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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」

12 : 159 : 30 13 : 30 16 : 45 18 : 30 21 : 30
11 : 459 : 30 12 : 45 15 : 30 16 : 45 18 : 30
11 : 459 : 30

9 : 30 20 : 30 23 : 0012 : 00

7 : 00 20: 30 23 : 009 : 30

人口と世帯� 《平成29年5月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万4862人（256人増）　世帯数 7万5975世帯（207増）
●男 6万9424人（134人増） ●女 7万5438人（122人増）

〈うち外国人住民数〉2927人（54人増）

特集 情報公開制度 ……………………… ❻
東京都議会議員選挙が行われます …… ❷
むさしのジャンボリー参加者募集 ……… ❸
水環境講座「水の学校」受講生募集 ……… ❹

取得できる証明書・発行手数料
★印は市役所・市政センター窓口では300円です

証明書の種類 手数料 備考

住民票の写し 200円★

本人および同一世帯員のもの（マイナンバー
と住民票コードは記載されませんので、必要
な方は市役所・市政センター窓口で住民票の
請求をしてください。また、除住民票、改製原
住民票も交付できません）

印鑑登録証明書 200円★ 印鑑登録されている本人のもの
戸籍の全部事項証
明書（謄本）、個人
事項証明書（抄本）

450円
本人および本人と同一の戸籍に記載のある方
のもの（本籍が武蔵野市の方に限る。除籍、改
製原戸籍は交付できません）

戸籍の附票の写し 200円★
本人および本人と同一の戸籍に記載のある方
のもの（本籍が武蔵野市の方に限る。除籍の附
票の写し、改製原戸籍の附票の写しは交付で
きません）

市民税・都民税
課税（非課税）
証明書

200円★

現年度および前年度分の本人のもの（6月8日
までは平成28年度分のみ）。税の申告や税資
料の提出のない方は発行できません。修正申
告などにより内容に変更のあった方は一定期
間発行できません。転出された場合は発行で
きません。毎年6月中旬ごろに証明年度が切
り替わります

5/15（月）
から

春の褒章と叙勲
春の褒章と叙勲が行われ、市内で下記の方が受章されました（敬称略）。おめで
とうございます。
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住民票や課税証明書などの
コンビニ交付サービス開始

　マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機（多機能端末機）で住民票の写しや課税
証明書などの各種証明書を取得できるようになります／問 コンビニ交付サービス全般について：市民課☎60-1839、マイナンバーカード交
付について：市マイナンバー専用電話☎0570-001-634、課税証明書の内容について：市民税課☎60-1822

利用できる方

利用可能な日時

マイナンバーカードの申請方法

セキュリティ対策（証明書の偽造防止対策）

利用可能な場所

武蔵野市に住民登録があり、マイナンバーカード（利用者証明用電子証
明書の暗証番号を登録していること）を持っている方
＊ マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子証明書」は標準搭載されて

います。搭載しない申請をされた方はコンビニ交付の利用はできません。

　全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、サークルKサンクス。
＊ マルチコピー機を設置していない店舗では利用できません。設置状況については各コンビニエンスストアに

問い合わせてください。

　土・日曜、祝日を含む午前6時30分〜午後11時（12月
29日から翌年1月3日およびメンテナンス時を除く）

　通知カードに添付された申請書の記載に変更がない方は、必要事項を記入の上、顔写真を
貼付して同封の返信用封筒で郵送してください。転居や氏名変更などで申請書の記載に変
更がある方は、マイナンバー専用電話へ問い合わせてください。

◦証明書やカードの置き忘れ防止のために、画面や音でお知らせします。
◦ご自身で操作するため証明書情報が他人の目に触れることはありません。
◦ マルチコピー機での本人確認は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明

書の暗証番号を入力することにより認証されます。市役所（証明発行サーバ）と
コンビニ（マルチコピー機）との通信は専用回線を使用し、ファイアウオールに
より第三者の侵入を防いでおり、情報データは暗号化して通信を行います。

　マイナンバーカードを利用し、マルチコピー機の案内に従って操
作してください。操作の際には、カード交付時に設定した暗証番号

（4ケタ。利用者証明用電子証明書用のもの）の入力が必要です。申請
から受領までの手続きをご自身で行います。
＊ マイナンバーをお知らせした通知カードや住民基本台帳カード、市民証明書カード（印鑑

登録証）では利用できません。

利用方法

ICチップ内
電子証明書
（署名用、利用者証明用）

マイナンバーカード裏面

Ｑ＆Ａ
Ｑ1　カードや証明書を置き忘れてしまったらどうすればよいですか。
Ａ1　	コンビニエンスストア従業員が拾得したものは遺失物として警察へ届け

られます。マイナンバーカード紛失時には直ちに国のコールセンターへ
一時停止の連絡をしてください（☎0120-95-0178、24時間受付）。また、
警察に遺失の届出をし、市民課へも連絡してください。

Ｑ2　�暗証番号を3回間違えて、カードが使用できなくなってしまいました。
Ａ2　	市民課窓口または市政センター窓口（夜間窓口および休日窓口を除く）に

マイナンバーカードおよび本人確認書類（運転免許証または保険証など）
を持ってご本人（カード所持者）がお越しください。

Ｑ3　�住民基本台帳カードや市民証明書カード（印鑑登録証）でコンビニ交付が
できますか。

Ａ3　	できません。なお、マイナンバーカードを市民課窓口または市政センター
窓口で提示していただいても印鑑登録証明書は交付できません。

◦ マルチコピー機で発行した証明書のデータ記録は、自動的に消去され、出力
後に他人が再発行できない機能を備えています。

◦ 証明書について、コンビニではA4普通紙を使用し、不正防止処理（けん制文
字処理）を施します。そのため、コピーした際に原本ではないことが明確に判
断できます。また、表面を暗号化して裏面に印刷する「スクランブル画像」と
特殊判別装置で潜像画像が確認できる「偽造防止検出画像」を印刷します。
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MUSASHINO CITY2 平成29年5月15日号 No.2063

■ 「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

「地球のために　物や食べ物　大切に！」　山田莉緒さん（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
自治基本条例（仮称）
に関する懇談会と議
会との意見交換会

5月24日（水）
午後7時

市役所
811会議室

20名程度（先着順）／議
会基本条例と自治基本
条例の方向性について

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

図書館運営委員会 5月29日（月）
午後5時30分

武蔵野
プレイス
スペースC

20名（先着順）／図書館
の運営について

当日、直接会場へ
中央図書館
☎51-5145

エコプラザ（仮称）
検討市民会議

5月31日（水）
午後7時

市役所
811会議室

20名（先着順） 当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

学校給食施設検討
委員会

6月2日（金）
午後6時

総合体育館
大会議室

10名程度（先着順）／今
後の学校給食施設のあ
り方について

当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

地域包括ケア推進
協議会

6月6日（火）
午後6時15分

市役所
412会議室

10名（先着順）／平成29
年度地域包括支援セン
ター事業計画など

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1947

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

表1　郵便などによる不在者投票ができる方
区分 障害名 障害の程度など

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級

戦傷病者
手帳

両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症

介護保険の
被保険者証 要介護状態区分 要介護5

表2　�代理記載による投票
ができる方（表1に該
当する方で下表にも
該当する方）

区分 障害名 障害の
程度

身体障害
者手帳

上肢また
は視覚 1級

戦傷病者
手帳

上肢また
は視覚

特別項症
から第2
項症

1号路線　吉祥寺東循環：1-2番 松井外科病院⇒松井健診クリニック
4号路線　三鷹駅北西循環：3番 久保公園⇒久保公園・とらいふ武蔵野

三鷹駅

4号路線　三鷹駅北西循環

北口

井ノ頭通り

【運行ルート】
【変更後の迂回ルート
　　　　（6月1日～）】
【現行の迂回ルート】

※迂回便（三鷹駅
8：30発および
8：50発の便）は、
1-1番から3番
のバス停には
停車せず、4-1
番から通常ルー
トに戻ります
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月日 請求理由 閲覧者（受託事業者） 対象（在住・年齢など） 人数
5/16、
17 自衛官等の募集に伴う広報 自衛隊東京地方協力本部 全域　平成10年4月2日〜平

成11年4月1日生 763

5/18 旅行・観光消費動向調査 国土交通省観光庁
（インテージリサーチ） 境南 85

5/26 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報センター） 中、西　16歳以上 100

5/30 若者のワークスタイル調査 労働政策研究・研修機構
（サーベイリサーチセンター） 北、西　25歳〜34歳 84

6/21 都民生活に関する世論調査 東京都生活文化局
（サーベイリサーチセンター） 北、西　18歳以上 30

6/23 メディアに関する全国世論
調査 新聞通信調査会（中央調査社） 境　平成10年7月31日まで

生 16

6/23 新聞及びウェブ利用に関す
る総合調査 朝日新聞社（中央調査社） 境　平成13年8月31日まで

生 17

7/7 参院選の政治意識調査 NHK放送文化研究所
（新情報センター）

東　平成10年6月30日まで
生 18

7/22 ボランティア行動等実態調
査 東京都生活文化局（輿論科学協会）東、桜　10歳以上 50

7/25 21世紀の消費とくらしに関
する調査 立教学院（日本リサーチセンター）緑、八　15歳〜69歳 20

8/12 都民のスポーツ活動・パラリ
ンピックに関する世論調査 東京都生活文化局（エスピー研） 緑、境南　18歳以上 38

8/24 政府の役割についての国際
比較調査

NHK放送文化研究所
（中央調査社）

境南　平成12年12月31日
まで生 12

8/30 健康と保健医療に関する世
論調査 東京都生活文化局（輿論科学協会）北、境　18歳以上 30

9/6 福祉保健基礎調査 東京都福祉保健局 南 46
9/7 福祉保健基礎調査 東京都福祉保健局 中 86
9/23 消費者意識基本調査 消費者庁（日本リサーチセンター）桜　15歳以上 25
9/27 消防に関する世論調査 東京消防庁（エントリーサポート）南、西、境　20歳以上 36

9/27 居住環境に関するアンケー
ト調査 東京都福祉保健局（アストジェイ）東 20

10/13 全国個人視聴率調査 NHK放送文化研究所
（日本リサーチセンター） 北　7歳以上 12

10/13 青少年のインターネット利用環境実態調査
内閣府政策統括官

（日本リサーチセンター） 南　10歳〜17歳 20

10/14 広報広聴活動に関する調査 東京都生活文化局（アストジェイ）本、境　20歳以上 30

11/2 がん対策に関する世論調査 内閣府大臣官房政府広報室
（中央調査社）

境南　平成10年10月31日
まで生 17

11/7、
8 自衛官等の募集に伴う広報 自衛隊東京地方協力本部 全域　平成7年4月2日〜平

成8年4月1日生 910

11/10 通信利用動向調査 総務省情報通信国際戦略局
（輿論科学協会） 南、北、西、境　20歳以上 172

11/14 パチンコ・パチスロ遊技障害全国標準サンプリング調査
お茶の水女子大学

（日本リサーチセンター） 西　18歳以上79歳以下 30

11/17 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報センター） 西　16歳以上 50

11/24 都立高校に関する都民意識調査 東京都教育庁（サンビジネス） 緑　16歳〜60歳 42

12/6 教育費負担と教育費負担軽
減制度に関する意識調査 千葉大学（中央調査社） 緑　平成10年12月31日ま

で生 21

12/8 全国たばこ喫煙者率調査 日本たばこ産業（ビデオリサーチ）緑　昭和2年5月1日〜平成9
年4月30日生 20

2/14 家計消費状況調査 総務省統計局（新情報センター） 境南　16歳以上 50

3/15 家計の金融行動に関する世
論調査

金融広報中央委員会
（日本リサーチセンター） 本　20歳以上 16

 町名  東：吉祥寺東町　南：吉祥寺南町　御：御殿山　本：吉祥寺本町　北：吉祥寺北町　中：中町　西：西久保　緑：緑町
　　　八：八幡町　関：関前　境：境　境南：境南町　桜：桜堤

■�ムーバス1・4号路線に関するお知らせ
◎バス停名称の変更（6月1日〈木〉から）

◎�迂回運行のルート変
更（4号路線）
　朝の2便について実
施している迂回運行
は、 6月1日（木）より
ルートを変更します
（図のとおり）。各停留
所の時刻表は、市ホー
ムページ参照／問 交通
対策課☎60-1859

■�東京都議会議員選挙が行われます
　郵便などによる不在者投票制度の郵便等投票証明書の交付申請はお早めに
　表1に該当する方は、自宅などから郵送で不在者投票ができます。ま
た、表1・2の両方に該当する方は、事前に指定した代理人が投票の記載を
する代理記載の制度があります。郵便などによる不在者投票制度を利用
するにはあらかじめ選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要
です。詳しくは選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください／申 事前
に「郵便等投票証明書交付申請書」（市ホームページから印刷または同事
務局まで連絡）を郵送（代理人などによる使達も可）で〒180-8777選挙管
理委員会事務局へ（ファクス不可）／問 同事務局☎60-1893

■�みんなで参加しよう　ごみゼロデー市内三駅周辺一斉清掃
　6月4日（日）午前9時（受付8時45分）から約1時間
／小雨実施／集合場所①吉祥寺駅北口駅前広場②
三鷹駅北口玉川上水緑道③境南ふれあい広場公園／
ごみの散乱防止、環境美化意識の向上の取り組み／
清掃ができる軽装で。清掃用具は市で用意。軍手・不要なレジ袋などの持参
歓迎／参加協力品進呈／申 当日、直接集合場所へ／問 ごみ総合対策課

■�ひとり暮らし高齢者調査の
　未回答者調査を行います
　調査期間：5月15日（月）〜8月
31日（木）／対象：65歳以上の単身
世帯の方で、1月に実施したひと
り暮らし高齢者調査の事前アン
ケートに未回答で、要介護認定を
受けていない方／内容：調査員（介
護支援専門員など）がご自宅を訪
問し、生活状況などを確認します。
ご協力をお願いします／問 高齢
者支援課☎60-1940

■�吉祥寺駅南北自由通路の愛称が決まりました
　親しみのあるまちづくりを推進することを目的として昨年末より募集
していた同通路の愛称が、「はなこみち」に決まりました。たくさんのご応
募ありがとうございました／問 同通路愛称検討委員会☎22-1401、吉祥
寺まちづくり事務所☎21-1118

■�住宅なんでも相談会
　5月27日（土）午前9時30分〜10
時30分、10時40分〜11時40分／
消費生活センター講座室／8組
（申込順）／建築士、マンション管
理士、宅建士などが対応（1組50
分）／住宅の建築・リフォーム・耐
震化、マンションの維持管理・管理
組合運営、民間賃貸住宅への転居
など／申·問 5月24日までに住宅
対策課☎60-1905へ。

住民基本台帳の閲覧状況（平成28年度）
　住民基本台帳法では、年に1回以上閲覧者の氏名や内容を公表するこ
とが定められています。平成28年度の閲覧状況をお知らせします／問 市
民課☎60-1839
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申込要領 ● ほかに記入事項のある場合は、記事に明示します
●  特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人1
回（家族対象のものは1家族1回）の申し込みです
● 往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
●  申込先の市内施設の住所は、見出し部分や頁下の
欄外、最終頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8777で届きます。住所不要）
● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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

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

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

募　集

1 7/21（金）〜23（日） 第四地区
2 7/23（日）〜25（火） 千川地区
3 7/25（火）〜27（木） 本宿地区
4 7/27（木）〜29（土） 井之頭地区
5 7/29（土）〜31（月） 関前南地区
6 7/31（月）〜8/2（水） 第二地区
7 8/2（水）〜4（金） 桜野地区
8 8/4（金）〜6（日） 第一地区
9 8/6（日）〜8（火） 第五地区
10 8/8（火）〜10（木） 第三地区
11 8/10（木）〜12（土） 境南地区
12 8/12（土）〜14（月） 大野田地区

職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬
選
挙
管
理
委
員
会

東京都議会議員
選挙（7月2日執
行）の当日投・開
票事務補助／90
名程度（定員に達
し次第受付終了）

前日：投票所設営（軽作業）、
当日：投票事務（投票用紙交
付、誘導案内）、開票事務（開
被分類）／大学生・大学院生
（留学生不可）で①〜③すべ
てに出席できること

①説明会：6月17日（土）午後3時〜5時、18日
（日）午後3時〜5時のどちらか1回。市役所②前
日：午前8時30分〜午後8時の間で市指定の2時
間。市指定の投票所③当日：午前6時30分〜午後
10時。②と同じ投票所および第四中体育館／①
〜③合計2万302円

申·問 市ホームページから電子申請または選挙管理委員会事務局☎60-1893へ

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。

■臨時職員募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
協
会

地域子ども
館（あそべ
え・学童ク
ラブ）
各館若干名

子どもの見守り、
遊具・備品の管
理、学童クラブに
おける育成補助、
障害児対応など

7月1日〜（各館により多少異なります）／月〜土
曜のシフト勤務。午後1時〜6時の2時間以上（土曜
および小学校の長期休業日は午前8時〜午後6時
の2時間以上）、午後7時まで勤務の可能性あり／
市内地域子ども館（三小・四小・五小・本宿小・井之
頭小・桜野小内）／時給1040円／交

面接：
6月12日以
降、各館から
日時を連絡

申·問 6月9日（金・必着）までに、市販の履歴書（「地域子ども館臨時職員希望」および希望館を第
3希望まで明記）を郵送で子ども協会事務局事業課☎36-0673（〒180-0022境4-11-6-101）へ

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

■�子育てひろばボランティア養成講座〜マ
マの時間をキャリアに変える魔法の時間
　講義：6月20日（火）・29日（木）、7
月4日（火）。実習：希望する1日／全
4回／午前10時〜正午／総合体育
館大会議室、市役所811会議室（7月
4日のみ）／子育て中の保護者／20
名程度（全回参加できる方優先し申
込順）／子育て期における地域貢
献やキャリア形成の視点から子育
てひろばボランティア活動につい
て学ぶ／坂本純子（新座子育て
ネットワーク）／無料／託児：市在
住者、各10名（講義のみ。申込順）／
申·問 6月9日までに電話・Eメール
（申込要領参照し、託児希望は子ど

■�　　　　むさしのジャンボリー
参加者募集
　市立自然の村
（長野県南佐久
郡川上村）／貸
切バス使用／市内在住の小学4〜6
年生／各地区220名（指導者、サブ
リーダーを含む）／飯ごう炊さん、
キャンプファイア、ハイキングなど
楽しい体験を通して、自然への興
味を深めるための野外活動体験プ
ログラム／2500円（食費、保険料な
ど）／食器、寝袋、着替え、お米、出
発の日の昼食など持参／事前説明
会は地区ごとに実施／申 各地区の
締切日までに申込書（市立小学校
で配布）に必要事項を明記して、直
接青少協地区委員会へ。市立小学
校以外の在学者は、児童青少年課
まで問い合わせください／問 児童
青少年課☎60-1853

■�6月1日は「人権擁護委員の日」
特設人権相談を実施
　6月1日（木）午後1時〜4時／市
民活動推進課相談室／市の人権擁
護委員＊による面接相談（1人60
分）／無料／申·問 前日までに同
課☎60-1829へ。

■�空き家対策計画（仮称）策定のた
めの市民委員の募集
　市民・学識経験者・専門家から構
成される委員会を設置し、平成29・
30年度で空き家の総合対策計画を
検討、策定するにあたり、市民委員を
募集します／任期：6月15日〜31年3
月31日／市内在住・在勤・在学の20
歳以上の方／2名以内／会議：全7回
（予定）／報酬：1回1万2000円／選
考：課題作文「空き家の予防・管理・
活用などにおける課題と私の考えに
ついて」1000字以内（様式自由。返
却不可）／申·問 6月7日（必着）まで
に作文を郵送・Ｅメール（住所、氏名、
電話番号、在勤・在学者は勤務先・
学校名も明記）で〒180-8777住宅対
策課☎ 60-1905、sec-jyuutaku�
@city.musashino.lg.jpへ。

■�選挙事務学生アルバイト募集

5月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　渡辺馨様：茶道具セット一式、第二小
教育活動への支援のため／問�管財課
☎60-1815

■�商工会館　9月分申込
　市民会議室、会議所会議室：6月6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

■�緑の市民講座「ハーブ王子の初夏の野草講座」
　6月13日（火）午後2時〜4時30
分／市役所811会議室／市内在
住・在勤・在学の方／30名（超えた
場合抽選）／食べられる野草の見
つけ方や利用方法を学ぶ講座／山
下智道（野草研究家）／申·問 5月
29日（必着）までに往復ハガキ（申
込要領参照し、在勤・在学者は勤務
先・学校名も明記）を〒180-8777緑
のまち推進課☎60-1863へ。

＊ 法務大臣から委嘱され、地域で人権思
想を広め、人権侵害が起きないように見
守るなど活動しています。女性や子ど
も、高齢者、障害のある方などで人権に
ついてお悩みの方はご相談ください。

■長野県・安曇野市民交流ツアー
　〜初夏の安曇野と上高地散策を楽しむ旅
　6月24日（土）午前6時50分三鷹
駅北口集合・25日（日）午後6時30

分同駅解散／1泊2日／貸切バス
使用／「ビレッジ安曇野」泊／基本
男女別2人部屋／市内在住・在勤・
在学の方／20名（超えた場合抽
選）／そば打ち体験、大王わさび農
場見学とわさび漬け体験、両市交
流30周年記念品制作の見学、市民
交流会、上高地散策（約4キロ、小
雨実施）／2万円／申 5月31日（必
着）までにハガキ・ファクス（申込
要領参照し、性別、年齢、グループ
参加は続柄、在勤・在学者は勤務
先・学校名も明記）または直接野外
活動センター☎54-4540、FAX�
51-9810（吉祥寺北町5-11-20）
／問 交流事業課☎60-1806

市制70周年

市の「公共施設等総合管理計画」
について

　武蔵野市ではこれから、学校や文
化施設など多くの公共施設が更新
の時期（原則築後60年）を迎えま
す。現在、市内の主な公共施設は耐
震補強を完了し、計画的な保全整
備を実施していますが、防災や省エ
ネ、バリアフリー、ユニバーサルデ
ザインなど時代のニーズに対応し
誰もが安心して快適に利用できる
よう、長期的な視点での再整備の取
り組みが必要です。
　学校などの公共施設に加えて上
下水道などのインフラの更新も控
え、介護・医療・子育て支援などの社
会保障関連費の増加により将来的
に厳しい財政状況が見込まれる中、
安全安心だけではなく、長期的な財
政負担も視野に入れた公共施設再
整備を検討していかなければなり
ません。市では平成24年に「武蔵野
市第五期長期計画」の中で「公共施
設の再編」を基本課題のひとつに掲
げて検討を進め、今年に入り「公共
施設等総合管理計画」を策定・公表

しました。計画では、各公共施設や
インフラの整備状況、人口予測、長
期財政予測を踏まえ、効率的な施設
配置、長寿命化、多機能化などを内
容とした基本方針を掲げています。
　さらに、健康・福祉、子ども・教育、
文化・市民生活、緑・環境など分野ご
との論点を列記した「類型別方針」
が示されており、今後はこの「類型
別方針」に基づいて、個別の整備計
画を策定していくことになります。
コミセンや学校、福祉施設や子育て
支援施設など身近な公共施設から
道路や上下水道など生活に欠かせ
ないインフラまで、公共施設の未来
は暮らしやすさに直結します。今年
度は市民どうしで議論を深めるワー
クショップや市民参加型の勉強会
などの企画が予定されています。
（取材協力：企画調整課／執筆者：
遠藤梨栄）
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
企画調整課☎60-1801へ

■�市営住宅入居者募集（家族向）
　北町第1住宅・北町第2住宅、各1
戸／2DK／家賃2万5500円〜（収
入により異なる）／市内に1年以上
在住、親族と同居で合計所得が基
準以内／申 5月22日（月）〜30日
（火）に市役所案内・住宅対策課、各
市政センター・図書館で配布する
募集案内参照／公開抽選6月16日
（金）／問 同課☎60-1905

もの氏名〈ふりがな〉、生年月日、性
別も明記）または直接子ども政策課
☎60-1239、sec-kodomoseisaku�
@city.musashino.lg.jpへ
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●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

講
座
・
講
習
／
子
ど
も

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
５月のイベント
◎健康麻雀：6 日・13 日・27 日

（土）。午前9時30分〜午後3時。
20名（先着順）。1000円（利用料。
軽食、コーヒー付き）。◎健康の
ための発声トレーニング：2日・
16日（火）。午前11時〜正午。ト
レーナーによるボイストレーニ
ング。500円。◎はじめてのス
マートフォン教室：9日・23日

（火）。午前10時30分〜11時45
分。基本操作から。本体貸出あ
り。少人数グループ（要予約）。
800円（ワンドリンク付き）。◎
軽体操とボール運動：15 日 

（月）。午前11時〜11時45分。ス
ポーツトレーナーによる体操。
座ったままでもOK。ボールも
使って足を鍛える。子連れ参加
可。300円。◎わらべうたの会：

17日（水）。午前10時30分〜11
時。懐かしい唄を楽しむ。子連れ
参加可。無料／申·問 そ〜らの家
☎ 71-3336（吉 祥 寺 南 町 5-6-
16）
■さくらえん介護体験教室
5月16日（火）午前10時〜午後3
時30分／特別養護老人ホームさ
くらえん（桜堤2-8-31）／5名

（申込順）／車椅子体験や施設見
学、腰痛予防体操など／無料（昼
食付き）／申·問 同施設☎51-
5597
■吉祥寺ホーム「さつき祭」
5月21日（日）午前10時〜午後2
時30分／施設利用者の作品展
示、バザー、お弁当販売、ゲーム、
園芸体験など／問 同施設☎20-
0800（吉祥寺北町2-9-2）
■�テンミリオンハウスくるみの木
「絵手紙」

5月25日（木）午前10時〜11時
30分／市内在住の方／5名（65
歳以上優先し申込順）／毎月2回
木曜午前／200円（材料費別途
200円）／申·問 くるみの木☎
38-7552（中町3-25-17）
■みずき祭－こころを届けよう
5月28日（日）午前10時〜午後2
時30分／サンメール尚和（西東
京市新町1-11-25）／利用者の作

品展示、各事業紹介、喫茶、野菜・
花・お菓子の販売、西東京しゃき
しゃき体操、福祉用具の紹介／
問 同施設☎042-467-8888
■環境寄席
5月28日（日）午後1時30分・6時
／公会堂／前売り3500円、当日
3800円、小・中学生1000円。牛
乳パック100枚持参で無料。商
品券・未使用テレカ・切手可／未
就学児童入場不可／問 林家ライ
ス・カレー子☎53-7136
■市民交響楽団管弦楽定期演奏会
5月28日（日）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館大ホール
／指揮：前田淳／曲目：歌劇「魔
弾の射手」序曲（ウェーバー）、交
響曲第2番（ベートーベン、ブ
ラームス）／無料／全席自由／
申·問 同楽団・太田☎080-2244-
0955
■老いじたく講座
5月29日（月）午後1時30分〜3
時／福祉公社会議室／20名（申
込順）／無料／申·問 同公社☎
23-1165
■�糖尿病教室「糖尿病と口腔、糖
尿病と皮膚疾患」

6月3日（土）午後1時〜3時（受付
0時30分）／武蔵野赤十字病院
山﨑記念講堂（境南町1-26-1）／

／倉沢泰浩（同院歯科口腔外科
医師）ほか／無料／申 当日、直接
会場へ／問 同病院医療社会事業
課☎32-3111（内線7111）
■国際交流協会（MIA）
◎日本語サロンにほんごでお
しゃべりタイムⅡ：6月7日〜28
日の毎週水曜／午後3時30分〜
5時／同協会会議室／外国人／
10名（申込順。5名以上で開催）
／自由会話と交流。初級中級レ
ベルに対応／4回で1000円／
申·問 6月3日までに本人が直接
同協会☎36-4511へ。
■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：6月7日・
8日・14日・15日・21日・22日の
水・木曜（全6回）午後1時30分〜
3時30分。6000円②ワード：6月
9日・23日・30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：6月
17 日（土）午 前 10 時 〜 正 午。
1000円④パソコンデータの整
理法：6月17日（土）午後1時〜3
時。1000円⑤パソコン個別指
導：6月8日・15日・22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。5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
1284円、交通費535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
■講習会「大腸がんのお話」
6月8日（木）午後2時〜4時（受付
午後1時30分）／武蔵野赤十字
病院山﨑記念講堂（境南町1-26-
1）／加藤俊介（同院外科副部長）
／無料／申 当日、直接会場へ／
問 同病院がん相談支援センター
☎32-3111（内線7558）
■�高齢者総合センター地域交流
会「手打ちうどんの会」

6月10日（土）午前10時30分〜
午後1時／同施設デイサービス
センター／親子／10組（申込
順）／1組300円／エプロン・三
角巾・上履き持参／申·問 同施設
☎51-2933

日時／会場など 内容

6/17／午後1時〜4時／ス
イングホール

開校式「水の学校2017」〜もっと知ろう武蔵野の水、考えよう
水とくらしの深い関わり／ファシリテーター：「水の学校」名
誉校長・橋本淳司（水ジャーナリスト）

7/8／午後1時〜5時／集
合：第一浄水場

武蔵野の水はどこから？〜水道水がつくられる場所を訪ねて
みよう

9/9／午前11時30分〜午
後5時30分／集合：三鷹駅 使った水はどこに行く？〜森ヶ崎水再生センター見学
10/14／午前9時〜午後5
時／集合：三鷹駅

雨のめぐりから考える、武蔵野台地の地形・湧水・川〜仙川・野
川と国分寺崖線／神谷博（水みち研究会）

11/18／午後1時〜5時／
集合：三鷹駅 まちを守る下水道施設〜市内地下施設見学ツアー
12/16／午後1時〜4時／
スイングホール

最終講座・修了式　「水の学校」から始める武蔵野の未来の水
／ファシリテーター：橋本淳司

＊修了バッジをお持ちの方は、企画運営にサポーターとして参加できます。

水の学校フェイスブックはこちらから
http://www.facebook.com/musashinomizunogakkou

子 ど も 講師の方などの敬称略

■こども国際交流クラブ料理コース
　6月3日（土）／①午前10時〜午後1時：パスタほか。
ヴェロネーゼ・ヴィルジーニア（イタリア出身）②午後2
時〜5時：マンゴーフロートほか。クリステ・ヤケット

（フィリピン出身）／【共通】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）／子どもと大人
各1名2000円（国際交流協会会員1000円）子ども1名の追加500円。前日・
当日キャンセルは参加費全額／エプロン・子ども用上履き・筆記用具持参
／参加は①②のいずれか／申·問 5月16日〜6月1日に同協会☎36-4511
へ。http：//www.mia.gr.jp/から申込可。

■土曜学校

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

成蹊大学ロボット教室　ロボット作りに挑戦してみよう
6月17日・24日・7月1日（全3回）／午前10時〜正午／同大学（吉祥寺北町3-3-1）／市内在
住・在学の小学5・6年生／25名（超えた場合抽選）／ロボットについて学んで、大学の先生
と一緒にロボット作りにチャレンジします／小方博之（同大学教授）、高瀬裕（同大学助教）
／2000円（教材費）／主催：市教育委員会／申·問 5月30日（必着）までに往復ハガキ（3頁
の申込要領参照し、講座名、性別、生年月日、学校名・学年、保護者氏名も明記。返信は6/1以
降のため、返信用ハガキ〈52円〉に10円切手を貼付。）または返信用ハガキを持って直接武
蔵野プレイス生涯学習担当「成蹊大学ロボット教室」☎30-1901へ。http：//www.
musashino.or.jp/から申し込み・当落確認（6月6日〜6月17日）可

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／� 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（月）（吉祥寺は16日〈火〉）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／6月20日（火）・30日（金）／
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／6月20日（火）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〜新聞紙・シール／6月1日（木）・21日
（水）／午前10時30分〜11時15分／1歳と親 − �

はらっぱ：親子でふれあい遊び／6月1日（木）・21日（水）／午前10時
30分〜11時15分／1歳と親 − �

はらっぱ：お父さんとあ・そ・ぼ！／6月11日（日）午前10時30分〜11
時15分／1歳と父親／15組 ◎ −

2歳・3歳
ひろば

吉祥寺：とぅいんくるんと音楽遊び／6月23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歳児と親／各12
組／菅野真理子（打楽器奏者）・東夏子（ピアニスト）

◎ �

2歳・3歳ひろば（講
師による講座）

はらっぱ：早期教育と子どもの発達／6月14日（水）午前10時〜11時
30分／2・3歳児の親／30名／内田伸子（お茶の水女子大学名誉教授）
／託児：1歳以上、30名（同室可）

◎ �

0123×地域～地域と
協働する子育て支援

吉祥寺：子育てを楽しむカラー講座／6月8日（木）午前10時〜11時
30分／0〜3歳児の親／15名／鈴木早代子（カラーリスト） ◎ �

0123講演会
吉祥寺：ひとりひとりに合った叱り方！／6月16日（金）午前10時〜
11時30分／0〜3歳児の親／40名／菅原ますみ（お茶の水女子大学
人間発達教育科学研究所所長）／託児：1歳以上、20名（0歳は同室）

◎ �

0歳からの！親子で楽
しむコンサート～夏

吉祥寺：6月10日（土）午前11時〜11時40分／0〜3歳児と親、地域の
方／むさしのママ’Sミュージック − −

coco（0歳）
コース

 いこっと：親子遊びとおはなしタイム／6月6日・20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：親子でふれあい遊び／①6月14日②28日（水）午前10時〜
10時45分（①②同内容）／1歳と親／各10組 ◎ −

nico（2歳）
コース

いこっと：紙で遊ぼう／6月23日（金）①午前9時30分〜10時15分②
午前10時30分〜11時15分（①②同内容）／2・3歳と親／各10組 ◎ −

おもちゃ病院の日
ぐるりん：5月27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18日から直接ぐるりんへ

（27日に取りに来られる方のみ、日・月曜休み）
− −

■�水環境講座「水の学校」平成29年度受講生募集
　各土曜（全6回）／市内在住・在勤・在学の、29年4月1日現在15歳以上の
方（原則全回参加）／30名（超えた場合抽選）／水を取り巻くさまざまな
テーマを取り上げ、楽しみながら考えを深め、行動へつなげるシリーズ
講座／施設見学料・昼食代実費／最終回で「水の学校」修了バッジを贈呈
／申·問 5月31日（必着）までにハガキ（3頁の申込要領参照し、年齢、性別
も明記）または所定の申込用紙（市内公共施設などで配布）をファクスで
〒180-8777下水道課☎60-1914、FAX51-9197へ。

＊予定は変更になることがありますので、ご了承ください。
◎「水の学校」オープン講座（1回完結）：「水環境」に親しみ、毎日使う水につ
いて考えるきっかけをつくる、夏休みの小学生向けの講座などを予定。詳細
は市報、市ホームページ、水の学校フェイスブックなどでお知らせします。

■�菊づくり講習会
　6月3日（土）午後2時〜4時／JA東京むさし新鮮館2階（西久
保1-18-10）／無料／優秀苗販売：1株200円／申 当日、直接会
場へ／問 千秋会☎51-8377、緑のまち推進課☎60-1863
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【保育園】 ●南…吉祥寺南町3-6-15☎48-1501　 ●吉祥寺…吉祥寺北町5-11-51☎51-5206　 ●境…境4-11-3☎53-1783　 ●境南…境南町5-1-1☎32-2443　 ●東…吉祥寺東町
3-28-3☎21-2495　 ●北町… 吉祥寺北町1-23-17☎21-6681　 ●千川…八幡町1-4-13☎51-8478　 ●境南第2…境南町2-20-17☎32-8167　 ●桜堤…桜堤2-1-27☎52-4671

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

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

●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206　

子 育 て
施 設

子
ど
も
／
文
化
事
業

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6月・7

月 6/1（木） 午前9時
3階会議室展示室、練習室、

会議室、和室、茶室 29年12月 6/1（木） 午後2時
芸能劇場 小劇場、小ホール 30年1月・2月 7/1（土） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

29年12月

6/7（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 6/6（火） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 6/10（土） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 6/1（木） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 30年1月・2月 7/1（土） 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10月・11月 6/1（木）〜
10（土） 午前9時

中2階
事務室5日未満使用 劇場 30年6月・7月

6/1（木）
午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

29年12月★ 午前11時
舞台芸術以外で使用 29年9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

■�中学校で学ぶ、初心者向け高
齢者パソコン教室

6月12日（月）・13日（火）／午後4
時30分〜6時（受付4時）／第六中
パソコン室（境3-20-10）／市内
在住でおおむね60歳以上のパソ
コン初心者／10名（超えた場合
抽選）／基礎・文字入力・ハガキ作
成など／講師：同校教諭、助手：同
校生徒／200円／筆記用具持参
／申·問 5月26日（必着）までに往
復ハガキ（パソコン経験の有無も
明記）で市老人クラブ連合会事
務局☎23-0701（市民社協内）へ。
■�ボランティア養成講座「園芸を
通してボランティアをしよう」

6月25日、7月23日、8月27日、9
月10日、10月22日／各日曜（全
5回）／午前10時〜正午／都立
田無特別支援学校／20歳以上の
方／20名（超えた場合抽選）／園
芸実習と障害児・者についての
講話／無料／申·問 6月2日まで
に 往 復 ハ ガ キ で 同 校 ☎ 042-
463-6262（〒188-0012西東京市
南町5-15-5）へ。

◆ スポーツ ◆

■市老人クラブ連合会
①健康ウオーキング講習会：5
月18日（木）午前10時（受付9時

30分）境南ふれあい広場（境南
町2-3）集合、神代植物公園まで
ウオーキング。雨天中止。100
名（先着順）。飲み物持参。申 当
日、直接会場へ。②椅子を使っ
た介護予防体操講習会：5月20
日（土）、6月16日（金）。午前10
時。スイングレインボーサロ
ン。80名（先着順）。タオル持参。
申 当日、直接会場へ。③棒体操
講習会：5月23日（火）午後1時
30分。スイングレインボーサロ
ン。60名（先着順）。申 当日、直
接会場へ。④グラウンドゴルフ
大会：5月30日（火）午前9時30
分（受付9時）。雨天中止。陸上競
技 場。100 円。昼 食・飲 み 物 持
参。申 5月26日までに市民社協
へ／【共通】②③④市内在住で
60歳以上の方／①②③無料／
運動のできる服装・靴で／問 同
社協☎23-0701
■気功教室
5月28日（日）午後1時30分〜3
時／高齢者在宅サービスセン
ター武蔵野館デイルーム（関前
2-16-5）／市内在住・在勤・在学
の方／20名（申込順）／気功教室

（初心者も楽しく）／村瀬由美子
／無料／上履き持参／申·問 同
施設☎36-7711

■ジュニア剣道土曜教室
6月3日〜7月1日の毎週土曜（全5
回）／午前9時〜10時／総合体育
館剣道場・柔道場／小学生。未経
験者歓迎／2500円（保険料含む）
／防具貸出あり／申 同館受付／
問 剣道連盟・海貝☎36-0395
■�ジュニア育成ライフル射撃教室
6月10日（土）午前10時30分、午
後1時／各12名（超えた場合調
整）／総合体育館大会議室／市
内在住・在学の小学6年生〜中・
高生／種目：デジタルピストル
／指導：公認審判員／オリン
ピック候補選手発掘の一環とし
て開催する都ジュニア育成推進
事業／光線銃を使用するので安
全／参観自由／無料／申·問 5
月25日までにファクス・Eメー
ル（学校名・学年、第1・2希望時
間も明記）でライフル射撃協会・
則 松 ☎2 2 - 4 4 5 5 、F A X 2 1 -
0450、prplnori@jcom.zaq.
ne.jpへ。
■�シティーウオーク「武蔵野の戦
争遺跡と石神井川を訪ねて」

6月18日（日）／午前9時武蔵境・
ふれあい広場公園（JR武蔵境駅
南口より徒歩3分）集合〜グリー
ンパーク遊歩道〜延命寺〜東伏
見稲荷神社〜中央公園（昼食）〜

文化会館〜午後2時JR三鷹駅北
口解散／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
■水泳教室
◎月曜初心者：9月25日〜12月4
日（10月9日、16日除く全9回）。
午 前 9 時 30 分 〜 11 時。20 名。
4900円。◎フィンをつけての：9
月8日〜11月17日の金曜（9月
15日、11月3日を除く全9回）。午
後3時30分〜5時。30名。4900円
／【共通】温水プール／市内在
住・在勤で18歳以上の方／超え
た場合抽選／申 5月16日〜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
を持って体育協会へ／問 水泳連
盟・佐藤☎080-8479-1573

◆ お知らせ ◆

■都立特別支援学校学校公開
◎田無特別支援学校：5月31日

（水）午前9時15分〜午後0時5分
（午前9時30分までに来校）。授
業、施設見学など。問 同校☎
042-463-6262（西 東 京 市 南 町
5-15-5）。◎石神井特別支援学

校：6月2日（金）午前9時20分〜
11時30分。授業見学、個別相談
など。申·問 5月24日までに電
話・ファクスで同校☎03-3929-
0012、FAX03-3929-1911（練
馬区石神井台8-20-35）へ。
■司法書士による法律相談会
6月3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。
■子ども協会
　保健師（看護師）アルバイト募集
認可保育園での保健業務／保健
師または看護師（第一種衛生管
理者の資格をお持ちの方）／7月
1日〜3月31日（更新の可能性あ
り。産休・育休代替のため期間は
状況による）／千川保育園、週5
日（月〜金曜）、午前8時30分〜
午後5時の7時間30分／時給：保
健師1970円、看護師1670円、交
通費、規定により支給／面接日
は個別に通知／申·問 5月31日

（水・必着）までに履歴書（写真貼
付・返却不可。「アルバイト希望」
と明記）を郵送で千川保育園☎
51-8478（〒 180-0011 八 幡 町
1-4-13）へ。

保育園 申 5月15日から各保育園へ（月〜金曜午前10時〜午後4時）
定員のある園もあります

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

保育園 事業名 日程 時間・費用 対象 申

境南

一緒にあそぼう（巧技台）5/23（火） 午前10時〜11時 ハイハイができる0歳〜 ◎
1歳のひろば 5/25（木） 1歳 ◎

ほっとタイム 5/26（金） 午後1時15分〜2時15分 0歳〜 ◎6/2（金）
誕生会 5/31（水） 午前9時45分〜 0歳〜 ◎

精華第二
保育園

育児講座（後期食〜乳児
食） 5/24（水） 午後1時〜2時

実費300円 離乳食中の親子 ◎

出前保育リトミック
（会場：西久保コミセン） 5/31（水） 午前10時〜10時30分 2歳〜就学前児の親子 ◎

南 誕生会 5/25（木） 午後4時〜4時30分 0歳〜 ◎

境

ほっとタイム 5/25（木） 午後2時30分〜3時30分 0歳〜 ◎

2歳のひろば 5/26（金） 午前10時〜11時 2歳児（平成26年4月〜27
年3月生） ◎

誕生会 5/29（月） 午前9時40分〜10時 0歳〜／終了後園庭あそび
をどうぞ ◎

吉祥寺 1歳のひろば 5/25（木） 午前10時〜11時 1歳〜1歳11カ月 ◎
千川 誕生会 5/25（木） 午前10時30分〜11時 0歳〜就学前の親子 −

東 誕生会 5/25（木） 午前9時45分〜10時 0歳〜／終了後園庭あそび
をどうぞ ◎

いっしょにあそぼう（2歳） 午前10時〜11時 2歳児（26年4月〜27年3月生） ◎

北町 見学会 5/26（金） 時間は予約時にお伝えし
ます 各5組 ◎

精華第一
保育園 一緒にあそぼう（2歳） 5/31（水） 午前9時30分〜10時30分 2歳児（26年4月〜27年3月生） ◎

西久保 全体試食会 6/2（金） 午後4時〜5時 1歳〜5歳の親子 ◎

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
境南第2保育園 5/23（火） 午前10時〜11時 ◎ ◎

境保育園 5/24（水） 午前10時〜11時 ◎ ◎6/2（金）
北町保育園 5/24（水） 午前10時〜11時 ◎ ◎

公演名 発売日
「ヤロン・ヘルマン」「アテア木管五重奏団」「ドビュッシー弦楽四重奏団」 5月21日（日）
＊ 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

ティーファクトリー「ニッポン・ウォーズ」リーディング公演／作・演出：川村毅（ティーファクトリ―代表）
全日程に参加可能な
18歳以上の男女（未経
験者歓迎）／12名程度

け い こ：7/13･20･27、9/11・15 午 後 7 時 〜 10 時、
7/16午後6時30分〜10時。劇場リハーサル・本番：
9/23、24

面談：7/2（日）（時間と
場所は個別に連絡）

申 6月20日（必着）までにEメール・郵送（3頁の申込要領参照し、年齢、性別、メールアドレス、演劇
経験の有無〈有りは経験年数・内容〉、応募動機、川村毅作品の観劇経験の有無を明記）または直接同
シアターへ。全身スナップ写真添付
吉祥寺シアター演劇部	in「15Minutes	Made	Anniversary」公演／講師・演出：堀越涼（あやめ
十八番・花組芝居）
全日程に参加可能
な高校生（未経験者
歓迎）／10名程度

オリエンテーション：7/29。けいこ：8/7〜20（11・12・16
を除く）午後1時〜7時。劇場リハーサル：8/21・22午前9
時〜午後10時。本番：8/23〜27午前9時〜午後10時

面談：7/15（土）また
は7/16（日）（時間と
場所は個別に連絡）

申 6月30日（必着）までにEメール（応募用紙〈文化事業団各施設で配布、吉祥寺シアターホーム
ページより印刷可〉記載事項を記入、写真添付）または応募用紙を郵送か直接同シアターへ。詳細は
同ホームページ参照
【共通】参加費2000円／申・問�同シアター、theatre@musashino-culture.or.jp

吉祥寺シアター公演出演者募集

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

ヤロン・ヘルマン＆ジヴ・ラヴィッツ　ジャズ・デュオ・ライブ
8月27日（日）午後4時開演／スイングホール／出演：ヤロン・ヘルマン（ピアノ）、ジヴ・ラヴィッツ

（ドラムス）／全席指定4000円、◯友		3600円
アテア木管五重奏団
9月28日（木）午後7時開演／市民文化会館小ホール／タファネル：木管五重奏曲、ニールセン：木管
五重奏曲ほか／全席指定2000円、◯友		1500円
ドビュッシー弦楽四重奏団
10月5日（木）午後7時開演／市民文化会館小ホール／ラヴェル：弦楽四重奏曲、ベートーヴェン：弦
楽四重奏第11番「セリオーソ」ほか／全席指定2300円、◯友		1800円

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

樫の実
☎22-0788
吉祥寺東町4-7-2

ピヨピヨランド
6月17日（土）午後1時30分〜2時30分／2・3歳未
就園児と保護者／30組／詳細は園ホームページ参
照

6月5日〜 「未
就園児の方へ」
から

親と子のおはな
し会 6月17日（土）午後1時30分〜2時30分 −

武蔵野相愛
☎43-5260
吉祥寺南町2-31-4

たまごの会（親
子クラス）

6月14日・21日（水）午後1時30分〜3時／平成30年度年少組入
園児と保護者／10組／1回500円 ☎

ひまわりの会
（子育て講座）

6月13日（火）午前9時30分〜11時／子育て中の母親（乳幼児同
伴可）／20名 −

すみれ☎22-2701
吉祥寺本町2-32-10

未就園児のため
のひろば

6月17日（土）午前10時30分〜11時30分／未就園児と保護者
／20組／親子とも上履き持参 ☎

武蔵野中央第二
☎52-1136
吉祥寺北町4-5-13

ようこそちいさ
なおともだち

6月7日（水）午後1時30分〜2時30分／雨天実施／未就園児と
保護者／園庭・園舎一部開放／上履き・外靴を入れる袋持参 −

けやき
☎52-2186
西久保1-49-4

園庭開放 6月1日・15日・22日・29日（木）午後2時20分〜3時20分／雨天
中止／未就園児親子 −

ミニ見にシアター 6月14日（水）午後1時〜／2・3歳児と保護者／20組／1人100円 ☎
聖泉☎53-3374
西久保3-13-5 わくわく園 6月28日（水）午後2時〜3時30分／2歳以上未就園

児と保護者／20組
☎

4月5日〜
みやま
☎51-6029
緑町1-6-22

体操の先生と遊
ぼう

6月7日（水）午後1時45分〜3時（受付1時30分）／
30年度入園対象の未就園児親子／50組

☎
5月22日〜
6月5日

武蔵野東第二
☎53-4367
関前3-37-10

わくわくデー
6月10日（土）午前10時〜11時／30年度入園希望者親子／80
組／詳細は園ホームページ参照
7月1日（土）午前10時〜11時／30年度入園希望者親子／80組
／詳細は園ホームページ参照

栄光乃園☎54-1200
境1-11-6 たんぽぽ組 6月17日（土）午前9時〜／2歳以上未就園児と保護

者／80組／詳細は電話または園ホームページ参照
5 月 16 日 〜 20
日に往復ハガキ

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問�各園

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……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



特
集

MUSASHINO CITY6 平成29年5月15日号 No.2063

この特集に関するお問い合わせは、市民活動推進課情報公開担当☎60-1809へ

刊行物名 価格（円） 販売数（部） 発行年月
武蔵野市全図（武蔵野マップ）（1/7000） 100 302 毎年更新
武蔵野都市計画図（1/6000） 800 89 平成27年3月更新
住居表示案内図（町丁別バラ売り） 1枚70 6 平成8年版
市勢統計 250 4 毎年12月刊
武蔵野市地域生活環境指標 1000 2 平成26年版
玉川上水を歩く 100 20 平成17年3月刊
予算・予算説明書 600 4 毎年2月刊
子ども武蔵野市史 500 12 平成22年3月刊
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請求の内訳 決定の内訳
子ども家庭部
17件

総務部
2件

会計管理者
3件

都市整備部
30件

防災安全部
7件 全部開示

45件

財務部
17件

議会
1件

市民部
8件

健康福祉部
10件

教育委員会
15件

一部開示
78件

水道部
3件

環境部
7件

非開示（うち文書不存在）
10（8）件

総合政策部
13件

市民に情報を公開し、公正・透明で開かれた市政を推進します
　情報公開制度は、市が保有する情報を市民に公開し、共有することで、市民の市政への積極的な参加を進め、公正で透明な市政の推進を図る制度です。
市報毎月15日号のＣＩＭコラムで、特に知っていただきたい情報を分かりやすく掲載しているほか、市政に関わる情報は、市政資料コーナーをはじめ、市
報・ホームページ・各課窓口などで提供を行っています。窓口などで提供されていない行政文書についても、閲覧や複写を求める権利は保障されており、
市民からの請求に応じて、個人のプライバシーに最大限配慮した上で、原則として開示を行っています。

　市政資料コーナーでは、市の刊行物、報告書をはじめ、法規、辞典、官報など
各種の資料を自由に閲覧できます。コピー（A3まで白黒1枚10円・カラー1枚
30円）や備え付けのパソコンによる行政情報のインターネット検索ができ、
有償刊行物の販売や資料の頒布なども行っていますので、気軽にご利用くだ
さい。なお、市政資料の目録（平成20〜28年度）は市
ホームページの「市政資料」に掲載しています。

●有償刊行物
　有償刊行物一覧は、「わたしの便利帳平成28年版」123頁に掲載。また、市
ホームページの「有償刊行物」で内容を随時更新して掲載しています。

　市報では毎月15日号に身近な題材の中から、市民の皆さんに知ってほし
い情報を、市民ライターが分かりやすくお伝えするＣＩＭコラムを掲載して
います。平成4年から続いている市ならではの取り組みです。市報バックナン
バーは市政資料コーナーで閲覧でき、市ホームページにも掲載しています。

市政資料コーナー（市役所西棟7階）

請求から開示までの流れ毎月15日号の市報に掲載

平成28年度の利用実績（利用分野が判別できた件数）

平成28年度の販売実績

CIM=Civil Information Minimum
（これだけは知っておきたい市民の情報）

写しの交付や郵送を希望す
るときは、実費の支払いが
必要です

開示される範囲の
内容を閲覧2

希望する行政文書の全部また
は一部について、実施
機関により開示が認
められたとき

開示が認められない
ことがあります

開示が認められない理由を
文書でお知らせします

開示が認められない理由
に納得できないとき
開示が認められない理由を
示した文書を受け取った日
の翌日から3カ月以内に審
査請求ができます

情報公開・個人情報保護審査
会で審議

自分の情報（自己情報）につ
いての開示には、運転免許
証などによる本人確認が必
要です

情報公開担当に
開示請求書を提出1

市政資料コーナーになく、各課で公表されていない行政文書の開示を希
望するときは、市民活動推進課情報公開担当にご相談ください
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平成28年度行政文書開示状況
実施機関

請求 決定内容（件）
却下

件数 延べ人数 全部開示 一部開示 非開示
（うち文書不存在）

市長部局 117 69 39 71 10（8） 0
教育委員会 15 2 5 7 0 0
その他行政委員会 0 0 0 0 0 0
議会 1 1 1 0 0 0

計 133 72 45 78 10（8） 0
＊28年度については、審査請求はありませんでした。

◆開示請求された行政文書の例
　28年度は、道路の「協定書」、市が契約した保険の「証券」、宅地開発等指導要
綱にかかる「事業計画承認審査願」、事業者選定プロポーザルの「評価結果」な
どを請求により開示しています。

◆一部開示および非開示とした例
　開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別できる情報」、法
人印などの「法人などの地位が損なわれる情報」、また「行政運営に支障をおよ
ぼす情報」などが含まれる場合は、その部分を非開示として一部開示を行いま
す。なお、28年度に非開示として決定したものは、「審議、検討又は協議に関す
る情報」によるものと文書が不存在によるものでした。

■平成28年4月〜29年3月のコラム一覧
（健康・福祉）
地域に合った福祉サービスでまちぐるみの支え合いを進めています 7/15号
心のバリアフリー〜みんなが暮らしやすいまちへ 9/15号
介護支援などに関わる活動でポイントがもらえます〜シニア支え合いポイ
ント制度 1/15号

（子ども・教育）
「地域子ども館あそべえ」と「学童クラブ」の連携について 11/15号
小・中学校のＩＣＴ教育〜より効果的な授業を目指して 12/15号
（文化・市民生活）
学びのきっかけに活用しませんか「大人のための生涯学習ガイド」 4/15号
東京2020大会で「ホストタウン」に！ルーマニア・ブラショフ市交流事業 5/15号
市の相談業務について 2/15号
新たな創業支援施設で新たなライフスタイルを！ 3/15号
（緑・環境）
都市を守る森「二俣尾・武蔵野市民の森」での「森の市民講座」 8/15号
みどりのまちづくりに市民の力を〜緑の保全サポート制度 10/15号
（行・財政）
ＳＮＳによる武蔵野市からの情報発信 6/15号
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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

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、乳房超音波、腫瘍マー
カー検査など／市内住民登録の方：2万1000円、その他：4万2600円
／申·問 電話または直接同事業団へ
◎軽度高血圧改善教室「体験型血圧科学セミナー」
①6月21日（水）②7月21日（金）／午前10時〜正午／収縮期血圧140〜160mmHgまたは
拡張期血圧90〜100mmHg程度、ＢＭＩ25未満のすべてに該当する本人（心疾患・腎疾患
などカリウム制限のある方不可。服薬治療中の方は主治医に相談の上申し込み）または家
族で両日参加できる方／15名（初回参加、74歳以下優先し申込順）／測定(血圧・塩分量・
動脈硬化測定など)と講座。②のみ減塩食の試食あり／管理栄養士／500円（試食代・検査
キット代含む）／直近の健診結果持参／申·問 電話または直接同事業団へ

母子保健
■母子健康手帳の交付・妊婦面接
妊娠された方へ母子健康手帳や妊婦健診受診票などを交付します。専任の保健師などが面
接し、妊娠中の疑問や不安にお応えします。妊娠がわかったら保健センターに届け出てくだ
さい。子育て中も地域で安心して生活していけるよう、妊娠期から一人ひとりに寄り添い地
域とつなぐサポートをします。転入された妊婦もお越しください／問 健康課☎51-0703
■もうすぐパパ・ママのためのこうのとり学級（土曜日クラス）
6月17日（土）午前9時30分〜正午／36組（申込順）／赤ちゃんの生活、産後の体と心の変
化、もく浴実習・妊婦体験ジャケット／初妊婦（受講時に妊娠16〜31週の方）とパートナー
／母子健康手帳・バスタオル・筆記用具持参／申·問 6月9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問い合わせてください／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連絡してください／問 健康課
■もぐもぐ教室（7〜8カ月ごろの離乳食）
6月13日（火）午前10時15分〜11時30分／平成28年9月〜11月生まれの第一子と親／
36組（申込順）／離乳食（2回食）の話（簡単な試食あり）、歯の手入れの話／母子健康手帳を
持参／申·問 6月6日までに電話または直接健康課へ

休日の医療機関� 5/15（月）〜31（水）
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 ☎

21日（日）
○中田内科クリニック 内科 吉祥寺北町2-1-14 28-4600
○前澤クリニック 内科・小児科 境南町3-15-21 30-2861
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

28日（日）
○樋口クリニック 内科 中町1-13-1 56-3588
○小森病院 内科・小児科 関前3-3-15 55-8311
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3‐14‐4 45-2161

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
21日（日）小竹歯科クリニック 吉祥寺北町1-11-1-101 ☎21-4187
28日（日）コミヤマ歯科クリニック 中町1-6-4 三鷹山田ビル4階 ☎55-1678

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

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
　5月27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）／「ロイドの要心無用」（1923年、アメリカ、
67分、モノクロ、サイレント（ナレーション付き）／監督：サム・テイラー、
フレッド・ニューメイヤー。出演：ハロルド・ロイド、ミルドレッド・デイ
ヴィス、ビル・ストローザーほか）／無料／申 当日、直接会場へ／問�同館
■街頭労働相談　5月26日（金）午前11時〜午後3時／伊勢丹立川店2階正面玄関屋外右横（立川市曙町2-5-1）／労働条件に関することや労使間のトラブルなどの相談、労働問題に関する
資料配布／問 都労働相談情報センター国分寺事務所☎042-321-6110
■九都県市エコドライブ講習会参加者募集　6月12日（月）午後1時〜5時（受付0時30分）／尾久自動車学校（小金井市東町3-17-19）／九都県市内在住在勤またはJAF会員の方で、かつ普通
自動車の運転免許を所有して運転歴1年以上の方（失効・免停中を除く）／21名（超えた場合抽選）／エコドライブの講義と実技、燃料電池自動車などの展示・試乗／1028円／申 日本自動車
連盟東京支部☎03-6833-9130／問 都自動車環境課☎03-5388-3462

①当日会場で申し込み
ターゲット
バードゴルフ

5/25（木）午前9時〜午後1時。予備日6/1（木）／陸上競技場／体験コーナーあり／
10円

②直接体育協会で申し込み

ドッヂビー

ディスクドッヂ（13人制）①小学生低学年部
門②小学生高学年部門③一般部門（10人制）
＊登録20人以内 6/25（日）午後1時／第一中体育館

／小学生部門は引率責任者1名を登
録／10円／申 5/22〜6/10ゴールドッヂ（5人制）④小学生高学年部門⑤

一般部門＊登録10人以内
ドッヂディスタンス⑥4歳以上

ラグビー
（7人制）

6/25（日）午後1時／陸上競技場／16歳以上／1チーム700円／申 5/16〜6/16
（15日除く）

剣道 6/25（日）午前9時15分／第四中体育館／小学生以上／50円／申 5/16〜31

◎土曜学校森林体験教室〜青梅の森で木を使った自然体験
6月17日（土）午前8時市役所出発・午後5時30分解散／青梅市二俣尾／市内
在住・在学の小学2〜6年生／30名／最少催行10名／森の探索、林業体験など
／指導：西多摩森づくりグループ／無料

◎天体望遠鏡操作講習会
6月17日（土）午前8時三鷹駅北口出発〜18日(日)午後5時解散／自然の村(長
野県川上村)／自然の村宿泊(男女別相部屋)／市内在住・在勤・在学の18歳以
上の方／20名／最少催行6名／自然の村にある大型天体望遠鏡を個人利用で
きる修了証を発行／7600円
◎富士山五合目ハイキング〜富士山の絶景を楽しむハイキング
6月24日（土）午前7時三鷹駅北口出発・午後6時解散／山梨県富士河口湖町／市内在住・在勤・在学
の中学生以上／30名／最少催行10名／一般登山経験者向け／累積標高約234ｍ、歩行約9km・約
3時間45分／5800円
◎アウトドアカレッジ④〜水辺のリスクマネジメント＆レク講座（宿泊）
6月24日（土）午前9時30分JR青梅駅集合〜25日（日）午後5時現地解散／青梅市釜の淵公園・二俣
尾自然体験館／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）／15名／
最少催行5名／川遊びの正しい知識の習得とレク講習／指導：国際自然大学校／登録者3500円、
一般7500円
【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）（アウトドアカレッジ④の
み現地集合・解散）／昼食持参（天体望遠鏡操作講習会は17日のみ・アウトドアカレッジ④は24日
のみ）／申·問 5月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加者全員の生年
月日、在勤・在学者は勤務先・学校名、森林体験教室は子どもの学校名・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
◎自然の村直行バス運行　1泊2日で自然の村へ
7月30日（日）午前8時三鷹駅北口出発〜31日（月）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）
／30日小淵沢へ無料送迎、31日に佐久経由、東京へ／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/

スポーツ

■　　　�市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／問 体育協会☎55-4119

市制70周年

スポーツ関連のお知らせ
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（6月）
　月〜金曜（2・7・14〜16・23・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。

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
　6月14日（水）午後1時30分〜／平成29年度40・45・50・55・60・65・70・
75歳になる方／10名（申込順）／過去に検査を受けた方、ピロリ菌除菌治
療を受けた方、外科的胃切除を受けた方、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／市国保および後期高齢者医療制度の加入者は
健康診査と同時実施／500円（生活保護受給者免除）／申·問 6月5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。

■少年野球大会
　6月4日〜7月16日の毎週日曜／午前9時〜午後5時／雨天順延／軟式
野球場（緑町3-1-34）、市立小学校校庭／開会式：6月4日（日）午前8時30
分、軟式野球場／市内在住・在学者のチーム①低学年の部：小学4年生以
下（3年生以下だけでも可）②高学年の部：小学5・6年生（4年生以下の出場
可）／1チーム20名以内（追加・変更不可）。選手登録は1人1チーム／主将
会議：5月28日（日）午後5時30分、中央コミセン、各チーム1名出席／
申·問 5月21日までに直接生涯学習スポーツ課☎60-1903、少年野球連
盟・倉永☎21-3328へ。



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

MUSASHINO CITY8 平成29年5月15日号 No.2063

◦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　6/15号…5月17日、7/1号…6月2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
ほっとホット絵手紙展
（絵手紙サークルたん
ぽぽ）

5月18日（木）〜23日（火）／かた
らいの道市民スペース

徳勝54-0624 午前10時〜午後5時・
初日午後1時から、最
終日午後3時まで

女声合唱講座Vol.23「ボ
イストレーニングと合
唱の楽しさ体験」（萌木）

5月23日・6月6日（火）午前10時
〜正午／市民文化会館第3練習
室

資料代200円
奥脇
090-1817-6951

指揮者と二期会声
楽家の指導「すみれ
の花咲く頃」要予約

絵画グループ展（アト
リエ櫂）

5月25日（木）〜29日（月）午前
10時30分〜午後6時30分／芸
能劇場

川崎20-0399 ただし25日午後1
時から。29日午後
5時まで

第16回“うたごえ喫
茶・平和の風”（むさし
の平和の風合唱団）

5月27日（土）午後2時30分〜（2
時開場）／西久保コミセン地下1
階

1回500円
林54-9084

司会・バクさん

第43回定期演奏会
（武蔵野市民合唱団）

6月3日（土）午後2時開演（1時
30分開場）／市民文化会館（大
ホール）

要：入場整理券
原田
080-3462-7312

「ふるさと春夏秋冬」
ミュージカル曲集、ラ
ター「マニフィカト」

平和バザー（新日本婦
人の会武蔵野支部）

6月4日（日）午前11時〜午後2時
／中央通り公園（中町3-4）

友田51-5503 不用品リサイクル
雨天中止

さんかくFESTA2017
（井の頭恩賜公園100
周年記念）

6月4日（日）午前10時〜午後4時
／井の頭公園三角ひろば・神田
川周辺

市川
080-3401-6737

多世代多文化交流
イベントでジモト
をつくるつなげる

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
スイスイ（AQダン
ス・水泳・水中ウオー
キング）

月3回水曜／午前9時15分
〜10時45分／武蔵野温水
プール（15ｍプール）

月3000円
村上22-2473

体験無料。15ｍプール
で、心身の癒しを！

楽しいハングル（韓
国語を学びましょ
う）

毎月第2・4水曜／午前10
時30分〜11時30分／本
町コミセン

月3000円
伊東43-5718

入 1000円

オリーブの会（講師
指導のもとヨーガで
健康な毎日を）

月3回原則第1・2・3土曜／
午後3時〜4時30分／第三
小、新体育館

月1200円
栗原48-2964

維持会費年間500円

健幸ヨーガ（オーソ
ドックスなハタヨー
ガ）

月4回日曜／午後2時〜3時
30分／吉祥寺東コミセン

月3000円
上西22-0519

入 1000円／ツボ押し
ケア・顔ヨガ・女性の
ためのヨーガ

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5

吉　東

募集 ■フリーマーケット出店者　6/4（日）開催／午前10時30分〜午
後2時／21区画／300円／申 21日午前10時〜窓口へ

25日（木）
■コミュニティのつどい「災害時におけるコミセンの役割とは」　
午後7時〜9時／市防災課・市民活動推進課、東部防災会・東部福
祉の会

30日（火） ■吉祥寺東落語会　午後2時（開場1時30分）／60名／朝也改め真打春風亭三朝／木戸銭500円／申

6/3（土）
■軽スポーツの日「食べて動いて元気アップ」　午前10時〜午後0時
30分／20名／歯科セミナーと筋トレ・ストレッチ／飲み物・スポー
ツタオル・上履き持参／共催：健康づくり支援センター／申 窓口へ

吉　南 6/5（月） ■生活習慣病予防料理講習会「梅雨の食養生」　申

御殿山 6/1（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

吉　西

25日（木）
■あるこうかい「八王子市　絹の道周辺の散策」　午前9時アトレ
はなびの広場集合／歩行約1万5000歩／実費／飲み物持参／申
21日までに窓口へ

27日（土） ■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホッとCaféシェモア」でいれたてのコーヒーをどうぞ（1杯100円）
30日（火） ■ごみ減量の集い　午後1時30分〜3時／ごみを減らして住みよ

い街に／共催：クリーンむさしのを推進する会

けやき

20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

21日（日）
■けやきまつり　午前10時〜午後2時／雨天実施（フリーマー
ケットを除く）／バザー、フリーマーケット、花市、地元野菜、焼き
そば、フランクフルト、焼きだんご、ピザ、ドライカレーほか

27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

24日（水）
■「江戸歴史探訪」　午前9時20分三鷹駅改札前集合／20名／品
川沖での坂本龍馬の痕跡を訪ね、旧東海道を歩く／実費（交通費、
昼食、しながわ水族館入館料）／申 15日午前10時〜

6/11（日）
〜

■小学生茶道教室（初歩）　6/11･25、7/9･16、9/10･17、10/8･ 
22（全8回）／午前10時〜正午／小学生3年以上／12名／中川宗
文（裏千家）／初回：1050円（教材費）と50円（抹茶代）、毎回：150
円（お菓子代）／申 15日午前10時〜

西久保
6/2（金）〜

■スマホ学習会　6/23までの毎週金曜／午前10時〜正午／1回
400円／各回6名／サポーターも募集中／協力：シニアSOHOむ
さしの／申 28日までに窓口へ

6/3（土） ■生活習慣病予防料理講習会「梅雨に負けない疲労回復メニュー」　
10名／申 29日までに窓口へ（キャンセルは31日まで）

緑　町 24日（水）
■コミュニティわいわい広場　午後2時30分〜4時30分（工作受
付4時まで）／小学生／工作：巾着袋。ゲーム：サッカー、マジック
ナイン、ダッシュでGO。わたあめ／共催：桜堤児童館

八幡町 6/3（土） ■はちコミフリーマーケット　午前9時30分〜正午／13区画／
200円／申 出店料を添えて窓口へ

関　前 31日（水）
■コミュニティわいわい広場　午後2時30分〜4時30分（工作受
付4時まで）／小学生／工作：革のキーホルダー、木のヨーヨー。遊
び：マジックナイン、カーリング、カプラほか／共催：桜堤児童館

西　部 6/3（土） ■コミセンまつり　午前10時〜午後3時／模擬店：焼きそば、綿あめ
ほか、イベント：人形劇、第二中吹奏楽／2日午後2時〜3日休館

境　南 22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」
担当：市民活動推進課

■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

コミュニティセンター 講師の方などの敬称略

祝賀会オープニングでの演奏

　3月26日（日）、緑町コミセンの30周年記念式
典、祝賀会が行われました。
　市長をはじめ、ご来賓多数のご出席をいただ
き、また、市内の16コミセンの代表、緑町の町内
会、自治会、商店会、消防団ほか、コミセンを支え
る多数の住民の方々にお祝いしていただき、大
変賑やかで、なごやかな会となりました。式典のしめくくりは、ふじの実
保育園副園長平川公三氏の「緑町の歴史」についての記念講演、祝賀会の
オープニングでは、第四中学校吹奏楽部有志による素晴らしい記念演奏
で華やかな雰囲気となりました。また、かねてより希望していたエレベー
ターが設置され、利用者の方々に大変喜んでいただいています。これから
も、地域コミュニティの拠点としてコミセンをご利用ください。

創立30周年を迎えました
緑町コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

■企画展「井の頭と江戸」関連事業
◎講演会「井之頭御林にみる江戸
幕府の森林政策」：6月10日（土）午
後2時〜4時。ふるさと歴史館市民
スペース。中学生以上。50名（超え
た場合抽選）。井之頭御林が江戸幕
府の森林政策の中でどのように位
置づくか、その歴史的役割を解説
する。太田尚宏（国文学研究資料館
准教授）。無料。申 5月28日（必着）
までに往復ハガキ・Eメール（3頁の
申込要領参照）または返信用ハガ
キを持って直接同館rekishikan@
city.musashino.lg.jpへ。◎企画
展「井の頭と江戸」展示解説：5月
20日（土）・6月4日（日）午後1時30
分〜（30分程度）。同館第二展示室。
企画展担当学芸員。無料。申 当日、
直接会場へ／問 同館☎53-1811

■ ふるさと歴史館イベント「むさし
の紙芝居一座がやってくる」
　5月28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／武蔵野にまつわる昔話の
紙芝居口演。開催中の企画展「井の
頭と江戸」に合わせた、井の頭や鷹
場に関する話／無料／問 同館☎
53-1811

■緑の創作園オープンガーデン
　5月20日（土）午前10時〜午後0時
30分／小雨実施／緑の創作園（八
幡町3-2）／ガーデンで育てたハー
ブ苗・花苗・種のプレゼント、園芸相
談。ガーデンで摘み取ったハーブ
ティーとケーキ（実費100円程度）／
共催:M’s Gardenみどりの食いし
ん坊／申 当日、直接会場へ／問 緑
のまち推進課☎60-1863

■むさしの自然観察園　クワガタ幼虫飼育にチャレンジ
　6月4日（日）午前10時〜正午／小学生以上／15名（小学1〜3年生は保護
者同伴。超えた場合抽選）／主催：武蔵野市／申·問 5月25日（消印有効）ま
でに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、学校名・学年も明記）で同園☎55-
7109（〒180-0001吉祥寺北町3-13）へ。

■ 消費生活講座「羽田クロノゲー
ト・キリンビール横浜工場見学」
　6月28日（水）午前7時50分商工
会館前出発・午後4時30分解散／
羽田クロノゲート（ヤマト運輸の
物流センター）、キリンビール（株）
横浜工場（併設レストランにて各
自昼食）／貸切バス使用／市内在
住・在勤・在学の20歳以上の方／
37名（超えた場合抽選）／無料（昼
食実費）／申·問 5月24日（必着）ま
でにハガキ・ファクス・Eメール（1
組2名まで。3頁の申込要領参照
し、年齢、性別、在勤・在学者は勤務
先・学校名と電話番号も明記）で消
費生活センター☎21-2972、FAX 
51-5535、cnt-syohisya@city.
musashino.lg.jpへ。
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