
内容は次頁へ　

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 ※8月22日（土）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

9 : 30 21 : 30 23 : 0012 : 00
＊1月20日（土）は放送時間が変わります
 9 : 30 12: 00 21: 15 23 : 00
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人口と世帯� 《平成29年12月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万5056人（98人減）　世帯数 7万6040世帯（68減）
●男 6万9575人（23人減） ●女 7万5481人（75人減）

〈うち外国人住民数〉3032人（3人減）

　武蔵野市が掲げる大事な政策の一つが「子ど
も子育て応援宣言のまち」。これは、「武蔵野市」
を子育て世代の皆さんから積極的に選んでいた
だける市にしたい、「子育てするならやっぱり武
蔵野市がいいね」と多くの人に言っていただき

たいとの思いがあるからです。
　そこで、市内で子育て支援に取り組んでい
らっしゃる3人をゲストにお迎えし、それぞれの
取り組みを伺いながら、武蔵野市の子育ての現
状と未来について語り合っていただきました。

内容は次頁へ　

迎春
　あけましておめでとうございます。
　本年も、皆さまのご健康とご多幸を心よ
りお祈り申し上げます。
　武蔵野市は、昨年市制施行70周年を迎
えました。先人の皆さまのご努力と健全な
財政運営によって、武蔵野市はさまざまな
先進的な施策を行い、住みたいまちとして
のご評価を得ています。新クリーンセン

ターの本格稼働や、市民文化会館のリニューアルオープンな
ども終え、昨年は武蔵野市にとって大きな節目の年となりま
した。
　その節目の年に、私は第六代武蔵野市長に就任いたしまし
た。武蔵野市政の発展にご尽力賜りました先人の皆さまの、
ひとかたならぬご努力の歴史の上に今日があるということを
実感し、改めて重責を担う決意を致しました。そして、未来に
向けて歩みを進めていく上で、少子高齢社会への対応と、老
朽化したインフラ整備への取り組みを市政の重点課題とし
て捉え、課題を先送りせず、解決に向け市政運営に取り組ん
でまいります。
　市政運営における基本姿勢は対話です。武蔵野市の市民
力は至る所に発揮されています。これは長い年月をかけて、
市民参加が息づいてきたまちであり、市民の皆さまが、わがま
ち武蔵野を自らの手で作り上げていこうと行動しているから
であると思います。考え方や立場の違いを踏まえ、また、個々
の意思を尊重した上で、多様性を生かし違いも認め合い、対
話と議論を重ねて課題解決のために取り組む所存です。
　子育て支援は未来への投資です。「子ども子育て応援宣言
のまち」実現に向けて、待機児童対策などを喫緊の課題とし
て取り組んでまいります。「誰もが住み続けられるまち」武蔵
野を目指して、子どもから高齢者まで、市民の皆さまのお声
を丁寧にお聴きしながら、「住みたいまち」から「住み続けられ
るまち」へと実感していただけるまちづくりを進めてまいり
ます。
　本年は、平成32年から10年間の武蔵野市第六期長期計画
の策定が始まります。武蔵野市方式とも言われる策定方法を
継承しつつ、多くの市民参加でつくってまいります。公募委員
を中心とする市民会議の設置はもとより、策定した計画によ
る施策について、市民参加も含めた評価のあり方を検討し、
市民自治による計画行政をさらに発展させ、市民の皆さまと
ともによりよいまちづくりを進めてまいります。
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平成30年
新春座談会「子ども子育て応援宣言のまち」武蔵野へ

市長　本日はどうぞよろしくお願いします。で
はまず自己紹介からお願いします。
平湯　八幡町で保育
と子育て支援を13年
前 か ら 行 っ て い る
NPO法人「子育て応
援スペースとことこ」
の理事長、平湯友子で
す。現在は小規模施設
2園とおやこひろば
の部屋、認可外保育施
設の計4施設を運営
しています。今度の4月に現在の小規模保育施
設2園を近くに移転統合して、広くなった施設
の中で拡充していくことになります。
加藤　子育て
中のお母さま
方が支援し合
う「サニーママ
武蔵野」の代表
の加藤真愛で
す。北町高齢者
センターで始
まった常設の子育てひろば・みずきっこで施設
長もしており、地域での子どもの居場所づくり
だけでなく、母親に寄り添うことも大切にして
おり、育児相談や復職支援も行っています。
　「質の高い文化の伝承」というテーマも掲げて
いまして、親子で学ぶ茶道や華道講座、わらべう
た遊びを提供したり、ミュージカルやオペラの
鑑賞、季節料理教室も主催しました。また、地域
情報誌の発行、メルマガ配信や民間企業と共催
でクリスマスイベントも開催しています。
中西　「まちの保育
園 吉 祥 寺」で コ
ミ ュ ニ テ ィ コ ー
ディネーターをし
ています中西信介
です。
　「まちの保育園」
はそれまで練馬区
と港区で保育園を
運営しており、3園目となる保育園を、約3年前
に市内に開園しました。私の担っているコミュ
ニティコーディネーターは、子ども、保育者、保
護者、地域の人たちなどをつなぐ役割で、何でも
屋さんのような存在です。

市長　平湯さんはどのようないきさつで今のよ
うな活動を始められたのでしょうか？
平湯　専門職として、子どもの育ちを保障した
いという思いからのスタートです。幼稚園教諭、
保育士の両方の勤務経験の中で、子どもがすく
すくと育つには、子育て世代への支援が必要だ
ということ、その支援のためには緩やかな地域
のつながりが大切だということに気付き、おや
こひろばなど、子育て支援に重点を置いた、小さ
な保育施設を仲間と立ち上げることにしまし
た。
　当初は子育てひろばと休日や数時間の一時預
かり保育がメインでしたが、2009年のリーマ
ンショック後の待機児童の増加から月極保育の
希望が増えました。
市長　ありがとうございます。加藤さんはどう
ですか。
加藤　私は銀行に勤めていたのですが、主人の
転勤を機に退職しまして、その後、子育てをしな
がら、認証保育所、認可保育所、家庭的保育室、障
害者支援といった施設に勤めてきました。いわ
ゆる転勤族です。
　武蔵野市に引っ越して来たときに、社宅のお
母さんたちのように、引っ越しや退職など環境
が変化した親子が、地域とのつながりが見つか
らず、不安を抱えていることに気付きました。そ
こで、社宅のお母さんたちが集まって、自分たち
も支え合いながら、子どもたちにも楽しいこと
ができる場をつくろうと、サークル活動として
始まったのがきっかけです。それが「サニーママ
武蔵野」の多様な活動へと発展しました。今はそ
の地域活動が、復職を含めた、社会復帰のウォー
ミングアップへつながる事例も多く、そのス
テップの受け皿づくりも行っています。
市長　自分の子育てや生活だけでも大変なの
に、子育て中の方々の支援や地域のことに関
わってきて大変だったと思います。ありがとう
ございます。

地域との交流を通じて
市長　データ的な話をさせていただくと、武蔵
野市の保育園の待機児童は2017年4月時点で
120人でした。前・邑上市政の12年間でこれま
で1400人近くの定員増を図ってきたにも関わ
らず、児童数や入所希望数が増えて、まだ待機児
童問題が解決されたわけではありません。
　そんな中、全国的には保育園イコール迷惑施

設と主張される面もあり、保育施設はなかなか
建設しにくくなってきています。
中西　そうですね。
市長　しかし、私はやはり子どもは、社会や地域
の未来を支える宝だと思っています。地域にし
ろ、商店にしろ、企業にしろ、今の子どもたちが
将来の担い手であり、お客さまであり、働き手に
なります。その点で、武蔵野市の将来のために
も、地域や社会で子育てを応援して、武蔵野市を
子育てがしやすく、未来が明るいまちにしたい
と思っています。保育園問題はその入口だと
思っています。どうやったら理解していただけ
るか、できてからどうやって近所と付き合って
いくのが理想なのか。思うところがあれば、意見
を聞かせてもらえますか。
加藤　顔がつながるということが大切だと思い
ます。全然知らない子どもの泣き声はうるさく
感じることもありますが、自分の孫の泣き声は
さほどうるさくはないですよね（笑）。顔の見え
る関係づくり、地域の人に知ってもらっている
子どもになることが大切だと思います。
市長　重要なことですね。
加藤　私た
ちも高齢者
センターで
子育てひろ
ばを始めた
ときには、
子どもが好
きな人ばかりではないし、あまり長い時間交流
すると疲れてしまうかもしれないとかなり心配
しました。しかしあるとき、「ここに来る子ども
たちのために、何か子どもが喜ぶ作品を作って
もらえませんか？」とお願いしたら、「オファー
が来ちゃったわ」と言って喜んでいただき、ぬい
ぐるみや手芸作品を下さいました。私たちも高
齢者センターへボランティアに出向いたり交流
が生まれました。
中西　私たちのところでは「斜めの関係」と呼ん
で大切にしていることがあります。
　昔は公園や空地にお兄ちゃんがいて、近所の
おじいちゃん、おばあちゃんに怒られている子
どもがいたり、家族や学校とは違う関係があり
ましたが、今の時代、ほとんどなくなってしまっ
たように感じます。だからこそ子育て団体や施
設の関係者が核となって積極的に地域に「斜め
の関係」を作っていくことが大切だと思います。
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この記事は、新春座談会として約1時間半にわたって行われたものを秘書広報課が編集・要約しました。

市長　「斜めの関係」というのはユニークな表現
ですね。
中西　「まちの保育園」では、できる限り地域の
自然や文化、たくさんの才能を持っていらっ
しゃる地域の人々とのふれあいの中で、子ども
たちを育てていきたいと考えています。
　幼少期にそうやって地域の多様な文化や人と
出会い、体験することは、子どもたちにとってか
けがえのない経験となります。
市長　そうですね。それを「斜めの関係」と呼ん
でいるのですね。具体的にはどんなことをされ
ていますか？
中西　子ども
たちが食べも
のや野菜づく
り に 興 味 を
持っていたの
で、地域で生
ごみから土を
つくる取り組みをしていらっしゃる「クリーン
むさしのを推進する会」の方々に相談したとこ
ろ、一緒に土づくりから始めて、その土で育った
野菜を一緒に収穫して食べる取り組みを行うこ
とができました。
市長　なるほど。いい取り組みですね。
中西　ほかには、近隣に学校施設があったので、
すぐ隣の井之頭小学校とは、授業の一環で1年
生と一緒に子どもたちが散歩・交流をする時間
を作ってもらいました。0〜5歳児は、家庭の中
で愛されて育ったり、保育園の先生に丁寧に見
てもらうことが大切ですが、同じくらい、地域の
人たちに子どもが触れることも大切です。また、
藤村女子中学校・高校の部活動とも連携してい
ます。
加藤　私たちの団体も藤村女子中学校と定期的
に交流しています。学生ならではのエネルギー
あふれる遊びには子どもたちも大喜びです。ま
た、高齢の方の豊富な経験や技術の伝承は子ど
もの情緒を豊かにしますし、子育て世代だけで
はできない関わりがあり、ありがたいです。
中西　私たちも高齢者施設と交流してもらって
います。子どもたちを連れて定期的に訪問して、
おばあちゃんに得意な朗読を聞かせてもらった
り、折り紙の折り方を教えてもらったり。高齢の
方も、月1回のその日をすごく楽しみに、練習を
重ねています。子どもも楽しみにしているし、お
じいちゃん、おばあちゃんたちも喜んでくれる
関係になっています。
市長　交流することでお互いの利用者が元気に
なる。いいことですね。ある意味、子育てを通じ
てコミュニティを作っているとも言えます。
加藤　子育て中のお母さんは育児に追われると
ビシビシと怒ってしまいがちです。しかし、そん
なときに近所の高齢の方々が子どものペースに
合わせてくれて「そうなのね」「すごいね」と話を
してくれると、子どもも親も、気持ちに余裕が生
まれ、助かっています。
平湯　子どもの発達の面でも、目の前の母親が
安定した気持ちでいること、地域のさまざまな
大人に出会うことは、子どもが成長していく上
で大きな基盤になります。大人同士の良いコ
ミュニケーションは、子どもにとって、人とつな
がるモデルになります。地域に愛されて育った
子どもたちは、豊かな地域や豊かな社会を作る

大人となっていきます。
加藤　先ほど転勤族など、環境の変化による孤
立した子育ての話をしましたが、社会や地域全
体でもコミュニティ不足が深刻になってきてい
ます。世代・立場を超えた地域のどのような「手」
も、子育てにはありがたいもの。子育てを応援
し、次の世代を作る手助けをするという気持ち
が、地域を元気にもしていてうれしいです。
中西　ただ、前提として我々が、もともとその地
域に暮らしていた人たちの中へ、後から入って
きたということは深く認識する必要があると思
います。保育園ができたことで、近くに自転車が
たくさん通るようになったとか、朝や夜の送迎
時の話し声が気になるという意見もあります。
その意味では、施設だけでなく、利用者も巻き込
んで、一緒になってその地域に施設が根づいて
いくためにどんなことができるだろうかという
ことを日頃から話し合っていく必要もあると思
います。
市長　それも重要ですね。
中西　そうやって日頃から我々のほうから地域
に出ていき、少しずつでも子どもたちの顔を
知ってもらう。そして「またあの子、あそこで泣
いている」「この子たち、いつも遊んでいてにぎ
やかだな」と温かいまなざしを向けてもらえる
ように努力をすることが大切だと思います。
平湯　保育園や子育て支援の施設がまず地域に
開いていくことが大事ですよね。4月に改定と
なる保育所保育指針でも、保育園が地域と連携
することや地域の子育て支援などを通して、地
域に開いていくことの重要性がうたわれていま
す。保育室と連携したひろばでは、地域の方たち
が編み物を教えてくれたり、コーヒーを入れに
来てくださるなど、顔と名前が一致した自然な
つながりが生まれています。近所の方や地域の
コミセンとも、活動や日々のあいさつをきっか
けに、子ども、子育て世代を応援する声が増えて
きていることを実感しています。
市長　それは語り合うことで信頼が生まれ、子
どもを応援していくことを通して、地域の新た
なコミュニティが生まれているとも言えますね。
　地域力が弱くなりつつある今、貴重であり、重
要な取り組みと言えます。つまり、子育ての応援
は、豊かなコミュニティのあるまちをもう一度、
再生する効果も持っているかもしれませんね。
加藤　お母さんたちも自分の子どもが騒いで迷
惑を掛けないかと周りの目線にびくびくした
り、相談する相手も少ない中で子育てをしてい
ます。地域の方からの温かいお声掛けがどれだ

けありがたいことか。地域に見守られていると
思うだけで、安心感みたいなものが芽生えま
す。地域の多くの手で育った子どもの記憶は、
また次の地域子育ての循環を生むと思ってい
ます。

誰もが住んでよかったと思えるまちに
市長　子育てだけでなく、高齢社会の課題など、
地域のさまざまな課題がそれぞれ分断され、当
事者だけの悩みに捉えられがちな時代になって
います。しかし、それでは豊かな社会とは言えま
せん。子育てが「孤育て」になってしまうと、ただ
でさえ大変なのに、子育てがつらいものになっ
てしまいます。同様のことがすでにいろんなと
ころで起こっていると言えるかもしれません
ね。
加藤　つながるための地道な場づくりが必要で
すね。
中西　昔は社会にゆとりがあったのですかね。
でも昔には戻れないので、今の時代に合わせた
地域の連携を進めていけば個々の孤立感も変
わってくるような気がします。
市長　連携した社会を生み出すのは決して簡単
な話ではないですが、連携して個々の課題が解
決していけるような社会は理想ですね。これか
らの武蔵野市のコミュニティをどうしていく
か、ここで改めて考えなくてはいけないのかな
と思います。
　高齢者、子ども、学生、子どものいない世帯、結
婚をしていない人。いろいろな人が、自分と違う
人たちのことを少しでも理解し、協同や協働の
発想を持つ。そんな人が少しでも増えるといい
なと思っています。
平湯　大人も
子どもも、一
人ひとりを大
切にし合える
まちは子育て
しやすそうで
す。
市長　皆さんの事業は子育て支援の分野です
が、武蔵野市の今後のまちづくりにとってとて
も示唆に富んだお話だったと思います。
　これからいろいろな分野のさまざまな人に話
を聞きながら、また、議会と相談しながら、子育
てはもちろん、誰もが孤立しないまちづくり、み
んなが住んでよかったと思える豊かなまちづく
りを進めていきたいと思います。本日はありが
とうございました。



MUSASHINO CITY4 平成30年1月1日号 No.2080

お
知
ら
せ
／
講
座
・
講
習
／
ご
み
と
リ
サ
イ
ク
ル

■ 「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

「自分から　進んでやろう　ゴミの分別」　二宮理緒さん（市内在住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
下水道総合計画見
直し検討委員会

1月10日（水）
午後6時30分

商工会館
消費生活セン
ター講座室

5名程度（先着順）／下
水道総合計画の見直し
について

当日、直接会場へ
下水道課
☎60-1868

文化振興基本方針
策定委員会

1月16日（火）
午後7時

かたらいの道
市民スペース

10名程度（先着順）／
中間のまとめ（案）につ
いてほか

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

エコプラザ（仮称）
検討市民会議

1月18日（木）
午後7時

開催中止となりました。次回の開催は決まり次第市報
でお知らせします／問 環境政策課☎60-1841

市民活動推進委員
会

1月22日（月）
午後2時

市役所
812会議室

10名程度（先着順）／
基本施策の進捗につい
て

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

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

■1月の燃やさないごみの収集日
町（丁目）名 収集日

吉祥寺東町、吉祥寺本町1丁目 第1・3金曜 5日・19日
緑町、八幡町 第2・4月曜 8日・22日
吉祥寺南町 第2・3火曜 9日・16日
御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、吉祥
寺北町、中町 第2・3水曜 10日・17日
西久保、関前、境1・3丁目、境南町 第2・4水曜 10日・24日
境2・4・5丁目、桜堤 第2・4木曜 11日・25日
※ 吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、吉祥寺北町、中町の
本来第1週の収集日は、1月のみ第2週に振り替えます。

祝日のごみ収集
　8日（月）のごみ収集は通
常どおり行います。年間の
祝日（12月31日〜1月3日
および土・日曜の祝日を除
く）・振替休日も通常どおり
行います

問 ごみ総合対策課

第4回市議会定例会の結果
　11月22日〜12月21日の30日間の会期で開かれた第4回定例会
では、7名の議員が各会派代表質問を行い、16名の議員が一般質問
を行いました。17件の市長提出議案が提出され、「平成28年度武蔵
野市決算の認定について」「武蔵野市生産緑地地区の指定に関する
条例」などが認定・可決されました。議員提出議案は2件提出され、
「東京都受動喫煙防止条例化に関する意見書」が可決されました。ま
た、2件の陳情の採決が行われ、2件とも不採択となりました。詳し
くは2月1日発行予定の市議会だよりまたは市議会ホームページを
ご覧ください／問 議会事務局☎60-1883

講 座・講 習 講師の方の敬称略

■�セルフメディケーション税制に係る
「一定の取組」の証明について
　平成29年分所得税確定申告お
よび30年度市・都民税申告におい
てセルフメディケーション税制
（医療費控除の特例）の適用を受け
るために「健康診査結果票」を使用
する場合は、健診の種類（国民健康
保険特定健康診査または後期高齢
者医療健康診査）を押印しますの
で、保険課または健康課に、結果票
と保険証を持参してください。「国
民健康保険特定保健指導修了証」、
「市のがん検診結果票」、「インフル
エンザの予防接種、定期予防接種
の領収書、予防接種済証」はそのま
ま使用できます。「健康診査結果
票」、「市のがん検診結果票」を紛失
などした場合は、健康課で再発行
できます／問 保険課☎60-1834
（国保）・60-1913（後期高齢者）、

■�不要な年賀ハガキを回収します
　1月14日（日）〜2月1日（木）／各施設の開庁・開館時間
／市役所、各市政センター・コミセン（吉祥寺南町コミセ
ンは除く）、市内郵便局／年賀ハガキ・そのほかハガキ全
て（インクジェット紙も可、写真付きや紙以外は不可）／
各施設の専用ボックスに束ねずに投入／個人情報厳守／
製紙工場でトイレットペーパーにリサイクル／問 ごみ総合対策課

■�引きこもりサポート事業
　「それいゆ」家族セミナー
　1月20日（土）午後2時〜4時30
分／総合体育館大会議室／不登
校・引きこもりなどの悩みをもつ
家族など／若者が「一歩」を踏み
出すとき〜事例の紹介／文化学
習協同ネットワークみたか若者
事業部スタッフ／無料／主催：武
蔵野市／申 当日、直接会場へ／
問 文化学習協同ネットワーク☎
70-5067

■�消防団出初式
　1月14日（日）午前10時／武蔵
野中央公園（八幡町2-4）／荒天
時、式典のみ第四中体育館で実施
／式典、消防演技、一斉放水、消防
少年団演技、消防署はしご隊演技、
亜細亜大学吹奏楽団による演奏な
ど／問 防災課☎60-1820

■�「季刊むさしの」冬号ができました
　特集は、「新市長イン
タビュー」「気付きで守
ろう　毎日の安心と安
全」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

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

■�認知症サポーター養成講座
　1月26日（金）午後2時〜3時30
分／商工会館市民会議室／市内在
住・在勤・在学の方／50名程度（申
込順）／認知症の基本的な知識、認
知症の方への接し方、市の現状な
ど。受講者にはサポーターの証で
あるオレンジリングを進呈／講
師：ゆとりえ在宅介護・地域包括支
援センター職員／無料／申·問  
1月23日までに高齢者支援課☎
60-1846へ。

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

■�森の市民講座
　「間伐体験と焼き芋作り体験」
　2月3
日（土）
午前10
時20分
JR二俣
尾駅改
札集合・午後4時解散／二俣尾・武
蔵野市民の森自然体験館（青梅市
二俣尾4-1115）／市内在住・在勤・
在学の小学生以上の方（小学生は
保護者同伴）／25名（超えた場合

■�生産緑地地区の指定に関する
　条例を施行
　良好な都市環境の形成に資する
ことを目的に都市計画に生産緑地
地区を指定するにあたっての基本
方針や同地区を指定できる区域の
規模に関する条件を条例で規定。
詳細は市ホームページ参照／施行
日：1月1日／問 まちづくり推進課
☎60-1872

健康課☎51-0700。セルフメディ
ケーション税制に関する確定申
告：武蔵野税務署個人課税第一部
門☎53-1311、市・都民税申告：市
民税課☎60-1823

抽選）／東京の森の現状の話、冬の
森散策、森づくりのための間伐体
験、焼き芋作り／無料／汚れても
よい長袖・長ズボンと履きなれた
靴で。帽子・首に巻くもの・軍手・昼
食を持参／エンジョイ・フォレス
ト女性林研／「緑の募金」への協力
をお願いします／申·問 1月23日
（必着）までにハガキ（5頁の申込
要領参照し、在勤・在学者は勤務
先・学校名、小学生は学年・保護者
名も明記）で〒180-8777緑のまち
推進課☎60-1863へ。

■�子育てひろばボランティア養成講座〜応援しよう　地域の中で子育てを
　講義：2月8日（木）・13日（火）・21日（水）。実習：希望する1日／全4回／
午前10時〜正午／市役所802会議室（21日のみ801会議室）／地域の子
育て支援・子育てひろばに興味関心のある方／子育てひろばでのボラン
ティア活動における基礎的な知識習得やスキルアップ／20名（申込順）
／坂本純子（新座子育てネットワーク）／無料／託児：市内在住者、講義の
み各6名（申込順）／申·問 1月29日までに電話、Eメール（5頁の申込要領
参照し、託児希望は子どもの氏名〈ふりがな〉、生年月日、性別も明記）また
は直接子ども政策課☎60-1239、sec-kodomoseisaku@city.musashi�
no.lg.jpへ。
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申込要領 ●  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

記事に「申込要領参照」
とある場合の記入事項
①�行事名（コース）
②�住所
③�氏名（ふりがな）
④�電話番号
⑤�そのほかの必要事項
　�（記事に明示）

�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

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）／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。

■市および関係団体の嘱託職員の募集

教
育
企
画
課

①学校事務
5名程度
嘱託職員

接客、会計、文書管理
など一般事務／ PC／
市民雇用創出事業  に準ずる

4月1日または6月1日〜31年3月31日（更
新の可能性あり）／週5日（月〜金曜）午前
7時〜午後5時10分の7時間／小・中学校
／月額21万400円／交

面接：
2月8日（木）

②学校用務
若干名
嘱託職員

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

4月1日または5月1日〜31年3月31日（更
新の可能性あり）／週5日（月〜金曜）午前
7時〜午後5時10分の7時間／小・中学校
／月額21万400円／交

面接：
1月30日（火）

申·問 ①1月29日（月・必着）②1月19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教育企画課☎60-1894へ

文
化
事
業
団

吉祥寺美術
館学芸員
若干名　　
嘱託職員

展覧会の企画・実施および実施に伴
う事務処理、対外的な交渉・調整、作
品管理、そのほか管理事務、美術館事
業全般に関する業務など／学芸員の
資格を有すること／美術館などにお
いて、常勤（嘱託職員・契約社員可）で
学芸的業務の実務経験が2年以上あ
ること／PC／普免 なお可

4月1日〜31年3月31日（更
新の可能性あり）／4週8休
（土・日曜、祝日勤務あり）午
前8時30分〜午後9時（7時
間勤務シフト制）／吉祥寺美
術館／月額19万5000円（別
途、賞与あり）／交

一次試験
小論文：
2月4日（日）　
（書類審査）　
二次試験　　
面接：
2月18日（日）

申·問 1月25日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）および「学芸員資格を有することを
証明する書類の写し」を郵送または直接吉祥寺美術館☎22-0385（〒180-0004吉祥寺本町1-8-
16FFビルコピス吉祥寺7階）へ／試験案内：市民活動推進課、市民文化会館、芸能劇場、公会堂、
スイングホール、吉祥寺美術館、吉祥寺シアター、かたらいの道市民スペースで配布、http://
www.musashino-culture.or.jp/より印刷可

教
育
支
援
課

介助員
若干名
嘱託職員

小・中学校特別支
援学級児童・生徒
の介助業務

4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あり）
／週3〜5日（月〜金曜）午前8時〜午後3時30
分の6時間、年1回宿泊勤務あり／特別支援学
級設置校／日額1万100円／交

書類審査、
面接：
2月1日（木）

申·問 1月18日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777教育支
援課☎60-1908へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

高
齢
者
支
援
課

地域包括支援
センター業務
2名
嘱託職員

介護予防支援業務など／介
護支援専門員として2年以
上実務経験がある方

3月1日〜／週5日（月〜金曜）午前
9時〜午後5時／月額30万200円
／交

作文、
書類審査、
面接：
1月25日（木）

申·問 1月17日（水・必着）までに作文「あなたが考える自立を支える地域包括支援センターの役
割について」（800字以内）、市販の履歴書（写真貼付）、介護支援専門員資格および基礎資格の証
明書の写しを直接または郵送で〒180-8777高齢者支援課☎60-1947へ

指
導
課

小学校英語
教育推進ア
ドバイザー
2名
嘱託職員

小学校を巡回し、教員に対し、教科
「英語」の指導計画や教材作成、授業
実施などに関する指導やアドバイ
スを行う／英語科の教員免許を有
し、直近7年以内に小学校または中
学校において教科「英語」指導経験
がある方／PC

4月1日〜31年3月31日（更
新の可能性あり）／週4〜4.5
日（月〜金曜、8月は週1〜4
日）午前8時30分〜午後5時
（実働7時間30分）。年間195
日程度／小学校／月額24万
600円／交

書類審査、
面接：
1月31日（水）

申·問 1月22日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または直接
〒180-8777指導課☎60-1897へ

子 ど も 講師などの方の敬称略

■�桜まつりのイベント「何でも発表ショー」参加者募集
　4月1日（日）／むさしの市民公園内仮設舞台（緑町2-2）／市内在住・在
勤・在学のグループ／3団体程度（多数の場合選考）／1団体15分（準備・撤
収含む）／ダンス、コーラス、民謡、舞踊、マジック、琴演奏など（太鼓、エレ
キギターなどは除く）／申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（代
表者について申込要領参照し、グループ名、人数、活動内容PRも明記）で
〒180-8777桜まつり実行委員会事務局（生活経済課内）☎60-1832、
FAX51-9193へ。

■�夜活★むさしのメディア塾Vol.1
〜Web広告とジェンダー表現
　1月26日（金）午後7時〜9時／武
蔵野プレイスフォーラム／関心の
ある方／40名（申込順）／Web広
告を通して日本のメディアが抱え

■�消費生活講座「シニア向けらくらく
　スマートフォン安全教室・初心者向け」
　1月25日（木）午前10
時〜正午／消費生活セ
ンター／市内在住・在勤
の方／20名（超えた場合
抽選）／らくらくスマー
トフォンの基本操作・実生活に役
立つ活用法、さまざまな詐欺の手
口や日常的なトラブルへの対処法
／NTTドコモスマホ・ケータイ安
全教室インストラクター／無料／
スマートフォンはこちらで用意／
申·問 1月11日（必着）までに、往復
ハガキ（申込要領参照し、年齢、性
別、在勤者は勤務先も明記）で郵送
または返信用ハガキを持って直接
消費生活センター☎21-2972へ。

■�食文化講座　
　世界に誇れる醸造酒「日本酒」
　2月17日（土）
午後7時〜8時30
分／武蔵野プレ
イスギャラリー
／20歳以上／
24名（市内在住・在勤・在学者優先
し超えた場合抽選）／日本酒の製
造、歴史、幅広い楽しみ方、選び方
の解説と体験講座／中川伸明
（〈有〉中川商店）／1000円／申·問  
1月25日（必着）までに往復ハガキ
（申込要領参照し、性別、生年月日、
在勤・在学者は勤務先・学校名も明
記）で郵送または返信用ハガキを
持って直接武蔵野プレイス生涯学
習担当☎30-1901へ。http://www.�
musashino.or.jp/から申込・当落 
確認（2月2日〜17日）可。

■�料理講座　春のパン教室
　〜菓子パン惣菜パンを作ろう
　2月27日（火）午
前10時〜午後0時
30分／市民会館
料理室／市内在
住・在勤・在学の方
／16名（超えた場
合抽選）／桜あん
ぱん・ハートのハムチーズパン／
横山結花（家庭製パン教室DANT 
EN主宰）／500円（材料費）／申·問 
1月20日（必着）までに往復ハガキ
（申込要領参照し、年齢、性別も明
記）で郵送または返信用ハガキを
持って直接市民会館☎51-9144
へ。詳細は市ホームページ参照。

1月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　辻本公一様：10万円、緑の保全のた
め／問 管財課☎60-1815
■�市民会館　3月分使用申込
　仮申請：1月5日（金）〜15日（月）／公
開抽選：1月16日（火）午後1時30分／
仮申請が重なった場合利用団体などに
よる公開抽選／本申請：1月20日（土）
〜31日（水）午前9時〜午後8時／空き
室は使用当日まで申込可／問 市民会
館☎51-9144
■�シルバー人材センター
◎入会説明会：1月16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 前日までにシルバー人材セ

ンター☎55-1231へ。◎リサイクルセ
ンター営業日：平日午前9時〜午後3
時。第4土曜（1月27日）午前10時〜午
後4時。再生家具などを販売。問 リサイ
クルセンター☎51-3448。◎庭木の手
入れ申込受付：4月〜6月作業分。高木
は要相談。申込多数の場合抽選。
申·問 1月31日（消印有効）までにハガ
キでシルバー人材センター植木係☎
55-1231へ。
■�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
書に押印し水道お客様センター☎52‐
0733へ／引越しに伴う中止・開始連
絡は東京電力エナジーパートナーのワ
ンストップサイト「引越れんらく帳」か
ら24時間いつでも手続きできます。

る問題を検証、主体的に読み解く力
をつけていく。前半：講義、後半：
ワークショップ、ディスカッション
形式／田中東子（大妻女子大学准
教授）／無料／託児：5名（1月19日
までに要申込、市内在住者優先し超
えた場合抽選）／申·問 電話・ファ
クスまたはEメール（申込要領参照
し、託児希望は子の氏名〈ふりが
な〉・月齢も明記）で男女平等推進セ
ンター☎37-3410、FAX38-6239、
danjo@city.musashino.lg.jp へ。
市ホームページから申込可。

■�老壮シニア講座「歌でたどる昭
和の情景」〜あの時の、あの歌
　1月17日（水）
午後1時30分〜
3時30分（開場
1時）／公会堂
／350名（先着
順）／山上陽美（高齢者総合セン
ター音楽講師）／無料／申 当日、
直接会場へ／問 武蔵野プレイス
☎30-1901、老壮連合会・長島☎
38-4663

■新春こどもかるた大会　百人一首
　1月28日（日）午後1時〜3時／市役所8階和室／市内在住・
在学の小・中学生／30名（超えた場合抽選）／申·問 1月12日
（必着）までに往復ハガキ（申込要領参照し、性別、学校名・学
年、保護者氏名も明記）で郵送またはハガキを持って直接〒180-8777芸文
協（生涯学習スポーツ課内）☎60-1856（火・金曜午前9時〜午後4時）へ。
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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…吉祥寺本町3-27-13☎38-8260　●ありんこ…西久保1-11-10☎54-1356　●精華第一…中町2-31-8☎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　●ニチイキッズ武蔵野やはた…八幡町1-2-25☎60-2015　●キッズガーデン
武蔵野関前…関前3-4-11アビタシオン武蔵野１階ほか☎38-6825（38-6867）　●武蔵境コスモ…境1-20-5☎55-8686　●グローバルキッズ武蔵境…境南町4-2-19☎51-2242　【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：中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階／武蔵野三鷹地域センター：西久保3-1-22

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

相 談 名 日 時 相談場所 問

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）

10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
☎60-184618日（木）� 予 高齢者支援課

24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
若者サポート相談 月・火・水・金・土曜 10時〜6時 協同ネット☎24-6491
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
♣お問い合わせください

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♣
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 15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 11日（木） 1時〜4時行政相談� 予 11日（木）
交通事故相談� 予 4日・18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� ◎ 15日（月）�

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 16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 19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
住まいのなんでも相談室
（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

運営団体：子ども協会☎36-0673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／定員があるものは
申込順／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

初めての利
用者説明会

吉祥寺：①1月12日（金）②27日（土）
はらっぱ：①1月14日（日）②29日（月）
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
児と親／初めて「0123施設」を利用される方／お子さんの名前と住所が確
認できるものを持参

不
要

おもちゃ病院
の日

ぐるりん：おもちゃドクターによるおもちゃの修理／1月27日（土）午前10
時〜正午／1家族1点／申�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、祝日休み）

不
要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 保育園 申 1月4日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）

定員のある園もあります

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

保育園 事業名 日程 時間・費用 対象 申

武蔵野赤十字 体験保育 1/9（火） 午前9時〜11時30分給食費300円
1歳児（平成27年4月2日〜28年
4月1日生）と2歳児（26年4月2
日〜27年4月1日生）各2組

◎

北町 見学会 1/15（月）予約時にお伝えします 5組 ◎
精華第一 人形劇 1/16（火）申込時にお伝えします 未就学児親子6組 ◎

東
観劇 1/16（火）午前10時〜10時40分 2歳児〜5組（先着順） ◎
離乳食講座 1/18（木）午後1時15分〜2時15分 4〜10カ月児の親子

5組程度 ◎
ふじの実 もちつき大会 1/10（水）午前9時30分〜11時30分 2歳児以上 ◎
西久保 作品展 1/20（土）午前10時〜正午 不要
グローバルキッ
ズ武蔵境園 正月あそび 1/11（木）午前10時〜11時 1〜5歳児 ◎

境南
ほっとタイム 1/12（金）午後1時15分〜2時15分 0歳児〜 ◎
一緒にあそぼう
（新聞ちぎり） 1/16（火）午前9時45分〜10時45分 ハイハイができる0歳児〜 ◎
2歳のひろば 1/19（金）午前10時〜11時 満2歳児（27年1月〜28年1月生） ◎

桜堤 どんど焼き 1/16（火）午前9時30分〜10時15分 2歳児〜未就学児 ◎
境南第2 誕生会 1/17（水）午前9時30分〜10時 0歳児〜 ◎

境
1歳のひろば 1/19（金）午前10時〜11時 1歳児（27年4月〜28

年3月生） ◎
男の食講座
（離乳食編） 1/20（土）午前9時45分〜11時15分 11カ月までのパパ・プレパパ ◎

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 赤ちゃん	申
南保育園 1/18（木）午前10時45分〜11時45分 ◎ ◎
千川保育園（関前コミセン） 1/10（水）午前10時〜11時 ◎ 不要

吉祥寺保育園 1/13（土）午前10時〜11時 ◎ ◎
1/18（木）午前10時〜11時 ◎ ◎

西久保保育園 1/17（水）午前10時〜11時 ◎
桜堤保育園 1/11（木）午後1時15分〜2時15分 ◎ ◎
境保育園 1/12（金）午前10時〜11時 ◎ ◎
境南保育園 1/18（木）午前10時〜11時 ◎ ◎
境南第2保育園 1/18（木）午前10時〜11時 ◎ ◎

トランポリンの日 1/4･11･18･25（木）、1/16･30（火）午前11時30分〜正午／乳幼児と保護者
おはなしひろば 1/10･17･24･31（水）午前11時30分〜45分／乳幼児と保護者／絵本の読

み聞かせ、てあそびほか
卓球教室 1/10（水）午後3時〜4時／小・中学生／指導：スポーツ指導員
ちびっこランドオー 1/12（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
おはなし玉手箱 1/15（月）午後3時30分〜4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素話「かさじ

ぞう」ほか／語り：メルヘンの会
ちびっこランドワン 1/19（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
ちびっこランド
ニャン・3

1/26（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�1/25午後5時までに電話または直接

地域クラブヨガサー
クル〜一日体験〜心
と体のリフレッシュを

1/22･29（月）午前10時〜11時30分／市内在住の方／各15名（1回のみ･
申込順）／子連れ可／動きやすい服装／バスタオル・飲み物を持参／
申�前々日の午後5時までに本人が電話または直接

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

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

コミセン 日程 担当・運営団体
吉祥寺東 1/12（金） 0123吉祥寺
本宿�＊ 1/15・29（月） さんりんしゃの会
特別養護老人ホー
ムゆとりえ◎＊ 1/12・26（金） 吉祥寺南町コミュ

ニティ協議会
吉祥寺西 1/23（火） 0123吉祥寺
吉祥寺北�＊ 1/13（土）・26（金）サニーママ武蔵野
けやき 1/11（木） 0123吉祥寺
中町集会所�＊ 1/12（金）・22（月）いずみの会

西久保�＊ 1/8（祝）・22（月） 西久保コミセン
ひろばピノキオ

緑町 1/25（木） 0123はらっぱ

八幡町�＊ 1/6（土）・17（水）★ はちコミ
ほんわか隊

関前 1/24（水） 0123はらっぱ
西部�＊ 1/9・23（火） 境おやこひろば
境南 1/10（水） 0123はらっぱ

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／ゆとりえは午前
10時30分〜正午）／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）
◎�吉祥寺南町コミセン工事の為、「特別
養護老人ホームゆとりえ」にて開催
★出張おもちゃのぐるりん
申当日、直接会場へ／問子ども政策課
☎60-1239

コミセン

＊左記以外でもご案内します

■�親と子の広場「親子で遊ぶお話の世界〜冬シリーズ」
　2月6日～27日の毎週火曜（全4回）／午前10時～11
時30分／市民会館／市内在住で2月6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）／平川恭子（アフタフ・バーバ
ン専任スタッフ）／無料／申·問 1月15日（必着）まで
に往復ハガキ（5頁の申込要領参照し、子どもの氏名〈ふりがな〉、生年月日、性
別も明記）で郵送または返信用ハガキを持って直接市民会館☎51-9144へ。
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■防災ボランティア訓練ボランティア役募集　1月20日（土）午前9時〜11時40分／市民文化会館／センタースタッフの内部訓練に災害ボランティア役としてご協力いただける方／発災
時を想定した災害ボランティアセンターの運営訓練／申·問 電話・Ｅメールで市民社協☎23-0701、shimin@shakyou.or.jpへ。
■地域認知症講座「ききたいことをきいてみよう認知症」　1月13日（土）午後2時〜3時30分／境南コミセン／市内在住の方（境南町の方優先）／30名（申込順）／繁田雅弘（東京慈恵会医科
大学教授）／無料／申·問 電話または直接武蔵野赤十字在宅介護・地域包括支援センター☎32-3155へ。
■司法書士・土地家屋調査士による登記相談会　1月18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、土地建物測量、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☎54-2666

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 ◆

■高齢者総合センター
◎講座紹介ビデオ上映会〜社活
の講座を知ろう：①1月15日（月）午
後1時30分〜2時30分②1月17日
（水）午前10時〜11時③1月19日
（金）午前10時〜11時。各回同内
容。各30名（先着順）。市内在住で
60歳以上の方（60歳未満の方も
可）で社会活動センター各種講座
内容について興味のある方。講座
紹介と講師のコメントを動画で上
映。申 当日、直接同センターへ。◎
新春囲碁・将棋大会：将棋1月26日
（金）、40名（申込順）。囲碁1月31日
（水）、90名（申込順）。午前9時45分
〜午後3時30分。市内在住で60歳
以上の方。級位クラスの方の参加
歓迎。遅刻は不戦敗。成績優秀者
に賞品あり（初参加者は受賞対象
外）、対局時計使用。昼食を持参。
申 1月19日までに電話または直接
同センター／【共通】問 同センター
☎51-1975（日曜、祝日を除く）
■老いじたく講座
1月15日（月）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
■0・1・2歳親子ひろばさくらんぼ
1月16日（火）午前10時〜正午／
千川さくらんぼクラブ（八幡町2- 
5-3）／市内在住の0〜2歳と保護
者／20組（申込順）／簡単手作り
おやつと手遊び・身体遊び／大久
保史（おやつ作り講師）、石川く
に子（おもちゃコンサルタントマ
スター）／無料／申·問 1月15日
までに千川福祉会☎30-0022へ。
■テンミリオンハウス花時計
◎百人一首をして遊びましょ
う：1月18日（木）午前10時〜11
時30分。16名。◎江戸時代から
の庶民芸能を楽しもう（南京玉
すだれ・銭ダイコほか）：1月25
日（木）午後1時30分〜2時30分。
20名／【共通】申込順／無料／
申·問 花時計☎32-8323（境南町

2-25-3）
■�親子ソーラーカー工作教室と
温暖化学習会

1月20日（土）午前10時〜正午／
武蔵野プレイスフォーラムB／
小学3・4年生と保護者／20組40
名（申込順）／親子で地球温暖化
のことをやさしく勉強し、ペット
ボトルを使ったソーラーカーを
作ります／500円／申·問 ファク
ス・Eメール（Eメールアドレス、
学年も明記）でむさしの市民エネ
ルギーFAX36-3737、musolar2 
013@gmail.comへ
■�講座「現代における健康の考え方と健康
長寿」〜男も女も生涯現役を目指そう

1月27日（土）午後6時30分〜8時
30分／武蔵野プレイスフォーラム
／40名（先着順）／鈴木宏幸（都健
康長寿医療センター研究員）／無
料／申 当日、直接会場へ／問日本
の歴史と教育を考える会・佐藤、
jhe20120310@gmail.comへ。
■国際交流協会（MIA）
◎タイ語会話交流教室〜はじめ
の一歩：2月3日〜3月24日の毎週
土曜（全8回）／午前10時〜正午／
同協会会議室／18歳以上でタイ
語学習歴がない方／20名（市民・
同協会会員優先し超えた場合抽
選。10名以上で開催）／森田チャ
ママース（タイ出身。同協会会員）
／会話入門と文化紹介／6000円
（同協会会員4000円）／申·問 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
を明記）で同協会☎36-4511へ。
https：//mia.gr.jp/から申込可。
■�テンミリオンハウスくるみの木
アロマハンドトリートメント
1月24日（水）午後1時30分・2時・
2時30分／各1名（申込順）／精油
でひじから指先まで優しくト
リートメント／施術：平奈津子
（AEAJ認定アロマインストラク
ター）／700円（ハーブティー付
き）／申·問くるみの木☎38-7552 
（中町3-25-17）
■市老人クラブ連合会
◎フラワーアレンジメント講習
会：1月25日（木）①午前11時30
分②午後1時30分③3時。市民社
協会議室。市内在住で60歳以上
の方。各15名（超えた場合抽
選）。1500円。花はさみ、持ち帰
り用袋持参。申 1月12日（必着）
までに往復はがき（希望日・時間
も明記、時間調整する場合あり）

で同社協へ。◎日帰りバス研修：
2月7日（水）午前7時45分。三鷹
駅北口集合〜生命の星・地球博
物館見学と伊豆いちご狩り。市
内在住で60歳以上の方。10名
（超えた場合抽選）。5000円（昼
食・博物館・いちご園入園料込
み）。申 1月12日（必着）までに往
復はがきで同社協へ／問 同社
協23-0701
■�全年齢対象合同就職面接会＆
就職支援セミナー

1月26日（金）／三鷹産業プラザ
（三鷹市下連雀3-38-4）／全年齢。
◎セミナー：午前10時〜正午（受
付9時30分）。50名（申込順）。「面
接対策セミナー」須田万里子（東
京しごとセンター多摩講師）。申 1
月4日から電話または直接ハロー
ワーク三鷹へ。◎面接会：午後1時
〜3時30分（受付午後0時30分〜3
時）。参加企業：10社程度（約1週間
前にハローワーク三鷹窓口・ホー
ムページで公開）。履歴書複数枚、
ハローワーク紹介状、雇用保険受
給資格者証（受給中の方）を持参。
申 当日、直接会場へ／問 ハロー
ワーク三鷹☎47-8617、生活経済
課☎60-1832
■合同就職面接会in西東京
◎事前対策セミナー：1月26日
（金）午後2時〜4時。ルネこだいら
（小平市美園町1-8-5）。30名（申込
順）。◎面接会：1月31日（水）午後1
時〜4時。西東京市南町スポーツ・
文化交流センター（西東京市南町
5-6-5）。参加企業10社程度（1週
間前にしごとセンター多摩ホー
ムページに掲載。履歴書持参（希
望企業数分）。申 当日、直接会場へ
（入退場自由）／【共通】全年齢／
各30分前に受付開始／無料／共
催：東京しごとセンター多摩、武
蔵野・西東京・小平・東久留米市／
申·問 同センター☎042-329-45 
24
■�東京都認証保育所ピノキオ幼
児舎吉祥寺第2園入園説明会
平成30年4月開設予定／1月27
日（土）①午前11時〜正午②午後
1時〜2時③午後3時〜4時（①〜
③同内容）／吉祥寺西コミセン
分館／30年4月入園を検討中の
方／各回40名（申込順）／詳細は
http：//pinoh.co.jp/参照／申·問
 1月9日〜19日午前10時〜午後
6時に（株）ピノーコーポレーショ
ン☎03-3317-5113へ。

■�フェスタインディアカ
　むさしの2018
2月11日（祝）午前9時〜午後5時
／総合体育館メインアリーナ／中
学生以上の男女／1チーム2000
円／申·問 1月7日までにインディ
アカ連盟・依田☎55-2201へ。
■�緑の募金国際緑化事業「植林ボラ
ンティアツアーinハバロフスク」
5月1日（火）成田空港出発〜6日
（日）／15名（初参加者優先し申
込順）／ロシア連邦ハバロフスク
地方での植林・自然観察／17万
円（食事付き。ビザ手数料など別
途費用あり。学割あり要相談）／
説明会：1月6日（土）。武蔵野プレ
イス／申·問 1月14日までにファ
クス・Eメールでむさしの・多摩・ハ
バロフスク協会☎・FAX23-5351、 
mail@mtxa.orgへ。
■�精神障害者ホームヘルパー現
任研修のお知らせ
2月18日（日）午前10時〜午後5
時／病院見学：2月27日（火）午
後2時〜4時／ライフサポート
MEW（中町3-4-9ディアハイム
武蔵野）／市内の精神障害者の
居宅介護実務経験がある方・市
内事業所所属のホームヘルパー
／20名（超えた場合抽選）／精神
障害者支援の基礎知識／講師：
精神科医、訪問看護師、精神障害
当事者など／無料／申·問 2月
17日までにライフサポート
MEW☎36-3830へ。

◆ スポーツ ◆

■アーチェリー教室
昼の部：1月13日・27日、2月10
日・24日、3月10日・24日の土
曜。午後0時15分〜3時／夜の
部：2月6日、3月6日の火曜。午後
6時45分〜9時30分／総合体育
館弓道場／市内在住・在勤・在学
の方／1回400円（学生200円）
／申 当日、直接会場へ／問 アー
チェリー協会・須長☎37-4320
■混合ダブルスバドミントン大会
1月21日（日）午前9時30分／総
合体育館サブアリーナ／市内在
住・在勤・在学の高校生以上、市
バドミントン連盟登録者／1部
（男子が市民大会1部の組）・2部
／1ペア2500円（当日徴収）／
申·問 1月14日（必着）までにハ
ガキ・ファクス（種目、所属〈学校
名、登録クラブ名〉も明記）で同
連盟・沼尻☎・FAX55-2675（〒 

180-0001吉祥寺北町3-5-15）へ。
■ソシアルダンスの集いと講習会
1月14日（日）午後1時〜5時10
分／総合体育館ダンス室／プロ
講習会（ルンバ）、ミキシング、武
蔵野サンバ／500円／申·問 ソ
シアルダンス連合会・島森☎08 
0-6555-2144
■ダブルスチーム卓球大会
2月4日（日）午前9時／総合体育
館サブアリーナ／市内在住・在
勤・在学者編成チーム／男女別、
3ダブルス団体戦、各3名以上／
無料／申 申込用紙（卓球連盟理
事・体育協会で配布）を代表者会
議（1月27日午後7時、中央コミ
セン）へ／問 卓球連盟・井谷☎
50-2486

◆ お知らせ ◆

■司法書士による法律相談会
1月13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。
■職業訓練（4月入校）生徒募集
募集期間：1月10日（水）〜2月2
日（金）／都立多摩職業能力開発
センター（西立川）、同八王子校、
同府中校／科目により訓練期
間、応募条件・定員が異なる。見
学会あり。詳細は各センター・校
へ／問 多摩職業能力開発セン
ター☎042-500-8700、八王子
校☎042-622-8201、府中校☎
042-367-8201
■�平成30年度千代田区立神田一
橋中学校通信教育課程生徒募集
都内在住・在勤で①尋常小学校
か国民学校初等科を修了し高等
学校の入学資格のない方②現行
制度での義務教育未修了で学齢
相当年齢を超過し①に準ずる方
／40名／選考：2月11日（祝）午
前10時／申·問 1月15日〜2月5
日に同校☎03-3265-5961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（祝）〜16日（火）〈わがまち
ジャーナル〉1．代表挨拶2．太神楽
曲芸師翁家勝丸さん3．進め！武
蔵野ワンワンパトロール隊。17日
（水）〜31日（水）〈アンコールア
ワー〉1．お江戸はもったいないが
基本2．子どもはお江戸の宝もの
／問 同テレビ局☎79-1434

スポーツ
駅伝競走大会 健康マラソン大会

対象 中学の部：60チーム、高校の部・一般の部・混成の部：60チー
ム／1チーム4名（補欠：混成2名まで・そのほか1名まで）

6000ｍを40分以内で完走できる
15歳以上（中学生不可）／230名

開会式 午前9時／陸上競技場 午前10時50分／陸上競技場

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

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

参加費 1チーム2000円（中学の部無料） 1人500円

プロに学ぶ／お金
のしくみ探険隊
「体験しながら考
えてみよう『お金』
のこと」

①中学生講座：2月10日（土）／中学2年生／20名／お金
のキホン〜「お金の流れ」「信用金庫（銀行）の役割」、「紙
幣」の数え方を覚えよう

午前10時〜正午／
市役所412会議室／
市内在住・在学／保
護者見学可／超えた
場合抽選／多摩信用
金庫地域連携支援部

②小学生講座：2月24日（土）／小学5年生／30名／「金
融すごろく」をやってみよう、「お金にまつわるクイズ」
に挑戦してみよう

ピタゴラスクラブ
2月3日・10日・17日（土）のいずれか1日（各日同内容）／午前10時〜正午／市
役所811・412会議室／市内在住・在学の小学2年生（保護者見学可）／各35名
（超えた場合抽選）／パターンブロックで模様作り、図形の観察・法則の発見

【共通】無料／申·問 1月18日（必着）までに往復ハガキ（5頁の申込要領参照し、お金のしくみ探険
隊は①か②、ピタゴラスクラブは希望日、学校名・学年、保護者氏名も明記）で郵送または返信用ハ
ガキを持って直接〒180-8777生涯学習スポーツ課☎60-1902へ

■　　　�「武蔵野市ロードレース」参加者募集
　3月4日（日）／スタート：駅伝午前9時30分、マラソン11時15分／1月5日
午前9時から申込順（1月11日までは市内在住・在勤・在学者のみ、駅伝はメ
ンバー全員が市内在住・在勤・在学であること。駅伝中学の部は抽選）／代
理出走禁止／今年から市内駅伝競走大会、市民健康マラソン大会の愛称
は「武蔵野市ロードレース」になりました／参加賞：市制施行70周年記念T
シャツ／申·問 所定の申込用紙（http：//www.musashino.or.jp/から印
刷可）をファクス（要受信確認、駅伝中学の部は1月31日午後9時必着）また
は直接総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。参加費は直接持参。

■はじめての親子テニス体験
　2月3日（土）①午後1時30分②午後3時（各1時間）／総合体育館／①年中
児と保護者②年長児と保護者／各40組（超えた場合抽選）／各1000円／
申·問 1月14日（必着）までにハガキ・ファクス（5頁の申込要領参照し、生年
月日、在園者は園名も明記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で
総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。http://www.musashino.or.�
jp/から申込可。

市制70周年

■　　　�市民体育大会「スキーフェスティバル」
　2月16日（金）午後7時30分市役所出発〜18日（日）午
後8時解散／菅平高原スキー場（長野県）／貸切バス使
用／ホテル第一館泊／市内在住・在勤・在学の小学生以
上（小学生は保護者同伴）／40名（申込順）／最少催行
21名／17日：スキーコンテスト（大回り、小回り、自己
申告タイムレース）。18日：スキークルージングまたはポールレッスン／2
万2000円。家族参加割引などあり。出発1週間前よりキャンセル料。リフ
ト券・昼食・レンタルスキー代は各自負担。スキーコンテストのみ現地参
加可（5000円）／申·問 1月4日〜31日に参加費をもって直接体育協会☎
55-4119へ。

市制70周年

■�土曜学校
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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

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

1日（祝）
○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町3-14-6 31-1155
○武蔵野はなケアクリニック 内科 八幡町3-1-25 52-6600
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

2日（火）
○中じまクリニック 内科・小児科（乳児不可）吉祥寺本町1-11-19 21-6251
○いるかこどもクリニック 小児科・内科 桜堤2-7-27 52-1650
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

3日（水）
○友利医院 内科・小児科 関前2-5-14 51-7365
○もとはし内科 内科 吉祥寺北町2-19-9 23-6886
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

7日（日）
○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町1-23-3 22-5755
○長沼整形外科・内科医院 内科 境2-13-6 59-1300
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

8日（祝）
○晴朗クリニック 内科・小児科 吉祥寺本町2-10-12 23-7234
○境南クリニック 内科 境南町2-7-19 33-8411
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

14日（日）
○おいかわこどもクリニック 小児科 吉祥寺北町2-2-17 20-3715
○むさしの共立診療所 内科 西久保2-17-11 52-2512
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
1日（祝）秋本歯科医院 境1-2-26�第6秋本ビル3階 ☎55-4168
2日（火）秋本スマイル歯科 境南町2-10-5�マイシャトームサシノ1階 ☎32-3255
3日（水）しらかば歯科 境1-5-3�ブルースカイ武蔵野1階 ☎38-7657
7日（日）あしだて歯科医院 境南町2-9-13�グリーンサンハイツ1階 ☎32-8222
8日（祝）油川歯科医院 西久保2-20-7�パレス武蔵野5ビル ☎53-1556
14日（日）桜堤あみの歯科 桜堤1-8-3 ☎37-0777

休日の医療機関� 1/1（祝）〜14（日）

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

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

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

健　康

健康づくり支援センター
◎インボディ測定会
1月25日（木）①午前10時②10時45分／各2時間程度／公会堂／50歳代までの女性。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）。測定結果説明（健康運動指導士）、体脂肪減少や
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／託児：4カ月
以上3歳未満、12名（申込順）
◎ボクシングエクササイズ
2月4日（日）午前10時〜11時30分（受付9時30分）／吉祥寺北コミセン／20〜50歳代の
健康づくりはつらつメンバー（当日登録可）／30名（申込順）／ボクシングの動きを取り入
れた運動／講師:健康づくり人材バンク／託児：4カ月〜5歳未満、9名（申込順）／室内用運
動靴、動きやすい服装。水分補給飲料・タオルを持参
◎栄養講座とイスヨガ
1月26日（金）午前10時〜11時40分／武蔵境自動車教習所／市内在住の50歳代までの方
／20名（申込順）／栄養講座「美しいカラダと豊かな心を育む食事」とイスを使った運動／
講師：健康づくり人材バンク／動きやすい服装、水分補給飲料を持参
【共通】申·問�電話または直接健康づくり支援センターへ

母子保健
■かみかみ教室（9〜11カ月ごろの離乳食）
1月30日（火）午前10時15分〜11時30分／平成29年2月〜4月生まれの第一子と親／36組
（申込順）／離乳食（3回食）の話（簡単な試食あり）、歯の手入れの話／母子健康手帳・歯ブラ
シ（お持ちの方のみ）を持参／申·問�1月23日までに電話または直接健康課へ
■�離乳食はじめて教室（4〜6カ月ごろの離乳食）
2月2日（金）午前10時15分〜11時30分／3〜4カ月児健診受診後の平成29年8月〜10月生
まれの第一子と親／30組（申込順）／離乳食（1回食）の話（簡単な試食あり）、生活リズムの話
／母子健康手帳・バスタオルを持参／申·問�1月26日までに電話または直接健康課へ
■もうすぐパパ・ママのためのこうのとり学級平日クラス（全2回）
①2月5日（月）妊娠中から産後の過ごし方、赤ちゃんとの関わり②2月26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・筆記用具を持参。②
は歯ブラシ・手鏡も持参／申·問�1月29日までに電話または直接健康課へ

◎親子野あそびクラブ〜夜の水族館〜水族館にお泊まり見学
2月11日（祝）午後1時三鷹駅北口出発〜12日（振休）午後6時解散／1泊2日／鴨川シー
ワールド（千葉県鴨川市）泊（水槽前で就寝、入浴なし）／貸切バス使用（添乗員同行）／市
内在住・在学の小学生と保護者／45名（超えた場合抽選）／最少催行15名／大人1万4400
円、子ども1万1400円（食事付き）
◎ジュニアスケート〜近郊でウィンタースポーツ、スケートを楽しもう
2月18日（日）午前9時〜正午／ダイドードリンコアイスアリーナ（西東京市東伏見3-1-25）
集合・解散／市内在住・在学の小・中学生／100名（超えた場合抽選）／最少催行33名／指
導：都スケート連盟／3000円（スケート靴代を含む、交通費別途）
申·問�1月14日（必着）までにハガキ・ファクス（5頁の申込要領参照し、参加者全員の生年
月日、在学者は学校名・学年も明記。FAXは要受信確認。電話申込不可）または直接野外活
動センターへ。ホームページから申込可
◎「自然の村直行バス運行」2泊3日で自然の村へ
3月9日（金）午後7時三鷹駅北口出発〜11日（日）午後5時解散／自然の村（長野県川上村）
宿泊／貸切バス使用（係員同行）／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）／10日スキー場（小海リエックス・ス
キーバレー）に無料送迎あり
申·問�2カ月〜2日前に自然の村の宿泊予約と合わせて直接野外活動センターへ
＊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/
1月申込の健診・検診 経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診をしてく

ださい／問�健康課
種　類 対象者・内容・受診日・会場など 申

乳がん
検診

2月受診分／①健康づくり事業団：平日（祝日除く）②にしくぼ診療所
（緑町2-1-40）：木曜を除く平日・土曜③松井健診クリニック吉祥寺プ
レイス（吉祥寺東町1-19-23）：木曜を除く平日、土曜の午前④メイプ
ルブレストケアクリニック（境南町2-11-22）：木曜を除く平日・土曜の
午後／平成30年3月31日現在40歳以上の女性で昨年度市の検診を
受診していない方／自覚症状のある方、経過観察中の方、妊娠中、授
乳中または断乳後3カ月以内の方、ペースメーカーやシャントチュー
ブなどの人工物を挿入されている方、豊胸術を受けた方はご遠慮く
ださい／問診、マンモグラフィー／1000円（生活保護受給者は免除）

ハガキ·封書（希望
実施機関、生年月
日を明記）または
直接健康課へ。市
ホームページから
電子申請可
※生活保護受給者
は生活福祉課へ申
し込み

胃がん
検診

2月2日（金）・5日（月）・7日（水）・9日（金）／午前8時
45分〜11時15分／平成30年2月1日現在35歳以上
の方／過去1年以内に受診歴のある方、妊娠中または
可能性のある方、ほかに検診機会のある方は対象外
／64名（申込順）／胃エックス線撮影（バリウム検査）

ハガキ·封書（第3希望日まで記
入、生年月日も明記。時間指定不
可）または直接健康課へ。市ホー
ムページから電子申請可

肺がん
検診

2月16日（金）午後1時30分〜3時30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

若年層胸
部検診

2月16日（金）午後1時15分〜1時30分／平成30年3
月31日現在15歳以上40歳未満の方／10名（申込順）
／胸部エックス線撮影

ハガキ·封書（生年月日を明記）ま
たは直接健康課へ。市ホームペー
ジから電子申請可

肝炎ウイ
ルス検診

平成30年3月31日現在40歳以上で①および②を満たす方
①肝炎ウィルス検診未受診の方②ほかでの受診機会のない方
（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
☎51-2828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

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

健康なんでも相談 月〜金曜 午前9時〜午後5時 保健
センター

健康課
☎51-0700

赤ちゃん
相談室

1カ月健診
終了後～1歳
未満の乳児

12日（金） 受付時間午後1時30分〜2時
（事前予約不要·直接会場へ）次回2月23日（金） 市民会館

26日（金） 公会堂
体重
測定会

1歳～6歳の幼
児（未就学児）26日(金）

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） 25日（木） 午後1時15分〜2時30分

マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月〜金曜 午前9時〜午後5時 健康課

☎51-0703
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

スポーツ関連のお知らせ
○1月の市民スポーツデー
　21日（日）午後1時〜4時／市立小学校の校庭・体育館を一般開放／開放する小学
校：第二・第三・第五・大野田・井之頭・関前南／特別イベント…第二：キンボール（午
後1時30分〜3時30分）、井之頭：プチテニス・ミニテニス（午後1時30分〜3時30分）
／問 生涯学習スポーツ課☎60-1903
○スポーツ施設臨時休場のお知らせ
　武蔵野温水プール：1月15日（月）〜31日（水）／トップライト改修工事のため／軟式野
球場：2月〜3月中旬／フェンス嵩上げ工事予定のため／問 総合体育館☎56-2200
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（2月）
　午前9時〜午後5時：10日（土）・12日（振休）〜17日（土）・24日（土）・25日（日）／
午後1時〜5時：4日（日）・18日（日）／問 総合体育館☎56-2200

■ユニバーサルスポーツ教室　トライアスロン
　2月3日（土）・4日（日）・10日（土）・17日（土）・18日（日）／全5回／午前9時
30分〜午後1時／総合体育館、温水プール、陸上競技場／16歳以上でク
ロール50m以上泳げる方／28名（超えた場合抽選）／障害のある方もない
方も一緒にプロ（チームケンズ）の指導でトライアスロン（水泳、自転車、ラ
ンニング）の練習／7700円／申·問 1月14日（必着）までにハガキ・ファク
ス（5頁の申込要領参照し、生年月日、ロードレース用自転車の有無、在勤・
在学者は勤務先・学校名、障害がある方は障害名・等級・介助者の有無も明
記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館☎56-2200、
FAX51-5493へ。http://www.musashino.or.jp/から申込可。
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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：10月2日（月）から休館
◦御殿山（御殿山1-5-11） ･････････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

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

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

コミセンの連絡先
◎電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

市民伝言板市民伝言板

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

対象：市民または市民サークルによる市内での活動・催し。同一人・サークルの掲載は6カ
月に1回／掲載基準：申込書裏面および市ホームページに掲載。必ずご確認ください／申
し込み：所定の申込用紙（秘書広報課、各市政センターで配布、市ホームページから印刷
可）を郵送・ファクスまたは直接窓口へ。電子申請も可／申·問 秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009　掲載申込締切　2/15号…1月16日、3/1号…1月30日

掲
載
希
望
の
方
へ

  おいでください　 市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料
催しもの（団体名） 日時・場所 会費／ 申·問 備考
第28回武蔵野・三鷹
退職校長会作品展

1月12日（金）〜16日（火）午前
10時〜午後5時／芸能劇場小
ホール

近藤49-0579 12日は午後1時か
ら、16日は午後4
時まで

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

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／ 申·問 備考
オリーブの会
（ヨーガで健康な毎
日を過ごしましょう）

月3回原則第1・2・3土曜／
午後3時〜4時30分／市立
第3小・小体育館

月1200円
栗原48-2964

維持会費　年間500円

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

月
事業案内1

本　宿 20日（土）
■背骨コンディショニング教室（腰痛予防）　午前10時〜正午／25名
／健康づくり人材バンク指導士／水分補給飲料・スポーツタオル・バ
スタオルまたはヨガマットを持参／申 6日〜窓口へ

御殿山 18日（木） ■みんなでカフェ　午後2時〜4時／午後のひとときをいれたての
コーヒーとお菓子で／100円

本　町 7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

吉　西 20日（土） ■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分コミセン集合／井ノ頭通りを
きれいにしましょう

吉　北

6日（土） ■子ども映画会　午後2時／「ドナルドとわんぱく小僧たち」「おば
けうんどうかい」「ムーミン“スナフキンが帰ってきた”」

14日（日）〜 ■パソコン教室　毎週日曜／基礎編：午前10時、応用編：午後1時／
1回200円、午前午後通し300円

28日（日） ■新春囲碁大会　午前9時30分／30名／昼食代500円／申 12日〜
21日に昼食代を添えて窓口へ

けやき
14日（日） ■けやき囲碁のつどい　午後1時〜4時／自由対局
16日（火） ■ナイトウオーク　午後8時コミセン集合／地域をウオーキングし

ながらパトロール

けやき
・緑町 13日（土）

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

中　央
16日（火） ■初春歌声喫茶　午後1時30分〜3時30分／40名／新年を迎えてみんな

で歌おう／アコーディオン奏者：富永節子
21日（日） ■料理教室「小・中学校給食人気メニュー」　午前10時〜午後2時／12名／

ビビンバ、ヤンニョムチキン、スープ、白玉団子／800円／申 6日午前10時〜
中　町
集会所

9日・16日
（火）

■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・タオルを持参

緑　町 13日（土） ■生活習慣病予防料理講習会「風邪に負けない身体は食生活から」　10名

八幡町 10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

西　部 6日（土） ■新春いけ花コミセンデー　午前11時／いけこみ実演：後藤麗美
（草月流）／9日まで展示

境　南
13日（土） ■地域認知症講座「ききたいことをきいてみよう！認知症」　午後2

時〜3時30分／市民（境南町の方優先）／30名／申 6日〜窓口へ
15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 14日・28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

■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 文中の敬称略

図 書 館

●中央図書館………………吉祥寺北町4-8-3☎51-5145

●吉祥寺図書館臨時窓口…吉祥寺南町2-4-6 アイリスコーポ1階

●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

１
月
の
休
館

○�中央、吉祥寺臨時窓口：1日（祝）〜5日（金）・12日（金）・19日（金）・26日（金）
　※8日（祝）は午後5時まで開館
○�武蔵野プレイス：1日（祝）〜4日（木）・10日（水）・17日（水）・24日（水）・31日（水）

■ シネマプレイス
　〜日曜の午後の映画会
　1月21日（日）午後
2時30分（開場2時15
分）／武蔵野プレイ
スフォーラム／中学
生以上／100名（先着
順）／「ふるり」（2005 
年、日本、91分、カラー、
監督：小出正雪、出演：小山田サユ
リ、本郷奏多ほか）／無料／申 当日、

■どっきんどようび
　1月13日（土）午後2時30分（開場
15分前）／武蔵野プレイスフォー
ラム／幼児・小学生とその保護者
／100名（先着順）／人形劇「うし
とカエル」（約60分）／人形劇・木
ぐつの木／無料／申 当日、直接会
場へ／問  武蔵野プレイス

直接会場へ／座布団・クッション
など持参可／問  武蔵野プレイス

官 公 署 だ よ り
■20歳になったら国民年金
　20歳になると、国民年金に加入する
義務が生じます。厚生年金に加入してい
ない方は市役所保険課で手続きをして
ください。届け出や保険料の納め忘れが
あると年金が受けられないことがあり
ます／問 武蔵野年金事務所☎56-1411
■もめごと解決には民事調停があります
　民事調停とは、裁判のように勝ち負け
を決めるのではなく話し合いで問題の
解決を図る裁判所の手続きです／問 武
蔵野簡易裁判所☎52-2692（代表）
■ 耐震キャンペーン
◎耐震フォーラム：1月16日（火）午後1時
〜４時30分。都庁都議会議事堂都民ホー
ル。250名（申込順）。「首都直下地震への
備え」。◎建物の耐震改修工法などの展
示会：1月21日（日）〜23日（火）午前10時〜
午後6時（23日のみ4時30分まで）。新宿駅
西口広場イベントコーナー。◎防災体験・
耐震改修バスツアー…Ａコース：2月2日
（金）午後、清水建設技術研究所（江東区越

中島3-4-17）⇒テナントビル（港区）。Ｂ
コース：2月3日（土）午後、本所防災館（墨
田区横川4-6-6）⇒マンション（大田区）、Ｃ
コース：2月9日（金）午後、立川防災館（立
川市泉町1156番地-1）⇒マンション（多摩
市）。各コース20名(申込順）。◎耐震化個
別相談会：1月16日（火）午後2時30分〜5
時。都庁都議会議事堂都政ギャラリー。30
組（予約優先）／申 耐震キャンペーン事
務局☎ 045-661-1415、FAX045-661-
0604、Eメールtaishin2018@y-offside.
co.jp（1月4日まではファクス・Eメールの
み受信可）。詳細はhttp://www.taishin.
metro.tokyo.jp/参照。
■ 登記事項証明書の請求はインターネットで
　土地・建物、会社・法人の登記事項証明
書の手数料は、窓口請求は600円ですが、
インターネット請求は窓口受取が480
円、郵便受取が500円（送料込み）とお得
です。申請方法などは法務局ホームペー
ジを参照／問 東京法務局府中支局☎
042-335-4753

■ むさしの自然観察園
◎体験しよ
うもちつき
と昔の山村
の食べ物：1
月20日（土）
午前11時〜午後1時。小学生以上
（未就学児〜小学3年生以下は要
保護者同伴）。保護者と合わせて
35名。いろいろな種類の餅をつい
て、昔の食べ物を体験しよう。飲み
物を持参。◎冬ごし中の生き物を
探そう：1月27日（土）午前10時〜
正午。小学生以上（小学1・2年生は
保護者同伴）。15名。冬は昆虫はど
こにいるの？植物はどんな形に？
ゲームをしながら冬の自然観察の
ポイントを教えます／【共通】申込
順／主催：武蔵野市／申·問 むさ
しの自然観察園☎55-7109（1月4
日から。午前10時〜午後5時、吉祥
寺北町3-12）

■ 市民探鳥会
　1月8日（祝）午前9時
45分井の頭恩賜公園野

●武蔵野警察署　☎55-0110
　依然として振り込め詐欺の被害が発
生しています。平成29年11月末現在、
市内の発生件数は28件、被害額は約1
億3300万円です。犯人は①警察官、捜
査二課②市職員③息子、孫、甥④百貨店
の店員などになりすまし、お金やキャッ
シュカードの要求をしてきます。留守番
電話にして、相手の声や電話の内容を
確認してから、通話・折り返しの電話を
するようにしてください。留守番電話
設定の依頼をするため、武蔵野署の警

市内の地域安全情報
察官が各家庭を訪問しています。
●武蔵野消防署　☎51-0119
　1月15日から21日まで「防災とボラン
ティア週間」です。災害時における防災
活動やボランティア活動の認識を深め
るとともに、災害への備えの充実強化を
図ることを目的としています。東京消防
庁災害時支援ボランティアは、東京に
大きな災害が発生した時に消防署など
に参集し、消防活動の支援を行います。
◦平成29年11月中の災害件数
　火災・救助など32件、救急：685件

■ 学校教育連携展示「まわるどう
ぐと武蔵野のくらし」

　1月20日（土）〜
4月26日（木）（金
曜、祝日を除く）／
午前9時30分〜
午後5時／ふるさ
と歴史館企画展
示室／市域に伝
わるさまざまな
どうぐの「まわる」という「うごき」
から、そのころのくらしが見えてき
ます／無料／問 ふるさと歴史館☎
53-1811

外ステージ前（三鷹市井の頭4丁目）
集合・正午解散／小雨実施（確認は
当日8時30分以降に野外活動セン
ター）／市内在住・在勤・在学の方
（小学3年生以下保護者同伴、未就
学児参加可）／100名程度（先着順）
／グループに分かれて観察／むさ
しの自然史研究会／無料／筆記用
具、あれば双眼鏡を持参／申 当日、
直接会場へ／問 野外活動センター
☎54‐4540

©ウェルホール
ディングス

市域に伝わる製糸どう
ぐの座繰（ざぐり）



MUSASHINO CITY10 平成30年1月1日号 No.2080

文
化
事
業

市
民
文
化
会
館（
中
町
3
ー
9
ー
11
）

6月10日（日）
午後3時開演

＜武蔵野文化事業団による招聘公演＞
日本全国、武蔵野だけで実現した特別コンサート！
ヴィクトリア・ムローヴァのメンデルスゾーン。バイオリン
の女王ムローヴァが懇意にする室内オーケストラと共に来日

ヴィクトリア・ムローヴァ
with ジュネーヴ・カメラータ
メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲
ベートーベン：交響曲第8番
何としても日本へ！オーケストラの強い意志を受け初来日が武蔵野で実現！

全席指定
一般　　S席� 4000円
　　　　A席� 3000円
アルテ友の会会員
　　　　S席� 3600円
　　　　A席� 2700円

1月8日（祝）
チケット予約開始

3月27日（火） 
午後7時開演

弱冠17歳でBBCヤングミュージシャン優勝、頭角を現す21歳の新星
ピアノの王国・イギリスに現れた才能。注目のピアニストをお見逃しなく！

マーティン・ジェームズ・
バートレット ピアノ・リサイタル
バッハ：パルティータ第2番　ベートーベン：ピアノ・ソナタ第18番

全席指定　
一般� 1500円
アルテ友の会
� 1350円

1月8日（祝）
チケット予約開始

4月9日（月） 

4月10日（火） 
午後7時開演

300年以上にわたり世界のバイオリニスト達を魅了、
バイオリン音楽の頂点を聴く2日間

“果てしないバイオリンの美の世界に耽溺する”

リナ・トゥール・ボネ
with ムジカ・アルケミカ
ビーバー：「ロザリオのソナタ」全曲

全席指定
一般
　2回セット券�5000円
　1回券� 3000円
アルテ友の会会員
　2回セット券�4500円
　1回券� 2500円
�
1月8日（祝）
チケット予約開始

第6回

6月15日（金） 
午後7時開演

第7回

10月27日（土） 
午後2時開演

「バッハへの旅」
年2回・6年をかけて、
バッハが遺した200曲以上の全オルガン作品に挑む。

バッハ：オルガン作品全曲演奏会

松居直美（� ）
第6回  トッカータとフーガ ドリア調
　　　 ピエス・ドルグ ト長調 BWV572
第7回  協奏曲（全5曲） BWV 592-596

全席指定
一般
��2回セット券�2500円
��一回券� 1500円
アルテ友の会会員
��2回セット券�1800円
��1回券� 1000円

1月8日（祝）
チケット予約開始

公益財団法人��武蔵野文化事業団��事業のお知らせ

小ホール

小ホール

小ホール

大ホール

電話予約ー1
武蔵野文化事業団の「アルテ友の会」には年会費1000円でチケット申込と同時にご入会いただけます。インターネット予約での同時入会は不可。　　予約開始日は窓口での発売はありません。

／ インターネット予約ー
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2月17日（土）～24日（土）
追い詰められる女たちの闇を

照らし出す物語
オフィスコットーネプロデュース

「夜、ナク、鳥」
作：大竹野正典  演出：瀬戸山美咲（ミナモザ）

出演：松永玲子（ナイロン100℃）、高橋由美子
　　　松本紀保、安藤玉恵・他

3月3日（土）～4日（日）
Integrated Dance Company

響-kyo
ダンスの新たな領域を切り拓く
振付：平原慎太郎、トーマス・ヌーン

3月22日（木）～25日（日）
生と死を巡る終わりの始まり

ミクニヤナイハラプロジェクト
「曖昧な犬」
作・演出：矢内原美邦　
出演：石松太一、菊沢将憲、細谷貴宏

全席指定（前売のみ）
一般　5000円／アルテ友の会会員　4500円
／お得チケット（2/20�午後2時の回のみ）　4500円
1月8日（祝）午前10時チケット予約開始

全席自由（前売のみ）
一般　3500円／アルテ友の会会員　3150円
1月8日（祝）午前10時チケット予約開始

【日時指定・全席自由席・整理番号付】（前売のみ）
一般　3500円／アルテ友の会会員・市民（在勤・
在学可）3150円
1月8日（祝）午前10時チケット予約開始

公
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3月24日（土）  午後5時開演
スイング・ジャズ・スタイルで人気沸騰！
底抜けに楽しい人気ビッグバンド！
各地のジャズ・フェスティバルに出演し、
ワーナーミュージックからメジャー・デビュー！

ジェントル・フォレスト
ジャズバンド

全席指定　一般4000円／アルテ友の会会員￥3600
1月8日（祝）チケット予約開始

松
露
庵（
桜
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3月10日（土）  午後2時開演
いま急激に勢いを増す若手筆頭株

「笑点特大号」“若手
大喜利”やNHKラジ
オにレギュラー出演
第51回松露寄席

春風亭
昇　也
　 独演会
全席自由（限定35名）　一般1700円／アルテ友の会会員
1500円　1月8日（祝）チケット予約開始

中澤 弘光 

絵葉書 『美人と感覚《嗅－女学生》』1905 年 
絵葉書 

『美人と感覚《触－娘》』1905年 

吉祥寺美術館 　　　　　　　　☎22-0385
吉祥寺本町1-8-16コピス吉祥寺A館7階

 明治末～大正

〈出版の美術〉とスケッチ

1/13土～2/25日
休 館 日：1/31(水)、2/21(水) 
開館時間：午前10時～午後7時30分 
入 館 料：300 円、中高生 100 円
　　　（小学生以下・65歳以上・障害者の方は無料） 

2/25日まで開催中
浜口陽三記念室

黒の表情 

萩原英雄記念室

木と色、銅と線 

パイプオルガン・
リサイタル

キリストの生涯をバイオリンで描く全16曲、奇跡の２日間
その複雑さ、演奏の困難さから、世界的にも滅多に演奏されることのない超大作を武蔵野で！
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