-6595 吉祥寺本町4丁目10〜25

鈴木　律子
56-2238 緑町2丁目4,5

阿部　陽子
36-8133

主任児童委員（第二地区）
吉祥寺本町・吉祥寺北町・関前
の一部と中町・緑町・西久保全
域

■ ひとり暮らし高齢者調査（訪問
調査）を行います

　調査期間：4月1日（土）〜6月30
日（金）／対象：65歳以上の単身世
帯で、事前アンケートで調査に協
力すると回答された方（3月中旬
ごろに実施のお知らせを送付）／
民生委員が自宅を訪問し、日常生
活の状況や困りごとに関する事項
を聞き取り調査。調査結果は、福祉
施策推進の基礎資料とし、サービ
スの充実を図るために活用しま
す。ご協力をお願いします／問 高
齢者支援課☎60-1940

■誕生記念樹プレゼント
　出生時、市に住民登録した新生
児／樹種：オリーブ、ジューンベ
リーなど／申·問 生後1年以内に
通年受付。4月10日までの申し込
みで4月下旬〜5月苗木店で配布
（ほか年3回）。申込書（「こんにち
は赤ちゃん訪問」時に助産師より、
または緑のまち推進課で配布）を
同課☎60-1863へ。市ホームペー
ジから電子申請可。

■ 建築の際は敷地面積20％以上
の緑化にご協力ください
　市では「武蔵野市民緑の憲章」お
よび各計画で、市内の緑を守り・育
てることを定め、条例や要綱に基
づき緑化を推進しています。「緑豊
かな武蔵野市」を次世代に引き継
いでいくため、建築の際は敷地面
積20％以上の緑化をお願いして
います。面積算定や手続きなどの
詳細は市ホームページを参照また
は窓口・電話でご相談ください／
問 緑のまち推進課☎60-1863

■ 青少年海外派遣事業説明会
　4月16日（日）午前10時〜正午
／市役所811会議室／市内在住の
中学生（①アメリカ）、市内在住・在
学の中学・高校生（②韓国）／夏休
みに海外を訪問する2事業の合同
説明会。説明後個別質問／①アメ
リカ合衆国テキサス州ラボック市
へのジュニア交流団②韓国ソウル
特別市江東区への青少年交流団／
各募集要項は4月中旬以降市内公
共施設で配布、市ホームページに
掲載／申 当日、直接会場へ／問 交
流事業課☎60-1806

■国民年金に関するお知らせ
①国民年金の種別変更について

　種別が変わったときには届出が必要です。退職などにより第2号、第3号
でなくなったときは第1号への種別変更を行ってください。届出がないと
年金を受け取れない場合があります。年金手帳と退職を証明する書類（退職
証明書・離職票など）を添えて、保険課年金担当窓口へ届け出てください。
②ご存知ですか　学生納付特例制度と納付猶予制度
　20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合、保険料納付が猶予
される学生納付特例制度（承認期間4月〜翌年3月）があり、ほとんどの学生
が対象となります。また、学生以外の50歳未満で、本人および配偶者の所得
が一定額以下の場合、保険料納付が猶予される納付猶予制度（承認期間7月
〜翌年6月）があります。承認期間は老齢基礎年金必要期間に算入されます
が、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場
合は10年以内であれば保険料を追納できる制度があります。
③学生納付特例申請制度
　平成28年度に保険料納付を猶予され、29年度も引き続き在学予定の方
に、3月下旬に学生納付特例申請書が送付されています。
同一の学校に在学：申請書に必要事項を記入して申請。在学証明書・学生証
は不要。
初めての申請：学生証などを持って保険課で申請。
　29年度にこの制度を利用しない場合は納付書を送付しますのでお近く
の年金事務所にご連絡ください。
問 武蔵野年金事務所☎56-1411、保険課☎60-1837

■ 新しい「いきいきサロン」ができました
　おおむね65歳以上の方／健康体操・脳トレなど介護予防・認知症予防
のための活動とプログラム／申·問 直接各運営団体へ／問 事業につい
て：高齢者支援課☎60-1940

■ 「景観ガイドライン」を
　策定しました
　魅力ある景観
まちづくりを進
めていくための
具体的な方針を
示しました／配
布：まちづくり推
進課／閲覧：各市政センター・図書
館・コミセン。市ホームページに掲
載／問 同課☎60-1872

■ 一部地域の民生委員・児童委員
が決まりました
　4月1日から、3地区の委員が新
たに決まりました。相談に応じて、
適切な関係機関への橋渡しを行い
ます／問 地域支援課☎60-1941

■ 4月1日から障害者福祉センター
の運営は指定管理になります
　市による直営から社会福祉法人
武蔵野による指定管理に移行しま
す。事業内容に変更はありません
が、施設使用やサービスの申し込
みの書式が一部変更となります／
問 同センター☎55-3825、FAX 
51-9951

■ 同行援護従業者・現任者
　フォローアップ研修
　5月18日（木）午前9時45分〜午
後5時／同行援護従業者の資格を
有し、市内の視覚障害者（児）の同
行援護従業者として活動中、予定
の方／16名（超えた場合選考）／
申·問 4月21日（必着）までに申請
書（障害者福祉課で配布）を郵送・
ファクスまたは直接〒180-8777同
課☎60-1847へ。

■ 平成29年度固定資産税課税情
報の縦覧・閲覧

◎土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦
覧：所有している土地・家屋の価格
などについて、ほかの物件と比較
できます。希望者には閲覧により名
寄帳の写しを無料で交付します。
◎固定資産課税台帳の閲覧：所有
者は名寄帳（市内に所在する土地・
家屋を所有者ごとにまとめたも
の）を、借地・借家人は対象物件の
課税台帳の写しを無料で閲覧でき
ます。縦覧期間（閲覧無料期間）：4
月3日（月）〜5月31日（水）（土・日
曜、祝日を除く午前8時30分〜午
後5時15分）。納税通知書（前年度
分で可）や本人確認ができる運転
免許証などを持参。借地・借家人の
場合は賃貸借契約書、代理人の場
合は委任状が必要。
＊5月1日発送予定の納税通知書
が届く前に所有固定資産（土地・家
屋）の課税詳細を確認したい場合
は、この期間をご利用ください／
問 資産税課：土地について☎60-
1826、家屋について☎60-1825

■ 手話通訳者の登録試験
　4月15日（土）午後1時30分（受
付1時から）／市役所412会議室／
市内在住・在勤・在学の方／試験：
手話の読み取り・表現・面接／合格
者は市が派遣する手話通訳者とし
て登録／申·問 4月10日（必着）ま
でに所定の用紙（障害者福祉課で
配布）を郵送または直接〒180-
8777同課☎60-1847へ。

■ 水道管の漏水調査を実施
　4月上旬〜平成30年3月下旬／
市内全域／道路に埋設した水道管
と各家庭に引き込まれている給水
管の漏水調査。調査員（水道部のベ
ストを着用、身分証明書携帯。委託

業者：ヴェオリア・ジェネッツ
〈株〉）が宅地内に立ち入ることが
あります。ご協力をお願いします
／問 水道部工務課☎52-0735

■ 東日本大震災・熊本地震災害義
援金の受付期間を延長します
　平成30年3月31日まで／皆さ
まの温かいご協力により、3月6日
現在、東日本大震災5975万3519
円、熊本地震514万6964円集まっ
ています。お預かりした義援金は
日本赤十字社を通じて被災された
方々へお送りします。引き続きご
協力をお願いします／問 地域支
援課☎60-1941

■ 平成28年度市政アンケート調
査報告書ができました
　市民活動推進課、各市政セン
ターで配布しています。市ホーム
ページに掲載／問 同課☎60-1829
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子育て・教育

◎所得制限限度額
扶養親族等
の数

ひとり親家庭
の母または父

養育者・扶養
義務者

0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円

以降1人増
すごとに 38万円加算 38万円加算

募　集

対　　象 ＮＰＯ法人、市民活動団体など

運営期間 10月下旬～平成32年3月（予定）
選　　考 書類審査、プレゼンテーション

申

実施要領（福祉公社、高齢者支
援課で配布。同公社ホームペー
ジから印刷可）を確認の上、必
要書類を同公社へ。
参加表明書提出締切4月19日

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

■嘱託職員などの募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

施
設
課

建築・設備
改修工事の
設計・監理
1名

建築・設備工事の設計・監理の経
験があり、AUTOCADの操作が
可能な方(資格不問)／PC／普免

5月1日～／週4日（月～金曜）
午前9時～午後5時／月額22万
4600円／交

書類審査、
面接：
4月11日（火）

申·問 4月7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〒180-8777施設課☎
60-1865へ

高
齢
者
支
援
課

①一般事務
1名
②生活支援コー
ディネーター
1名

①介護認定審査会の資料作成など
（データ入力・整理・発送・電話対応
など）／ PC／ 市民雇用創出事業 ②地域
住民、団体の活動支援、業務記録の
事務など／介護支援専門員または
社会福祉士

6月1日～／週5日（月～
金曜）午前9時～午後5
時／月額①21万400円
②30万200円／交

書類審査、
面接：
4月21日（金）

申·問 4月10日（月・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高齢者
支援課①☎60-1866②☎60-1846へ
高齢者訪問調査
2名

ひとり暮らし高齢者調査未回収者
を個別訪問／高齢者の訪問相談・支
援業務経験者（ヘルパー、介護支援
専門員など）／PC

5月15日～8月31日／
週5日（月～金曜）午前
9時～午後5時／時給
1220円／交

書類審査、
面接：
4月25日（火）

申·問 4月14日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付)、資格証の写しを郵送または直接
〒180-8777高齢者支援課☎60-1940へ

教
育
企
画
課

学校事務
若干名

接客、会計、文書管理など一般
事務／PC／ 市民雇用創出事業

5月1日～／週5日（月～金曜）午前7時
～午後5時10分の7時間／市立小・中学
校／月額21万400円／交

面接：
4月18日（火）
午後

申·問 4月11日（火・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教育企
画課☎60-1894へ

指
導
課

一般事務
1名

一般事務／PC／データ作成
のできる方／ 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／月額21万400円／交

書類審査、
面接：
4月21日（金）

申·問 4月14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〒180-8777指導課
☎60-1241へ

2時間まで 1000円
4時間まで 2000円
6時間まで 3000円
8時間まで 4000円
給食代 300円
新規登録料
（登録時のみ） 500円

子
ど
も
育
成
課

保育士　
①週休
1名
②弾力化
1名

保育業務／保育士資格 5月1日～／週5日（月～金曜）／①午前8時30
分～午後4時30分②午前9時～午後5時の7時
間※多少前後あり／①境南保育園②吉祥寺保
育園／①②月額22万5300円／交

書類審査、
面接：
4月14日（金）

申·問 4月7日（金・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

■�ひとり親家庭住宅費助成の
　新規申請
　市内に6カ月以上
居住し、20歳未満の
子どもを養育して
いるひとり親家庭
の父・母・養育者で、民間の住宅を
借りて家賃を支払っている方（所
得制限あり）／助成：上限月額1万
円／4月からDV被害により保護
命令を受けている方も対象／

■�平成29年度就学援助費
　受給申請を受け付けます
　国公立小・中
学校に在学する
児童生徒の市内
在住の保護者
で、教育費の負
担が経済的に困難な方に学用品費
などを援助します／申·問 4月6日
（木）〜5月2日（火）に申請用紙（市
立小・中学校は学校で配布、都立・
国立在学者は市ホームページから
印刷可）に必要書類を添えて直接
または郵送で〒180-8777教育支援
課☎60-1900へ。

申·問 賃貸借契約書、ひとり親家
庭を証明する書類（児童扶養手当
証書など）、本人名義の普通預金通
帳、認印を持って直接子ども家庭
支援センター☎60-1963へ（市政
センター不可）。

■�「旧山﨑邸活用事業」
　子育てひろばの運営団体を募集
　故・山﨑倫子氏（名誉市民）から
遺贈を受けた山﨑邸（吉祥寺北町
4-1-13）の2階部分に、旧山﨑邸活
用検討委員会による報告（報告書
は、市ホームページ参照）に基づ
き、地域で親子の交流などを促進
するための子育てひろばを設置し
ます／問 福祉公社☎23-1165、高
齢者支援課☎60-1940

■�生涯学習・子ども対象事業を
　支援します
　①市の魅力を高める生涯学習事
業②主に市内に在住・在学の19歳
以下の子どもを対象とした文化・

■音楽療法受講者募集
　5月〜平成30年3月／月・土曜い
ずれかの午後約45分／障害者福
祉センター／市内在住で愛の手帳
を持つ小学生／若干名／音楽を楽
しみながら、コミュニケーション
能力など発達全般を促す活動（小
グループ制）／音楽療法士／無料
／面接：4月8日（土）午後、予備日
10日（月）／申·問 4月7日午後4時
までに申請書（同センターで配布）
を直接同センター☎55-3825へ。

■�帰国・外国人教育相談室学生ボラ
ンティア・言語サポーター募集

◎学生ボラン
ティア：毎週
水 曜（午 後 3
時30分〜5時
45分の可能
な時間）。同相談室。帰国・外国籍・
国際結婚家庭の子どもたちの学習
支援事業「すてっぷルーム」におけ
るサポート、子ども同士の交流な
どの支援を行う大学生・大学院生
（外国語不要）。1回1000円程度。
◎言語サポーター：市立小・中学校
に転入学した子どもへの通訳・翻
訳のサポート。学校訪問し、ネパー
ル語、タガログ語、ベトナム語など
の通訳ができ、1回4時間・20回程
度活動できる方。1回4000円／
【共通】謝礼には交通費など含む／
申·問 同相談室☎・FAX54-8626

■中高生世代広場運営メンバー募集
　5月〜平成30年3月／月1回程
度／市内在住・在学の中学生・高校
生／中高生に関する事業など、市
の施策に関連するワークショップ
やイベントを大学生、市職員と企
画・運営／申·問 4月17日までに児
童青少年課☎60-1853へ。市ホー
ムページから申込可。

■�文化振興基本方針策定委員会
　委員の募集
　よりよいまちづくりのため、市
の文化振興の方向性について協議
します／任期：6月〜平成30年8月
（予定）／市内在住・在勤・在学の6
月1日現在18歳以上の方／2名／
月1回程度／報酬：日額1万2000

■�4月から一時保育利用料と
　予約開始日を変更します
　変更する保
育園：南、桜
堤、境南第2、
北町、精華第
二保育園／予
約開始日：利
用日の前月5
日から（土・日曜、祝日は翌開所日）
＊精華第二は1日から／申 電話で
各保育園へ／問 子ども育成課☎
60-1854

■�「季刊むさしの」春号ができました
　特集は、「見に行こう！新しいクリーンセンター」「平
成29年度予算案」です。市役所、各市政センター・図書
館・コミセンなどの市内の公共施設や金融機関、病院、
理美容室などで無料配布しています／問 秘書広報課
☎60-1804

■�学校施設整備基本計画中間のま
とめに関する意見を募集
　学校施設の現状と課題を整理
し、今後の整備の具体的事項を定
める学校施設整備基本計画につい
て、中間のまとめを作成しました
ので意見を募集します／配布：4月
1日（土）から教育企画課、各市政セ
ンター・図書館。市ホームページに
掲載／意見の提出：4月21日（金・
必着）までに、郵送・ファクス・E
メール（氏名、住所、連絡先も明記）
で〒180-8777教育企画課、FAX51-
9260、sec-kyouiku@city.musa�
shino.lg.jpへ／提出意見は原則公
開／問 同課☎60-1895

スポーツ・体験活動事業にかかる
経費を補助します／主に市内で活
動し、構成員の半数以上が市内在
住・在勤・在学の団体／補助金額：
最大50万円／選考：書類審査、プ
レゼンテーション／詳細は募集要
項（生涯学習スポーツ課で配布、市
ホームページから印刷可。申請書
付き）参照／申·問 4月28日（必着）
までに上記申請書に必要書類を添
えて郵送または直接〒180-8777同
課☎60-1902へ。

円／氏名などを市報、市ホーム
ページなどで公表／選考：作文審
査／申·問 4月21日（必着）までに
作文「武蔵野市が文化的なまちで
あるために市民や行政が取り組む
べきこと」（800字以内。3頁の申込
要領参照し、性別、生年月日、在勤・
在学は勤務先・学校名も明記）を郵
送・ファクス・Eメールまたは直接
〒180-8777市民活動推進課☎60-
1830、FAX51-2000、sec-katsu�
dou@city.musashino.lg.jpへ。
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子
ど
も

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

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

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

●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206　

子 育 て
施 設

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

4 月 の 相 談 ご と（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制　健康相談は、13頁に掲載

相 談 名 日 時 相談場所 問

高
齢
者

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

認知症相談＊来所相談
（電話相談はありません）

5日（水）� 予 10時〜正午、
1時〜3時

高齢者総合センター 高齢者支援課
☎60-184613日（木）� 予 高齢者支援課

19日（水）� 予 桜堤ケアハウス
総合相談� 来所�予 月〜金曜 9時〜5時 福祉公社☎23-1165

（電話相談は随時）法律相談� 予 第4水曜 1時〜4時

子
ど
も・女
性

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

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

発達に関する相談� 予 月〜金曜 9時〜5時 ハビット☎55-8510
ひとり親家庭相談 月〜金曜 9時〜5時 ひとり親支援担当☎60-1850

女性総合相談
（電話相談も可）� 予

第1土曜 1時〜3時50分
男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 9時〜11時50分
第3月曜 夜7時〜8時50分
第4火曜 1時〜3時50分

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火〜土曜 9時〜5時

国際交流協会☎56-2922
中国語 水・金・土曜 10時〜4時

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

外国人・法律・心理相談� 予 第4土曜 1時〜4時

そ
の
他

ボランティア相談 月〜土曜 9時〜5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援� 予 水曜 10時〜4時 生活経済課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月〜金曜 9時〜5時 商工会議所☎22-3631
野外活動相談 17日を除く毎日 9時〜5時 野外活動センター☎54-4540

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

一般相談（市政に対する意見など）月〜金曜 9時〜5時 市民活動推進課
☎�60-1921（予約専用）
問�60-1829
★事前受付分は2週間前か
ら予約開始。当日受付分は
午前8時30分から市役所
西棟7階窓口で、9時から
電話で受付
○予約は前日まで
◎当日、市役所1階ロビーへ

法律相談★� 予 月･水･金曜 10時〜4時
人権相談○� 予 13日（木） 1時〜4時行政相談� 予 13日（木）
交通事故相談� 予 6日・20日（木）1時〜3時30分
税務相談� 予 水曜 1時30分〜4時30分年金・社会保険・労務相談� ◎ 17日（月）�

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 18日（火） 10時〜4時

住宅改造相談 月〜金曜 9時〜5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談� 予 28日（金） 1時〜4時 保健センター 障害者福祉課
☎60-1904

く
ら
し

消費生活相談 月〜金曜 9時〜4時 消費生活センター☎21-2971
生活困窮に関する相談 月〜金曜 8時30分〜5時 生活福祉課☎60-1254
住まいなんでも相談室
（空き家・耐震化・不動産・マンション）�予木曜

9時〜正午
1時〜4時 住宅対策課☎60-1905

高齢者等入居支援相談�予木曜 2時〜4時

こ
こ
ろ
の
健
康

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

こころの
健康相談

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

第2・4土曜10時〜正午、1時〜4時
心の医療相談� 予

お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-2334アルコール相談� 予

思春期相談� 予

子 ど も 講師の方などの敬称略

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

コミセン 日程
本宿＊1 4/3・17(月)
吉祥寺南町＊2 4/7・21(金)
吉祥寺西 4/25(火)
吉祥寺北＊3 4/8(土)・28(金)
けやき 4/6(木)
中町集会所＊4 4/14(金)・24(月)
西久保＊5 4/3・24(月)
緑町 4/27(木)
八幡町＊6 4/1(土)・19(水)
関前 4/26(水)
西部＊7 4/11・25(火)
境南 4/5(水)

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

コミセン

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歳になった子も対象
事業名 日程・対象・内容 申 託児

初めての
利用者説明会

吉祥寺：①4月8日（土）②25日（火）
はらっぱ：①4月3日（月）②12日（水）
①午前10時15分〜10時45分②午後2時〜2時30分（①②同内容）／0〜3
歳児の親／初めて0123を利用する方／お子さんの名前と住所が確認で
きるもの持参

− −

親子で楽しむ
音楽とおはなし
のコンサート

吉祥寺：4月12日（水）午前11時〜11時40分／0〜3歳児と親、地域の方／
出演：こんぺいとう − −

0123はらっぱ
まつり

はらっぱ：5月5日（祝）午前10時〜午後3時／どなたでも／親子で乗ろう
ミニSL午前10時〜正午（午前中受付11時45分まで）・午後1時〜3時、雨天
中止。いちにちどうぶつむら午前10時〜正午・午後1時〜3時、雨天中止。
一緒に楽しく手を動かしましょう。歌「Let�it�go」ほか午前11時〜11時45
分、出演：手話パフォーマンスきいろぐみ。人形劇午後2時〜2時30分、わ
くわくプレイランド、武将になって写真を撮ろう、手形のカードを作ろう
など／授乳室・食事室あり（販売なし）／駐車場なし

− −

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：ハンペルマンをつくろう／4月11日（火）〜15日（土）／期間中
いつでも（受付午後3時30分まで）／ひもを引っ張ると手足がバタバタ動
く人形作り／持ち物：なし

− −

＊�この日以外でもご案内します

おはなしひろ
ば

4/5・12・19・26（水）／午前11時30分〜45分／乳幼児と保護者／絵本のよみきか
せ、てあそびほか

トランポリン
の日 4/6・13・20・27（木）／午前11時30分〜正午／乳幼児と保護者
ちびっこラン
ドオー

4/7（金）午前10時30分〜11時30分／1歳未満と保護者／わらべうたでスキン
シップ、おしゃべりタイム

卓球教室 4/12（水）午後3時〜4時／小・中学生／指導：スポーツ指導員
ちびっこラン
ドワン 4/14（金）午前10時30分〜11時30分／1歳と保護者／身体を動かして遊ぼう
おはなし玉手
箱

4/17（月）午後3時30分〜4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素話「おおかみと七
ひきのこやぎ」ほか／語り：メルヘンの会

ゆう・遊・グー
の日

4/18（火）午前10時30分〜11時30分／乳幼児と保護者／スタンプでこいのぼり
をつくろう

ちびっこラン
ドニャン・3

4/21（金）午前10時・11時／各45分／2・3歳と保護者／各17名（市内在住者優先
し申込順）／親子でリトミック／荻原めぐみ（天野式リトミック講師）／申�4/20午
後5時までに電話または直接

リフレッシュ
タイム

4/25（火）午前10時30分〜11時30分／子育て中の保護者（子連れ可）／20名（市
内在住者優先し申込順）／ピラティス／三井直美（健康運動実践指導士）／申�4/24
午後5時までに電話または直接

平成29年度
地域クラブ員
募集

ヨガサークル：5月からの月曜（8月を除く月2回
程度）／35名（申込順・子連れ可）／指導：スト
レッチヨガの会／年会費4800円

市内在住の成人／2サークル加入
年会費5200円／申�4/10・11午
前10時〜午後4時に、年会費を添
えて本人が直接同館へ／おつり
不可

はなまるフレンズ：8月を除く月1回／12名（申
込順・子連れ不可）／調理実習・手工芸など／年
会費800円、ほかに実費徴収あり

さくらんぼぐ
み募集

火曜日コース5/16〜／木曜日コース5/18〜／年16回程度／午前10時〜10時45
分／市内在住の平成26年4月2日〜27年4月1日生と保護者（通年参加）／各25名
（超えた場合抽選）／簡単な工作や体育遊びなど／年間300円（教材費、初回払い）
／申�4/15（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、希望コース、対象児氏
名・性別・生年月日、一緒に参加する弟妹氏名〈ふりがな〉・生年月日、保護者氏名〈ふ
りがな〉も明記）で〒180-0021同館へ

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

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

■大野田公園プレーパーク
　〜公園で遊ぼう
　4月14日・21日・28日、5月12日・
19日・26日、6月2日・9日・16日・23
日・30日／各金曜／午前11時〜午
後5時（片付け次第終了）／雨天実
施／大野田公園（吉祥寺北町4-11）
／乳幼児〜小・中・高校生／子ども
たちが自由に思い思いに遊ぶプ
レーパーク／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）、児童青少年課☎60-1853

■�親と子の広場「リトミックで親子
のスキンシップを深めましょう」
　5月12日〜6月2日の毎週金曜
（全4回）／午前10時〜11時30分／
市民会館／市内在住で5月12日現

在1歳6カ月〜2歳6カ月児と親（全
回参加）／16組（初参加者優先し超
えた場合抽選）／安藤朋子（リト
ミック研究センター認定講師）／
無料／申·問 4月15日（必着）まで
に往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、子の氏名〈ふりがな〉・生年月日・
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。

■ふたご・みつごのつどい
　4月20日（木）午前10時〜11時
30分／市役所412会議室／ふた
ご、みつごと家族のためのつどい。
情報交換をして楽しく過ごしま
しょう。プレママ、先輩ママの参加
歓迎。時間内の出入り自由／申 当
日、直接会場へ／問 0123吉祥寺
☎20-3210



MUSASHINO CITY 7平成29年4月1日号No.2059

子
ど
も
／
講
座
・
講
習
／
イ
ベ
ン
ト

保育園 申 4月3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

境南保育園
一緒にあそぼう
（園庭あそび） 4/18(火) 午前9時45分～10時45分 0歳～ ◎
1歳のひろば 4/20（木）午前10時～11時 1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
境南保育園 4/13(木) 午前10時～11時 ◎ ◎
境保育園 4/14(金) 午前10時～11時 ◎ ◎

講 座・講 習 文中の敬称略

講座名（講師） 日程・定員・持ち物 連絡先
謡曲観世流（大倉征
俊観世流）

6月～10月の第1・3火曜／15名／白足袋または白ソックス、扇、筆
記用具

齋藤
☎55-7456

剪画直平剪画道場
切り絵（小沢直平）

６月～10月の第1・3木曜／20名／メモ用紙、シャープペンシル
（0.4ミリHB）

小沢
☎090-180 
4-8532

はじめてのパステル
画（瀬川洋文）

6/10、7/1・29、8/5、9/9・30、10/14・28、11/11・18の各土曜
／15名／パステル（24色程度）、パステル用紙、鉛筆（HB、B）、練り
消しゴム、デジカメなど

瀬川
☎090-323 
4-5559

【共通】午後1時～3時／松露庵／市内在住・在勤・在学の18歳以上の初心者（高校生除く）／申込順
／実費負担1000円あり／共催：市教育委員会／申·問  4月21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、講座名も明記）で〒180-8777芸文協「芸文講座」係☎60-1856（火・金曜午
前9時～午後4時 生涯学習スポーツ課内）へ。

講習会・定員 クラス 日時 会場

手話講習会
各30名

初級（初めて学ぶ方）
5月18日～平成30年2月22日
の木曜（8月を除く。全28回）／
昼：午前9時45分～11時45分、
夜：午後7時～9時

スイング
スカイルーム

中級（初級修了者または同程度の方）
上級（中級修了者または同程度の方
で市手話通訳者、通訳ボランティア
を目指す方）
通訳養成クラス（上級修了者で市手
話通訳者を目指す試験合格者）
試験：4月8日（土）午後1時／市民社
協会議室

5月20日～30年3月3日の土曜
（全22回）／午前10時～正午 市民社協

点訳講習会
10名 入門（日本語基礎編） 5月19日～7月21日の金曜（全

10回）／午前10時～正午
武蔵野プレイス
スペースA

ミンジー

イベ ン ト

場所 農業ふれあい公園（関前5-18）
講習
期間

5月1日～11月30日（7カ月）
初回5月14日（日）

募集
人数

市内在住の20世帯（家族単位。超えた場
合抽選）

講習
内容

月1・2回程度（原則日曜）共同作業によ
る耕作。そのほか月2回程度の自由参加
による共同中間管理作業（自由に栽培す
ることはできません）

申込
無効

既に受講した方／同一世帯で複数通・他
人名義／事実に相違した内容／申込期
限を過ぎた場合

費用
土地使用料3500円（5月に一括納付）
そのほか種と苗代、肥料などは共同購入
による実費負担あり

使用
取消

事業への不参加・係員の指示に従わない
／使用料の未納

「コンピュータウィルスに感染」の
偽警告に注意!!

消費生活センター
相談の窓口から

　最近、パソコンでインタ－ネット閲覧中、突然画面に「ウィルスを検出した」と表示
されるケースが増えています。次のような相談が入っています。
・突然大音量の警告音が鳴りだし止まらない
・ウィルス表示の画面が閉じない
・連絡したら、片言の日本語を話すオペレーターが出てサポート契約をしてしまった
・遠隔操作でセキュリティソフトを入れられ、クレジット決済してしまった
　ウィルスに感染したのではなく、特定のURLにアクセスしたときに表示されるよ
うに設定されていると思われます。不安をあおって連絡させ不要な契約をさせる手
口です。連絡はせず、慌てずにウェブサイトを閉じましょう。サイトが閉じられない
場合は新たに別ウィンドウを開き、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のサイト
を参照してください。
http://www.ipa.go.jp/files/000050806.pdf
　「指示されて何かインストールしてしまった」「料金を請求された」など不安な場合
は消費生活センターにご相談ください。
　消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。
相談専用電話は☎21-2971／相談時間：平日午前9時～午後4時。市内在住・在勤・在
学の方が対象／相談無料 問  消費生活センター☎21-2972

官公署だより
■消防関係施設一般公開
　4月21日（金）午前10時～午後4時／
日本消防検定協会、消防大学校・消防
研究センター、消防防災科学センター
（調布市深大寺東町4-35-16）／消防機
器の展示、実演・体験、研究施設公開、
研究内容の展示・実演など／無料／申  
当日、直接会場へ／問 同協会☎44-
7471、同大学☎44-8331、同センター
☎49-1113
■都子育て支援員研修（第1期）の
　受講者募集
　保育や子育て支援分野の各事業に従
事する子育て支援員の養成研修（地域
保育・地域子育て支援・放課後児童・社
会的養護コース）。詳細は募集要項（4月

7日から子ども政策課で配布）または都
福祉保健財団ホームページ、都ホーム
ページ参照／申·問 4月25日までに指定
の申込書を書留で同財団人材養成部福
祉人材養成室子育て支援員担当☎03-
3344-8533（〒163-0719新宿区西新宿
2-7-1小田急第一生命ビル19階）へ。
■武蔵野年金事務所からのお知らせ
　8月1日から老齢年金の受給資格期
間が10年に短縮されます。対象となる
方に3月から順次請求書を送付して、
事前申請受付を開始しています。年金
相談・手続きは予約の上お越しくださ
い／予約：年金ダイヤル☎0570-05-
1165、同事務所予約専用☎56-2445／
問 同事務所☎56-1411

■農業ふれあい公園　キッズ野菜栽培体験教室
　4月30日（日）、5月7日・21日（日）、6月4日・18日
（日）、7月2日（日）・17日（祝）・23日（日）／全8回／
午前10時～正午／同公園（関前5-18）／市内在
住・在学の小学3～6年生で全日程参加できる方
／20名（超えた場合抽選）／野菜の栽培・収穫作
業・収穫野菜でカレー作り／5000円（教材費・保
険代含む）／軍手、タオル、レジ袋3枚程度、水筒／帽子、汚れてもよい長そ
で・長ズボン、靴（長靴）など／申·問 4月14日（必着）までに往復ハガキ（3頁
の申込要領参照し、性別、年齢、学校名・学年、保護者氏名〈ふりがな〉、E
メールアドレスも明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ。

■市民芸術文化講座「初心者のために」

■手話・点訳ボランティア講習会
　市内在住・在勤・在学の高校生以上の方／定員を
超えた場合抽選（中級･上級は前年度の初級･中級
修了者優先）／テキスト代実費／主催：武蔵野市／
申·問 通訳養成は4月4日（必着）、そのほかは4月19
日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、FAX番号、講習会名〈手話初～上級は級・昼夜の別〉、修了クラス・年
度、学習経験歴、手話サークル所属者は会名、在勤・在学者は勤務先・学校
名〈所在地・電話番号〉も明記）で市民社協・ボランティアセンター武蔵野
講習会担当☎23-1170、FAX23-1180へ。各開講1週間前までに受講可
否を連絡。

■ 農業ふれあい公園 「共同栽培体
験」の参加者を募集

　専門スタッフの
指導のもと、同公園
共同作業による農
業体験事業を実施。
狭い区画ではでき
ないサツマイモ、サトイモ、落花生
などの植え付け、中間管理、収穫な
どを体験。初心者可／申·問 4月14
日（必着）までにハガキ（3頁の申
込要領参照し、Eメールアドレス、
世帯・参加者全員の氏名、年齢も明
記）で〒180-8777緑のまち推進課
☎60-1863へ。

■ ゆっくり、のんびり、棚田体験！親子
棚田体験（田植え）とおいしいごはん

　5月13日（土）～14日（日）1泊2日
／友好都市・新潟県長岡市小国町
／貸切バス使用／校舎を改築した
宿（男女別相部屋）／市内在住・在
勤・在学・在園で3歳～18歳の方と
保護者（保護者在勤も可）／35名
（超えた場合初参加者優先し抽選）

■飼い主のいない猫の譲渡会
　4月16日（日）午後1時～3時／
小雨実施／井の頭公園野外ステー
ジ周辺／生涯飼える方（引き渡し
は後日）／猫に関する相談会開催
／申 当日、直接会場へ／問 むさし
の地域猫の会☎070-6960-2828、
環境政策課☎60-1842

■民生委員・児童委員PRイベント
　4月15日（土）午前11
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）／パネル展
示、子ども向けコーナー（塗り絵、
輪投げ）、ミンジーとの記念撮影な
ど／問 地域支援課☎60-1941

／添乗員無し／おいしい米を作る
ために重要な水や自然の大切さを
学び、家族で農業体験。地元の山菜
を使った郷土料理、周辺ハイキング
（3時間程度）、山菜摘みなど／秋に
収穫した米進呈／9月に稲刈り実
施予定（市報8月1日号で募集予定）
／高校生以上8300円、4歳～中学
生7400円（保険料・宿泊費含む）、3
歳300円（食事なし）／申·問 4月14
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㈱京王観光・福田宛FAX042-
484-1321（〒182-0024調布市布田
3-1-7池田ビル5階）へ／問 同社☎
042-484-2881、児童青少年課☎
60-1853
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野球場
テニスコート

緑町コミセン

市役所 総合体育館

新施設

旧施設

※ 屋上は通常、開放していません。見学ご希望の方はクリー
ンセンターまでお問い合わせください。

　武蔵野クリーンセンターは、皆さんの家から出る燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、有害ごみを受け
入れている市内唯一のごみ処理施設です。昭和59年に稼働を開始した旧クリーンセンターは、機械の耐用
年数などの状況から、昨年12月にその役目を終えました。周辺住民の方々のご理解とご協力をいただき、旧
クリーンセンターの東隣に新クリーンセンターの建設が進められ、昨年秋に工場部分が完成し、昨年12月
よりごみを投入しての試運転焼却を行ってきました。そして、いよいよ4月1日から本格稼働となります。新
しいクリーンセンターは、安全性をさらに高めた最新鋭の焼却・排ガス処理施設とごみ発電設備の導入など
周辺公共施設のエネルギー供給拠点としての機能も兼ね備えています。また、中央通り沿いの広場を開放
し、自由に見学できる見学者コースを整備するなど、市民の皆さんに開かれたオープンなごみ処理施設にな
りました。

●建　　設　　地 緑町3-1-5（旧クリーンセンター敷地内東側）
●コ ン セ プ ト  周辺の方々をはじめ、市民にとって誇りとなる施設を目

指し4つのコンセプトを掲げて建設を進めてきました。
 ・環境の保全に配慮した安全・安心な施設づくり
 ・災害に強い施設づくり
 ・景観および建築デザインなどに配慮した施設づくり
 ・開かれた施設づくり
●整備・運営事業者  新施設の設計、施工から完成後20年間の運営を一括発注

するDBO（デザイン・ビルド・オペレート）方式を採用し
決定

●煙突
既存煙突を耐震補
強し再利用してい
ます。外装デザイン
は新工場のデザイ
ンに合わせて更新
しました。旧施設で
は、蒸気を使って排
ガスを温めて煙を
見えなくする白煙防止装置を設置していました
が、新施設では、蒸気をより発電に使用するため、
白煙を出す実験・住民アンケートも経て、白煙防止
装置を設置しないことにしました。寒い冬の日は煙
突から白い煙（水蒸気）が見えるようになります。

新・クリーンセンター新・クリーンセンターが本格稼働が本格稼働

施設の特徴

●外装デザイン
高さを15mに抑えられた整形の建物は、全壁
面が武蔵野の雑木林をイメージしたテラコッ
タルーバー（格子状に配列する素焼きの外装
材）と緑化によりやわらかく包み込まれてい
ます。

●屋上
屋上には太陽光発
電パネルを設置し
ました。また、生ご
み堆肥を用いた菜
園、ペットボトル
キャップなどの廃
材や埋土種子（発芽
力を保持したまま
休眠状態にある種子）を用いた草地を整備しまし
た。草地のデザインは、市内の小学生を対象に開催
したデザインワークショップで出された意見を基
にし、クリーンセンターにごみとして搬入された
鍋や植木鉢で昆虫や小鳥のすみかも作りました。
菜園や草地を活用した観察会・ワークショップの
開催も予定しています。

●屋外デッキ
2階の南側と北側に屋外デッ
キがあります。南側デッキか
らは桜並木と市役所を、北側
デッキからは隣接する野球場
を見渡すことができます。

●施設概要
　敷地面積：約1万7000m2　　延べ面積：約8900m2

　建物高さ：約15m（地上3階地下2階）
　煙突高さ：59m（既存煙突再利用、内筒のみ更新）
　発電能力：約1万5000MWh／年
　処理能力：120t／日（ストーカ式焼却炉2炉）
　　　　　　不燃・粗大ごみ処理施設　10t／5時間
　建　　設： 荏原環境プラント（株）・鹿島建設（株）
　運　　営： 平成29年4月～49年3月　（株）むさしのEサービス（20年間包括委

託特別目的会社　出資： 荏原環境プラント〈株〉）
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この特集に関するお問い合わせは、クリーンセンター☎54-1221へ

工事着手　平成26年5月 地下工事　27年1月～ 地上工事　27年8月～プラント工事　27年7月～

施設・周辺整備協議会など市民参加で議論

陸上競技場

電気供給 蒸気供給

総合体育館

第四中
プール

緑町コミセン

市役所

野球場
テニス
コート

武蔵野
クリーンセンター

プール

● ごみ発電設備（蒸気タービン発電機）
ごみは焼却炉で約1000度の高温で燃やさ
れます。この熱を利用してボイラで高温・高
圧蒸気を発生させ、ごみ発電設備（蒸気ター
ビン発電機）へ送られ発電します。最大発電
能力は1時間当たり2650kw（一般家庭
6000世帯分相当）です。

●ガス・コージェネレーション
都市ガスから電気と蒸気を生み出す設備で
す。焼却炉のメンテナンス中や夏場の電力
不足のとき、ごみ発電設備の補助装置とし
て稼働させるほか、災害時にも供給できる
中圧ガス管からガス供給を受けて稼働する
ことができます。最大発電能力は1時間当
たり1500kwです。

エネルギー供給・災害に強いエネルギー供給・災害に強い
施設づくり施設づくり

平成20年 長期計画・廃棄物処理基本計画に建て替えを位置づけ

平成21年 市民参加のまちづくり検討委員会の提言を受け、整備用地を決定

平成23年 基本計画策定委員会で施設の基本仕様を提言
第一期施設・周辺整備協議会で新施設が備えるべき機能などを提言

平成25年 第二期施設・周辺整備協議会で建築デザインや配置・動線などを提言
整備運営事業者決定

平成26年 新クリーンセンター工事開始

平成28年 第三期施設・周辺整備協議会で今後の施設周辺整備のあり方を提言
新クリーンセンター工場完成・試運転開始、旧クリーンセンター火納め

平成29年 新クリーンセンター本格稼働

新・クリーンセンターができるまで

　旧施設ではごみを燃やした熱
で蒸気を作り、市役所や総合体
育館、第四中学校プールに送り、
給湯や冷暖房、温水プールの熱
源に活用していました。新施設
ではさらにごみ発電設備を導入
し、発電した電気をクリーンセ
ンターで利用するほか、市役所
や総合体育館、緑町コミセンに
も供給します。また、ガス・コー
ジェネレーション設備を導入
し、災害時においても焼却炉を
再稼働することができ、かつ災
害対策本部となる市役所などにエネルギーを供給することができます。

●地下のプラットホーム
建物の大きさを抑え、騒音や臭いに配
慮するためプラットホーム（収集車が
ごみを搬入する場所）を地下にしまし
た。出入口には、高速シャッターとエ
アカーテンで臭いを外に出さない工
夫をしています。可燃ごみピットの扉
は外観デザインと合わせ、ストライプ
にしました。

●焼却炉
旧施設には3つの焼却炉がありました
が、市民の皆さんのご協力によりごみ
の減量が進んだため、2つに減りまし
た。1日1炉60t、2炉で120tのごみを
焼却することができます。1日に約
100tの燃やすごみが搬入され、焼却
しています。全国で最も厳しいレベル
の排ガス自主規制値を定め、最新鋭の
プラント設備を導入し、規制値以下で運転します。

●コミュニティスペース
　（中央通り沿い）
プラットホームを地下化し、その上部
を誰でも自由に入ることのできる公
開空地、コミュニティスペースとしま
した。のぞき窓からプラットホームを
見ることができます。イベントも開催
できる市民の憩いの場です。

●見学者コース
誰でも自由に見学することができる
見学者コースが2階にあります。フロ
アを一周すると、ごみ処理の流れがわ
かります。大きなガラス窓の向こう側
にダイナミックな工場の機械を臨む
ことができます。
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２階フロアマップ
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（公開空地）

デジタルサイネージ
（環境モニタリング表示）

２階へ

ホール1

ホール3

★Pepperがクリーンセンターについて説明
＊ 本取り組みは、ソフトバンクロボティクス
株式会社が提供するPepperの法人モデル
「Pepper for Biz」を活用し、武蔵野市及び
（株）むさしのEサービスが独自に実施してい
ます。

可燃ごみピット

焼却炉室

不燃・粗大ごみ選別機

灰選別設備

エネルギーについて学ぶコーナー ホール2

中央制御室

　新しいクリーンセンターは、市民の皆さんに開かれた施設を目指しています。従来
の工場見学は、事前予約制で市職員が案内していましたが、多くの市民の皆さんに、
クリーンセンターをもっと身近な存在に感じていただけるよう、新しいクリーンセ
ンターは予約不要で、見学時間中どなたでも自由に見学できます。
　見学者コースではムーコンシェル（受付スタッフ）、映像モニター、案内解説タブ
レット（身分証明書提示により貸し出し）、Pepper★が皆さんの見学をサポートし
ます。お気軽にお越しください。

見学者コースの紹介

定期的にイベントを開催します定期的にイベントを開催します 桜まつりの日、見学者コースを開放します桜まつりの日、見学者コースを開放します
　多くの市民の皆さんに気軽に
クリーンセンターにいらしてい
ただけるよう、ごみや環境に関
する情報を発信し、環境にやさ
しいライフスタイルを提案する
イベントを定期的に開催してい
きます。お楽しみに。

　 4月2日（日）午前10時～午後3
時30分（4時閉館）
　 2 階 の見学者
コースを開放し
ます。自由にご
見学ください。

　見学時間　 午前10時～午後5時（土・日
曜、祝日、年末年始休み）

＊4月3日（月）から団体見学予約受付
＊ だれでもトイレ、授乳室、点字パンフ
レット（7月から）、筆談具あり

　見
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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 ◆

■ESD成蹊フォーラム2017
　「武蔵野の自然と成蹊の学び」
4月2日（日）午後1時〜3時／成
蹊大学6号館3階（吉祥寺北町
3-3-1）／「成蹊学園での環境教
育とESD活動報告」「武蔵野の
『地』の成り立ちを知る」／無料
／申 当日、直接会場へ／問 同学
園経営企画グループ☎37-3761
■まちぐるみ子育て応援事業
　「ローズカフェ」
4月5日（水）正午〜午後2時／テ
ンミリオンハウスそ〜らの家
（吉祥寺南町5-6-16）／乳幼児親
子、関心のある方／6組（申込順）
／本格的ボイストレーニングの
後、高齢者と歌おう／垣原睦恵
（そ〜らの家）／1000円（ランチ・
デザート代）／詳細はhttps：//
musashino.localinfo.jp/参照／
申·問  HBB（Happy and Boon 
Buddy）・古川☎090-6042-49 
17（午前9時〜）／問 hbb925@
nifty.com
■シルバー人材センター　会員
製作手芸品・小物の展示販売
第1・3木曜（4月6日・20日）午前
10時〜午後3時。雨天・強風時は
第2・4木曜／市役所正面玄関前
／問 同センター☎55-1231
■高齢者総合センター
　マッサージ
毎月第1・3木曜／受付午後0時
50分〜1時20分。順番抽選1時
20分、施術1時30分以降順次／
同センター和室／市内在住60歳
以上の方／30名（超えた場合抽
選）／施術者：市視覚障害者福祉
協会／無料／タオル持参／
申·問 同センター☎51-1975
■森の地図・スタンプラリー
4月8日（土）〜5月28日（日）／新

緑の武蔵野をめぐる楽しい散策
イベント。ラリーポイント16カ
所／無料（一部入園料などは自
己負担）／詳細はhttp://www.
musashino-cotswolds.jp 参 照
／問 武蔵野コッツウォルズ☎
32-0962
■�テンミリオンハウスくるみの木
「介護家族のひろば」
4月8日（土）午前10時〜11時30
分／20名（申込順）／一緒に在宅
介護を考えませんか／酒井陽子
（三鷹武蔵野社会福祉士会）／
申·問 くるみの木☎38-7552（中
町3-25-17）
■�お父さんお帰りなさいサロン
　「ぷらっと歩こう」
4月8日（土）午後2時〜4時／武
蔵野中央公園（八幡町2-4）／シ
ニア世代の男女／20名（申込順）
／ノルディックウオーキングの
体験／申·問 ボランティアセン
ター武蔵野☎ 23-1170、FAX 
23-1180、vcm@shakyou.or.jp
■老いじたく講座
4月13日（木）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
■武蔵境ぽっぽ公園開園イベント
4月16日（日）午前11時〜午後3
時／同公園（境南町4-3）／ミニ
新幹線の運転（受付2時30分ま
で）、こども駅長制服体験、新幹
線ペーパークラフトほか／申 当
日、直接会場へ／問 ㈱JR中央ラ
インモール☎042-316-4417
■テンミリオンハウス月見路
　見学会
4月17日（月）午前11時・午後2時
（各30分）／各10名（申込順）／日
常の様子を映像で紹介、利用方法
説明（各回同内容）／無料／
申·問 4月15日までに月見路☎
20-8398（吉祥寺北町1-11-7）へ。
■テンミリオンハウス花時計
◎アコーディオン演奏と歌声サ
ロン（童謡・唱歌・歌謡曲）：4月
20日（木）午後1時30分〜3時。
20名（申込順）。富永節子。無料。
◎世代間交流イベント「花時計

であそぼ」：4月29日（祝）午前10
時〜午後3時。昔遊び、金魚すく
い、綿菓子ほか（無料）。食事（か
やくご飯）、飲み物、手作り菓子
（有料）。当日、直接花時計へ／
申·問 花時計☎32-8323（境南町
2-25-3）
■国際交流協会（MIA）
◎外国人のための日本語コース
…木曜：5月11日〜7月13日。託
児：5名、600円。金曜：5月12日
〜7月14日。託児：10名、600円。
土曜：5月13日〜7月15日／【共
通】午前10時〜正午。同協会会議
室とラウンジ。日本語が母語で
ない初級〜中級者。各20名（申込
順）。6000円。申·問 4月20日ま
でに本人が直接同協会☎36-
4511 へ。http：//www.mia.
gr.jp/参照（8言語のチラシを掲
載）。◎ネパール語会話交流教室
〜はじめの一歩：5月13日〜7月
1日の毎週土曜（全8回）午前10
時〜正午。同協会会議室。18歳以
上でネパール語学習歴がない
方。20名（超えた場合、市民、同協
会会員の順で抽選。10名以上で
開催）。会話入門と文化紹介。シ
ルワル・パルティマ（ネパール出
身・同協会会員）。6000円（同協
会会員4000円）。申·問 5月2日
（必着）までに直接同協会または
往復ハガキ（年齢・職業・あればE
メールアドレス、会員は会員番
号も明記）で同協会☎36-4511
へ。http：//www.mia.gr.jp/ か
ら申込可。◎世界の人とふれあ
おうマケドニア編：5月13日
（土）午後2時〜4時。同協会会議
室。25名（申込順）。ゾリア・ペト
コスカ（マケドニア出身留学
生）。無料。申·問 5月11日までに
同協会☎ 36-4511 へ。http：//
www.mia.gr.jp/から申込可。
■市認定ヘルパー養成研修
5月15日（月）・16日（火）・17日
（水）／午前9時〜午後4時（ほか
に2時間程度の実習あり）／高齢
者総合センター研修室／資格不
要。終了後市認定ヘルパーとし
て働ける方（フォロー研修など
あり）／35名（超えた場合抽選）

／高齢者宅で家事援助（身体介
護なし）／無料／申·問  4月28日
（消印有効）までに研修申込書
（高齢者支援課、福祉公社で配
布）を直接または郵送でホーム
ヘルプセンター武蔵野☎23-
2611（〒 180-0001 吉祥寺北町
1-9-1）へ。

◆ スポーツ ◆

■アーチェリー教室
5月6日・20日、6月3日・17日の土
曜、午後0時15分〜3時／4月11
日、5月16日、6月13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 市アー
チェリー協会・須長☎37-4320
■楽しいウオーキング講座
5月10日〜6月7日の毎週水曜
（全5回）／午前9時30分〜午後0
時30分／市内在住の60歳以上
で2時間程度歩ける方／30名
（超えた場合抽選）／武蔵野八幡
宮、大宮八幡宮、杉並区立郷土博
物館、神代植物公園、国立天文台
など／交通費・入場料実費／
申·問 4月14日（必着）までに往
復ハガキ（生年月日、性別も明
記）または通常ハガキを持って
直接高齢者総合センター☎51-
1975（日曜除く）へ。
■初級テニス教室
5月11日〜7月20日の毎週木曜
（6月15日を除く全6回、予備4
回）／午後5時〜6時30分／庭球
場／市内在住・在勤・在学の高校
生以上／基礎クラス15名、ゲー
ムクラス25名／4200円（テニス
連盟会員3000円）／申·問 4月
15日までに往復ハガキ（希望ク
ラス、テニス歴も明記）でテニス
連盟・山口☎28-5085（夜間）（〒 
180-0001吉祥寺北町1-19-16）へ。
■火曜日夜間水泳教室
7月4日〜8月29日（7月18日、8
月15日を除く全7回）／午後7時
〜8時／第四中プール／市内在
住・在勤で18歳以上の方／20名
（超えた場合抽選）／3800円（保
険料など）／申 4月15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 ◆

■公益信託武蔵野老人教育基金
市内在住で60歳以上の高齢者教
育団体に助成金を支給／審査あ
り／申·問 4月21日までにみず
ほ信託銀行三鷹支店同基金窓口
☎43-9114（三鷹市下連雀3-35-
1）へ。
■�司法書士・土地家屋調査士に
よる登記相談会
4月20日（木）午前10時〜午後3
時／市役所ロビー／相続・遺言、
売買、贈与などの不動産登記に
関する相談など登記全般、空家
問題／無料／申 当日、直接会場
へ／問 東京司法書士会武蔵野支
部・勅使☎27-6761、東京土地家
屋調査士会武蔵野支部・三浦☎
33-9844
■北町高齢者センター調理室
　アルバイト募集
厨房の清掃、片付け／資格不問
／60歳くらいまでの方／5月1日
〜平成30年3月31日まで。更新
あり／土・日曜含む週2・3日程度
／午後0時30分〜5時／時給
1000円／交通費は規定による／
簡単な実技あり。面接日は追っ
て連絡／申·問 4月10日（月・必
着）までに市販の履歴書（写真貼
付）を直接同センター☎54-
5300（〒 180-0001 吉祥寺北町
4-1-16）へ。
■むさしのみたか市民テレビ局
ケーブルテレビデジタル11CH
1日〜11日〈わがまちジャーナ
ル〉1．武蔵野・三鷹くらしのIND
EX 匠　己の壁に立ち向かう山
本夫妻の挑戦！2．朗読の部屋　
太宰を読む　フォスフォレッセ
ンス。12日〜22日〈アンコール
ア ワ ー〉1．「TABLE  FOR 
TWO」って知っていますか2．
がんばる！三鷹スリーフォーク
ス。23日〜30日〈みんなのビデ
オ〉市民の皆様の投稿番組／
問 同テレビ局☎79-1434

スポーツ関連のお知らせ
○総合体育館「市民カード」の切り替え
　3月で中学校を卒業した方は子ども用カードから大人用カードへの切り替えが
必要です。満65歳以上の方は使用料が100円になるゴールドカードを発行します
／大人用カード希望者は住所（ゴールドは年齢も）が確認できる証明書（住民票、保
険証など）をお持ちください／有効期限切れのカードも上記の証明書で更新でき
ます／資格喪失は速やかにカードを返却ください／問 同館☎56-2200
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（5月）
　午前9時〜午後5時：20日（土）・26日（金）／午前9時〜午後6時：5日（祝）・7日
（日）・14日（日）〜19日（金）・21日・28日（日）／午後1時〜6時：3日・4日（祝）・6日・
13日・27日（土）／問 総合体育館☎56-2200

スポーツ

①直接体育協会で申し込み

陸上競技
小学5年生以上 4/30（日）午前9時 50円
陸上競技場／申 4月10日～14日／中学校単位は市陸上競技協会ホームページ
へ

②ハガキで申し込み（3頁の申込要項参照）

テニスシ
ングルス

男女A（16歳以上）、ベテラン男子（60歳以上） 5/14（日）
午前9時 1日10円男女B（16歳以上） 5/21（日）

男女B勝ち残り 5/28（日）
庭球場／予備日：6/4・11／ドロー配布：4/29～5/13／申 4月15日（消印有効）
までにハガキ（種目〈A：昨年大会Aクラスでベスト8以上か自己推薦およびBク
ラスでベスト4以上、B：それ以外〉、年齢、在勤者は勤務先も明記）で体育協会へ

山岳
16歳～69歳の登山のできる健康な方 5/14（日）午前6時 10円
三鷹駅北口東急ストア前出発～四尾連湖～蛾ヶ岳（山梨県市川三郷町）／標高
1279m／40名（超えた場合抽選）／申 4月21日（必着）までに往復ハガキ（性別、
年齢、生年月日、携帯電話番号も明記。連名での申込不可）で体育協会へ

ライフル
射撃

銃の所持許可を受けている方およびライフル射
撃協会会員 4/22（土）午前9時 SB5000円

AR2550円
埼玉県長瀞射撃場／申 4月21日（必着）までにハガキ（年齢も明記）で〒180-0002
吉祥寺東町2-33-8則松映二へ

③観覧のみ（当日、直接会場へ）
合気道 5/5（祝） 午後2時 合気道月窓寺道場 無料

①親子野あそびクラブ〜磯遊びをしよう
5月13日（土）／午前7時30分三鷹駅北口出発・午後5時30分解散／神奈川県横須賀市観音
崎／市内在住・在学の小学生と保護者／45名／最少催行15名／磯の潮だまりで海の生き
もの観察／大人4800円、子ども2800円
②アウトドアカレッジ③〜プロジェクトアドベンチャーとキャンプ技術
5月20日（土）午前7時三鷹駅北口出発～21日（日）午後5時解散／自然の村宿泊（テント
泊）／サポートスタッフ登録者または興味ある18歳以上の方（高校生不可）／20名／最少
催行6名／指導：国際自然大学校／登録者5000円、一般9000円
③スニーカーで出かけよう・春〜モグラ駅と谷川岳と足湯と
5月14日（日）／群馬県谷川岳旧道／絶景を楽しみながら安全に楽しむハイキング。初級者
向け。累積標高約290ｍ、歩行約7km・3時間
④筑波山登山
5月28日（日）／茨城県つくば市／関東平野を一望できる名峰登山へ。初級者向け。累積標
高約443ｍ、歩行約5.2km・3時間30分
【③④共通】午前7時三鷹駅北口出発・午後6時解散／市内在住・在勤・在学の中学生以上の
方／40名／最少催行13名／4700円／【①〜④共通】雨天実施／定員を超えた場合抽選／
貸切バス使用（添乗員同行）／昼食持参（アウトドアカレッジ③は20日のみ）／申·問 4月
14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、在勤・
在学者は勤務先・学校名も明記。親子野あそびクラブは子どもの学校名・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/

　市内在住・在勤・在学の方／問 体育協会☎55-4119（午前9時〜午後6時
〈土・日曜5時〉）

■市民体育大会

■�平成29年度市民スポーツデー
　（市立小学校の校庭と体育館の開放）
　7・8月、平成30年3月を除く第3日曜に実
施。開催小学校は毎月の市報1日号、市ホー
ムページでご確認ください／4月16日（日）
午後1時〜5時は全市立小学校で開催／
問 生涯学習スポーツ課☎60-1903
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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）
＊敬称略　◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団 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
「ハーゲン弦楽四重奏団」「武蔵野『七夕』寄席」「アンサンブル・ルシリン」
「ファン・ホセ・モサリーニ楽団」 4月8日（土）
＊…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、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

施設 部屋・場所 設備 現行 新料金
市民文化会館 練習室・リハーサル室 ピアノ

無料
500円／１区分

吉祥寺美術館 音楽室 ピアノ 500円／１区分
公会堂 駐車場 400円／１時間

❶大人向け（中学生を除く15歳以上）
教室名 日程（※は休講） 回数 時間 定員 参加料

エレガンスストレッチ 5/8～7/10（月）※5/15 各9回 正午～午後1時15分 40名 3000円
やさしいヨーガ 午後1時45分～3時 40名 3000円
はじめてエアロビクス◎ 5/12～6/23（金） 7回 午前10時～11時15分 20名 2800円
太極拳 5/12～9/1（金）※8/11 16回 午後7時～9時 40名 5800円
はじめての卓球 5/22～7/3（月） 7回 午後7時30分～9時 10名 4500円
❷幼児向け

教室名 対象 日程（※は休講） 回数 時間 定員 参加料

幼児運動
平成23年4月2日
～26年4月1日生
＊…幼児水泳はオ
ムツが外れて
いること

5/10～6/28（水）8回 午後3時30分～
4時15分 30名 4000円

幼児器械運動 5/13～7/8（土）
※5/27 8回 午前10時45～

11時45分 30名 4000円

幼児水泳
金曜日

① 5/12～7/14（金）
※6/16 9回 午後3時～3時50分 各

20名 各
4500円

② 午後4時～4時50分
幼児水泳
水曜日

5/10～7/12（水）
※6/14 9回 午後3時～3時50分 20名

幼児
サッカー

■

① 24年4月2日～25年4月1日生 5/12～6/30（金）8回
午後3時～3時50分 各

25名
各

4500円② 23年4月2日～24年4月1日生 午後4時～4時50分

❸親子向け
教室名 対象 日程 回数 時間 定員 参加料

親子でボール遊び
■…★

平成25年4月2日～27
年4月1日生と保護者 5/22～

6/26（月）各6回
午前10時30分～
11時30分 各15組

3000円
親子よちよち体操

◎
1人で歩行可能な1歳
～3歳未満と保護者 午前10時～11時 2400円

産後ヨガ♣ 生後2カ月～1歳未満
と母親

5/10～
6/28（水） 8回 午後1時30分～

2時30分 20名 4000円

❹子育て支援
教室名 対象 日程 回数 時間 定員 参加料

エアロと
ピラティス◆

市内在住で2歳以上の
未就学児を持つ母親

5/18～
7/6（木） 8回 午前10時～

11時30分 30名 100円

■スポーツ教室

【共通】総合体育館（◎は武蔵野プレイス、水泳は温水プール、■は緑町スポーツ広場、
◆は吉祥寺南町コミセン）／定員を超えた場合抽選／託児：★は未就学児（1回750
円）♣は参加者以外の未就学児、6名（1回750円）、◆は2歳以上の未就学児、20名／
申·問 4月14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、在勤・在学・在園者は勤務先・学校・園名、託児希望〈子の名前・生年月日〉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。

4
月
の
休
館

○�中央・吉祥寺：5日（水・館内整理日）・7日・14日・21日・28日（金）
○�武蔵野プレイス：5日・12日・19日・26日（水）

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

■文化施設の附属設備使用料を改定します
　市では、各種使用料・手数料について4年ごとに全面的な見直しを行い、
料金の適性化を行っています。4月1日からの施設使用料の改定とともに、
下記の設備などについても4月1日から有料化します。なお、公会堂の駐車
場は、10月1日から有料となります／問 市民活動推進課☎60-1831

ハーゲン弦楽四重奏団
　6月30日（金）午後
7時開演／市民文化
会 館 小 ホ ー ル ／
シューベルト：「ロザ
ムンデ」、ベートーべ
ン：「セリオーソ」、ハイドン：「日の
出」／全席指定7300円、◯友  6500円
武蔵野「七夕」寄席
　7月9日（日）午後2時開演／公会
堂／神田松鯉、三遊亭兼好、神田松
之丞、やなぎ南玉（曲独楽）／全席
指定2000円、◯友  1800円
アンサンブル・ルシリン
　8月3日（木）
午後7時開演
／市民文化会
館小ホール／

吉祥寺美術館企画展「北村周一フラッグ《フェンスぎりぎり》一歩手前」
◎企画展：4月8日（土）〜5月28日（日）午前10時〜午後7時
30分。同館企画展示室。画家・北村周一の都内美術館にお
ける初個展。一般300円・中高生100円（小学生以下・65歳
以上・障害者は無料）。◎関連イベント講話「北村周一の絵
画を語る」：4月16日（日）午後2時〜4時。同館音楽室。60名
（申込順）。平井亮一（美術評論家）。無料ただし要入館券。申 4月2日午前
10時から電話または直接同館へ。1回2名まで申込可／問 同館

武蔵野シティバレエ定期公演出演者オーディション
　4月30日（日）①午前11時（受付10時30分から）：小学5年生〜中学1年
生で身長150cm以下の女性および身長160cm以下の男性。バレエ経験3
年以上②午後2時（受付1時から）：中学2年生以上の男女。バレエ経験5年
以上、市民文化会館での練習に参加できる方／公演日：11月19日（日）「く
るみ割り人形」（全幕。振付：風間無限）／同館大ホール／申·問 4月22日
（必着）までに申込用紙（同館、公会堂、芸能劇場、スイング、吉祥寺シア
ターで配布）を郵送で同館へ。

市民文化会館4月20日（木）リニューアルオープンまでの業務
　4月1日（土）〜18日（火）水曜除く／午前9時〜午後5時／チケット
予約販売・発券・友の会の手続きおよび施設予約受付／駐輪場利用可
（駐車場は4月20日から）／問 文化事業団☎54-8822、市民活動推進
課☎60-1831

バッハ：ゴルトベルク変奏曲より、
サーリアホ：私は第2の心を感じる
ほか／全席指定4000円、◯友  3600
円
ファン・ホセ・モサリーニ楽団
〜タンゴの魂
　10月14日（土）
午後2時開演／市
民 文 化 会 館 大
ホール／出演：
ファン・ホセ・モサリーニ（バンド
ネオン）、サンドラ・ルモリーノ
（歌）、ホルヘ・ロドリゲス、ガブリ
エラ・フェルナンデス（ダンス）ほ
か／「我が死へのバラード」「オブ
リビオン」「酔いどれたち」ほか／
全席指定Ｓ席3000円、Ａ席2500
円、◯友  Ｓ席2700円、Ａ席2250円

■どっきんどようび
　4月8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／幼児・小学生と保護者／70名
（先着順）／映画会1ねん1くみシ
リーズ「1ばんワル」ほか3話（約55
分）／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同館

■黄昏時の映画会
　4月13日（木）午
後5時15分（開場5
時）／吉祥寺図書
館集会室／中学生
以上／40名（先着順）／「女たちの
都〜ワッゲンオッゲン」（2012年、
日本、103分、カラー、監督：禱映、
大竹しのぶ主演）／無料／申 当
日、直接会場へ／問 同館

■ システムメンテナンスのため「文化・スポーツ・生涯学習ネット
(mnet)」停止のお知らせ
　4月12日（水）・13日（木）／インターネット、KIOSK端末
(館内端末)で施設の空き照会、予約、講座の申込不可。総合
体育館、武蔵野プレイスは13日のみ窓口で施設使用料、講
座参加費の支払いが可能(中央公園5月10日分の受付は4月
13日に振り替え)。市民文化会館、公会堂、芸能劇場、スイングホール、松
露庵、かたらいの道市民スペース、吉祥寺シアター、吉祥寺美術館は13日
のみ窓口で施設の予約申込が可能／問 総合体育館☎56-2200、武蔵野プ
レイス☎30-1905、文化事業団☎54-8822
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休日の医療機関� 4/1（土）〜14（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 ☎

2日（日）
○桜堤ファミリークリニック 内科・小児科（乳児不可）桜堤2-8-55-118 53-1111
○第一臼田医院 内科 西久保1-18-16 54-1032
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

9日（日）
○よしかた内科 内科 八幡町3-1-19 50-0351
○武居小児科医院 小児科 境南町2-8-17-2階 32-4152
◎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
２日（日）イーデント歯科室 吉祥寺本町1-25-10�KS２ビル6階 ☎28-7705
９日（日）小川歯科医院 桜堤2-12-16 ☎52-3987

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

健康づくり支援センター
◎インボディ測定会　
4月25日（火）①午前9時30分②10時15分／各2時間程度／①おおむね50歳代まで②60歳代以上
／結果説明（健康運動指導士）、体脂肪量減少や筋肉量増加を目指す栄養講座（管理栄養士）／講師：
健康づくり人材バンク
◎インボディミニ測定会
4月17日（月）午前10時〜正午の間／60歳以上でインボディ測定会に参加したことのある方
【共通】ペースメーカー使用者・妊娠中・測定後1年未満の方不可／各10名（申込順）／筋肉量、体脂肪
量、基礎代謝量などの測定／はだしで測定／申·問�電話または直接同センターへ
◎健康体操教室　
毎週水曜／①ストレッチ＆脳トレ：午前9時20分〜10時10分②転倒予防＆脳トレ：午前10時50
分〜11時40分③入門クラス：4月5日(水)、10月4日(水)：午前10時〜11時15分／65歳以上、集団
で運動可能な要介護認定を受けていない方、③は初参加の方／各30名
①ボディシェイプ：毎週月曜午後1時30分〜2時45分②チェアトレーニング：毎週火曜午前9時20
分〜10時20分③バランスコンディショニング：毎週火曜午前10時45分〜11時45分④脂肪燃焼
エクササイズ：毎週金曜午前10時〜11時15分／20歳以上、集団で運動可能な要支援・要介護認定
を受けていない方／①③④各40名②30名
【共通】4月3日（月）〜平成30年3月30日（金）祝日、8月、年末年始を除く／先着順／無料／運動服・
室内用運動靴（水曜は必要なし）・水分補給飲料・汗拭きタオル持参／申��当日、直接会場へ／問�同セ
ンター
◎高齢者筋力向上プログラム（市内スポーツクラブを活用）　
①いきいき体づくり教室：火曜クラス：5月9日〜7月25日、金曜クラス：5月12日〜7月28日／午
前10時30分〜正午／メディカルフィットネスクラブ武蔵境（境南町2-8-19）／申·問�直接同クラ
ブ☎33-1005へ
②健康のびのび体操教室：月曜クラス（一部水中トレーニングあり）：5月8日〜7月24日午後2時
15分〜3時45分、水曜クラス：5月10日〜7月26日午前8時45分〜10時15分／スポーツクラブ
NAS吉祥寺（吉祥寺南町1-27-1）／申·問�直接同クラブ☎48-2241へ
【共通】全12回／65歳以上で筋力の衰えを感じる運動習慣のない方（要介護認定を受けていない
方。要支援の方相談可）／各25名（超えた場合抽選）／各3000円／電話申込不可／申�4月15日ま
で
◎健康づくり応援教室〜ころばぬコース第1期　
5月11日〜7月27日の毎週木曜（全12回）／午前10時30分〜正午／保健センター増進室／65歳
以上で筋力の衰えを感じる運動習慣のない方（要介護認定を受けていない方。要支援の方相談可）
／35名（超えた場合抽選）／電話申込不可／筋力をアップし、バランス能力の向上を目指す運動な
ど／申·問�4月14日までに直接同センターへ

【注】高齢者筋力向上プログラムと健康づくり応援教室を重複して申込不可。

65歳 昭和27年4月2日生〜28年4月1日
生の方

60歳〜
64歳

昭和28年4月2日生〜33年4月1日
生の方で心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害を有する者
（身体障害手帳1級相当の方）

経
過
措
置
対
象

70歳 昭和22年4月2日生〜23年4月1日生
75歳 昭和17年4月2日生〜18年4月1日生
80歳 昭和12年4月2日生〜13年4月1日生
85歳 昭和7年4月2日生〜8年4月1日生
90歳 昭和2年4月2日生〜3年4月1日生
95歳 大正11年4月2日生〜12年4月1日生
100歳 大正6年4月2日生〜7年4月1日生

＊平成30年度まで5歳刻みで経過措置が設けら
れています

4月申込の健診・検診 経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診をしてく
ださい／問�健康課

種　類 対象者・内容・受診日・会場など 申

４・５
月
若年層
健康診査

昭和53年4月1日〜63年3月31日生まれ（平成29
年度中に30歳〜39歳に達する方）で、ほかに健
康診査の機会のない方／問診、身体測定（腹囲含
む）、血圧、尿、血液、胸部X線／市内指定医療機関

5月24日（必着）までにハガ
キ・封書（生年月日も明記）
または5月30日までに直
接健康課へ。市ホームペー
ジから電子申請可

毎
月
実
施

胃がん
検診

5月1日・8日（月）・10日（水）／午前8時45分〜11
時／平成29年5月1日現在35歳以上の方／過去1
年以内に受診歴のある方、妊娠中または可能性の
ある方、ほかに検診機会のある方は対象外／48
名（申込順）／胃エックス線撮影（バリウム検査）

ハガキ・封書（第3希望日
まで、生年月日も明記。時
間指定不可）または直接健
康課へ。市ホームページか
ら電子申請可

肺がん
検診

5月10日（水）午後1時30分〜2時45分／平成30
年3月31日現在40歳以上の方（3カ月以内に市の
健康診査を受けた方、妊娠中または可能性のある
方、ほかで胸部エックス線を受ける方、血痰の出
ている方は対象外）／50名／胸部エックス線撮
影、喀痰細胞診検査（必要な方）／注意：最近6カ月
以内に血痰の症状があった方は、肺がん検診では
なく、直接医療機関で検査を受けてください

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

肝炎ウイ
ルス検診

ほかに検診機会のない方で①平成30年3月31日
現在40歳の方②30年3月31日現在41歳以上の
方で、受診歴がない方（市国保、後期高齢者医療制
度加入者は健診時に受診）／血液検査

電話または直接
健康づくり事業団へ

妊婦歯科
健診

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

転入の方は
健康課へ

4月の健康相談　＊今月実施しない相談は、次回の予定を掲載。
相　談　名 日　　　時 場　所 問

健康なんでも相談・妊婦相談 月〜金曜 午前9時〜午後5時 保健センター

健康課

赤ちゃん
相談室

1カ月健診終了
後～1歳未満の
乳児

14日（金） 受付時間午後1時30分
〜2時（事前予約不要・
直接会場へ）

28日（金） 市民会館
次回5月26日（金） 公会堂

体重
測定会

1歳～6歳の幼
児（未就学児） 次回5月15日(月）

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

健康相談（予約制） 20日（木） 午後1時15分〜2時30分
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

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

●武蔵野警察署　☎55-0110
　依然としてオレオレ詐欺、還付金詐
欺などの被害が発生しています。息子
や孫からの電話で「電車に現金の入っ
たかばんを忘れた。会社の者に取りに
行かせる」という手口が増えています。
怪しいと思ったら110番してくださ
い。◎市内発生件数（平成29年2月末現
在）4件、被害額約7700万円

市内の地域安全情報　（2月の災害発生件数）
●武蔵野消防署　☎51-0119
　すぐ病院に行った方がいいか、救急
車を呼んだ方がいいか迷った際の相談
窓口として、東京消防庁救急相談セン
ターを開設しています／24時間・年中
無休／医師、看護師、救急隊経験者など
が対応／受付番号は「＃7119」プッ
シュ回線からご利用ください。

災害発生件数 火災・救助など 35件
救　急 698件

■地域医療連携フォーラム
　4月8日（土）午後2時〜4時30分
／公会堂／地域で支える認知症／
共催：武蔵野赤十字病院、市医師
会、武蔵野市／無料／問�同病院・地
域医療連携センター☎32-3111
（内線8414）

■麻しん風しん予防接種を
　受けましょう
　3月末に平成29年度対象者（第2
期…小学校就学前の1年間：平成
23年4月2日〜24年4月1日生）に
予診票を送付しました（届いてい
ない方はご連絡ください）。麻しん
は春から夏にかけて流行しますの
で、予防のため4〜6月ごろまでに
接種することを推奨（公費で接種
できるのは平成30年3月31日ま

■�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）
　①5月15日（月）妊娠中から産後
の過ごし方、赤ちゃんとの関わり。
②5月29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 5月8日までに電

話または直接健康課へ。

■高齢者の肺炎球菌予防接種
　4月1日〜平成30年3月31日
／市内指定医療機関／過去に一
度も接種したことのない方で今
年度対象の方（右表）／自己負担
金5000円（生活保護受給者は免
除）／申·問 ハガキ・封書（高齢
者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）へ。市ホー
ムページから電子申請可。

で）／第1期（1〜2歳未満）対象者
には、お子さんが11カ月になる月
末に予診票を送付しています／
問�健康課

■子宮頸がん検診
　受診期間5〜10月／市内指定医
療機関／平成30年3月31日現在
20歳以上で昨年度受診していな
い方（今年度対象者に4月末に受診
票を送付。申込不要）／問�健康課
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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　5/1号…4月3日、5/15号…4月12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
小っちゃなアトリエ
展覧会（アトリエいま
じなしおん）

4月6日（木）〜12日（水）、18日
（火）〜24日（月）／午後1時〜6
時／アトリエいまじなしおん

林54-8319 4 月 18 日（火）〜
24 日（月）は 障 害
のある子の展覧会

ジャズライブ（粋に〜
洒落っ気のある魅力あ
る生き方を考える会）

4月8日（土）午後7時〜／三鷹駅
北口UNAMAS（☎36-6252）

1500円（飲食
は各自）田中
090-3507-5276

第10回映画音楽が
中心の古いジャズ
ライブ。市報持参

自彊術無料講習会 4月12日〜水曜（全3回）／アベーテ
吉祥寺地下1階（吉祥寺駅南口3分）

佐藤45-2918 健康体操。定員20名
（先着順）詳細は申込時

うで編みで春のストー
ルをザクザク作る会

（コンプリ東京）

4月16日（日）午前9時45分〜午
後0時30分／武蔵野プレイス3
階スペースD

1500円（材料
費など）高橋
080-5513-2325

ものづくりを楽し
みながら外国人参
加者と国際交流

無料マージャン教室・
例会／未経験者から遊
びたい人まで誰でも

4月17日（月）午前10時〜正午・
午後1時〜5時／商工会館

幡鎌
070-6454-8141
要申し込み

教室で習いたい方
は午前。午後は実
践で楽しむ場です

第36回たのしい写真
教室（JRP武蔵野支部）

・4月22日（土）午後1時〜5時／市
民会館
・4月23日（日）井の頭公園撮影

1回（4/22・23）
1500円
高橋54-3786

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
空手道こどもクラブ

（空手の稽古）
火曜・大野田小、水曜・二小、
金曜・千川小、土曜・二中／
午後6時から

3カ月5500円
露木
080-1076-7880

入 2000円／大人も募集
中、午後7時30分から

中級英会話の会（英
会話を通じた国際交
流）

毎月第1・3水曜／午後7時
〜8時30分／御殿山コミセ
ン

月3000円
庄司22-3077

入 1000円／カナダ人講
師／1回の無料体験可

なでしこ会（太極拳）毎週金曜／午後2時40分〜
4時／総合体育館

月3000円
小泉
070-6430-8201

初心者・未経験者のため
の身体にやさしい太極
拳クラス開設

フラダンスサーク
ル・M（楽しみながら
体力作り）

月3回金曜／午前10時〜
11時30分／総合体育館

1回400円
高橋
090-7019-0178

4月は14日・21日午前
10時〜11時30分、28日
午後3時30分〜5時

声楽同好会・季節の
歌・抒情歌・童謡など

毎月第2・4金曜／午後1時
〜3時／市民会館

1回1500円
見学無料
河原32-4557

老若男女を問わず大歓
迎。歌うことの楽しさを
ご一緒しましょう

Talk-talk English 
吉祥寺（英語勉強会）

毎週土曜午後3時〜5時／
市内公共施設またはカフェ

大橋54-8567 英語でのフリートーク
／詳細はブログ参照

一小剣友会（剣道で
心と体を鍛えよう）

毎週土曜午後6時、日曜午
後3時30分／一小体育館

月2000円
順井55-6456

幼稚園年中〜大人。見
学・初心者・体験大歓迎

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4
コミュニティセンター 文中の敬称略

吉　東 22日（土）〜 ■太極拳を楽しむ会　9/30までの毎週土曜／午後7時45分〜
9時／6名／初心者歓迎／運動用上履き靴持参／申 窓口へ

本　宿 26日（水） ■折り紙教室「かるがもの親子を折ろう」　午前10時／15名／
300円／ボンド・はさみ持参／申 参加費を添えて窓口へ

吉　南 14日（金）
■ゆとりえ親子広場　午前10時30分〜11時30分／ゆとりえ

（吉祥寺南町4-25-5）／0歳〜未就学児の親子／音楽を通して
高齢者の方々と交流ができるひろば。終了後、休憩室の利用可
／共催：ゆとりえ

御殿山 6日・20日
（木）

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

本　町 2日（日） ■まちをきれいに　午前9時コミセン前集合／地域をきれいに
する活動です。皆さん、ご参加ください

吉　西 2日（日）・
15日（土）

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

けやき

4日・18日
（火）

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

9日（日） ■けやき囲碁のつどい　午後1時〜4時／自由対局

21日（金）
■からだほぐしとお食事の会　午前11時30分〜午後2時30分
／30名／玄米ダンベル体操、お花見弁当、春の花のガーデンめ
ぐり、オープンガーデン、ティータイム／500円／申 20日まで

中　町
集会所 17日（月） ■中町ストレッチ教室　午前10時30分〜正午／動きやすい服

装、水分補給飲料・バスタオル・タオル持参

西久保 22日（土） ■カラオケ大会　午後1時〜5時／40名／抽選会あり。見学大
歓迎／申 出演者、曲名、歌手名を窓口まで

八幡町
12日（水） ■夜間防犯パトロール「住んでいる町を安全な街にしよう」　

午後7時コミセン集合

15日（土）
■Kidsクッキング「お弁当を作ろう」　午前10時〜正午／小学
生／10名／350円／申 13日までに保護者の方が窓口へ（食材
については窓口でご確認ください）

境　南 10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 9日・23日（日）■囲碁の日　午後1時〜5時／自由対局

担当：市民活動推進課

〈住民総会日程〉　4月／休 ：総会当日休館。一般の利用はできません

吉　東 15日（土）午後1時 講演会「見えない壁だって越えられる」／小林幸一郎（モ
ンキーマジック代表）／講演会終了後に総会／休

本　宿 16日（日）午後1時30分 フルート・ハープミニコンサート。コンサート終了後に
総会

吉　南 8日（土）午後1時30分 多くの方の参加をお待ちしています。総会終了後に交流
会を行います

御殿山 16日（日）午前10時30分 コミセンはコミュニティのためにあります。あなたの参
加がコミュニティになります

本　町 23日（日）午後2時 地域の絆を深めましょう
吉　西 22日（土）午後2時 総会終了後に懇親会があります

吉　北 16日（日）午後2時 住民総会参加で地域がわかる。地域とつながる。絆は自
らを生かす

けやき 22日（土）午後1時30分 あなたの参加がまちづくりの第一歩です。“Joyful 
Clover”のゴスペルミニコンサートがあります

中　央 16日（日）午前10時
コミセンから人と人とのつながりが生まれるよう、多く
の方のご参加をお待ちしています／午前休（窓口業務
は行います）

西久保 15日（土）午後1時30分 コミセンは、皆さんが出会い、参加し、活動する場所です

緑　町 5月7日（日）午後2時 地域の皆さんとのまちづくり計画。総会終了後に懇親会
があります／休

八幡町 16日（日）午後2時 地域の皆さんのコミセンです。ぜひご参加ください。総
会終了後に懇親会があります

関　前 15日（土）午後2時 地域を知る第一歩。仲間をたくさん作りましょう

西　部 15日（土）午後1時 未来につなげよう心のふれあい。地域の声をコミセン
に。終了後の懇親会にもご参加ください／休

境　南 16日（日）午後1時 29年度スタートの大事な総会です。ご出席ください／休

桜　堤 22日（土）午前10時 みんなでつくろう地域の輪。ぜひご参加ください／
午前休

■「地域コミュニティづくり」コミュニティ協議会の住民総会
　市内の各地域にあるコミュニティセンター（コミセン）は、地域の皆さんの
集いの場・憩いの場・活動の場所として利用されています。地域住民で組織さ
れたコミュニティ協議会は、コミセンを拠点として、コミュニティづくりのた
め地域の団体とも協力しながらさまざまな事業を企画し実施しています。
　住民総会では、各コミュニティ協議会の平成28年度の活動・決算報告と
29年度の活動計画・予算を協議して決定します。よりよい地域となるよう、運
営や地域の課題などについて意見交換し、交流会なども開催します。多くの
方のご参加をお待ちしています。どなたでも参加できますので、当日直接コ
ミセンへお越しください。

■コミュニティ協議会の委員（運営委員、協力員）募集
　申し込みおよび詳細は各コミセン窓口へ。
運：運営委員（コミセンの事業企画・実施、運営、管理、窓口業務など）
協：協力員（イベント、広報誌配布のお手伝いなど）
吉　東 運・協 運：申 9日までに窓口へ／協：随時募集
本　宿 協 地域限定なし。随時募集
吉　南 運・協 運：主に吉祥寺南町在住・在勤・在学の方／協：随時募集
御殿山 運・協 運：市内にお住いの方、コミュニティづくりにお力を／協：どなたでも
本　町 運・協 地域の皆さん、一緒に活動してみませんか
吉　西 運・協 随時募集
吉　北 運・協 地域のため、あなたのできる範囲で、得意分野で、力を貸していただけま

せんか
けやき 運・協 運：申 住民総会当日（22日）のみ可能／協：随時募集

中　央 運・協
運：中町1〜3丁目、御殿山2丁目にお住まいの方。事業の企画、実施、施設
の管理運営、委員会への出席など／ 協：どなたでも。事業協力、広報誌の配
布協力など

西久保 運・協 原則として西久保在住の方。任期は1年／申 総会の前日（14日）まで
緑　町 運・協 運：緑町在住・在勤の方／協：緑町近隣在住・在勤の方
八幡町 運・協 八幡町在住・在勤の方。「はちコミ」の活動に一緒に参加しませんか
関　前 運・協 随時募集
西　部 運・協 運：境・桜堤在住の方／協：地域は問いません

境　南 協 コミセンの運営・事業には地域の皆さんのご協力が不可欠です。ご参加
の連絡をお待ちしています

桜　堤 協 地域限定なし。随時募集

■むさしの自然観察園
◎春の身近な生きもの観察：4月22日（土）午前10時〜正午。5歳以上。15
名（小学3年生以下は保護者同伴）。春に見られる身近な生きものの観察
会。花や虫を見てまわりましょう。主催：武蔵野市。申·問 電話で同園☎
55-7109（吉祥寺北町3-12）へ。◎温度差利用空調設備を導入：外気と比
べて年間を通して温度変化が少ないという地下水の特性を生かし、空調
使用時の電力使用量や環境への負荷を減らすことができます。開館中い
つでも見学可。問 環境政策課☎60-1841
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