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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

毎 日
「むさしのシティニュース」
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人口と世帯� 《平成30年1月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万4902人（154人減）　世帯数 7万5921世帯（119減）
●男 6万9494人（81人減） ●女 7万5408人（73人減）

〈うち外国人住民数〉3038人（6人増）
＊1月20日（土）は放送時間が変わります
 9 : 30 12: 00 21: 15 23 : 00

 特集 平成29年度市政アンケート調査　結果速報 … ❾
2月から新しい放課後等デイサービスが開設します … ❷
市民税・都民税、所得税の申告の準備を始めましょう … ❸
高齢期を心豊かに　老人クラブ会員募集 … ❺

＊�ファミリー・サポート・センターの活動は、サポート会員ができる範囲でお手伝いする、地域の中での支え合いの活動です。サポート会員が見つからない
場合などご希望に添えない場合もあります。

ファミリー会員登録、会員証発行
　登録書をセンターへ提出する。
センターが発行する会員証を受け
取る。

援助の依頼
　サポート会員に直接具体
的な援助を依頼する。了解
を得られたら、必ずセン
ターに内容を連絡する。変
更やキャンセルをしたとき
もセンターへ連絡をする。
＊�センターに連絡がない援
助は、補償保険の対象に
なりません。

援助当日
　子どもの様子
や健康状態をサ
ポート会員に引
き継ぎ、援助ス
タート。

援助の申し込み
　援助してほしい内容が
決まったら、余裕をもっ
てセンターに連絡する。

事前打ち合わせ（顔合わせ）
　センターがサポート会員
を探したら、ファミリー会
員、サポート会員、センター
のアドバイザーの三者で事
前打ち合わせを行い、援助活動の内容や謝礼金の支払い
方などについて確認する。打ち合わせは、実際に援助活動
を行う場所で開催。サポート会員へ1時間分の謝礼金を
支払う。

援助が終わったら
　サポート会員が記入した活動報告書にサイ
ンをして謝礼金を支払う。

★�保育園・幼稚園・小学校・学童クラブなどへの送迎
★�保育施設の開始前、または終了後の預かり
★�冠婚葬祭や学校行事、そのほか外出の際の預かり
★保護者が病気のときの預かり　など

　ファミリー・サポート・センター事業とは、市内にお住ま
いの育児の援助を受けたい方（ファミリー会員）と、育児の
援助をしてくださる方（サポート会員）が、育児の相互援助
活動を行う会員組織です。
　「少しの時間、子どもを預かってもらえたら助かるのだけ
ど…。」そんなときの地域の支え合いの活動がスタートしま
した／問 ファミリー・サポート・センター☎30-8077、子ど
も政策課☎60-1239

ファミリー・サポート・センター事業
が始まりました

利用にあたって

利用方法

こんな時にご利用ください

地域の子育てを応援します！
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Q.何時から何時まで利用できる？
A.�午前7時〜午後8時までです。年末年始（12月29日〜1月3日）
はお休みです。

Q.子どもが病気のとき、利用できる？
A.�保護者の方が勤務などの都合により保育を行うことが困難
なときは利用できます。以下のことをご理解ください。

＊�保護者と医療機関受診後、第三者に預けてもよいという医師
の許可が出ていることが前提です。

＊�子どもの年齢、預かり時間などが通常とは異なります。詳細は
直接センターへ問い合わせてください。

援助時間 月〜金曜 土・日曜、祝日
午前7時〜9時 900円 1000円
午前9時〜午後6時（基本時間） 800円 900円
午後6時〜8時 900円 1000円
＊�利用前日の午後5時以降に援助依頼をキャンセルした場合、キャンセル料
がかかります。

フ ァ ミ リ ー 会 員 ・ サ ポ ー ト 会 員 を 随 時 募 集 中 で す ！ 詳 細 は 次 頁 参 照 。

Q.子どもを預かる場所はどこ？
A.�事前打ち合わせで取り決めて合意した場所（サポート会員
宅、ファミリー会員宅など）です。

Q.謝礼金はいくら？
A.子ども1人1時間あたり



■�複合素材製品ごみの出し方について
　可燃性素材
（革製・布製・ビ
ニール製など）
の衣類・バッグ・
靴などで、小さ
な金属製のボタンやファスナーな
ど取り外して分別が困難な場合
は、「燃やすごみ」として出してくだ
さい。フック・バネ部分のみなどに
少量の金属を使用している木製・
プラスチック製のハンガー、洗濯
ばさみなども同様です。金属部品
が多量に付いている製品は「燃や
さないごみ」として出してください
／問 ごみ総合対策課

■�有害ごみをほかのごみとまぜて
出さないでください
　有害ご
み（電 池、
ライター、
カセット
ボンベな
ど）を燃やさないごみなどと一緒
に出すと火災の原因となり非常に
危険です。必ず有害ごみとして出
してください。有害ごみは所定の
有害ごみ袋（ごみ総合対策課、各市
政センター・コミセンで配布）また
は透明袋に「有害ごみ」と書いて出
してください／問 クリーンセン
ター

2月5日（月）
午前9時30分～10時

市民会館
講座室

オリエンテーション
午前10時～正午 子どもの生活へのケアと援助

2月6日（火）
午前10時～正午 心の発達と保育者のかかわり（前編）
午後1時～3時 心の発達と保育者のかかわり（後編）

2月8日（木）
午前9時40分～
午後0時40分

武蔵野
プレイス
スペースC

子どもの栄養と食生活

午後2時～4時 身体の発達と病気

2月9日（金）
午前10時～正午 保育の心
午後1時～3時 子どもの遊び

2月10日（土）
午前10時～正午 小児看護の基礎知識（前編）
午後1時～3時 小児看護の基礎知識（後編）

2月13日（火）
午前10時～正午

市役所
111会議室

救急救命講習
午後1時～4時 事業を円滑に進めるために
午後4時～4時30分 修了証書授与

＊1科目から受講可。全課程修了後、活動できます。

ファミリー会員
　対象：市内在住の生後6カ月から小学
6年生までのお子さんのいる保護者。
申 入会申込書を記入し、直接または郵送
（82円切手を貼付の返信用封筒を同封）
でファミリー・サポート・センターへ。
＊ 入会申込書は市ホームページから印
刷可。

サポート会員
　対象：原則市内在住の満20歳以上の
方で、センターが実施する講座を受講
された方。
　この機会に講座を受けて、地域の子
育てのお手伝いをしてみませんか。

「サポート会員養成講座」の開催  　　
40名（申込順）／申 ファミリー・サポート・センター☎30-8077

問い合わせ先
ファミリー・サポート・センター
（〒180-0023境南町2-10-24）
☎30-8077（月〜
金曜、午前10時〜
午後5時）
詳細は市ホーム
ページを参照。

＊武蔵野市ファミリー・サポート・センター事業は、特定非営利活動法人保育サービスひまわりママに委託し実施しています。

■�2月13日（火）武蔵境市政セン
ターが移転します
　武蔵境駅北口に建設された施設
「Q

クオラ
uOLa」の2階に移転します。開

庁日・時間、取扱業務に変更はあり
ません。現在の場所での業務の受
付は、2月9日(金)午後5時までで
す。詳細は市報2月1日号でお知ら
せします／問 武蔵境市政セン
ター☎53-2200

■�吉祥寺北町障害者支援（入所）施
設利用申込書を配布します
　1月22日（月）から／障害者福祉
課、（社福）武蔵野事務局・地域生活
支援センターびーと（障害者総合セ
ンター内）、各市政センター／申 2
月15日までに直接（社福）武蔵野事
務局へ／問 障害者福祉課☎60-
1847、（社福）武蔵野☎54-7666

■�道路総合管理計画（案）への意見募集
　計画的・効率的・持続的な道路管
理を推進するため策定する「道路
総合管理計画（案）」への意見を募
集します／閲覧：道路課、市政資料
コーナー。市ホームページに掲載

■�2月から新しい放課後等デイ
サービスが開設します

　w
ワ ッ カ

acca（八幡町3-8-6）／児童福
祉法に定められた障害のある子ど
もの通所サービス／対象者：愛の
手帳を持つ小学生で市から受給者
証の交付を受けた方／原則として
サービス費用の1割の自己負担あ
り／問 障害者福祉課☎60-1847
◎説明会開催／1月26日（金）・27日
（土）午前10時〜11時／問 wacca

■�まちづくり条例手続き忘れずに
　同条例の規定により、3000m2
以上の土地取引には3カ月以上前
の届出が必要です。そのほか、一定
規模の建物や駐車場などの開発事
業に伴う調整手続き、都市計画や
まちづくりにおける住民参加の仕
組みを規定しています。詳細は市
ホームページを参照／問 まちづ
くり推進課☎60-1873

／意見の提出：1月29日（月・必着）
までに郵送・ファクス・Eメール（住
所、氏名、連絡先を明記）で〒180-
8777 道路課、FAX51-9245、sec-
douro@city.musashino.lg.jpへ
／問 道路課☎60-1855

☎38-8919

■開催中止のお知らせ
　市報1月1日号4頁に掲載した1月18日（木）開催予定の「エコプラザ（仮
称）検討市民会議」は、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

　右記の日程で、委員会を開催
します／市役所7階議会委員
会室／傍聴は、当日議会事務局
で受け付けます。大勢でお越し
になる際は、事前に議会事務局
までご連絡ください／問 議会
事務局☎60-1883

■期日・内容�
開会時間：午前10時（予定）
☆は議会運営委員会終了後
期日 会議名

1/19（金）

議会運営委員会（平成30年第1回武
蔵野市議会定例会の日程予定案につ
いて）
議会広報委員会（市議会だより369
号について）☆

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

1月17日（水）
午後7時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／
骨子案素案の検討につ
いて

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

空家等対策計画（仮
称）検討委員会

1月19日（金）
午前10時～
11時30分

市役所
812会議室

10名（先着順）／空家所有
者アンケート結果、空家
等の利活用についてほか

当日、直接会場へ
住宅対策課
☎60-1905

高齢者福祉計画・第
7期介護保険事業
計画策定委員会

1月23日（火）
午後6時30分

市役所
811会議室

20名（先着順）／答申案
について

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1940

障害者計画・第5期障害
福祉計画策定委員会兼
地域自立支援協議会

1月24日（水）
午後6時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
答申案などについて

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

第4期健康推進計
画・食育推進計画策
定委員会

1月29日（月）
午後7時

保健センター
多目的ホール

15名（先着順）／答申案
について

当日、直接会場へ
健康課
☎51-0700

自治基本条例（仮
称）に関する懇談会

1月29日（月）
午後7時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／
骨子案素案の検討につ
いて

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

第3期健康福祉総
合計画・地域福祉計
画策定委員会

1月31日（水）
午後6時30分

総合体育館
大会議室

20名（先着順）／答申案
について

当日、直接会場へ
地域支援課
☎60-1941

教育委員会定例会 2月7日（水）
午前9時30分

市役所
教育委員会室

傍聴20名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます



■�市民税・都民税、所得税の申告の準備を始めましょう
　平成29年1月1日〜12月31日の収入や控除の分かる書類を持参。
●市民税・都民税� 問�市民税課☎60-1823

●所得税� 問�武蔵野税務署☎53-1311

◎税務署からのお知らせ
◯確定申告書に代えて「確定申告のお知らせ」を送付します。対象：平成
28年分の確定申告書を、税理士会による無料申告相談会場または市区町
村の相談会場、青色申告会の相談会場で書面により提出された方。申告書
などの様式は、国税庁ホームページから保存・印刷できます。
◯医療費控除を受けるためには、医療費領収書の提出の代わりに、「医療
費控除の明細書」の添付が必要となりました（領収書は自宅で5年間保
存）。
●公的年金受給者で、確定申告が不要となる方� 問�市民税課☎60-1823
　昨年1年間（1月〜12月）の公的年金等の収入金額が400万円以下で、か
つ、その年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の
場合、所得税の確定申告は不要です（源泉徴収の対象とならない公的年金
等の支給を受ける方を除く）／所得税及び復興特別所得税の還付を受け
るための申告は可／なお、確定申告が不要の方でも、医療費控除、各種保
険料控除などを追加することで、市民税・都民税が減額となる場合があり
ます。この場合、市民税・都民税の申告書の提出が必要となります。

■�社会保険料控除について
　平成29年中に納めた介護保険
料、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料は、全額が所得税・住民税
の社会保険料控除の対象になりま
す。確定申告の際、納付額を証明す
る書類の添付は必要ありません。
◎介護保険料…特別徴収の方（年
金から保険料が引き落とされてい
る方）：1月末までに日本年金機構
などから送付される「公的年金等
の源泉徴収票」で金額を確認して
ください。本人の所得からのみ控
除が認められます。普通徴収の方
（納付書で納めている方）：各期別
分の領収書を確認してください。口
座振替を利用している方：1月下旬
に送付する「口座振替済のお知ら
せ」を確認してください／問  
高齢者支援課☎60-1845。◎国民
健康保険税・後期高齢者医療保険
料…納めた金額については、1月下
旬に国民健康保険税は「納付済の
お知らせ」、後期高齢者医療保険料
は「後期高齢者医療保険料納付済
通知書」を送付しますので確認し
てください／問 保険課☎60-1836

■�都市計画の変更と縦覧
　1月1日付で生産緑地地区に関
する都市計画の変更を行い、関係
図書を縦覧しています／削除3件
（吉祥寺東町三丁目、御殿山二丁
目、境二丁目）、追加3件（関前三丁
目、関前五丁目、境南町五丁目）／
縦覧場所：まちづくり推進課／問  
まちづくり推進課☎60-1872

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

■�市ホームページのバナー広告
　掲載希望者を募集
　掲載期間：4月1日から（月単位で
最長12カ月まで。延長可）／トップ
ページ：月3万円（12カ月まとめて
申し込むと1カ月分の掲載料割
引）。そのほかのページ：月1万円
（掲載月数分一括納付）。広告表示
はスマートフォンにも対応／掲載
基準あり。締切後庁内審査委員会
で審査し決定。広告代理店の申込
不可。詳細は市ホームページ参照
／申·問 2月9日（必着）までに申込
用紙（市ホームページから印刷可）
を郵送・ファクスまたは直接〒18�
0-8777秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009へ。

■�第26回武蔵野桜まつり協賛金の
お願い
　4月1日（日）開催予定の桜まつ
りの費用の一部に充てるため、市
内事業者・団体からの協賛金を募
集します／1口1万円以上。個人名
による協賛は不可／協賛者名掲
載：プログラム（3月下旬に新聞折
込および当日会場で配布予定）へ
は2月中に入金が確認できた場合
のみ、市ホームページにも掲載／
申·問 2月28日までに電話・ファク
スまたは直接桜まつり実行委員会
事務局（生活経済課内）☎60-
1832、FAX51-9193へ。

■�5つの市民農園使用期間の満了
　1月31日で南町・御殿山・御殿山
第2・緑町市民農園は使用期間が満
了、関前第3市民農園は閉園しま
す。1月中に野菜などを収穫し、資
器材などを持ち帰ってください。
使用期間満了・閉園後に残ってい
る物は、放棄したものとして処分し
ます。整備状態の悪い使用者は、次
回の申請を断る場合あり。平成30
年度の募集は市報2月1日号に掲載
予定／問 生活経済課☎60-1833

■�テンミリオンハウス関三倶楽部の
臨時休館

　スプリンクラー設置工事のため
1月、2月は臨時休館となります／
問 高齢者支援課☎60-1940

■�市内の歴史的資料に関する情報を求めています
　市内には市指定の文化財以外に、武蔵野八景碑、仙路翁
墓碣碑、ニッケイの木などの歴史的資料が数多くありま
す。歴史的資料に関する情報をお持ちの
方はふるさと歴史
館まで連絡してく
ださい／問 ふる
さと歴史館☎53-
1811、rekishika�
n@city.musashi�
no.lg.jp

1月のお知らせ
■商工会館　5月分申込
　市民会議室、会議所会議室：2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
■市民税・都民税納期のお知らせ
　第4期の納期限は、1月31日（水）で

す。口座振替登録は便利なキャッシュ
カード登録をご利用ください／問 納
税課☎60-1827
■�国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料納期のお知らせ
　第7期の納期限は1月31日（水）です。
納期内納付にご協力ください／問 保
険課☎60-1836

対象

障害者
控除

身体障害者手帳3〜6級また
は愛の手帳3・4度に準ずる
方

特別障害
者控除

身体障害者手帳1・2級また
は愛の手帳1・2度に準ずる
方

①�武蔵野市に住民登録と介護保険被保
険者資格がある
②�要介護・要支援認定を受けている（未
申請の方は市指定書による医師の意
見書が必要）
①②および市の定める要件に該当する
65歳以上の方（審査あり）

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

5口以上 3×6.2cm＝18.6cm2

10口以上 6×6.2cm＝37.2cm2

申告受付
会場

2月16日（金）〜3月15
日（木）（土・日曜除く） 午前9時30分〜午後4時30分 市役所802会議室

2月20日（火）・21日（水）午前9時30分〜午後4時 スイングスカイルーム
＊スイングスカイルームでの申告受付は日程が限られます。確認の上お出かけください。

確定申告書
作成会場

2月14日（水）〜3月15日（木）
（土・日曜除く。ただし、2月18日
〈日〉および25日〈日〉は開場）

午前8時30分〜午後
5時（相談は午前9時
から）

武蔵野税務署
（吉祥寺本町3-27-1）

＊�混雑する場合は受付を早めに締め切ることがありますので、午後4時までにお越しくだ
さい。車での来場不可。

税理士による小規模納税者などのための無料申告相談

1月31日（水）午前9時30分〜11時、午後1時〜3時（相談時間：午前は正午、午後は4時まで） スイングスカイルーム

小規模納税者の「所得税及び復興特別所得税」および「個人消費税」、年金受給者および給
与所得者の「所得税及び復興特別所得税」の申告（土地、建物および株式などの譲渡所得が
ある場合を除く）のための無料申告相談／確定申告に必要な書類、前年の申告書などの控
え、筆記用具、計算機器、印鑑およびマイナンバーに係る本人確認書類（マイナンバーカー
ドまたは番号確認書類）を持参／混雑する場合は受付を早めに締め切ることがあります。
車での来場不可



　大地震などの災害発生時には近
隣住民の助け合いが重要になりま
す。武蔵野市には町内会組織がな
く、ご近所の人をよく知らないと
いった方もいます。市では地域の
安全点検、市全域の防災力向上を
はかるために平成5年に市民防災
協会を設立し、市内13町51丁目の
各丁目ごとに防災推進員を配置し
ています。
　防災推進員は防災に関する研修
や上級救命講習を受けた有償ボラ
ンティアです。平常時には毎月担
当地域を巡回し市が設置してい
る消火器の点検、ブロック塀や看
板など危険個所の安全点検、訓練
や研修への参加、チラシやパンフ
レットの配布など、地域における
災害時の自助・共助の推進の担い
手としての活動を行っています。
震度5弱以上の地震が発生した場
合は、自分や家族の安全を確保し
た後に担当区域内の被害情報を収
集し指定避難所の市職員（初動要
員）に報告するとともに、避難所運
営組織などと一時集合場所・避難
所の開設、運営に協力します。市内
の各地域にはそれぞれ特色があ
り、住民のひとりである防災推進
員の存在は地域の実情に即した地
域防災や避難所の運営などにおい
て心強いものがあります。
　今までに自主防災組織や地域の
防災訓練への参加、コミセンの文
化祭などでの啓蒙活動、市で公園
に設置している「スツール型防災
トイレ」（平常時はベンチとして使
用し、緊急時にはトイレとして使
用できる防災トイレ）の組み立て

訓練なども行っており、地域全体
で多くの人が防災の知識を持って
もらえるように取り組んでいます。
　防災推進員は75歳を定年とし
その任期は2年間です。現在88名
が活動しており半数は女性で、欠
員となっている地域では防災推進
員を募集しています。長年継続し
て活動している方がいる一方、研
修や救命講習、安全点検のタウン
ウオッチング、防災訓練など活動
は多彩で、現役世代の参加が少な
く平均年齢は65歳です。さまざま
な年代によって気付く視点も異な
ることから、今後幅広い世代の参
加が期待されています。
　災害時に自分の身を守り、ご近
所同士で命を救い合うことがまち
を守ることにつながります。地域
住民をつなげてくれる防災推進員
の力を借りて、地域の防災訓練に
参加し災害時に対応できる力を身
に付けませんか。
（取材協力：防災課・市民防災協会
／執筆者：星詩子）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
防災課☎60-1821、市民防災協会
☎60-1926へ

道
路
課

街路灯など道路
維持管理業務
1名
嘱託職員

街路灯維持工事の設計、
監督など／道路維持管理
業務経験者／PC／普免

4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
9時〜午後5時／月額28万700円
／交

書類審査、
面接：
2月14日（水）

申·問 1月31日（水・必着）までに市販の履歴書（3カ月以内に撮った写真貼付）を郵送または直
接〒180-8777道路課☎60-1857へ

市
民
社
協

正規職員
1名

昭和57（1982）年4月2日以降に生
まれた方（若年者キャリア形成の
ため）／大学または短大を卒業、社
会福祉士国家資格受験資格取得者
（30年3月見込可）／PC／普免

4月1日採用／週5日午前8
時30分〜午後5時15分／月
額17万5100円〜（大卒の
場合）／経験加算あり。各種
手当あり、賞与年2回／交

書類審査、
一次：筆記
2月11日（祝）
二次：面接
2月18日（日）

申·問 1月19日（金・必着）までに履歴書（指定様式）、課題、連絡用封筒1通を直接または郵送で
市民社協☎23-0701（〒180-0001吉祥寺北町1-9-1）へ。詳細は市民社協ホームページ参照

指
導
課

小学校理科指
導員
若干名

小学校高学年を中心とした理科授業の
実施／次のいずれかに該当①小学校全
科教員免許を有し理科教育に関する知
識や経験のある方②中学校理科または
高等学校理科の教員免許を有する方

4月1日〜31年3月31
日（更新の可能性あり）
／週2・3日予定／市立
小学校／時給3000円
（交通費含む）

書類審査、
面接：
2月13日（火）

申·問 2月1日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付。理科指導員希望と明記）を郵送または
直接〒180-8777指導課☎60-1897へ

子
ど
も
協
会

あそべえ
（放課後子
ども教室）
１名
嘱託職員

子どもの見守り、あそ
べえ館長補佐など／保
育士、社会福祉士、幼小
中高の教員免許などを
有するか、30年３月31
日までに資格取得見込
みの方

4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あ
り、期間は状況による）／週5日（月〜金曜
の4日と土曜）。月〜金曜は午後1時〜5時
30分（学校休業日などは午前9時〜午後5
時30分）、土曜は午前9時〜午後5時30分
／本宿あそべえ（本宿小内）／月額18万
9200円／交

書類審査、
面接：
2月13日（火）

申·問 2月5日（月・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接子ども協会事務局
総務課☎36-0671（〒180-0022境4-11-6 ）へ。「あそべえ希望」と明記

嘱
託
職
員

給食調理
1名

給食調理／調理師
または栄養士資格

週4日（月〜金曜）午前8時30分〜午後5
時／境南第2保育園／月額18万300円

書類審査、
面接：
2月13日（火）

一般事務
1名

保育園など事務／
PC、経理事務の経
験あれば尚可

週5日（月〜金曜）午前8時〜午後4時45
分の6時間／北町保育園／月額18万300
円

書類審査、
面接：
2月15日（木）

一般用務
1名

用務業務／普免／
営繕・修繕の知識の
ある方

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

書類審査、
面接：
2月19日（月）

保育士
週休嘱託
1名

保育業務／保育士
資格

週５日（月〜金曜）午前8時30分〜午後
6時の7時間／桜堤保育園／月額22万
5300円

書類審査、
面接：
2月14日（水）

【共通】雇用期間：4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あり）／交規定により支給。申·問1
月31日（水・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）を郵送で子ども協会事務局総務課☎36-
0671（〒180-0022境4-11-6）へ。希望職種を明記。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

水
道
部
工
務
課

一般事務
1名
嘱託職員

課内庶務事務補助、デー
タ入力、書類作成など／
PC／CAD操作経験者／
市民雇用創出事業に準ずる

4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
9時〜午後5時／水道部庁舎／月額
21万400円／交

書類審査、
面接：
2月15日（木）

申·問 1月25日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接水道部工務課☎
52-0735（〒180-0001吉祥寺北町4-11-46）へ

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などの募集

子
ど
も
育
成
課

保育士
4名
嘱託職員

①早朝②時差勤
務対応／保育士
資格を有する方
（30年3月見込
み可）

4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あり）／週
5日（月〜金曜）／①午前7時30分〜午後1時30分
の6時間②午前8時30分〜午後2時30分の6時間
／①南保育園、吉祥寺保育園②南保育園、境保育
園／①月額20万3900円②19万3100円／交

書類審査、
面接：
1月30日（火）

保育施設に
対する巡回
支援指導
1名
嘱託職員

重大事故防止のための巡回支
援指導業務／保育士資格を有
し、認可保育所における施設
長としての実務経験がある方

4月1日〜31年3月31日（更新の可
能性あり）／週4日（月〜金曜）午前
9時〜午後5時の7時間／子ども育
成課／月額18万200円／交

申·問 1月23日（火・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
給食調理
1名
嘱託職員

保育園給食調理／
調理師などの資格
のある方または児
童福祉施設で調理
経験のある方

4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あり）
／週4日（月〜土曜）平日午前8時30分〜午後5
時の7時間30分、土曜午前8時30分〜午後1時
30分の4時間30分／境南保育園／日額平日1
万1100円、土曜6700円／交

書類審査、
面接：
1月30日（火）

申·問 1月23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子ども
育成課☎60-1854へ
産休代替
1名
臨時職員

保育補助／保育
士有資格者また
は保育士養成学
校在学生

2月1日〜7月30日（更新の可能性あり）／週5日
（月〜金曜）午前8時30分〜午後5時の7時間30分
／吉祥寺保育園／時給1040円〜1120円／交

書類審査／採
用予定者のみ1
月29日ごろま
でに電話連絡

申·問 1月26日（金・必着）までに履歴書（写真貼付。「産休代替アルバイト希望」と明記）、保育士
有資格者は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

児
童
青
少
年
課

児童館業務
全般1名
嘱託職員

保育士登録証ま
たは教員免許
（幼〜高）を有す
る方

4月1日〜31年3月31日（更新の可能性あり）／週
5日（月〜土曜。隔週で土曜勤務あり）4月〜9月：
午前9時30分〜午後5時30分、10月〜3月：午前9
時〜5時／月額21万7400円／交

書類審査、
面接：
2月9日（金）

申·問 1月31日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、免許状などの写し、小論文「子ども
の健全育成のための児童館職員の役割」（800字以内）を郵送で桜堤児童館☎53-2206（〒180-
0021桜堤2-1-29）へ

障
害
者
福
祉
課

基幹相談支援
センター業務
1名
嘱託職員

基幹相談支援センターにおける
相談支援業務など／社会福祉士、
精神保健福祉士または保健師と
して3年以上実務経験があること

4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9時〜午後5時／
月額30万200円／交

書類および作
文審査、
面接：
2月9日（金）

申·問 1月31日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、作文（課題「障害者理解について」
800字以内）、資格証明書の写しを郵送または直接〒180-8777障害者福祉課基幹相談支援セン
ター☎60-1847へ

高
齢
者
支
援
課

一般事務
1名
嘱託職員

庶務・経理業務など／
PC／ 市民雇用創出事業

4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9時〜午後5時
／月額21万400円／交

書類審査、
面接：
2月16日（金）

申·問 1月31日（水・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☎60-1940へ

福
祉
公
社

高齢者総合セン
ターデイサービ
スセンター送迎
運転手

送迎車の
運転業務
／普免／
65歳まで

4月1日〜31年3月31日（更新あり）
／週5日（月〜金曜）／午前8時30分
〜10時、午後3時30分〜5時／送迎
1回1時間30分2070円

面接・実技
＊実技では車両で実際に運転
申込締切後、日程調整の上、実
施

申·問 2月2日（金）までに高齢者総合センター☎51-2933へ 

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

生
活
福
祉
課

面接相談員
1名
嘱託職員

生活困窮者に対する相談業務など／社会
福祉主事の資格を有し生活保護などの相
談業務やケースワークの実務経験が3年
以上ある方（社会福祉士または精神保健
福祉士の資格があればなお可）／PC

4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
9時〜午後5時／月額28
万700円／交

書類審査（職務
経験を重視）、
面接：
2月8日（木）

申·問 1月29日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、相談業務やケースワークの勤務経験
について明記）、資格証明書の写しを郵送または直接〒180-8777生活福祉課☎60-1254へ

募　集

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
1名
嘱託職員

子どもと家庭の総合相談、児童虐待・
養育困難家庭への支援／保健師、助産
師、社会福祉士、保育士、臨床心理士な
どの資格保有または業務として相談
経験のある方／自転車での移動／PC

4月1日〜31年3月31
日／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後5時／
月額28万700円／交

書類審査（職務経
験を重視）、
面接：
2月21日か26日の
いずれか別途通知

申·問 1月31日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または直接
〒180-8777子ども家庭支援センター☎60-1850へ。面接の実施有無などは2月14日までに通知
（届かない場合要連絡）、結果は3月上旬までに通知



■��そのイライラどうするの？　子育て
世代のアンガーマネジメント講座
　3月5日（月）午
前10時〜正午／
武蔵野プレイス
フォーラムＡ／
小学2年生まで
の子を持つ親／
32名（市内在住･在勤者優先し超え
た場合抽選）／子どもや配偶者に
対して感じるイライラとの付き合
い方を、参加者同士のワークを交
えながら学ぶ／江野本由香（=写
真。日本アンガーマネジメント協会
ファシリテーター）／500円／託
児：6カ月〜未就学児、10名（別途
2750円）／申·問 ２月13日（必着）
までに往復ハガキ（3頁の申込要領
参照し、性別、生年月日、子どもの
年齢、応募動機、在勤は勤務先、託
児希望は子どもの氏名〈ふりがな〉、
生年月日も明記）で郵送または返

■帰ってきた〜1日俳優体験
　2月 3日
（土）午後1
時30分〜5
時／武蔵野
プ レイス
フォーラム
／60名（申込順）／市民活動団体
企画講座。プロの俳優による発声
練習、台本読みなど楽しく元気に
なる体験／むさしの芝居塾／無料
／申·問Ｅメール（3頁の申込要領
参照）電話または直接武蔵野プレ
イス市民活動担当☎30-1903、
gr-shikatu@musashino.or.jp
へ。

■小学校新1年生の保護者説明会
　4月に小学校に入
学する児童の保護
者説明会を行いま
す／各1時間〜2時
間15分程度／筆記
用具・上履き・靴袋を持参／桜野小
は自転車での来校不可／申当日、直
接会場へ（各校の住所は欄外参照）
／問各校、教育支援課☎60-1900

■音楽療法見学会
　2月17日（土）
午後1時15分・2
時5分、2月19日
（月）午後3時15
分・4時（1セッション45分間）／障
害者福祉センター／市内在住で音

■私立幼稚園等園児保護者補助金の申請はお済みですか
　平成29年度の補助金申請をしていない方は申請してくだ
さい。すでに申請書を提出した方は、手続きの必要はありま
せん／申·問 申請書（各幼稚園などで配布）を郵送または直
接〒180-8777子ども育成課☎60-1854、各市政センター（夜間窓口を除
く）へ／詳細は各私立幼稚園などで配布される「お知らせ」をご覧ください。

■�新小・中学生の入学通知書を
　送付します
　市立小・中学校の入学通知書を
送付します／①〜⑥のいずれかに
該当する方は教育支援課へ連絡し
てください／①入学通知書が1月
31日までに届かない②市内転居・
市外転出を予定③私立・国立小学
校在籍者で市立中学校入学予定④
病弱などで就学猶予・免除を希望
⑤私立・国立・都立小中学校に入学
が決まった（2月13日までに同課
へ電話、後日入学承諾書を提出）⑥
指定学校の変更を希望＊

／問 教育支援課☎60-1900

子育て・教育

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20
日〜3月5日）可。

■自転車安全利用講習会　保険の助成など特典あり
　自転車の交通ルール・マナーの周知と事故防
止のため、全自転車利用者の受講を目指して開
催しています（既受講者3万3000名超）。学校、コ
ミセン、事業所などへ講習会の出張も行います。
ご相談ください／ 問 交通対策課☎60-1860

日程 番号・開始時間 会場 締切
2月22日（木） ⑯午後7時 商工会館市民会議室

2月8日（木）
2月24日（土） ⑰午前10時

⑱午後1時★ 市役所811会議室

3月10日（土） ⑲午前10時
⑳午後1時★ スイングレインボーサロン 2月24日（土）

対象／定員 市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子ども同伴可
（認定証の交付なし。託児なし）／各回80名（超えた場合抽選）

内容／
持ち物

交通安全教育の専門家と武蔵野警察署員（予定）による交通ルール・マ
ナーの確認、講話など（1時間20分程度）／本人確認書類（運転免許証、
学生証、健康保険証など）、受講票（締切日以降に郵送）、筆記用具、更新
受講する方は自転車安全利用認定証

特典
・自転車安全利用認定証発行（有効期限あり）
・TSマーク付帯保険の1000円分助成（市内在住者のみ）
・�有料駐輪場定期利用の優先措置（必ずしも利用を保証するものでは
ありません）

申
市ホームページから電子申請またはハガキ（3頁の申込要領参照し、
⑯～⑳から第1・2希望、★は子どもの人数、更新の方は認定番号10桁
も明記）で〒180-8777交通対策課「自転車安全利用講習会担当」へ
＊定員に満たない場合、締切後も受け付け

＊�荒天などにより開催を中止することがあります。

楽療法（5月〜平成31年3月。音楽
を楽しみながら発達を促す）を希
望する愛の手帳を持つ小学生の保
護者／無料／受講者募集は市報4
月1日号に掲載予定／申·問 2月7
日までに障害者福祉センター☎
55-3825へ。

◎出演者募集
メンバー全員が中学生～20歳になった年の年度末までの方で
武蔵野プレイスサウンド・パフォーマンススタジオ利用者を含
み、会議（2回）、前日準備、当日運営に参加できること／10組
◎運営スタッフ（ボランティア）
中学生～22歳になった年の年度末までの方／若干名
【共通】超えた場合抽選／無料／申�2月4日までに申込書（武蔵野
プレイス地下2階スタジオ受付で配布、同館ホームページから印刷可）を武蔵野プレイス地
下2階スタジオ受付へ／問�武蔵野プレイス青少年担当☎30-1902

■�Music�place出演者・運営スタッフ募集
　3月25日（日）午後2時30分開演予定／スイングホール

■�広報誌「季刊むさしの」仕事体験をする中学生を募集
　市内の会社やお店の仕事を体験するコーナー「むさしの仕事図鑑」の中
学生記者を募集／仕事：グラフィックデザイナー／
市内在住・在学の中学生／2名（申込順）／取材日：1月
下旬〜2月中旬の1日（応相談）。時間は日中2〜3時間
程度／発行：春号（3月下旬）／申·問 秘書広報課☎
60-1804

■�高齢期を心豊かに　老人クラブ会員募集
　老人クラブは仲間づくりを進めながら、趣
味・スポーツ・社会奉仕などの活動を一緒に行
うことで、心身ともに健やかに過ごすことを
目的としています。地域ごとに組織し（市内に
30クラブ）、スポーツ大会、芸能文化祭、カラ
オケ発表会、ボウリング大会、映画鑑賞、ウオーキング、清掃奉仕活
動、会員の誕生会など多彩な活動を行っています。各クラブでそれぞ
れ特色ある活動を行っていますので、きっとやりたいことが見つか
るはずです。
　市内在住で60歳以上の方はどなたでも入会できます。仲間を増や
し、一緒に心豊かな高齢期を過ごしましょう／申 市民社協／問 市民
社協☎23-0701、高齢者支援課☎60-1940

＊入学する学校は住所に応じて
指定しますが、指定学校以外の学
校へ通学を希望する場合には一
定の基準内で変更を承認してい
ます。1月19日までに申し出てく
ださい

学校名 ☎ 日時（開始時間・午後）
第一小 22-1421 2/19（月）2時
第二小 51-4478 2/5（月） 2時
第三小 43-2322 1/30（火）2時15分
第四小 22-1423 2/6（火） 2時
第五小 51-2196 1/31（水）1時40分
大野田小 51-0511 2/13（火）2時30分
境南小 32-3401 2/15（木）2時
本宿小 22-4723 2/15（木）2時30分
千川小 51-3695 2/20（火）3時
井之頭小 51-7188 2/2（金） 2時15分
関前南小 53-7655 1/30（火）2時30分
桜野小 53-5125 2/2（金） 2時

対象
平成29年4月1日以降、市内に住民登録のある満3～5歳児（平成23年4月2日～
26年4月1日生および26年4月2日～27年4月1日生のうち3歳に達した子ども）
を私立幼稚園、幼稚園類似施設（基準あり）、認定こども園（基準あり）に通園さ
せ、入園料・保育料を納めている保護者（園児と同一世帯）

補助金

入園料補助金 3万円（29年4月1日以降入園の方、1人1回）
保育料補助金 月額5000円～1万1200円（29年度などの市民税額による）
就園奨励費補
助金

年額6万2200円～30万8000円（29年度の市民税額などが基準
に該当する方）※園によっては交付されない場合あり

申請締切 1月26日までの申請は3月16日に振込予定。3月23日（郵送は当日消印有効）までに申請がないと、補助金の交付はできません

文教部講演会



■�消費生活講座「プロが教える省エ
ネ・節電　上手な電気の使い方」
　2月22日（木）午前
10時〜11時30分／
商工会館市民会議
室／市内在住・在
学・在勤の方／60名
（超えた場合抽選）／家電製品の省
エネ方法。明かりの基礎知識や
LEDについて。電気製品裏話ほか

■��小さい子どもを持つお母さんの
ための講座

　各月曜／午前10時〜
正午／男女平等推進セン
ター会議室／幼児をもつ
母親／20名（申込順）／荻
野佳代子（神奈川大学教授）／託
児：3カ月〜未就学児、20名（申込
順）／申·問�ファクス・Eメール（３
頁の申込要領参照し、応募動機
〈200字〜400字程度〉、託児希望は
子の氏名、参加当日の月齢も明記）
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。

2月19日 子育て中の私、今の気持ち
2月26日 身近な人・社会との関係を考える

3月12日
ライフキャリアプランを作ろう

「自分らしい」未来のために今で
きること

■シングルマザー座談会
　2月17日（土）午前
10時〜正午／男女平
等推進センター会議
室／市内在住・在勤
のシングルマザー、
その予定のある人／
10名（先着順）／森岡千惠子（子ど
も家庭支援センター・母子父子自
立支援員）／無料／託児：生後3カ
月〜未就学児（小学生応相談）、8
名（2月8日まで要予約、超えた場
合抽選）／申·問�電話、ファクス・E
メール（3頁の申込要領参照し、託
児希望は子の氏名〈ふりがな〉、参
加当日の月齢も明記）で男女平等
推進センター☎37-3410、FAX�
38-6239、danjo@city.musashi�
no.lg.jpまたは子ども家庭支援セ
ンター☎60-1850へ。市ホーム
ページから申込可。

■��ハタラクカイギ2018　ジモトも
ワタシもよろこぶ「複業」って？

　2月18日（日）午前10時〜正午
／武蔵野プレイスフォーラム／
40名（申込順）、子ども同伴可／好
きなことや経験を生かしてもう1
つの仕事をもつ働き方を選ぶ人が
増えているなか、ジモトで社会貢
献しつつ、きちんと稼げる“複業”
ライフのヒントを見つける／芦沢
壮一（＝写真左。スキルノート主
宰）、苔口昭一（＝写真右。まちなか
農家プロジェクト代表）／無料／
託児：市内在住者のみ、6カ月〜未
就学児、5名（超えた場合抽選、無
料）／申·問�電話、Eメール・ファク
ス（3頁の申込要領参照し、託児希
望は2月2日までに子どもの氏名
〈ふりがな〉、参加当日の月齢、性別
も明記）で男女平等推進センター
☎ 37-3410、FAX38-6239、dan�
jo@city.musashino.lg.jpへ。市
ホームページから申込可。

■�認知症サポーターステップアップ
講座
　2 月 6 日
（火）午後2
時〜3時30
分／武蔵野
プ レ イ ス
フォーラム
／認知症サポーター養成講座を受
講された方。未受講の方は、1月26
日（金）開催の認知症サポーター養
成講座（上記）を受講のこと／80
名程度（申込順）／テーマ：「共有し
よう！認知症の方や家族の気持
ち」／DVDを鑑賞して感想を共
有／無料／申·問�1月31日までに
高齢者支援課☎60-1846へ。

■�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。

／畠健志（パナソニック〈株〉）／無
料／託児：�1歳〜未就学児、5名／
申·問�1月31日（必着）までに、ハガ
キ・ファクス（３頁の申込要領参照
し、在勤・在学者は勤務先・学校名、
託児希望は子の氏名〈ふりがな〉、
性別、生年月日も明記）で消費生
活センター☎21-2972、FAX51-
5535へ。市ホームページから申
込可。

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
◎わらべうたの会：1月17日（水）
午前10時30分〜11時。雨天時は
要問い合わせ。昔懐かしい唄遊
び。小さな親子連れの参加も大
歓迎。無料。◎はじめての絵手
紙：1月19日・26日（金）午後1時
30分〜3時。基本的な描き方から
スタート。四季を感じながら描い
て送って楽しむ。300円（別途材
料費）／申·問�そ〜らの家☎71-
3336（吉祥寺南町5-6-16）
■�健康生活支援講習スマイル教室
「きれいにさっぱりさわやかに」
1月18日（木）午前10時、午後2時
／武蔵野赤十字病院アトリウム
パンジー／各10名（申込順）／在
宅療養にすぐに役立つものを
ピックアップしたミニ講習／
100円（保険代含む）／申·問�同
病院医療社会事業課☎32-3111
■�青少年によるテーマ展示「私の
考える年号」作品制作者募集
1月20日（土）〜2月17日（土）／
午前9時30分〜午後9時30分／
武蔵野プレイススタジオラウン
ジ／中学生以上20歳になった年
の年度末までの方／50名（先着
順）／「私の考える年号」に想い
を添えて色紙に描く。完成した作
品は後日展示／無料／申�直接同
館スタジオ受付へ／問�同館青少
年担当☎30-1902

■国際交流協会（MIA）
◎ジョヴァンナさんのブラジル
家庭料理教室：1月20日（土）午前
10時〜午後1時。市民会館料理
室。18名（申込順）。ブラジル式チ
キンライスとサラダ。井上ジョ
ヴァンナ（ブラジル出身）。2000
円（同協会会員1000円）。前日・
当日キャンセルは参加費全額。
エプロン・筆記用具を持参。◎留
学生むさしのファミリープログ
ラム実践講座：2月10日（土）午後
2時〜4時。スイングスカイルー
ム。留学生とのホームビジット
での交流に興味のある方。30名
（申込順）。留学して気づいたこ
と、学んだこと。無料。◎語学ボ
ランティア募集：2月17日（土）午
後3時〜5時30分。同協会会議
室。5月開催の「在住外国人のた
めの法律と心理の相談会」での
通訳に関心がある方。特に中国
語、タガログ語、ネパール語が不
足。25名。法律相談の再現劇と活
動のオリエンテーション。別途
研修あり。弁護士、語学ボラン
ティアほか。オリエンテーショ
ン無料。登録は会費2500円。筆
記用具を持参／【共通】18歳以上
の方／申·問�2日前までに同協会
☎ 36-4511へ。https：//mia.
gr.jp/から申込可。
■成蹊大学
◎公開講演会「7年目の福島―い
ま、私たちが考えなければなら
ないこと」：1月20日（土）午前10
時30分〜正午。成蹊大学5号館
101教室。清水修二（福島大学名
誉教授）。福島再生の希望と可能
性を考える。◎公開シンポジウ
ム「日本の中の朝鮮文化、再発
見」：1月27日（土）午後2時〜5時
30分／成蹊大学4号館ホール／

金現煥（韓国文化院院長）、井上
満郎（京都市歴史資料館館長）、
金政起（韓国外国語大学名誉教
授）、藤本巧（写真家）、杉山享司
（日本民藝館学芸部長）による講
演とディスカッション。後援：駐
日韓国大使館韓国文化院・（公
財）日本民藝館／【共通】申�当日、
直接会場へ／無料／詳細は
http：//www.seikei.ac.jp/univ
ersity/参照／問�同大学アジア太
平洋研究センター☎37-3549
（吉祥寺北町3-3-1）
■せんかわアート展2018
1月25日（木）正午〜午後10時、
26日（金）午前9時30分〜午後5
時30分／武蔵野プレイスギャラ
リー／千川福祉会の利用者が、
各事業所での活動や個人で制作
した作品を展示／問�同会☎30-
0022
■介護者教室だんだん畑
　「認知症サポーター養成講座」
1月25日（木）午後1時30分〜3時
／吉祥寺ナーシングホーム在宅
介護・地域包括支援センター（吉
祥寺北町2-9-2）／20名（申込順）
／認知症の基本的な知識や接し
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／無料／申·問�同セ
ンター☎20-0847
■テンミリオンハウス
　きんもくせい
◎「初笑い落語会」：1月27日（土）
午後1時30分〜2時30分。山柳山
柳。無料。落語会後に茶話会あり
（参加費300円、お茶とお汁粉付
き）。◎「口腔ケア学習会健康寿
命を延ばそう」：1月31日（水）午
後1時30分〜3時。誤嚥性肺炎の
予防法を一緒に考える。遊佐秀
顯（市歯科医師会）。無料／【共

通】20名（先着順）／申�当日、直
接会場へ／問�きんもくせい☎
50-2611（境4-10-4）
■指圧教室
1月28日（日）午後1時30分〜3
時／武蔵野館デイルーム（関前
2-16-5）／市内在住・在勤・在学
の方／20名（申込順）／渡邊和雄
（浪越学園日本指圧専門学校講
師）／無料／上履きを持参／
申·問�同施設デイサービス☎
36-7711
■ファミリーコンサート
1月28日（日）午後2時開演（開場1
時30分）／亜細亜大学3号館講堂
（境5-24-10）／子ども連れ歓迎
／だったん人の踊り、カウボーイ
序曲、ディズニー、ジブリアニメ
ソングなど／バーチュリーバ・ソ
サエティ（同大学吹奏楽団卒業
生団体）、指揮：小長谷宗一、客
演：聖徳学園中学・高等学校吹奏
楽部／無料／申�当日、直接会場
へ／問�同大学地域交流課☎36-
2469
■老いじたく講座
1月29日（月）午後1時30分〜3
時／福祉公社第1会議室／20名
（申込順）／無料／申·問�同公社
☎23-1165
■商工会議所講演会
　2018年経済動向をよむ
2月1日（木）午後3時30分〜5時
／商工会館市民会議室／90名
（申込順）／野間口毅（大和証券
〈株〉投資情報部株式ストラテジ
スト）／無料／申·問�1月25日ま
でに同会議所☎22-3631へ。
■�糖尿病教室「糖尿病と神経疾
患、糖尿病と向き合う」
2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／藤田進彦（吉祥

寺・藤田クリニック院長）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
■親子あそび「こどものおと」
　〜親子で楽しむ表現遊び
2月4日（日）午前10時〜11時15
分／市民会館集会室／つかまり
立ち〜3歳の子と保護者（対象年
齢外でもきょうだいの参加可）／
30組（申込順）／林長子（元ピア
ノ講師）、吉田孝子（元幼稚園教
諭）／1組300円／申�https://am
eblo.jp/oyakohiroba-sakai／
問�境おやこひろばinfosakaioya
ko＠gmail.comへ。
■むさしのFPフェスタ2018
2月4日（日）午後1時〜4時30分／
武蔵野プレイスフォーラム／50
名（申込順）／終の居場所の見つ
け方。パネルディスカッション、
講演、FP相談会／1000円（資料
代）／申·問�FP武蔵野グループ、
☎・FAX51-2628、http：//www.
fp-musashino.com
■�障害者雇用企業応援セミナー〜
一緒に働く準備、出来ていますか
2月23日（金）午後6時30分〜8
時30分／商工会議所第1・2会議
室／障害者雇用に関心のある企
業の方、市内在住の方／40名
（申込順）／ハローワーク三鷹雇
用指導官、市内障害者就労支援
機関から「障害者雇用情勢」「障
害のある方の就労準備と実際の
働き方」など、実例を通じて障害
者雇用のイメージを深める／無
料／主催：武蔵野市、地域自立支
援協議会はたらく部会／申·問��
2月16日までに障害者就労支援
センターあいる☎26-1855、
FAX26-1863、http：//www.
musashino-ill.jp/へ。



■�　　　�広島県・大崎上島町市民交流ツアー大崎上島丸ごと満喫の旅
　3月2日（金）午前8時羽田空港集合〜4日（日）午後
7時同空港解散／2泊3日／往復航空機、現地フェ
リー・貸切バス使用／ホテル清風館泊／男女別相部
屋／市内在住・在勤・在学の方／20名（初参加者優先
し超えた場合抽選）／広島商船高等専門学校・神峰
山・甘夏狩り・海と島の歴史資料館・大崎下島観光・大崎上島町民との交流
会ほか／4万6000円（中学生以上の学生3万2200円、小学生以下2万3000
円、旅行保険込み）／申·問�1月26日（必着）までにファクス・Eメール（3頁
の申込要領参照し、性別、年齢、過去参加有無、グループ参加は続柄、在勤・
在学者は勤務先・学校名も明記）または電話で交流事業課☎60-1806、
FAX51-9408、sec-koryu@city.musashino.lg.jpへ。

■特別支援学級紹介・作品展
　1月30日（火）〜2月
8日（木）（土・日曜を除
く）／午前8時30分〜
午後5時（8日は3時ま
で）／市役所ロビー／
特別支援学級設置校10校14学級
の紹介と児童・生徒の作品展（絵
画、工作、手芸など）／問�教育支援
課☎60-1908

■�障害のある方のボルダリング（クライミングウォール）体験教室
　2月27日、3月6日・20日／各火曜（全3回）／午前10時〜
午後0時45分／武蔵野プレイスオープンスタジオ／市内
在住・15歳以上で障害者手帳を持ち、階段昇降ができ身体
が支えられる方（送迎なし）／8名（初参加者優先し超えた
場合抽選）／小さな突起物をつかんで人工壁を移動する
スポーツ／モンキーマジック／無料／動きやすい服装、底が薄い紐付き
運動靴で、タオル・飲み物を持参／主催：武蔵野市／申·問�2月5日（必着）
までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、年齢、FAX番号、障害の
種別・等級、初参加かどうか、手話通訳・要約筆記が必要な方はその旨も明
記）で障害者福祉センター☎55-3506、FAX51-9951へ。

■�明るい選挙啓発ポスター展
　1月 22日
（月）正午〜
26日（金）午
後1時／市
役所ロビー
／武蔵野市
明るい選挙ポスターコンクール出
典作品を展示／主催：明るい選挙
推進協議会／問��選挙管理委員会
事務局☎60-1893

■�市立小・中学校書き初め展
　1月27日
（土）〜29日
（月）／午前
10時〜午後
4 時 30 分

（29日は3時30分まで）／市民文化
会館展示室／小学3〜6年生、中学
全学年の毛筆作品約750点と小学
1・2年生の硬筆作品約250点を展
示／問��指導課☎60-1897

◎アウトドアカレッジ⑨〜薪割など基本技術とキャンプでの写真の撮り方
2月24日（土）午前10時集合〜25日（日）午後2時解散／1泊2日
／雨天実施／川崎市黒川青少年野外活動センター（川崎市麻生
区黒川313-9）／現地集合・解散／サポートスタッフ登録者また
は興味のある18歳以上の方（高校生不可）／25名（登録者優先
し超えた場合抽選）／最少催行8名／全9回のまとめと対象者は
キャンプインストラクター受験可／指導：国際自然大学校／登
録者3500円、一般8000円／24日の昼食持参
申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加者全員の生年
月日、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
＊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/

スポーツ関連のお知らせ
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（2月）
　月〜金曜（12・15日を除く）：午前9時〜午後1時／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）／1時間（500円）以上30
分（250円）単位で受け付け／申·問�希望日の2週間〜2日前午後4時までに直接総
合体育館☎56-2200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：2月7日・8日・
14日・15日・21日・28日の水・木曜
（全6回）午後1時30分〜3時30
分。6000円②ワード：2月9日・16
日・23日の金曜（全3回）午後1時
30分〜3時30分。3000円③イン
ターネットの活用：2月17日（土）
午前10時〜正午。1000円④パソ
コンを快適に使うには：2月17日
（土）午後1時〜3時。1000円⑤パ
ソコン個別指導：2月8日・15日・
22日の木曜、午前10時〜正午、各
1600円／【共通】同センター会議
室。各5名、個別指導は各2名（申
込順）。費用はテキスト・教材費ほ
か。1月17日から料金を持って直
接同センターへ。◎パソコン訪問
指導：1時間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
■絶対に上手くいく対人関係
　「幸せ　会話術」
2月19日（月）午後5時30分〜7時
／商工会館市民会議室／90名
（先着順）／沢口みなみ（フリーア
ナウンサー）司会：宮原靖子／無
料／申·問�2月13日までに商工
会議所建設業部会☎22-3631
へ。
■東京女子大学
　2018年度社会人英語講座
　4月〜7月、9月〜平成31年1月

（1回90分、週1回、全24回）／上
級：水曜午前10時55分、木曜午
後1時15分。中級上：火曜午前10
時55分、木曜午前10時55分。中
級：水曜午後1時15分、木曜午前
9時、木曜午前10時55分。準中
級：火曜午前9時、木曜午前9時／
講師：ブリティッシュ・カウンシ
ル派遣のネイティブスピーカー
／10万円（年額）／申·問�2月9日
までに所定の申込書を同大学教
育研究支援課☎03-5382-6453
（〒167-8585杉並区善福寺2-6-1）
へ。http：//office.twcu.ac.jp/�
から申込可。
■老人クラブ連合会
　棒体操講習会
1月30日（火）午後1時30分／総
合体育館サブアリーナ／市内在
住で60歳以上の方／60名（先着
順）／申当日、直接会場へ／問�市
民社協☎23–0701
■日本獣医生命科学大学
　語学講座（フランス語）
4月10日〜7月17日の火曜（全
14回）／午後6時〜7時30分／同
大学第一校舎Ｂ棟313講義室／
仏語を1年以上学んだ経験があ
る社会人／50名（申込順）／大柳
貴（同大学非常勤講師）／無料／
申·問�2月9日（必着）までに往復
ハガキ（年齢・性別も明記）で同
大学教務・学生課☎31-4151(内
線5113）、r-igai@nvlu.ac.jp
（〒180-8602境南町1-7-1）へ。

◆ スポーツ ◆

■ジュニアバレーボール教室
2月3日（土）午前9時〜正午／総
合体育館サブアリーナ／市内在
住・在学の小学生／50名（申込
順）／指導：横河電機バレーボー
ル部選手／都ジュニア育成地域

推進事業／無料／申�1月16日〜
31日までに申込書（体育協会で
配布）を直接体育協会へ／問�バ
レーボール連盟・後藤☎36-
6088
■グループ対抗戦
　バドミントン大会
2月4日（日）午前9時／総合体育
館メインアリーナ／市内在住・
在勤・在学の高校生以上／3複団
体戦（男子・女子共1部・2部）／
2000円（加盟団体1000円）／
シャトル持ち寄り／申�1月21日
（必着）までにエントリー用紙
（体育協会で配布）を寺井直美
（〒180-0012緑町2-1-4-404）へ
／問�バドミントン連盟・沼尻☎
55-2675
■むさしのまち歩きツアー
2月11日（日）午前9時50分JR吉
祥寺駅中央改札前集合／30名
（申込順）／むかし武蔵野歴史散
策コース徒歩約4km、2時間／
500円／申·問�観光機構☎23-
5900
■�シティーウオーク「武蔵野境
界めぐり（南回りルート）」
2月18日（日）午前9時井の頭公
園野外ステージ前（吉祥寺駅公
園口より徒歩5分）集合〜玉川上
水〜武蔵野赤十字病院南〜境南
コミセン〜亜細亜大〜梶野橋〜
午後0時30分小金井公園東口解
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
■スキー講習会とバッジテスト
3月2日（金）午後7時30分市役所
発〜4日（日）午後8時30分解散／
かたしな高原スキー場（群馬県）

／貸切バス使用／尾瀬倶楽部み
なもと泊／小学生以上（小学生
は保護者同伴）／25名（申込順）
／講習、バッジテスト（1〜5級）
／3万円、小学生2万5000円（保
険料含む）／1週間前よりキャン
セル料あり／申�1月16日〜2月
18日までに体育協会（実施要項・
申込書配布）へ／問�武蔵野ス
キークラブ・望月☎51-4318
■水泳教室
◎月曜初心者：4月9日〜6月25
日（4月16日・30日、6月11日除
く全9回）。午前9時30分〜11時。
4900円。◎中級：4月10日〜6月
19日の火曜（5月15日、6月12日
を除く全9回）。午後1時〜2時30
分。5400円／【共通】温水プール
／市内在住・在勤で18歳以上の
方／各30名（超えた場合抽選）／
申�1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直接
体育協会へ／問�水泳連盟・佐藤
☎080-8479-1573

◆ お知らせ ◆

■�平成30年度武蔵野プレイス
　ワーキングデスク年間会員募集
1カ月に8コマが会員料金のみで
利用可（会員以外の通常利用は1
コマ400円）／同館利用登録を
している個人で図書館カードの
交付要件を満たす方（中学生以
上）／120名／年額2万4000円
（申込後一括払い）／申·問�1月
15日〜2月1日に同館抽選申込
書（同館市民活動カウンターで
配布、同施設ホームページから
印刷可）を直接同館市民活動カ
ウンター☎30-1903へ。定員に
満たない場合2月15日〜先着順
で受け付け。

■�湖南衛生組合競争入札参加資
格登録申請受付
2月1日（木）〜28日（水）／午前9
時〜午後4時／同組合事務室（武
蔵村山市大南5丁目1）／平成
30・31・32年度の物品買い入れ
などの入札参加資格登録申請を
受け付け／申請用紙など詳細は
要問い合わせ／問�同組合☎
042-561-1551、FAX042-565-
2971
■司法書士による法律相談会
2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。
■商工会議所税務相談会
2月7日（水）・14日（水）いずれも
午前10時30分〜午後4時30分
／市内在住・所在の個人事業主
／記帳・決算・申告・税金など／
帳簿、昨年の決算書などを持参
／無料／予約可／申·問�同会議
所☎22-3631
■�農業体験農園「野菜塾さかい
村」平成30年度入園者募集
利用期間：3月1日から平成31
年1月31日（11カ月間）／同園
（境2-11-7）／50名（申込順）／
園主の指導を受けながら、農作
業体験。月2回程度講習あり。初
心者歓迎／6万4800円（肥料
代、種苗代、入園料、野菜代な
ど）／申·問 �同園主・荒井☎090-
5825-8799
■むさしのFM放送番組審議会
12月6日（水）午後4時30分より
商工会館で開催しました。詳細
はむさしのFM�ホームページに
掲載／問�エフエムむさしの業務
部☎23-0782

神
かんのみねやま

峰山からの眺望
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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…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

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

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

武蔵野相愛
吉祥寺南町2-31-4
☎43-5260

たまごの会
（親子クラス）

2月7日・21日・28日（水）午後1
時30分～3時／平成30年度年
少組入園対象児と保護者／20
組／１回500円

☎

ひまわりの会
（子育て講座）

2月22日（木）午前9時30分～
11時／子育て中の母親（乳幼
児同伴可）／20名

不要

すみれ
吉祥寺本町2-32-10
☎22-2701 

親子で楽しむ音楽会
「雅楽のひびき」

2月21日（水）午後1時30分～2
時30分／3歳以上と保護者／
30組／上履きを持参

☎
～2月14日

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

ミニ見にシアター
2月７日（水）午後1時～2時／
2・3歳児と保護者／20組／1
人100円

☎
1月18日～

聖泉
西久保3-13-5
☎53-3374

園庭開放 2月28日（水）午後2時～3時／
未就園児と保護者／20組 不要

みやま
緑町1-6-22
☎51-6029

体操の先生と遊ぼう
2月21日（水）午後1時45分～3
時（受付1時30分～）／2歳以上
の未就園児と保護者／50組

☎
１月30日～
2月19日

武蔵野東第二
関前3-37-10
☎53-4367

幼児教育学習会「子ど
もの成長について先生
たちによる研究発表」

2月17日(土)午前10時～11時
30分／未就園児の保護者／30
名／上履きを持参／託児なし

☎

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問 各園

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／� 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〉）午前9時より電話または直接各施設へ＊いこっとは月～金曜午前9時～午後4時

事業名 日程・対象・内容 申 託児

0歳ひろば

吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／2月10日
（土）・20日（火）／午前10時30分～11時15分／0歳と
親

不
要 �

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

不
要 �

0歳ひろば
（講師による講座）

はらっぱ：赤ちゃんとの関わりとコミュニケーション／
2月13日（火）／①午前10時～10時45分／6カ月以下の
0歳児と親②午前11時～11時45分／7カ月以上の0歳
児と親／各15組／永田陽子（臨床心理士）

◎ �

1歳ひろば

吉祥寺：身体を使って遊ぼう／2月1日（木）・21日（水）／
午前10時30分～11時15分／1歳と親

不
要 �

はらっぱ：ボールで遊ぼう／2月1日（木）・21日（水）／午
前10時30分～11時15分／1歳と親

不
要 �

2歳・3歳ひろば
（講師による講座）

吉祥寺：子どもを夢中にさせる造形遊び～「ごっこ」の手
法を取り入れて／2月8日（木）午前10時～11時30分／
2・3歳児の親／20名／志村裕子（かるがも教室主宰）

◎ �

2歳・3歳ひろば
はらっぱ：お父さんとクッキング／2月18日（日）午前
10時～11時15分／2・3歳児と父親／15組／親子とも
にエプロン・三角巾・手拭きタオル・皿・フォークなどを
持参

◎

食事講座
吉祥寺：おいしい楽しい食時間～簡単にできる家庭料理
のコツ／2月2日（金）午前10時～11時30分／0～3歳児
の親／20名／中村美穂（管理栄養士）

◎ �

0123子育て談話室
吉祥寺：何度言っても聞かない子／2月6日（火）午前10
時～11時30分／0～3歳児の親／15名／岩立京子（東
京学芸大学教授）

◎ �

おもちゃドクターによる
プラレール病院

吉祥寺：2月3日（土）午前10時～午後3時／おもちゃド
クターによるプラレールの修理／0～3歳児と家族／事
前預かりは1月26日（金）から直接「0123吉祥寺」へ

不
要

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：六角返しをつくろう／2月13日（火）～17日
（土）／期間中いつでも（受付午後３時30分まで）／紙を
三角に折りたたんでいき、ぐるんと返すと絵や模様が変
わって見える不思議なカード作り／持ち物：なし

不
要

coco（0歳）コース

 いこっと：親子遊びとおはなしタイム／2月6日・20日
（火）／午前10時～10時45分／０歳と親

不
要

同時開催：プレママ・プレパパと赤ちゃんのひろば／
cocoコースの赤ちゃん・ママとの交流会／各5名 ◎

ico（1歳）コース
いこっと：見合いこっとでひなまつりの飾りをつくろう
①2月14日（水）②28日（水）午前10時～10時45分（①
②同内容）／1歳と親／各10組

◎

nico（2歳）コース いこっと：米粉粘土で遊ぼう／2月23日（金）午前10時
～11時／2・3歳と親／10組／汚れてもいい服装で ◎

ふたご·みつごのつどい

【0123施設出張事業】市役所412会議室：1月18日（木）
午前10時～11時30分／多胎児育児をされているご家
族のためのつどい。多胎ならではの悩みを話したり、情
報交換など楽しく過ごしましょう。プレママ、先輩ママ
の参加も大歓迎。時間内の出入り自由／出張おもちゃの
ぐるりん／申 当日、直接会場へ／問 0123吉祥寺

不
要

保育園 申 1月15日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

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
北町保育園 1/24（水）午前10時～11時 ◎
東保育園 1/30（火）午前10時～11時 ◎ ◎

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

東
誕生会 1/25（木）午前9時45分～10時 0歳児～ ◎

豆まき 2/2（金） 午前9時45分～ 2歳児～（5組程
度) ◎

南 誕生会 1/25（木）午後4時～4時30分 未就学児親子 ◎

西久保 作品展 1/22（月）午前10時～午後7時 不
要

ニチイキッズ
武蔵野やはた

身体測定（おおき
くなったかな？） 1/23（火）午前10時30分～11時 0～2歳児（3組）◎

精華第二 感触あそび（小
麦粉粘土） 1/24（水）午後1時～2時 妊婦さんと満2歳

～3歳児の親子 ◎

吉祥寺
1歳のひろば 1/25（木）午前10時～11時 1歳児（1歳～1

歳11カ月） ◎

豆まき 2/2（金） 午前10時30分ごろ～ 2歳児（2歳～2
歳11カ月） ◎

千川
誕生会 1/25（木）午前10時30分～11時 0歳児～未就学

児親子
不
要

豆まき 2/2（金） 午前10時15分～11時 2歳児～未就学
児親子（10組） ◎

ありんこ
育児講座（あそび
から始まる豊か
な学びの世界）

1/27（土）午後1時30分～3時30分 乳幼児の保護
者 ◎

境南

一緒にあそぼう
（新聞ちぎり） 1/23（火）午前9時45分～10時45分 ハイハイができる0歳児～ ◎

誕生会 1/25（木）午前9時45分～ 0歳児～ ◎
ほっとタイム 1/26（金）午後1時15分～2時15分 0歳児～ ◎
一緒にあそぼう
（リズム） 1/30（火）午前9時45分～10時45分 ハイハイができる0歳児～ ◎

豆まき ２/2（金）午前10時～11時 0歳児～ ◎

桜堤
観劇 1/24（水）午前10時～11時 3歳児～未就学

児 ◎

豆まき 2/2（金） 午前10時15分～ 2歳児～未就学
児 ◎

境南第２
一緒にあそぼう 1/24（水）午前10時～11時

1・2歳児（平成
26年4月～28
年3月生）

◎

豆まき 2/2（金） 午前9時30分～10時 1歳児～ ◎

境

誕生会 1/25（木）午前9時40分～10時終了後園庭あそびをどうぞ 0歳児～ ◎

ほっとタイム 1/25（木）午後2時30分～3時30分 0歳児～ ◎

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

豆まき 2/2（金） 午前10時ごろ～ 2歳児～ ◎
グローバルキッ
ズ武蔵境園 豆まきしよう 2/2（金） 午前10時～11時 1～5歳児 ◎

運営団体：子ども協会☎36-0673

■ こども国際交流クラブ
　料理コース：2月24日（土)午後2時～5時／市民会館料理
室／5歳～小学生と保護者（10歳以上は子どものみも可）／
18名（申込順）／揚げ春巻きほか／グエンティロアン（=写
真。ベトナム出身）／子どもと大人各1名1組2000円（国際
交流協会会員1000円）。子ども1名の追加500円／前日・当
日キャンセルは参加費全額／エプロン・子ども用上履き・筆記用具を持参
／申·問 1月16日～2月22日に国際交流協会☎36-4511へ。https：//
mia.gr.jp/から申込可。



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

市民活動・文化・生涯学習支援
産業の振興

災害・危機に強いまちづくり
緑化推進

循環型社会システムづくり
生活環境問題への対応
計画的な都市基盤整備
放置自転車対策
交通環境・道路整備
上・下水道の再整備
行財政改革 217件 4.3%

1373件 27.1%

744件 14.7%

196件 3.9%

139件 2.7%

624件 12.3%

327件 6.5%
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重点的に進めてほしい施策 評価できる施策
男 女

性別無回答性別無回答
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　　 災害・危機に強いまちづくり
　「防災態勢強化」「ライフライン対策」「災害時の情報提供」を特に進めて
ほしいという声が多い。
◦防災無線が聞き取りにくい。
◦防犯カメラの設置を増やしてほしい。　など

　　 市民活動・文化・生涯学習支援
　「武蔵野プレイス」「図書館」「コミュニティセンター」に対する評価が
特に高い。
◦武蔵野プレイスは良い施設でよく利用している。
◦コミュニティセンターは便利で助かっている。　など

　　 放置自転車対策
　「駐輪場整備」「放置自転車取り締まり」「2時間無料制度」に対する評
価が特に高い。
◦2時間無料制度はとても助かる。
◦三鷹駅付近での自転車の置場のなさに困る。　など

　　 健康づくり
　「各種健診・検診」「予防接種」に対する評価が特に高い。
◦子宮がん検診の無料券がとてもありがたかった。
◦ �介護予防のため、20代から50代への健康意識向上が重要だと思う。　など

　　 緑化推進
　「公園整備」「緑の保全と創出」「街路樹の適正管理」に対する評価が特に高い。
◦落ち着いた住みやすい街づくりのため、引き続き緑を維持してほしい。
◦ �街路樹の落ち葉が多く、高齢者世帯では掃除が大変なので、対策をとってほ
しい。　など

　　 交通環境・道路整備
　「ムーバス」「生活道路の整備」に対する評価が特に高い。
◦ムーバスをよく利用し助かっているが、雨の日は混雑がひどい。
◦自転車の安全運転講習を、小学校のうちから行ってほしい。　など

　　 高齢者福祉
　「在宅サービス」「介護保険」「施設整備」を特に進めてほしい
という声が多い。
◦働く意欲のあるシルバー人材を活用してほしい。
◦独居の高齢者の住宅を確保してほしい。　など

　　 交通環境・道路整備
　「自転車の安全利用啓発」「安全な交通環境づくり」「生活道路の整備」を特に進めてほ
しいという声が多い。
◦ �自転車利用者のマナー向上を進めてほしい（歩道の危険な走行、傘さし運転などの規
制強化）。

◦ �ムーバスへの要望（運行時間の延長、増発、ルートの拡充など）。　など

　　 子育て支援
　「保育園待機児童対策」「保育サービスの充実」「地域社会全体で支え
る子育て」を特に進めてほしいという声が多い。
◦保育園を増やしてほしい。
◦保育園だけでなく幼稚園の支援も充実してほしい。　など

　　 行財政改革
　「健全な財政運営」「職員定数の適正化」「夜間・休日開庁」を特に進めてほしいという
声が多い。
◦休日、夜間の開庁を行ってほしい。◦ �業務の効率化を進めてほしい。　など
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結果速報平成29年度市政アンケート調査
　市では毎年度、市内全世帯を対象に、市政に関するご意見を伺うアンケート調査を実施しています。今年度の結果の概要がまとまりましたので、速
報でお知らせします。詳細をまとめた報告書は3月の発行を予定しています。
　昭和39年に開始し、継続して実施しているこの調査の結果は、市政を計画的に進めるための貴重な資料として活用させていただきます。調査へのご
協力ありがとうございました。

地域区分 全体 吉祥寺
地域 中央地域 武蔵境

地域
地域

無回答
5065人 1967人 1368人 1588人 142人

年代 全体 20歳代
以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳

以上
年代

無回答
男　性 1743人 39人 152人 252人 286人 406人 606人 2人
女　性 3168人 75人 485人 653人 615人 542人 790人 8人
性別無回答 154人 1人 7人 6人 10人 5人 9人 116人
全体 5065人 115人 644人 911人 911人 953人 1405人 126人

 回答者の内訳 アンケート調査の概要
●�市内に居住する全世帯（約7万6000世
帯）にアンケートはがきを配布。イン
ターネット回答も可能としました。

●�平成29年8月29日〜9月25日調査票配
布（市報9月1日号と同時配布）　回答締切9月25日

●�重点的に進めてほしい施策と、評価できる施策について（そ
れぞれ18項目から3項目を選択。取り組み内容についても選
択または記入）と、自由記述による意見を伺いました。

有効回収数5065通（昨年度4582通）
回収率6.7%（うち、224通分がインターネット回答）

介護予防の取り組み
（健康づくり支援センター）

自転車安全教室

保育園の子どもたち

武蔵野プレイス



クリスチャン・レオッタ
ピアノ・リサイタル
　3月23日（金）午
後3時開演／市民
文化会館小ホール
／ベートーベン：

「悲愴」「ワルトシュタイン」「テン
ペスト」／全席指定2000円、◯友  
1800円
第134回 武蔵野寄席“春”
　4 月 7 日（土）午
後3時開演／公会
堂／出演：春風亭
昇太、春風亭柳橋、
桂宮治、鏡味正二
郎（太神楽曲芸）／
全席指定2000円、◯友  1800円
ワルター・アウアー　
フルート・リサイタル
　4月8日（日）午後
3時開演／市民文化
会館小ホール／ピ
アノ：村田千佳／
モーツァルト：キラ
キ ラ 星 変 奏 曲、
シューベルト：しぼめる花変奏曲
／全席指定2000円、◯友  1800円
アイラム・エルナンデス テノール・ 
リサイタル
　4月16日（月）午後
7時開演／市民文化
会館小ホール／ピ
アノ：フリオ・アレク

シス・ムニョス／ヴェルディ：歌劇
「リゴレット」より女心の歌、歌劇「椿
姫」より乾杯の歌／全席指定2500
円、◯友  2000円
ミハイル・リフィッツ　
ピアノ・リサイタル
　4 月 23 日

（月）午後7時
開演／市民文
化会館小ホー
ル／シューベ
ル ト： ピ ア ノ・ ソ ナ タ　ト 長 調 
D894、ショスタコーヴィチ：24の前
奏曲／全席指定1800円、◯友  1300円
ガブリエラ・モンテーロ　
ピアノ・リサイタル
　4 月 24 日

（火）午後7時
開演／市民文
化会館小ホー
ル／シューマ
ン：子どもの情景、ショスタコー
ヴィチ：ピアノ・ソナタ第2番／全
席指定3000円、◯友  2500円
ロバート・ヒル
チェンバロ・リサイタル
　4 月 26 日（木）
午後7時開演／市
民 文 化 会 館 小
ホール／バッハ：
フーガの技法（全
曲）／ 全 席 指 定
2500円、◯友  2000円

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
「クリスチャン・レオッタ」「第134回武蔵野寄席“春”」「ワルター・アウアー」「アイラ
ム・エルナンデス」「ミハイル・リフィッツ」「ガブリエラ・モンテーロ」「ロバート・ヒル」 1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 2019年2月・3月 2/1（木） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2018年8月 2/1（木） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2018年9月・10月 3/1（木） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2018年8月

2/7（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 2/6（火） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 2/10（土）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 2/1（木） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2018年9月・10月 3/1（木） 午後2時 会議室

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
上演

5日以上使用 劇場 2019年6月・7月 2/1（木）
〜10（土）午前9時

中2階
事務室5日未満使用 劇場 2019年2月・3月

2/1（木）
午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2018年8月◆ 午前11時
舞台芸術以外で使用 2018年5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
◆は優先分（自主事業・貸館）のため劇場・けいこ場とも空きなし
＊�市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホールおよびスイングホール（イベントホール）は毎月
第1木曜〜翌週火曜、シアター劇場は奇数月24日〜同月末、非営利の市内アマチュア芸術文化団体
の優先期間です。受付開始時に対象団体の申し込みのない場合は一般の申し込みを受け付けます

吉祥寺美術館 中澤弘光・明治末〜大正〈出版の美術〉とスケッチ展
　2月25日（日）まで／洋画家・中澤弘光が手がけた雑誌
表紙・挿絵書デザインなど〈出版の美術〉を振り返る展覧
会を開催中。◎関連イベント講演会「中澤弘光と京都」1
月27日（土）午後2時〜3時30分／同館音楽室／80名（申
込順）／山田俊幸（日本デザイン遺産＆イマジュリィ遺
産アーカイブス代表）／無料（ただし要入館券）／
申·問 電話または直接吉祥寺美術館へ。1回2名まで申込
可。

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）
＊敬称略　◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

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

■データベース利用体験会
　2月9日（金）午後4時〜5時／武

■土曜の午後の映画会
　1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）／「マンハッタンの二人の男」

（1958年、フランス、84分、モノク
ロ、字幕版、監督・脚本・撮影：ジャ
ン＝ピエール・メルヴィル、出演：ピ
エール・グラッセ、ジャン＝ピエー
ル・メルヴィルほか）／無料／申 当
日、直接会場へ／問 中央図書館

■むさしのいまむかし
　〜子どもたちのいる風景
　2月9日（金）〜
11日（日）午前9時
30分〜午後10時

（11日は8時まで）
／武蔵野プレイス
ギャラリー／市地域映像アーカイ
ブ（写真）の展示／申 当日、直接会
場へ／問 武蔵野プレイス

蔵 野プレイス
ギャラリー ／
高校生以上で
iPadが 使 用で
きる方／ 毎索

（毎日新聞記事）／無料／申 当日、
直接会場へ／問 武蔵野プレイス

■肺炎球菌予防接種はお済みですか
　3月31日までに接種してください／過去に接種した
ことのない方で①平成29年度中に下表の年齢となる
方②60歳以上65歳未満（昭和28年4月2日〜昭和33年
4月1日生まれ）で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能に障害

（身体障害手帳1級相当）を有す
る方／自己負担金5000円（生活
保護受給者は免除）／申·問 ハガ
キ・封書（肺炎球菌予防接種希望
も明記）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。

65歳 昭和27年4月2日生〜28年4月1日生
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〜18年4月1日生
80歳 昭和12年4月2日〜13年4月1日生
85歳 昭和7年4月2日〜8年4月1日生
90歳 昭和2年4月2日〜3年4月1日生
95歳 大正11年4月2日〜12年4月1日生
100歳 大正6年4月2日〜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。

＊2019年5月1日に元号の改正が予定されていますが、新しい元号が未定のため、2019年5月1日以降の月日が含まれる表は西暦で表記します。

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　2月19日（月）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・後期高齢者医療制度
の加入者は健診時に実施／500円（生活保護受給者免除）／申·問 2月7日

（必着）までにハガキ・封書（「胃がんハイリスク検査希望」、生年月日も明
記。電話不可）または直接健康づくり事業団へ。

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

©�株式会社アイ・ヴィー・シー

「祇園画集・舞姿」挿絵



■もうすぐパパ・ママのための
　こうのとり学級（土曜日クラス）
　2月17日（土）
午前9時30分
〜正午／初妊
婦（受講時に妊
娠16〜31週の
方）とパートナー／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／母子健康手帳・バスタオ
ル・筆記用具を持参／申·問 2月9日
までに電話または直接健康課へ。

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　2月13日（火）
午前10時15分
〜11時30分／
平成29年5月
〜7月生まれの
第一子と親／36組（申込順）／離
乳食（2回食）の話（簡単な試食あ
り）、歯の手入れの話／母子健康手
帳を持参／申·問 2月6日までに電
話または直接健康課へ。

■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

■かみかみ教室（9〜11カ月ごろの離乳食）
　2月20日（火）午前10時15分〜11時30分／平成29年
3月〜5月生まれの第一子と親／36組（申込順）／離乳
食（3回食）の話（簡単な試食あり）、歯の手入れの話／母
子健康手帳・歯ブラシ（お持ちの方のみ）を持参／
申·問 2月13日までに電話または直接健康課へ。

■こんにちは赤ちゃん訪問
　生後4カ月ご
ろまでの赤ちゃ
ん全員を助産
師・保健師が家
庭 訪 問 し、赤
ちゃんの健康チェックや育児の相
談を行っています／赤ちゃんが生
まれたら母子健康手帳に挟んであ
るお誕生連絡票を早めに投函しま
しょう。お誕生連絡票のない方は
健康課まで連絡してください／
問 健康課

■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

母 子 保 健

■子どもの予防接種
　市内の指定医療
機関で予防接種を
受けるときは、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 健康課

官 公 署 だ よ り
■ハロートレーニング（公的職業訓練）
を上手に活用して就職につなげよう
　ハロートレーニングは、希望する仕事
に就くために必要な職業スキルや知識
などを習得することができる公的制度
です。受講料は基本的に無料（テキスト
代など自己負担あり）／問 ハローワーク
三鷹職業訓練窓口☎47-8617
■下水道モニター募集
　意見・要望を聴取し、効率的・効果的
な事業運営を行うため、下水道モニ

ターを募集します／4月1日から1年間
／平成30年4月1日現在、満20歳以上で
都内在住の方（公務員、モニター経験
者、島しょ在住を除く）で、ホームペー
ジの閲覧とＥメールの送受信ができる
方／1000名程度／インターネットアン
ケートの回答、施設見学会への参加な
ど／回答数に応じ図書カード贈呈／
申·問 2月28日まで。都下水道局ホーム
ページを参照／問 同局広報サービス課
☎03-5320-6693

さい／問 健康課マタニティ安心
コール☎51-0703

健康づくり事業団
◎人間ドック <定期的な健康管理のチェックを>
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、頚動脈超
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 健康づくり事業団（予約状況
は事業団のホームページでご覧になれます）
◎軽度高血圧改善教室「体験型　血圧科学セミナー」
①1月24日（水）②2月14日（水）／午前10時～正午／収
縮期血圧140～160mmHgまたは拡張期血圧90～100
㎜Hg程度で、肥満でない方（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歳以下を優先し申込順）／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
たは直接健康づくり事業団へ
健康づくり支援センター
◎インボディミニ測定会
1月19日（金）午前10時～正午／60歳代以上で過去にインボディ測定会に参加し
たことのある方。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
たは直接健康づくり支援センターへ
◎腰痛予防・背骨コンディショニング教室
2月19日·26日、3月5日／各月曜（全3回）／午前10時～正午
／市内在住の20歳以上でうつ伏せになることが可能な方（運
動制限のある方、腰痛急性期の方、日常生活で介助を要する方
は不可）／30名（新規の方優先し申込順）／腰痛予防や腰痛緩
和の講座と実技、自宅でもできる運動方法の紹介／講師：背骨
コンディショニング協会理事／水分補給飲料·タオルを持参、
動きやすい服装／申·問 電話または直接健康づくり支援セン
ターへ
◎「健康づくり活動情報誌」掲載団体募集
市民向けの健康づくり活動団体を健康づくり活動情報誌（平成30年4月発行予定）
と健康づくり事業団ホームページに掲載／対象：①20歳以上で健康づくり活動（運
動·スポーツ、栄養·食生活）を行っている団体②宗教·政治活動を伴わない非営利団
体③新規会員を募集している団体④団体の所在または活動場所が市内⑤月1回以
上で半年以上の継続活動実績⑥活動調査票を年1回提出／申·問 1月31日（必着）ま
でに活動調査票（市役所、総合体育館、健康づくり支援センター、各市政センター·図
書館·コミセンなどで配布、健康づくり事業団ホームページから印刷可）を健康づく
り支援センターへ

■大腸がん検診
　2月26日（月）〜3月9日（金）（3月3
日以外の土日を除く）／平成30年3
月31日現在40歳以上で特定健康診
査などほかに受診機会のない方（現
在大腸疾患で治療中の方除く）／1
年度1回受診可／市国保・後期高齢
者医療制度加入の方は、健診時に
実施／300名（申込順）／検査方法：
2日分の便を採取し、潜血反応の有
無を検査／申·問 2月28日（必着）ま
でにハガキ・封書または直接健康づ
くり事業団へ（電話申込不可）。

■2月は冬季献血強化月間
　寒い時期は、献
血者が減少し輸
血用血液が不足
します。輸血を必
要とする患者の
ため、400ml献血や成分献血への
ご協力をお願いします／問 献血
ルーム吉祥寺タキオン☎21-9000
（吉祥寺本町1-15-2-8階）

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）
○高橋医院 内科・小児科 中町2-13-25 52-3149
○若狭内科クリニック 内科 境南町2-12-12 34-5266
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

28日（日）
○いちむら内科クリニック 内科・小児科（乳児不可）境南町１-30-16 39-4123
○タワーズ内科クリニック 内科 中町1-12-10 50-1331
◎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
21日（日）星歯科 吉祥寺本町2-10-1　1番ビル2階 ☎21-4784
28日（日）有田歯科医院 吉祥寺本町2-20-3 ☎20-2224

休日の医療機関  1/15（月）～31（水）

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



■�むさしの自然観察園「身近な木の実やタ
ネですてきな木製スタンドを作ろう」

　2月4日（日）午
前10時〜正午／
小学3年生以上
／15名／主催:武
蔵野市／申·問  
むさしの自然観察園☎55-7109
（吉祥寺北町3-12、午前10時〜午
後5時）

■�多摩郷土誌フェア
　1月20日（土）・
21日（日）／午前
10時〜午後5時
（21日は3時ま
で）／立川市女
性総合センターアイムギャラリー
（立川市曙町2-36-2）／多摩地区各
市町村の郷土・歴史・文化財書籍を
展示即売／問 ふるさと歴史館☎
53-1811

■�1月26日は文化財防火デー
　昭和24年1月26日に法隆寺金堂
が炎上し壁画が焼損したことか

　市と友好都市の食品を中心と
した特産品を販売しています。
この時期のおすすめ商品は柑橘
類（広島県大崎上島町）です。
◎1月20日（土）〜2月3日（土）、
店舗にて商品ご購入時に「市報
を見た」とお伝えいただいた方
（先着20名）に節分豆をプレゼ
ント。
／問 麦わら帽子☎29-0331（吉祥寺本町2-33-1中道通り商店街。午
前10時30分〜午後6時30分。水曜定休）

■�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」
　1月28日（日）午後
1時30分・2時30分
の2回口演（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。
開催中の学校教育連携展示「まわ
るどうぐと武蔵野のくらし」に合
わせ、市域の昔の生活を感じられ
る話を予定／無料／問 ふるさと
歴史館☎53-1811

ら、1 月 26
日は文化財
防火デーと
されていま
す。市では
標語入り懸
垂幕を文化財所在地などに掲示し
ます。問 ふるさと歴史館☎53-
1811。◎消防演習：1月26日（金）
午前10時〜11時。安養寺（吉祥寺
東町1-1-21）。地域の市民と武蔵野
消防署の連携で実施。問 武蔵野消
防署☎51-0119

アンテナショップ「麦わら帽子」 �とれたて通信

販売ブースの様子

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

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

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／�申·問 備考
ジャズタイム（スタ
ンダードジャズを歌
う会）

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

月3000円
山下54-2309

入�1500円
プロの指導で楽しく歌い
ます。見学歓迎。HPあり

仲間あつまれ

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

月
事業案内1

吉　東

21日（日） ■新春もちつき大会「もちつきと百人一首かるたとり」　午前11時〜
午後1時／つき手歓迎。来館は徒歩で

23日（火） ■吉祥寺東落語会　午後2時（開場1時30分）／60名／春風亭三朝／
木戸銭500円／申 

28日（日）
■コミュニティのつどい「武蔵野市小中一貫教育検討委員会検討状況
に関する意見交換会」　午前10時／50名／説明を聞いて意見交換を
しましょう／市教育委員会／申 

本　宿 28日（日） ■地域フォーラム「減災と予防活動について」　午後2時／主催：東部
防災会、共催：本宿コミセン

2/4（日） ■ウィンターダンスパーティー　午後1時30分〜4時
御殿山 2/1（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 29日（月） ■ふれあい講座「普通救命講習」　午後1時30分〜4時30分／15名／

武蔵野消防署防災安全係／1400円／申 窓口へ

吉　西
27日（土） ■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホっとCaféシェモ

ア」でいれたてのコーヒーをどうぞ／1杯100円

2/3（土）
■あそぼうよ「豆まきとゲーム大会」　午後1時30分／小学生（きょ
うだい・親も可）／大きな鬼にボールをぶつけてみよう。ゲームもお
楽しみにね

吉　北
20日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／テーマ：おおさむこさむ。紙芝

居、パネルシアター、工作：からくりびょうぶ
21日（日） ■お昼のひとときを音楽で　午後0時40分／ピアノ演奏：坂東翔一

郎
26日（金） ■講演会「離乳食とママの悩み」　午前11時

けやき

18日（木） ■けやきこもれびひろば　午前10時〜11時30分／0歳〜未就学児
と家族／おもちゃや手遊びで遊びましょう

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

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 27日（土） ■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小中高生（親子可）／卓球台
2台あり。自由に遊べます／ラケット持参可

西久保

2/3（土） ■生活習慣病予防料理講習会「体を温め風邪予防」　10名／29日ま
でに窓口へ（キャンセルは31日まで）

2/4（日） ■人形劇　午後2時〜3時／幼児（保護者同伴）／「三枚のおふだ」
「歌のファンタジー」／人形劇団じろっぽ／共催：西久保福祉の会

2/10（土） ■西久保を語る会「西久保の近代史」　午後1時30分〜4時／歴史公
文書から振り返る／共催：西久保一丁目町会、西久保福祉の会

緑　町

19日（金） ■グリーンカフェ　午後1時30分〜4時／50円（お菓子付き）

20日（土）
■パパ・ママあつまってひろば　午後1時30分〜5時20分／小さい
お子さんと保護者、子育て支援に関心がある方／おもちゃで遊んだ
り、おしゃべりを楽しんだりしましょう／おもちゃ・食べ物などの
持込み自由。出入り自由

28日（日） ■卓球お楽しみ会　午後1時〜4時／50名／参加賞あり／運動でき
る服装で。用具貸し出しあり

2/3（土）〜
■パソコン学習会　3/24までの毎週土曜（全8回）／初心者：午前
10時〜正午、3200円。レベルアップ：午後1時30分〜3時30分、
4000円／各8名とパソコン持参者4名（超えた場合抽選。30日午後
2時）／申 窓口へ

関　前 27日（土）
■講習会「男の休日」　午前10時30分〜午後1時30分／16名／細巻
き寿司と簡単なおつまみを作り、試食と歓談のひとときを／600円
／エプロン・三角巾を持参／申 

境　南
29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」

2/10（土）
■野川公園で「冬の野鳥観察会」　午前9時〜正午／市内在住の方
（小学生以下は保護者同伴）／15名／200円（中学生以下100円）／
申 16日〜31日に窓口へ

桜　堤
22日（月）〜 ■パソコン学習会（個別指導）　2/19までの毎週月曜（2/12を除く）

／午後1時30分〜4時／参加者の質問に答える勉強会
27日（土） ■新春コンサート「ロマンティックジャズコンサート」　午後2時／

ピクリプ（Pick＆Lips）／サックス：フクムラサトシ、ギター：河野文彦
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

　見上げてごらん夜の空を･･･。子ども科学実験
教室で行っている「観望会」は、驚きと感動の２
時間です。
　昨年度から始まり、2回目となる今回のテーマ
は「月を探検しよう」でした。小学３年生から６
年生までの参加者は保護者とともに、天文解説員の唐崎さんと加藤さん、
“きらめきライフ多摩”の方々のお話に真剣に耳を傾けます。庭にセット
された３台の望遠鏡を何回も覗いて月のスケッチもしました。
　宇宙には不思議がいっぱい。そんな宇宙に魅力を感じ、天体に興味を持
つ子どもは多く、大人が驚くほどの知識を持っている子もいます。
　子どもたちの心をワクワクさせる「観望会」。これからも続けていきた
いですね。

「宇宙は魅力的」
西久保コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

◎友好都市フェアの開催予定

1/20（土） 長野県
安曇野市

リンゴ
（シーズン最後）

1/20（土）・21（日）
2/3（土）・4（日）

鳥取県
岩美町 もさえび・里芋

1/25・2/8（木） 千葉県
南房総市 桃の花

1/27（土）・28（日）山形県酒田市
大根・白菜ほか
冬物野菜

2/9（金）〜11（祝）岩手県遠野市
リンゴ
（シーズン最後）

傍聴：10名（超えた場合抽選）
／申·問 1月25日までに市民活動推進課☎60-1829／＊どなたでも参加
できる「ふれあいトーク」も今後実施予定。

日時  2月4日（日）午後1時～2時30分　場所  市役所111会議室
　少人数での対話で、各コミュニティ協議会の代表と市長が、コミュニ
ティの現状・課題、今後の方向性などについて意見交換を行います。

傍聴のお知らせ
第1回 ふれあい市 民 と 市 長 の　　　　  トーク
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