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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）

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります … ❷
平成30年4月保育施設入所の第2次申込受付 … ❹
嘱託職員募集 …………………………… ❺
武蔵野地域自由大学　平成30年度大学正規科目履修登録の受付開始 … ❽

市議会からのお知らせ
　下記の日程で、定例会閉会中の委員会を開催し
ます。
　平成30年第1回定例会は2月20日（火）開会予定で
す。今定例会で審議する請願・陳情の提出期限は、2月
14日（水）です。所定の
用紙（議会事務局で配
布、市議会ホームページ
http：//www.city.mu 
sashino.lg.jp/shigik 
ai/から印刷可）での提
出が必要です／問 議
会事務局☎60-1883

　市政センターのほかには、「まちのにぎわい創出」や「子育て支援の充実」という武蔵境駅北口
市有地有効活用事業のコンセプトに沿って、乳幼児親子の利用に配慮したカフェ、小児科クリ
ニック、子ども・親子向けおよび成人・高齢者向けの体操教室、バーベキューもできる屋上コミュ
ニティガーデンが入る予定です／問 企画調整課☎60-1801

N

N

武蔵境市政センター
【新】武蔵境市政センター

QuOLa2階
2月13日（火）から

　 市役所業務の一部を担う武蔵境市政センターは2月13日
（火）に、武蔵境駅北口に建設された施設「QuOLa（クオラ）」の2
階に移転します。駅に近く、便利にご利用いただけます。
問 武蔵境市政センター☎53-2200

新住所　： 境1-1-7　QuOLa2階
受付時間： 月～金曜　午前8時30分～午後5時（土・日曜、祝日、

年末年始を除く）
取扱業務： 転入、転出、印鑑登録、戸籍届出、各

種証明書、国民健康保険の手続きな
ど。詳細は、市ホームページ、わたし
の便利帳などで確認してください。
移転に伴う取扱業務の変更はあり
ません。

駐輪場　： QuOLa1階＊午前8時20分～午後5時は1時間無料、
1時間超えた場合は、下段は2時間ごとに100円、上段
は4時間ごとに100円かかります。

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。

路線 バス停名称
5号路線境西循環、境・東小金井線：10番 （現）武蔵境市政センター

⇒（新）スイングロード7号路線境・三鷹循環：22番

■ムーバス　バス停名称を変更します
時刻表に変更はありません／問 交通対策課☎60-1859

武蔵境市政センターが
2月13日（火）に
移転します
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■期日・内容�
開会時間（予定）：午前10時
☆は午後2時
2/1（木） 総務委員会
2/2（金） 文教委員会
2/5（月） 厚生委員会
2/6（火） 建設委員会
2/9（金） 外環道路特別委員会
2/15（木）議会運営委員会☆

武蔵境市政センターが
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【現】武蔵境市政センター
2月9日（金）まで
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■ 「市報むさしの」は、全戸配布のほか、市の施設、JR3駅な
どに置いてあります。視覚障害の方のために、音声版「声
の市報」も作成しています／問 秘書広報課☎60-1804

市政センター

▽吉祥寺 〒180-000₄ 吉祥寺本町1-10-7商工会館2階 ☎22-1821

▽中央 〒180-000₆ 中町1-2-8 ☎56-3800

▽武蔵境 〒180-0022 境2-10-27 ☎53-2200

「ペットボトル　かわずに　すいとう　もちあるく」　二木巧さん（井之頭小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

お知らせ 文中の敬称略

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

ごみとリサイクル 講師の方の敬称略

■2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 2日・16日
吉祥寺南町 第1･3火曜 6日・20日
御殿山、吉祥寺本町2･3･4丁目、
吉祥寺北町、中町 第1･3水曜 7日・21日

境2･4･5丁目、桜堤 第2･4木曜 8日・22日
緑町、八幡町 第2･4月曜 12日・26日
西久保、関前、境1･3丁目、境南町 第2･4水曜 14日・28日

祝日のごみ収集
　12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

基礎（医療）分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
（40歳以上65歳未満）

所得割額 均等割額 所得割額 均等割額 所得割額 均等割額

武蔵野市
29年度 4.7％ 2万3800円 1.7% 8700円 1.4％ 1万1400円
30年度
標準保
険料率

6.35% 3万6125円 2.23% 1万2650円 1.99% 1万4827円

東京都の標準保
険料率 7.71% 4万3860円 2.42％ 1万3717円 2.08% 1万5473円

＊所得割額：被保険者の前年の所得に応じて計算
＊�均等割額：被保険者1人ごとに計算。前年の所得が一定基準以下の世帯は、軽減措置（7割・
5割・2割）があります。

＊東京都の標準保険料率：都内各市区町村で統一した場合の標準保険料率

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
男女平等推進審議
会

2月9日（金）
午後7時

男女平等推進
センター
会議室

5名程度（先着順）／第
四次男女平等推進計画
策定について

当日、直接会場へ
男女平等推進セン
ター☎38-4825

文化振興基本方針
策定委員会

2月16日（金）
午後7時

スイング
スカイルーム

10名程度（先着順）／
中間のまとめについて
ほか

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

小中一貫教育検討
委員会

2月19日（月）
午後6時30分

武蔵野
プレイス
フォーラム

20名程度（先着順） 当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

武蔵野市民科カリ
キュラム作成委員
会

2月20日（火）
午後3時

市役所
301会議室

10名程度（先着順）／特
設教科「武蔵野市民科」の
カリキュラム作成について

当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

空 家 等 対 策 計 画
（仮称）検討委員会

2月20日（火）
午後6時30分

開催延期となりました。次回の開催は決まり次第市報
でお知らせします／問 住宅対策課☎60-1905

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

■�3R環境講座「残さず丸ごと食べよう　食材の賢い活用法」
　3月10日（土）午前10時30分〜午後1時（予定）
／マノ料理学園（吉祥寺南町4-15-8）／中学生
以上／25名（市内在住・在勤・在学の方優先し超
えた場合抽選）／食材の適した保存方法や捨て
てしまいがちな食材にも栄養価があることなど
を踏まえ、食材を無駄にしない調理法を学ぶ／間野実花（マノ料理学園
園長）／500円（材料費）／エプロン・三角巾・ハンドタオル・筆記用具を
持参／託児：6カ月〜未就学児／申 2月16日（消印有効）までにハガキ（3
頁の申込要領参照し、市内在勤・在学者は勤務先・学校の住所、名称、託児
希望は子の氏名〈ふりがな〉、生年月日、性別も明記）または直接
ごみ総合対策課へ。市ホームページまたは右記二次元バー
コードから申込可／問 ごみ総合対策課

■�平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
問�保険課☎60-1834・1835

　平成27年5月29日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健
康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、30年4月1日から、これま
での市区町村に加え、都道府県も国民健康保険の保険者となり、国民健康
保険制度を担うことになります。30年度からは、都内の転居の場合、国民健
康保険の資格が継続されます。市では引き続き資格や保険税の賦課・徴収
などを行うため、被保険者の方が新たな手続きを行う必要はありません。
なぜ国民健康保険制度が変わるのですか？
　国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、被
用者保険に比べ年齢構成が高く医療費水準が高いこと、また、所得水準が
低く保険税（料）の負担が重いこと、市区町村単位で運営しているため財
政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者や、単年度収支が赤字
となる保険者が多く存在するという構造的な課題を抱えています。その
ため、都道府県が財政運営の主体となることにより財政基盤の安定を図
ります。また、国の責任として約3400億円の追加的な財政支援が行われ、
国民健康保険制度を維持していきます。

■�武蔵境市政センターの紙パック
回収ボックスを移設します
　2月13日（火）の武蔵境
市政センター移転（QuO
La2階）に伴い、今まで同
市政センター外に設置し
ていた紙パック回収ボッ
クスを、市民会館入口横へ移設し
ます。同市政センターでの回収は
2月9日（金）までです。QuOLaに
は設置しませんのでご注意くださ
い／問 ごみ総合対策課

■�朝一番隊隊員を募集します
　4月1日（日）から毎週日曜／午
前8時〜9時／市内在住で18歳以
上の方（応募者多数の場合活動日
を調整）／吉祥寺駅・三鷹駅北口・
武蔵境駅周辺で指定の活動日に清
掃と啓発活動／各15名／謝礼1回
1000円（源泉徴収後898円）／
申·問 2月16日（消印有効）までに
ハガキ（3頁の申込要領参照し、生
年月日、希望場所も明記）でごみ総
合対策課へ。

■�「わたしの便利帳」平成30年・
31年版を全戸配布します
　行政情報に加えて、ま
ちの魅力・観光など地域
情報を盛り込んでいま
す。2月中に全戸配布し、
市民活動推進課、各市政センター
で配布します／広告を掲載し、経費
の一部としました／問 市民活動推
進課☎60-1829、（株）サンケイリ
ビング新聞社☎21-2531

■�自治基本条例（仮称）の骨子案素
案についての意見交換会
　2月25日（日）午後1時30分〜3
時30分／芸能劇場小ホール／平
成28年11月に「武蔵野市自治基本
条例（仮称）に関する懇談会」（座
長：西尾勝東京大学名誉教授）を設
置し、市民参加のあり方や議会・市
長の責務など、自治体運営の基本
ルールを定める自治基本条例（仮
称）の骨子案について検討してき
ました。骨子案の素案がまとまり
ましたので、市民と懇談会との意
見交換会を行います／骨子案素案
は2月15日に市ホームページに掲

載、市役所、市内各施設で配布／
申 当日、直接会場へ／問 企画調整
課☎60-1801

制度が変わることで保険税は変わりますか？
　財政運営主体が都道府県化されることで、医療給付に必要な全額が都
から市へ交付されます。一方、その原資として、市は都に対して納付金を
納付します。納付額は、各市区町村の所得水準、医療費水準、被保険者数に
応じ決定され、その納付額をすべて保険税で賄う場合の保険税率（標準保
険料率）と併せて都から示されます。
　保険税額は、この標準保険料率を参考とし、以下の赤字解消・削減計画
や市の国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、今後決定します。
　持続可能な国民健康保険事業の運営のため、皆様のご理解をお願いい
たします。
◎29年度の保険税率と都から示された30年度の標準保険料率

◎赤字解消・削減計画
　市の国民健康保険における支出（医療費）に充てる収入（保険税など）は
不足しており、市の一般会計からの繰入金で補填しています。28年度の
補填額は約9億5000万円に達しており、被保険者1人当たり約2万9000
円となっています。繰入金で補填を行うことは、給付と負担の関係が不明
確となるほか、加入者と非加入者の負担の公平性が損なわれることにな
り、国・都から計画的・段階的に解消・削減することが求められています。
◎国民健康保険運営協議会の答申
　30年度の保険税のあり方について、被保険者、保険医または保険薬剤
師、公益および被用者保険を代表する各委員で組織される国民健康保険
運営協議会に諮問を行い、「低所得者層、中間層にあたる被保険者への影
響を考慮すべきである。とりわけ、世帯人員が多いほど負担が増す均等割
額については、一層の軽減策を講じるよう求める」などの答申を受けまし
た。
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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

申告受付会場
本会場 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

出張受付
会場 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

所得を明らかにする資料 平成29年分給与所得・公的年金等の源泉徴収票など
生命保険料・地震保険料
控除

生命保険料、地震保険料、平成18年12月31日までに締結した
長期損害保険契約などの控除証明書

社会保険料控除
国民年金：社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など：領収
書など29年中に支払った社会保険料が確認できるもの

医療費控除
医療費控除の明細書または医療保険者から交付された医療費
通知（原本）＊31年分までは従来どおり領収書の添付または提
示も可

障害者控除
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳（療育手
帳）・戦傷病者手帳をお持ちの方：各手帳
上記手帳をお持ちでない高齢者：障害者控除対象者認定書

給与所得控除
の見直し（上限
額の引き下げ）

給与所得控除の上限が230万円（給与収入1200万円以上）から、220万円
（給与収入1000万円以上）に下がりました

セルフメディ
ケーション税
制（医療費控除
の特例）の新設

健康の維持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行う個人が、29年
1月1日以降に特定一般用医薬品（※1）を購入した場合、その年中に支払っ
た合計額が1万2000円を超える部分の額（上限8万8000円）を所得から控
除できる特例ができました（従来の医療費控除との選択適用となります）
（※1）特定一般用医薬品（スイッチOTC医薬品）とは、「要指導医薬品およ
び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」のことをいい、対
象となる医薬品の多くにはパッケージにセルフメディケーション税制の
対象である旨の識別マークがついています

医療費控除の
申告時におけ
る「明細書」添
付の義務化

医療費控除の適用を受ける方は、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。医療保険者から交付された医療費通
知（原本）を添付すると、その分の明細の記入を省略できます
＊�領収書の提示または提出は不要となりましたが、必要に応じて市から
提示または提出を求めることがあるため、申告期限から5年間は自宅で
保存してください
＊�31年分までの医療費控除申告については、従来どおり領収書の添付ま
たは提示によることもできます
＊�「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」は、市
ホームページから印刷できます。また、市民税課窓口・市政センターに
も用意しています

2月20日（火） 午前10時〜午後4時（最終受付3時20分） 武蔵野プレイススペースC
相続税や贈与税など税金に関する一般相談（相談時間40分）／予約優先

共済期間 4月1日〜31年3月31日
対象 市内に4月1日現在住民登録の

ある方

2コース制
Aコース：年額1000円の会費
で最高300万円の見舞金
Bコース：年額500円の会費で
最高150万円の見舞金

申し込み
交通対策課、各市政センター
（夜間窓口を除く）、市内金融
機関（一部を除く）

■�2月16日から税の申告が始まります
●市民税・都民税（個人住民税）� 問�市民税課☎60-1823

◎申告に必要な書類：不明な点は市民税課へ問い合わせてください。

◎高齢者に係る障害者控除対象者認定書の発行：身体障害者手帳・愛の手
帳所持者と同等の障害があり、これらの手帳を持たない65歳以上の方に
障害者控除対象者認定書を交付します（審査あり。発行に1週間程度必
要）。認定書の申請は毎年、申告ごとに必要です／申·問�平成29年12月31
日現在において障害者控除の対象となる状態であると証明する医師の診
断書（市の要介護認定を受けている方は不要）を持って高齢者支援課☎
60-1925へ。
◎平成30年度個人住民税の主な改正点

●所得税などの確定申告について� 問�武蔵野税務署☎53-1311
◎確定申告書作成会場：2月14日（水）〜3月15日（木）（土・日曜除く）、2
月18日（日）・25日（日）／午前8時30分〜（相談は9時〜）／同税務署（吉
祥寺本町3-27-1）／還付申告は1月から提出可／3月15日まで車での来
署不可。
◎国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で計算誤りのない確
定申告書が作成・印刷できます。郵送などで税務署に提出することもでき
ます（申告書などの様式はホームページから印刷可）。
◎公的年金受給者で確定申告が不要となる方
　昨年1年間（1月〜12月）の公的年金等の収入金額の合計額が400万円
以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であ
る場合には、税務署への確定申告の必要はありません（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は除く）。この場合であっても、所
得税および復興特別所得税の還付を受けるために申告書を提出すること
はできます。また、確定申告が不要な場合でも、医療費控除、各種保険料控
除などを追加することで、個人住民税が減額となる場合があります。この
場合、個人住民税の申告が必要となります／問�市民税課☎60-1823
◎住民税に関する事項
　該当される方は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」（16歳未満
扶養親族、配当割額控除、寄附金税額控除など）への記載を必ずお願いし
ます。正しく記載されないと個人住民税の控除が適用されない場合があ
ります。
◎「税理士記念日」税理士による無料税務申告相談会

問 東京税理士会武蔵野支部☎55-2313

■�外環オープンハウス（地下本線）
　2月2日（金）午後4時〜8時／本
宿小集会室／パネルや模型などを
用いて、本線トンネル工事をはじ

2月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　東京むさし農業協同組合武蔵野地区
様／2万8204円／緑化のため／問�管
財課☎60-1815
■�2月期児童手当・特例給付を
　振り込みます
　2月9日（金）に平成29年10月分〜30
年1月分の手当を指定口座に振り込み
ます／問�子ども家庭支援センター☎
60-1852
■�市民会館　4月分使用申込
　仮申請：2月2日（金）〜14日（水）／公
開抽選：2月16日（金）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：2月20日（火）
〜28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：2月15日（木）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（2月24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
■�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。

めとした外環工事の状況などにつ
いて情報提供するオープンハウス
を開催します／問�東京外かく環
状国道事務所☎0120-34-1491、
東日本高速道路（株）関東支社東京
外環工事事務所☎0120-861-
305、中日本高速道路（株）東京工
事事務所☎0120-016-285、まち
づくり推進課☎60-1872

■�平成30年度「ちょこっと共済」
加入申込開始

＊30年度より、
対象、見舞金など
一部改正あり／
詳細は全戸配布
するパンフレッ
トまたはhttp://
www.ctv-tokyo.or.jp/kotu/cho�
kotto/参照／問�交通対策課☎60-
1859

■�日本非核宣言自治体協議会
　研修会の開催
　2月8日（木）午後2時45分〜5時
／スイングレインボーサロン／
100名（先着順）／川崎哲（核兵器廃
絶国際キャンペーン〈ICAN〉国際
運営委員）ほか／武蔵野市・三重県
伊勢市・広島県広島市の平和の取
り組み、武蔵野市民による被爆体験
談／無料／申�当日、直接会場へ／
共催：武蔵野市／問�市民活動推進
課☎60-1829

■�空間放射線量の詳細測定結果
　市では、子ども施設、公園など計
84施設の空間放射線量の詳細測
定を12月1日に終了しました。市
の基準（毎時0.23マイクロシーベ
ルト）を超える場所はありません
でした／詳細は市ホームページで
公表／簡易型空間放射線量計の貸
出中（予約制）／問�環境政策課☎
60-1842

■�水道管の凍結にご注意を
　この時期、水道
管が凍ったり破
裂したりするこ
とがあります。露
出しているもの、北側の風あたり
の強いところにあるものは、備え
が必要です。発泡ポリスチレン系
保温チューブ（市販）などを巻きつ
けて保温しましょう／問�水道部
工務課☎52-0735
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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

ゆとりえ在宅介護・地域包括支援センター：吉祥寺南町4-25-5／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／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

2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、11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）

7日（水）� 予 10時〜正午
1時〜3時

ゆとりえ 高齢者支援課
☎60-184615日（木）� 予 高齢者支援課

21日（水）� 予 吉祥寺ナーシングホーム
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 8日（木） 1時〜4時行政相談� 予 8日（木）
交通事故相談� 予 1日・15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� ◎ 19日（月）�

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 20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 23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

子育て・教育 講師の方の敬称略

募　集

昨年訓練の様子

■�新築記念樹のプレゼント
　市内に住宅を建築
する（した）方に建築
計画に合わせて新築
記念樹の苗木を差し
上げます／樹種：コ
ブシ、ハナミズキなど／申·問 3月
中旬の配布は、2月20日（必着）ま
でに専用申込ハガキ（建築確認申
請の手続き時に緑のまち推進課で
配布）を〒180-8777緑のまち推進
課☎60-1863へ。 ■�高等学校等入学準備金の申請を受け付けています

　対象：高等学校などへ進学
を予定している中学3年生が
いて、右記①〜③の要件をす
べて満たす世帯／金額：6万円
申·問 3月15日までに申請書
（教育支援課窓口で配布、市ホームページから印刷可）、認印を持って直接
教育支援課☎60-1900へ。すでに就学援助制度による認定を受けている
方は申請の必要はありません。

①�平成30年2月1日現在市内に在住していること
②�経済的理由により修学が困難（就学援助制度に
よる認定基準に該当する世帯〈所得制限あ
り〉）。詳細は問い合わせてください

③�30年4月に高等学校、特別支援学校、高等専門
学校、専修学校の高等課程への進学が決定した
生徒のいる世帯

■�子育て講演会「いまどきの子育てで大切なこと〜幸せ子育てのコツ」
　3月8日（木）午前10時〜正午／スイングレインボーサロ
ン／3〜6歳の未就学児を持つ保護者、関心のある方／150
名（超えた場合抽選）／子育てで大切なこと、子育てのコツ
について幼児教育の専門家による話／大豆生田啓友（＝写
真。玉川大学教育学部教授）／託児：市内在住で6カ月以上
の未就学児、30名（超えた場合抽選、無料）／申·問 2月13日（必着）まで
に、ハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、子の生年月日、託児希望は
子の氏名〈ふりがな〉、性別、託児落選の場合の大人の参加の有無または子
どもの同伴聴講希望の有無も明記）で〒180-8777子ども政策課☎60-
1239、FAX51-9417へ。市ホームページから申込可。電話申込不可。

■�平成30年4月保育施設入所の第2次申込受付
　対象：保護者が就労・病気・介護などの理由で保育を必要とする世帯（育
児休業中の場合は5月1日までに復職すること）／受付期間：2月15日（木）〜
21日（水）（土・日曜除く）／申·問 申込書に必要書類を添えて直接子ども育
成課☎60-1854へ／＊利用調整の結果、入所できないこともあります。
＊第2次利用調整の空き状況は、2月14日（水）に市ホームページに掲載予定。

■�もの忘れ相談医による
　認知症相談会
　3月4日（日）午前
10時〜正午／武蔵
野プレイス／市内在
住の高齢者または家
族／8名（申込順）／
認知症に関する相談
を受け、医療面のアドバイスを行
う（診断・治療は行わない）／市医
師会もの忘れ相談医／無料／
申·問 2月26日までに高齢者支援
課☎60-1846へ。

■�介護保険料の再算定について
　平成26年度までに賦課決定さ
れた介護保険料について、算定の
基礎となる所得が減額されたこ
とに伴う保険料の再算定につい
ては、2年遡及を基本として対応
してきましたが、厚生労働省通知
（28年9月27日付）に従い、賦課対

■武蔵野市特産うどの品評会と
　展示即売
　2月13日
（火）／販売：
午前11時45
分〜午後0時
45 分（数 量
限定）。展示：正午〜午後1時。JA東
京むさし武蔵野支店（西久保
1-18-10）／シャキシャキした歯
ごたえでサラダや酢の物などでも
おいしい「うど」、食物繊維も豊富
です／主催：武蔵野市東京うど組
合／問�JA東京むさし武蔵野新鮮
館☎54-7150、生活経済課☎60-
1833

象年度が24〜26年度までの保険
料について、5年遡及の再算定を
行うこととしました。再算定に伴
い、還付金が発生する方には、市
から通知を送ります。なお、還付
の手続に伴い、市からATMなど
の操作をお願いすることはあり
ません／問 高齢者支援課☎60-
1845

■平成30年度チャレンジ自立生活事業利用者募集
　4月以降順次／市内在住で18歳以上の、愛の手帳を所持し常時医療を
必要としない方／男女各1室／1週間〜3カ月の宿泊をして自立生活の準
備をする／募集要項配布：障害者総合センター、障害者福祉課／申 2月14
日までに申込書を障害者総合センター事務局へ／問 きたまちハウス☎
60-2661、障害者福祉課☎60-1847

■�吉祥寺で「テロ対策合同訓練」を
実施します
　2月10日
（土）午前11
時〜正午／
荒天中止／
吉祥寺駅「は
なこみち」お
よび平和通り／東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会
を見据え爆破テロを想定した訓練
／武蔵野警察署、武蔵野消防署、
JR吉祥寺駅、関東バス、吉祥寺活
性化協議会、平和通り商店会協同
組合などが参加／問 安全対策課
☎60-1916
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募
集

選考 書類審査あり／面接日：2月20日（火）

申込書
市指定の申込書兼履歴書を使用（市役所案内・人事課、各市政セ
ンター・図書館、総合体育館、市民会館、スイング、吉祥寺シア
ターで配布。ホームページから印刷可）

申

2業務まで申込可。必ず市指定の申込書兼履歴書（写真貼付・希
望業務番号明記・障害者雇用希望の方は障害者手帳の写しなど
添付）を2月8日（木・消印有効）までに郵送または同日午後5時ま
でに直接〒180-8777人事課☎60-1810へ
＊履歴書の返却不可。結果は全員に3月上旬までに郵送で通知

対象
4月1日現在市内に住民登録がある方。障害のある方も業務に支障が無ければ応募できます。武蔵
野市東日本大震災避難者台帳記載済票を所持または東日本大震災に伴う失業者・休業者にも応募
資格あり（履歴書にその旨明記）

技能 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

内容

各募集欄に特に記載のないものは下記のとおり
4月1日〜平成31年3月31日（更新の可能性あり）／勤務：週5日（月〜金曜）午前9時〜午後5時（実
働7時間）／勤務場所：市役所／月額21万400円／雇用保険・社会保険加入あり／業務によっては
所定外労働・休日勤務あり／交通費あり（上限あり）
＊業務内容は各所属課に問い合わせてください

市民雇用
創出事業

嘱託職員募集
（平成30年4月採用）

　市内在住の方を対象とした市民雇用創出事業です。仕事の内容は窓口業務や事務補助など
が中心です。経験を生かして市役所で働いてみませんか。

所属課 業務名／募集人数 業務／応募資格／任用区分
1

企画調整課
☎60-1801 企画調整課庶務業務／1名 文書管理、会計処理、データ入力、窓口・電話応対など／PC

2 ☎60-1970 オリンピック・パラリンピック関連事業の推進業務／1名 経理、データ入力、書類作成、窓口・電話対応、イベント運営などの業務／PC／イベント企画・運営経験なお可
3 秘書広報課☎60-1804 広報および写真のデータ化事務／1名 SNSに関する事務、古い写真のデジタル化・書誌データ入力・データ貸出事務、写真資料など書庫の整理／PC（＊1）
4

総務課☎60-1807
統計調査事務／1名 統計書の編集・発行、各種統計調査業務の補助／PCを使った編集作業ができる方／普免なお可

5 課内庶務事務／1名 課内庶務事務（文書整理、物品の購入、各種伝票処理、郵便物の処理など）／PC
6 郵便物管理業務／1名 郵便物受取・仕分け、郵便計器の使用指導など／午前9時〜午後4時（6時間）／月額18万300円／PC
7 市民税課☎60-1822 税務窓口事務／1名 各種税関係証明書発行事務など／週4日（月・火・水・金曜）／月額16万8300円／PC
8 資産税課☎60-1826 固定資産税課税事務補助／1名 登記情報の入力、データ処理、書類作成など／午前9時〜午後4時／18万300円／PC

9 納税課☎60-1828 市税収納・滞納整理事務補助／1名 調査回答文書の電算システム入力、電話問い合わせ対応、他自治体からの照会回答文書作成、郵便振替による市税
納付処理表の内容確認など／PC

10 生活経済課消費生活セン
ター☎21-2972

消費生活センター庶務および各種事
業企画・運営／各1名

消費生活センター庶務事務、消費生活講座・消費者スクールの企画・運営業務／週4日（月〜金曜）／午前8時30分〜午
後5時（7時間30分）／月額18万300円／消費生活センター／PC／自転車に乗れる方

11 消費生活講座・消費者スクールの企画・運営業務、貸出施設、図書の管理／週2〜3日（月〜金曜）／午前8時30分〜
午後5時（7時間30分）／日額1万円／雇用保険・社会保険加入なし／消費生活センター／PC／自転車に乗れる方

12
市民活動
推進課

☎60-1829 市民相談補助業務／1名 相談予約受付（電話・窓口）、広聴業務・平和事業補助、マイクロバス貸出業務など／PC

13 ☎60-1809 市政資料コーナー運営業務／1名 受付、資料管理、有償刊行物の販売、コピーサービスの管理、会計伝票の作成／週2.5日／日額9400円／雇用保険・
社会保険加入なし／PC

14 ☎60-1830 コミセン関連業務／1名 コミセン関係事務、経理、電話・窓口対応／PC／普免／経理事務経験者なお可
15 保険課☎60-1913 後期高齢者医療制度に関する業務／1名 窓口受付および処理、電話対応、そのほか事務補助／PC
16 市民課☎60-1838 市民課窓口業務／4名 住民票などの受付・交付、住民異動届の受付・入力、マイナンバーカードの交付、電話対応など／PC

17 市政センター
☎56-3800 市政センター窓口業務／2名

平日・夜間窓口・休日開庁受付、各種証明書発行、データ入力、一般事務補助など週5日（日〜金曜）／吉祥寺市政セ
ンター・中央市政センター／午前9時〜午後5時（平日・日曜）または午後0時15分〜8時15分（夜間）（いずれも7時
間）／月額22万1400円／PC

18 防災課☎60-1821 災害対策関係事務／1名 窓口・電話対応、庶務事務、財務会計事務、会議・行事対応など／PC／普免

19 クリーンセンター
☎54-1221 クリーンセンター一般事務／1名 クリーンセンターに関わる庶務業務全般、窓口や電話受付業務、伝票作成業務、書類作成業務など／午前8時30分

〜午後4時30分と午前9時15分〜午後5時15分を隔週／クリーンセンター事務所／PC／接客が可能な方
20 高齢者支援課

☎60-1845 介護保険関連業務／1名 介護保険資格管理、介護保険料賦課収納事務補助（リストチェック、データ入力、被保険者証発行、発送管理など）、
電話対応（介護保険関連問い合わせ、介護保険料納付催告）など／PC

21 健康課☎51-0700 母子保健・老成人保健・予防接種事業
事務／1名 窓口対応・電話対応・パソコン操作・軽作業／保健センター／PC

22 子ども育成課☎60-1854 公立保育園用務／2名 公立保育園の園舎・園庭の維持・管理／午前8時30分〜午後4時30分／南保育園・境保育園／普免

23 子ども家庭支援センター
☎60-1963 各種手当等関連業務／1名 窓口・電話対応事務。ひとり親家庭などの各種手当および助成に係る事務補助（審査・入力・医療証および通知書の

発行など）／PC
24 児童青少年課☎60-1853 青少年活動事業等業務／1名 青少年体験活動事業の実施、地域子ども館施設の保守・修繕など／PC／普免／野外活動経験者・施設営繕経験者なお可
25

教育企画課
☎60-1895 学校業務／1名 文書など交換業務、修繕工事業務、作業／週4日（月〜金曜）／教育企画課および市内各小・中学校／月額16万

8300円／PC／普免（2tトラックなどの運転ができる方）／修繕・営繕工事の経験者なお可
26 ☎60-1894 都市町村教育委員会連合会の事務局（＊2）事務／1名 文書作成、会計処理、外部との連絡調整、会議の運営補助など／PC

27 指導課☎60-1897 指導課庶務業務／1名 文書整理・印刷、物品購入などの庶務事務、報酬支払事務、学校配布物の対応、指導主事事務補助、行事運営補助など／PC
28 教育支援課☎60-1899 教育支援センターの庶務業務／1名 経理、書類作成、電話応対などの庶務業務／教育支援センター／PC／社会保険業務経験者なお可

29 生涯学習スポーツ課
市民会館☎51-9144

窓口受付などの管理業務（日額）／2名
市民会館窓口の受付業務、施設貸出などの申請受付・管理業務／市民会館／①週2〜3日（木曜を除く平日、土・日
曜、祝日）午後4時30分〜10時10分（4時間40分）。②月1〜2日（日曜、祝日）午前8時30分〜午後5時（7時間30分）
／①日額6200円②日額9900円／雇用保険・社会保険加入なし／窓口業務の経験者なお可／①②いずれも勤務で
きる方

30 窓口受付などの管理業務（月額）／1名 市民会館窓口の受付業務、施設貸出などの申請受付・管理業務／市民会館／午前8時30分〜午後4時30分（7時間）／PC
（＊1）更新された場合でも最長2020年3月31日までの業務、（＊2）2020年5月31日までの設置

特に記載のないものは4月1日〜平成31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。

■市および関係団体の嘱託職員の募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考
生
活
経
済
課

一般事務
1名
嘱託職員

中小企業制度融資受付業務（窓口、
電話による事業者·金融機関対応）
／PC／経理事務の経験を重視

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23日（金）

申·問 2月9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生活経済
課☎60-1832へ

ご
み
総
合
対
策
課

廃棄物および街
の美化関連業務
1名
嘱託職員

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

週4日（月・火・水・金
曜）午前8時30分〜午
後5時／月額18万300
円／交

書類審査、
面接：
2月19日（月）午後

申·問 2月8日（木・消印有効）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接ごみ総合対策課
☎60-1802（〒180-0012緑町3-1-5武蔵野クリーンセンター内）へ

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都市計画に関す
る窓口相談業務
1名
嘱託職員

都市計画（用途地域・道路計画など）、
まちづくり関連の窓口相談業務／PC
／都市計画などに関する実務経験ま
たは建築士などの資格を有すること

週5日（月〜金曜）午前
9時〜午後4時／月額
24万600円／交

書類審査、
面接：
2月26日（月）

申·問 2月15日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証の写しを郵送または直接
〒180-8777まちづくり推進課☎60-1870へ

下
水
道
課

一般技術
1名
嘱託職員

下水道に関する各種申請書類の受付事務およびデータ入
力処理、窓口業務・電話対応など、現場検査、啓発事業、イ
ベント出展スタッフなど／建設業務経験のある方／PC
／普免／排水設備工事責任技術者および経験者なお可

週 5日（月〜金
曜）午前9時〜午
後4時／月額24
万600円／交

書類審査、
面接：
2月19日（月）

申·問 2月9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下水道課
☎60-1867へ

建
築
指
導
課

窓口および一般
技術／2名
嘱託職員

建築指導業務補助／一級建築士ま
たは建築基準法適合性判定資格／
PC／普免

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20日（火）

申·問 2月8日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証の写しを郵送または直接
〒180-8777建築指導課☎60-1874へ

交
流
事
業
課

国内外交流
（英語）
1名
嘱託職員

国際交流および国内の都市交流事業の事務補助およ
び庶務事務／①〜⑤全てを満たす方①国籍問わず、
外国籍の方は就労可能な在留資格保持者②日本語
でのコミュニケーションが可能な方③日本語から英
語、英語から日本語への通訳が英語圏ネイティブレ
ベルで可能④日本語と英語間の公文書、ビジネスレ
ターなどの翻訳が英語圏ネイティブレベルで可能⑤
パソコンを使用し多言語版市報の編集が可能

週5日（月〜金
曜）午前9時〜
午後5時／市
役所など／月
額25万2100
円／交

一次：
書類審査（履
歴書・作文）
二次：
翻訳試験、
面接：
3月5日（月）

申·問 2月8日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、応募動機（日本語800字以内の作文）
を郵送または直接〒180-8777交流事業課☎60-1806へ 子

ど
も
協
会

学童指導員
若干名
嘱託職員

学童保育業務／放課後
児童支援員（資格基準
を満たす方含む）、保育
士、社会福祉士、または
幼小中高の教員免許の
いずれかを有する方

更新の可能性あり、期間は状況による／週5
日（月〜金曜）午後0時30分〜6時30分の6
時間（学校休業日などは午前8時〜午後7時
の9時間・休憩1時間）1年単位の変形労働時
間制／市内学童クラブ（市立小内）のいずれ
か／月額22万3300円／交

書類審査、
面接：
2月23日（金）

申·問 2月16日（金・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接子ども協会事務局 
総務課☎36-0671（〒180-0022境4-11-6）へ

高
齢
者
支
援
課

サービス相談
調整専門員
1名
嘱託職員

介護支援専門員、保健師、看護師、社会福
祉士、介護福祉士そのほかこれらに準ず
る有資格者で、介護保険制度などに関わ
る実務経験が3年以上の方

週4日（月〜金曜のいず
れか4日間、応相談）午
前9時〜午後5時／月
額24万200円／交

書類審査、
面接：
2月20日（火）

高
齢
者
支
援
課

認定調査員
1名
嘱託職員

介護支援専門員、社会福祉士、介護
福祉士のいずれかの資格を有する
方または市区町村での認定調査業
務従事経験2年以上の方

週5日（月〜金曜）午前8時30
分〜午後6時（うち休憩時間1
時間。1日の勤務時間6時間）
／月額25万7300円／交

書類審査、
面接：
2月19日（月）

申·問 2月9日（金・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高齢者支援課☎60-1866へ

給
食・食
育
振
興
財
団

嘱
託
職
員

調理業務
若干名

学校給食の
調理作業、洗
浄作業など

週5日（月〜金曜）午前8時〜午後4時または午前
8時15分〜午後4時15分／北町または桜堤調理
場および市内小学校給食施設／月額21万1300
円／8月は勤務・報酬なし／交通費実費

書類審査、
面接・実技：
2月20日（火）午後

運転手
若干名

学校給食の配送作業（運転）など
／中型自動車運転免許または
普通自動車運転免許（3t車の運
転ができる方）所持で、2t車（マ
ニュアル）の運転経験がある方

週5日（月〜金曜）午前9時〜
午後4時／北町または桜堤調
理場／月額17万1200円／8
月は勤務、報酬なし／交通費
実費

書類審査、
面接・実技：
2月21日（水）午後
＊免許証を持参の
こと

申·問 2月12日（振休・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接、給食・食育振興
財団北町調理場☎54-2090（〒180-0001吉祥寺北町4-11-30）へ。希望職種を明記
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募
集
／
ス
ポ
ー
ツ

スポーツ 文中の敬称略

◎鎌倉アルプス〜鎌倉アルプスの稜線歩きと古都散策
3月9日（金）午前8時三鷹駅北口出発・午後6時解散／神奈川県鎌倉市／市内在住・在勤・
在学の16歳以上の方／30名／最少催行10名／初級者向け／累積標高約346m、歩行
7.8km・3時間30分／4700円
◎スノーキャンプ〜新潟県豪雪地域でスキーと田舎体験
3月25日（日）午前7時市役所駐車場出発〜28日（水）午後7時解散／キューピットバレイ
スキー場（新潟県上越市）／久比岐野宿泊／市内在住・在学の小学6年生〜18歳／60名／
最少催行20名／スキー、田舎体験、キャンプファイヤーなど／2万9000円（レンタルス
キー代含む）
【共通】雨天実施／定員を超えた場合抽選／貸切バス使用（添乗員同行）／昼食を持参（ス
ノーキャンプは25日のみ）／申·問 鎌倉アルプスは2月14日（必着）、スノーキャンプは2
月28日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加者全員の生年月日、在
勤者は在勤先、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/

市制70周年

  Sports for All

トークショー 午前10時〜10時15分・午後1時30分〜1時45分
申 当日、直接会場へデモンストレーション 午前10時15分〜10時30分・午後1時45分〜2時

パラバドミントン体験会 午前10時30分〜正午・午後2時〜3時30分

バドミントンクリニック

◎午前の部（中級者。各種ショットが打てる方）：午前10時30分〜
正午。①小学生②中学生③高校生以上。各30名。◎午後の部（初心
者）：午後2時〜3時30分。④小学生（50名）⑤中学生（20名）⑥高校
生以上（20名）／【共通】定員を超えた場合抽選／申 2月14日（必着）
までにハガキ・ファクス（３頁の申込要領参照し、①〜⑥のいずれ
か、性別、生年月日、市外在住で市内在勤・在学者は勤務先・学校名も
明記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）を総合体育館
FAX51-5493へ。http://www.musashino.or.jp/から申込可

問 総合体育館☎56-2200

■�「東京2020ライブサイトin2018」を開催します
　2月10日（土）〜12日（振休）／井の頭恩賜公園西園
競技場（三鷹市下連雀1-1）／平昌2018オリンピック
冬季競技大会の競技の生中継を行うほか、さまざま
な競技の体験、展示、飲食販売など。Crystal Kayのラ
イブと吉祥寺音楽祭実行委員会のステージ演奏を予定。詳細はhttps：//
tokyo2020.jp/jp/special/pyeongchang-to-tokyo/livesites/ 参 照 ／
無料／主催：東京都、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委
員会／問�企画調整課オリンピック・パラリンピック担当☎60-1970

スポーツ関連のお知らせ
○2月の市民スポーツデー
　18日（日）午後1時〜4時／市立小学校の校庭・体育館（上ばきを持参）を一般開放
／開放する小学校：第一・第四・大野田・境南・千川・関前南・桜野／特別イベント…第
一：ボッチャ、フラバールバレー（午後1時30分〜3時30分）、大野田：ボッチャ、ス
ラックライン（午後1時30分〜3時）／問 生涯学習スポーツ課☎60-1903
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（3月）
　午前9時〜午後5時：4日（日）・11日（日）・18日（日）・25日（日）〜31日（土）／午後
1時〜5時：3日（土）・10日（土）・24日（土）／問 総合体育館☎56-2200

　　　バドミントン
　2月24日（土）／午前10時〜午後3時
30分／総合体育館メインアリーナ／小
椋久美子（＝写真左。北京五輪女子ダブルス5位入賞）、山崎悠麻（＝写
真中央。JAPANパラバドミントン国際大会2017WH2女子シングル
ス優勝）、渡辺敦也（＝写真右。2017年ペルー国際大会WH2男子シン
グルス優勝）／無料／室内履きを持参／問 企画調整課オリンピック・
パラリンピック担当☎60-1970

市民農園名（所在地） 区画数 1区画面積
区画枠内訳

特別枠 普通枠 管理
協力員枠

緑町（緑町1-6） 103 12㎡ 51 51 1
御殿山（御殿山2-11） 56 9㎡ 28 27 1
御殿山第2（御殿山2-12） 62 12㎡ 31 30 1
南町（吉祥寺南町4-18） 72 12㎡ 36 35 1
特別枠
（抽選優先）

2016年4月以降市民農園を使用していない世帯の方。普通枠抽選に先立ち
特別枠のみで抽選。落選者は再度普通枠で抽選

管理
協力員枠

週3回以上通える方で、農園の管理運営の補助（状況点検と報告）ができる
方。普通枠抽選に先立ち管理協力員枠のみで抽選。落選者は再度、普通枠で抽
選

普通枠 特別枠、管理協力員枠に該当しない方
使用期間 4月1日〜2020年1月31日（1年10カ月）
使用料 緑町・御殿山第2・南町：各年度8000円／御殿山：各年度6000円

使用条件
1世帯1区画。野菜や草花など単年度栽培のものに限る。車での来園不可。区
画内整備および周辺通路の除草など市民農園使用者心得を遵守できる方。違
反の場合は使用取消

応募条件

市内に住民登録があり耕作可能な土地を持たない世帯／ほかの市民農園を
使用中の世帯は不可／1世帯1区画のみ

申込無効
複数農園の申し込み／同一世帯で複数の申し込み／他人名義での
申し込み／事実と違う申し込み／申込期限経過後の申し込み／記
入の不備

選考方法 申込資格を審査し、多数の場合は公開抽選。補欠登録も決定

公開抽選会 3月1日（木）午前10時／市役所812会議室／2月末までに抽選番号を通知
（申込方法と同じ方法で通知）

使用取消 長期間の耕作放棄／著しく管理が悪い／転出／不正応募／市民農園使用者
心得（使用承認時に配布）に違反

■市民農園（緑町・御殿山・御殿山第2・南町）使用者を募集
　4カ所293区画を募集します／申·問 2月9日までに申込用紙（市ホーム
ページから印刷可）をファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、希望農
園名、特別枠・普通枠・管理協力員枠の枠名、ファクス番号も明記）または
返信用ハガキを持って本人が直接生活経済課☎60-1833、FAX51-
9408、sec-seikei@city.musashino.lg.jpへ。

期間
4月1日（3月17日開講式）〜平成31年1月31日（10カ月）／
全20回で月2回程度の講習／講習日以外は適宜各自で作業／A：金曜午前10時
〜、20区画／B：土曜午前9時〜、20区画／C：土曜午前10時30分〜、20区画／
各組定員を超えた場合抽選

条件
市内在住で農業体験教室へ参加できる世帯（1世帯1区画）／カリキュラムに
沿った野菜作り（自由に栽培することはできません）

申込無効 既受講世帯／同一世帯で複数の申し込み／他人名義での申し込み／
事実と違う申し込み／申込期限経過後の申し込み

費用 土地使用料：5000円（500円×10カ月、4月に一括納付。納付後の返還不可）。材
料費（野菜の種・苗、肥料など）：1万5000円

使用取消 長期間の耕作放棄／教室への不参加／著しく管理が悪い／係員の指示に従わ
ない／使用料の未納

■農業ふれあい公園「農業体験教室」講習生を募集
　指導員の指導の下、講座・実習を通して12種類の野
菜を育てます。食材セミナーや収穫祭なども実施。

申·問 2月15日（消印有効）までにハガキ（3頁の申込要領参照し、希望
コースA〜C、世帯の参加者全員の氏名、住所、年齢、Eメールアドレスも
明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ。

■都営住宅入居者募集
　応募資格：申込者本人が都内に
引き続き3年以上居住しているこ
と／①ポイント方式による家族向
け②抽選方式による単身者向け・
単身者用車いす使用者向け・シル
バーピア。詳細は応募案内参照／
案内配布：2月1日（木）〜9日（金）
市役所案内・住宅対策課、各市政セ
ンター・図書館、都庁、都住宅供給
公社募集センターほか／期間中は
http：//www.tokousya.or.jp/ か
ら印刷可／問 都住宅供給公社募
集センター☎03-3498-8894、住
宅対策課☎60-1905

■地域の学校支援協力者を募集
　学校教育に深い関心を持ち、特技
や趣味を生かして児童・生徒への指
導や学校への協力をしていただけ
る方を随時募集しています／申·問  
指導課教育推進室☎60-1241

■消費者スクール受講生募集
　「“食の安全”について学ぶ」
　4月〜平
成31年3月
の第2木曜

（8・11月除
く）／午前
10時〜11時30分（見学会は終日）
／消費生活センターほか／市内在
住で20歳以上の方／20名（超えた
場合抽選）／輸入食品の現状〜バ
ス見学会（横浜）、食品工場見学会、
食品表示・添加物について、市内農
家見学など（変更あり）／託児：1
歳〜未就学児、5名（超えた場合抽
選。見学会除く）／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、年齢、性別、託児
希望は子の氏名〈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消費生活
センター☎21-2972へ。

■�男女共同参画フォーラム2018
の企画募集

　6月16日（土）〜24日（日）に市内公
共施設で開催／主に市内で活動し
ている団体、3団体程度（選考あり）
／1団体10万円を上限として企画
実施、委託料を後払い／ワークラ
イフバランスの実現、女性の再就
職、子どもの貧困、多様性を認める
社会、性別役割意識の解消など男
女平等の視点を生かした講演会・
ワークショップ・音楽などの企画お
よび実施団体を募集／申·問 2月

25日までに企画書（市ホームペー
ジから印刷または男女平等推進セ
ンター窓口で配布）を郵送・Eメー
ルで男女平等推進センター☎37-
3410、danjo@city.musashino.
lg.jpへ。



MUSASHINO CITY 7平成30年2月1日号No.2082

講
座
・
講
習
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分
野
期
間 講座名 定員

（名） 実施曜日 時間

体
操
講
座

半
年
講
座

パワーアップ体操
（有酸素運動など） 50 第1〜4月曜 午前10時〜11時30分
レッツトレーニング

（筋力、体幹トレーニングなど） 60 第1〜4水曜 午前10時〜11時30分
足から全身ストレッチ

（ストレッチなど）
① 60 第1〜4金曜 午後1時15分〜2時15分
② 60 第1〜4金曜 午後2時30分〜3時30分

ときめき転倒予防体操
（筋力トレーニングなど）

① 50 第1〜4月曜 午後1時15分〜2時15分
② 50 第1〜4月曜 午後2時30分〜3時30分

気楽にイス体操
（座位による体操）

① 50 第1〜4火曜 午後1時15分〜2時15分
② 50 第1〜4火曜 午後2時30分〜3時30分

一
般
講
座

フラダンス（男性可）★ 30 第1・3月曜 午前10時〜11時30分
ジャズダンス★ 60 第1〜4水曜 午後1時30分〜3時
社交ダンス★ 30 第1・3火曜 午後1時30分〜3時
ラージボール卓球★ 30 第1〜4水曜 午後1時30分〜3時

実費負担:ラケット貸出あり
太極拳★ 45 第1〜4月曜 午後1時30分〜3時
ヨガ★ ① 60 第1〜4火曜 午前9時20分〜10時20分

② 60 第1〜4火曜 午前10時40分〜11時40分
みんなで歌うポップス
(旧ボーカル入門） 80 第2・4火曜 午後1時30分〜3時
やさしいシャンソン 80 第1・3木曜 午後1時30分〜3時
世界の歌 80 第2・4木曜 午前10時〜11時30分
楽しく歌おう日本の歌 80 第2・4金曜 午前10時〜11時30分
コーラス 70 第1・3金曜 午前10時〜11時30分
ミュージカル体験 50 第2・4木曜 午後1時30分〜3時
季節の折り紙 40 第2・4月曜 午前10時〜11時30分

実費負担:約1500 円（折り紙代）
墨で遊ぶ創作書道 20 第1・3火曜 午前10時〜11時30分

実費負担:約300円（色紙など）
水墨画 20 第2・4火曜 午前10時〜11時30分
実用書道（小筆楷書） 30 第2・4木曜 午後1時30分〜3時
囲碁入門（9路盤での指導） 26 第1〜4木曜 午前10時〜11時30分

実費負担:約1500円（資料代）

陶芸（益子焼）
① 26 第1・3木曜 午後1時30分〜3時
② 26 第2・4木曜 午後1時30分〜3時

実費負担: 約1700円（用具）・粘土（1㎏600円釉薬代
含む）

年
間
講
座

ガーデニング 20 第2月曜（祝日の
場合、第4月曜） 午前10時〜11時30分

実費負担:約3000円(材料費など）
茶道（表千家） 20 第2・4木曜 午前10時〜正午

実費負担:半期毎4200円(水屋料）
書道 40 第2・4水曜 午前10時〜11時30分
川柳 20 第4水曜 午前10時〜11時30分

デッサン・水彩
① 20 第1・3水曜 午前10時〜11時30分
② 20 第1・3水曜 午後1時30分〜3時

実費負担:画材道具別途負担あり
パステル画 20 第2・4水曜 午前10時〜11時30分

実費負担:画材道具別途負担あり
油絵 20 第2・4木曜 午前10時〜11時30分

実費負担:画材道具別途負担あり
マジック 30 第2・4金曜 午後1時30分〜3時
ギター入門 25 第2・4火曜 午前10時〜11時30分

実費負担:楽器別途相談　約2000円（テキスト代）
初心者バイオリン 50 第1〜4金曜 午前10時〜11時30分

実費負担:楽器貸出要相談

H（ヘルスケアコース）運動強度:軽／L（ライブリーコース）運動強度:中／P（フィジカル
コース）運動強度:強

曜日 開始日 場所 開始時間 定員

Hコース

月 4/2 ◦中央コミセン 午前9時45分 50名
火 4/3 ◦本宿コミセン 午後1時30分 50名
水 4/4 ◦ぐっどういる境南（※1） 午前10時 30名

木 4/5
◦西久保コミセン
◦本町コミセン
◦さくらえん

午前10時
午後1時15分
午後2時

45名
35名
35名

Lコース

月 4/2
◦中央コミセン
◦吉祥寺西コミセン
◦吉祥寺東コミセン

午前11時
午後2時
午後2時

50名
50名
30名

火 4/3
◦けやきコミセン
◦吉祥寺南町コミセン
◦本宿コミセン

午前10時
午後1時30分
午後2時50分

30名
70名
50名

水 4/4
◦境南コミセン
◦吉祥寺北コミセン
◦緑町コミセン

午前10時
午後1時15分
午後1時30分

120名
70名
30名

木 4/5
◦西久保コミセン
◦桜堤コミセン
◦御殿山コミセン
◦本町コミセン

午前11時15分
午前10時
午後1時30分
午後2時30分

40名
30名
30名
35名

金 4/6
◦関前コミセン
◦西部コミセン
◦中央公園北ホール

午前10時
午前11時45分
午前10時

60名
90名
50名

Pコース
火 4/3 ◦吉祥寺北コミセン

◦吉祥寺南町コミセン
午前10時15分
午後3時15分

70名
60名

金 4/6 ◦西部コミセン 午後1時30分 70名
＊各コミセンの所在地は12頁欄外を参照　（※1）ぐっどういる境南（境南町3-25-4）

■高齢者総合センター各種講座受講者募集
　各講座4月から／市内在住で4月1日現在60歳以上、原則自力で講座に参加
できる方。体操講座および★は要支援1程度の方まで／教材費実費負担／①
②同内容／申·問 2月28日までに身分証明書（運転免許証、保険証など）、返信
用ハガキ（62円分）を持って直接高齢者総合センター☎51-1975（日曜、祝日
除く）へ。
【応募要領】上限3講座（うち体操講座は1講座まで）（同一日時開催の講座
は申込不可）／定員を超えた場合初参加者優先し抽選（過半数に満たない
講座は中止の場合あり）。

■地域健康クラブ
　4月〜平成31年3月／週1回（年間受講）／市内在住で4月1日現在60歳以
上の方。要支援1程度まで／定員を超えた場合初参加者優先／ストレッチ、
筋力トレーニング、リズム体操など／実費負担あり／申 2月7日までに直
接各開催施設、高齢者総合センター（吉南コミセン・北ホールの新規申込受
付は同センター）へ／問 高齢者総合センター☎51-1975（日曜、祝日除く）

■�視覚に障害のある方のスマートフォン講座
　2月24日（土）午前10時〜午後0時30分（遅れた場合、受講不可）／障害
者福祉センター／市内在住の15歳以上で視覚に障害のある方（送迎なし）
／8名（超えた場合抽選）／iPhone7のVoiceOver機能を使って音声読み
上げを聞きながら画面を見ることなく操作をする体験（初心者向け）／ド
コモハーティ講座事務局／無料／ご自分のiPhoneの持ち込み不可／主
催：武蔵野市／申·問 2月15日までに障害者福祉センター☎55-3506へ。

■�緑の市民講座「春を探して…早春のみちくさ講座」
　3月9日（金）午後1時30分〜3時30分／市役所412会議室／市内在住・在
勤・在学の方／30名（超えた場合抽選）／春のみちくさ（草花）を見つけな
がら散策。解説付き／佐々木知幸（造園家）／無料／申·問 2月16日（必着）
までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、在勤・在学者は勤務先・学校名
も明記）を〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ。

■�心のバリアフリー講座「失語症・
構音障がいを知る」
　①2月24日（土）午後2時〜4時。
商工会館市民会議室。松田江美子
（言語聴覚士）②3月2日（金）午後6
時30分〜8時30分。武蔵野プレイ
スフォーラム。田村洋子（言語聴覚
士）／【共通】失語症・構音障害の当
事者家族、関心のある方／50名
（先着順）／失語症・構音障害を知
り、会話のコツを学ぶ。失語症会話
パートナーの紹介／①②同内容／
主催：武蔵野市／申 当日、直接会
場へ／問 ボランティアセンター武
蔵野☎23-1170、FAX23-1180、
vcm@shakyou.or.jp

■�市民活動団体企画講座「認知症になって
も怖くない�iPadを使って外に出よう」

　3月2日（金）午後2時〜4
時 ／ 武 蔵 野 プ レ イ ス
フォーラム／認知症の方
と家族、これからiPadに挑戦して
みたい方／100名（申込順）／講演
会：佐藤雅彦（『認知症になった私
が伝えたいこと』著者）。講習会：
iPadでできる高齢者でも情報社
会へ参加する方法／無料／共催：
「新老人の会」多摩地区交流会／
申·問 電話、Eメール（3頁の申込要
領参照）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。

SNS広告を見てネット通販1回だけ
のつもりが定期購入だった

消費生活センター
相談の窓口から

　スマートフォンのSNSの電子広告を見て、「ダイエット飲
料初回100円キャンペーン」を申し込んだ。すぐに商品が届
き、コンビニで代金を振り込んだ。ところが翌週も商品が届
き、1回だけのつもりが4回の定期購入になっていると知っ
た。2回目以降の代金は7000円と高額だった。知っていれば
申し込まなかった。
【アドバイス】
　SNSなどの広告を見て、通常より大幅に安い価格にひかれ「1回だけ」のつもりで
飲料やサプリメント、化粧品を購入したところ、実際は複数回買わなければならない
定期購入が条件だったという相談が増えています。
◆�申し込みの際は、定期購入になっていないかなどの契約内容をしっかり確認しま
しょう。
◆解約・返品ができるかどうかなどの解約条件の確認が大切です。
◆注文を確定する前に注文内容確認画面で再確認しましょう。
◆�定期購入である旨や金額、契約期間がわかりにくい広告表示でトラブルになった
場合は、消費生活センターへ相談してください。
　消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受けしています。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、すぐに相談専用電話☎21-2971に相談してく
ださい／相談時間：平日午前9時〜午後4時。市内在住・在勤・在学の方が対象です。相
談無料 問��消費生活センター☎21-2972

お試しを
頼んだだけ
なのに…
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ガイド＆GUIDE
●各事業への申込方法　申し込
みの際は、必ず行事名、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記
してください。●申し込みや問
い合わせは直接各記事の申・問
へ。市内施設の住所は頁下の欄
外や最終頁を参照。●講師の方
などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■�シルバー人材センター　会員
製作手芸品・小物の展示販売
第1・3木曜（2月1日・15日）午前
10時〜午後3時／雨天・強風時は
第2・4木曜／市役所正面玄関前
／問 同センター☎55-1231
■就業支援セミナー
①シニア世代の再就職対策講座：
2月5日（月）。55歳以上②ミドル
のための再就職対策講座：2月8
日（木）。30〜54歳③就活エクス
プレス：2月8日（木）〜15日（木）。
30〜44歳非正規雇用者④若者と
企業の交流会DX：2月20日（火）。
29歳以下（学生可）⑤プラスワン
セミナー：2月26日（月）。全年齢
⑥これからの生き方・働き方のヒ
ント：3月3日（土）。おおむね50歳
以上／東京しごとセンター多摩
（国分寺市南町3-22-10）／③資
格要件、選考あり（要問い合わ
せ）、①②④⑤⑥予約制・申込順／
詳 細 は http：//www.tokyo 
shigoto.jp/tama/を参照／申·問
同センター☎042-329-4524、④
のみ☎042-329-4510
■まちぐるみ子育て応援事業
　「ローズカフェ」
2月7日（水）午前10時30分〜正
午／i-dream吉祥寺（吉祥寺本町
2-12-5スプリングハウスビル）
／乳幼児親子とこの事業に関心
のある方／12組（申込順）／フ
ルートと歌おう・音楽療法ってな
あに？／庵原えい子（高齢者の
音楽を考える会理事長）／無料

／申·問 午前9時〜HBB（Happy 
and Boon Buddy）hbb925@nif 
ty.com、同団体古川☎090-6042- 
4917へ。
■テンミリオンハウスくるみの木
◎介護家族のひろば：2月10日
（土）午前10時〜11時30分。20名
（申込順）。介護に向き合い在宅介
護を考える。酒井陽子（三鷹武蔵
野社会福祉士会）。◎自立生活体
操：毎週月・水曜午前10時〜・10時
45分〜、第2・4火曜午前10時〜。
市内在住65歳以上の方優先。有酸
素運動、筋力トレーニング、スト
レッチなどを音楽に合わせ、椅子
やボールを使って楽しく行う。勝
又みさ江、伊藤雄子、前園薫（自立
生活体操公認指導員）。200円／
【共通】申·問くるみの木☎38-
7552（中町3-25-17）
■聴覚障害者協会講演会
①2月10日（土）生い立ち・活動か
ら学んで②2月18日（日）手話指
導を通して思っていること／午
後2時〜4時／西久保コミセン／
聴覚障害者・手話に関心のある
方／堀場照美（日野市聴覚障害
者協会役員）／無料／手話通訳・
要約筆記あり／申当日、直接会場
へ／問 武蔵野市聴覚障害者協会・
千葉FAX90-6167
■テンミリオンハウスそ〜らの家
◎バレンタインのためのラッピ
ング：2月12日（振休）午前10時
30分〜正午。おしゃれな手作り
ラッピングを楽しむ。300円（別
途材料費）。◎はじめてのスマー
トフォン：2月13日・27日（火）午
前10時30分〜11時45分／8名
（申込順）。基本的な操作からア
プリの使い方まで、ゆっくり何度
でも教えます。800円（ドリンク
付き）／【共通】申·問 そ〜らの家
☎71-3336（吉祥寺南町5-6-16）
■�シンポジウム「武蔵野の雑木
林を未来へつなぐ」

2月12日（振休）午後2時〜4時
30分／芸能劇場／50名（申込

順）／他地域の事例を知り今後を
展望する／無料／共催：武蔵野市
／申·問 ファクス・Eメールで武
蔵野の森を育てる会・田中☎
090-5533-2316、FAX54-8892、
info.mnomori@gmail.comへ。
■0・1・2歳親子ひろばさくらんぼ
2月13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)／身体を動か
して遊ぼう、運動会ごっこ／石川
くに子（おもちゃコンサルタント
マスター）／無料／申·問� 2月9日
までに千川福祉会☎30-0022へ。
■老いじたく講座
2月14日（水）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
■�テンミリオンハウス花時計
◎ほっとタイム・いつの時代も生
き活きと「いつまでも美味しく食
べる口の役割〜命の入口、心の
出口」：2月15日（木）午後１時30
分〜3時。辰野隆(市歯科医師会理
事)。共催：武蔵野赤十字在宅介
護・地域包括支援センター。◎赤
トンボ合唱コンサート：2月22日
（木）午後１時30分〜2時30分。赤
トンボ（日本獣医生命科学大学合
唱サークル）／【共通】20名（申込
順）／無料／申·問 花時計☎32-
8323（境南町2-25-3）
■�クリーンむさしのを推進する
会・市民集会「0円キッチン」上映

2月16日（金）午後1時30分〜3時
40分／芸能劇場／154名（先着
順）／無料／託児：1歳〜未就学
児、5名（申込順、無料、2月10日ま
でに cleanmusashino@yahoo.
co.jpへ）／申 当日、直接会場へ
／問 同会・久木野☎53-1629
■�成蹊オープンゼミ｢オーロラ
と宇宙シンポジウム｣
2月16日（金）午後4時30分〜6時
／成蹊学園本館大講堂（吉祥寺北
町3-3-1）／第一線で活躍する研

究者を招き、極地の自然や宇宙・
惑星環境など、大スクリーンの映
像や国立極地研究所提供の資料
などで紹介／無料／申 当日、直
接会場へ／問 同学園企画室経営
企画グループ☎37-3761、strate 
gy@jim.seikei.ac.jp
■�「日本と再生」上映会とトーク
2月16日（金）午後6時30分〜9時
30分／武蔵野プレイスフォーラム
／100名（申込順）／再生可能エネ
ルギーの可能性を描いた映画
（100分）と河合弘之監督トーク
／1000円（学生500円）／申·問
むさしの市民エネルギー・西園寺
☎090-6015-8706、FAX0422-36- 
3767、musolar2013@gmail.com
■家族介護支援プログラム
　みんなで歌おう、合唱コンサート
2月17日（土）午後2時〜3時30分
／特別養護老人ホームさくらえ
んふれあいスペース（桜堤2-8-
31）／30名（申込順）／無料／
申·問 同施設☎51-5597
■�あなたの手が大切です〜災害備蓄品
を使った体験訓練と防災ミニ講習会
2月20日（火）午後2時30分〜4時
30分／介護老人保健施設あんず
苑アネックス（境1-19-20）／10
名（申込順）／炊き出し体験（試
食）と災害時の高齢者への対応、
介助の仕方などを学ぶ／無料（シ
ニア支え合いポイント付与対象）
／申·問 （財）天誠会☎55-2563
■�成蹊大学公開ワークショップ｢新興国ベトナ
ム変わる日本―拡大する若者の越境的移動｣

2月22日（木）午後1時〜5時／成
蹊大学6号館601会議室（吉祥寺
北町3-3-1）／ベトナムの労働力
輸出政策や日本の外国人技能実
習生の制度と実態、ベトナム人
留学生のキャリア形成に焦点を
当てた5人の専門家による講演
と討論／詳細はhttp：//www.
seikei.ac.jp/university/caps/
参照／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同大学アジア太平洋研究セ
ンター☎37-3549

■�話し合いＤＥもめごと解決
　民事調停の利用相談会
2月22日（木）午後1時〜4時／市
役所ロビー／土地建物、近隣関
係、借地借家、金銭問題、交通事
故などの民事調停の手続き、利
用方法など／裁判所の調停委員
（弁護士も含む）／秘密厳守／無
料／申 当日、直接会場へ／問 武
蔵野民事調停協会（事務局：オオ
ノ・キド法律事務所）☎26-8177
（月〜金、午前10時〜午後5時）
■商工会議所観光委員会講演会
2月23日（金）午後5時30分〜7時
（受付5時）／商工会館市民会議
室／90人（申込順）／貴重な写真
でたどる井の頭公園の100年／
川井信良（〈株〉文伸代表取締役
社長）／無料／申·問 2月20日ま
でに電話・ファクスで同会議所
☎22-3631、FAX22-3632へ。
■国際交流協会(MIA)
◎ニッドさんのタイ家庭料理教
室：2月24日（土）午前10時〜午
後1時。市民会館料理室。18歳以
上の方。18名（申込順）。タイ式
焼き鳥・青パパイヤサラダほか。
黒川ラッダワーン（タイ出身）。
2000円（同協会会員1000円）、
前日・当日キャンセルは参加費
全額。エプロンと筆記用具を持
参。申 2日前までに同協会へ。 
◎MIA・東京都共催外国人おも
てなし語学ボランティア育成講
座：3月17日（土）午後1時〜4時
30分。スイングスカイルーム。A
〜Cすべてを満たす方…A：市内
在住・在学・在勤または同協会会
員、B：簡単な英会話ができる15
歳以上の方（中学生は除く）、C：
日本語での講義が理解できる
方。60名（申込順）。無料。託児：生
後6カ月〜未就学児、5名（申込
順）。申 3月3日までにファクスで
所定の用紙（各図書館・コミセンな
どで配布）を同協会FAX36-4513
へ／【共通】https：//mia.gr.jp/か
ら申込可／問 同協会☎36-4511

対象 市内在住・在勤・在学で18歳以上の方および武蔵野地域自由大学学生
定員 各大学50名（超えた場合抽選） 費用 5000円（資料代）

申·問

2月11日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、希望大学名、生年月
日、性別、在勤・在学者は勤務先・学校名、自由大学学生は学籍番号も明記）で郵
送またはハガキを持って直接武蔵野プレイス武蔵野地域自由大学事務局☎30-
1904へ／http://www.musashino.or.jp/musashinonet.htmlから申込・当選
確認（2月20日～各大学開講日）可。自由大学学生は電話申込可

必要書類
受講決定後、講座ごとに①健康診断書（結果票）（平成29年2月1日以降に受診し
た胸部レントゲン検査結果、医師の総合所見のあるもの、コピー可）②証明写真③
受講同意書を提出

＊市の寄付による特設講座＊自由大学履修対象講座（4分の3以上の出席で1ポイント）

◎武蔵野地域自由大学
　市と地域の五大学（亜細亜・成蹊・東京女子・日本獣医生命科学・武蔵野）が連携
して提供している生涯学習の場。入学試験も卒業期限もなく、さまざまなカリ
キュラムを自分のペースで学習できます。①入学金・年会費無料②一般の大学生
と一緒に、大学の授業を聴講（有料）③自由大学講座の受講（無料）④修了講座数に
より独自の称号（学位）記を授与⑤「自由大学通信」を年4回送付（無料）
◎自由大学入学受付
　随時、自由大学事務局へ／入学要件：18歳以上（高校・大学生を除く）で市内在
住・在勤の方、西東京市・杉並区在住の方／申込時の必要書類：①入学願書（自由
大学事務局で配布、http：//www.jiyu-musashino.org/から印刷可）②健康保険
証、運転免許証など住民登録がわかるものの提示③市内在勤の方は所在地が確認
できる社員証など（提示）または所定の在勤証明書に記入・捺印
＊入学手続後に、正規科目の履修受付可

■�市民会館市民講座　大須賀一雄の世界「風景画を上手に描けるコツ」
　3月10日（土）午後1時30分〜3時30分／市民会館／市内在住・在勤・在学
の方／80名（超えた場合抽選）／大須賀一雄（水彩画家）／無料／詳細は市
ホームページ参照／申·問 2月16日（必着）までに往復ハガキ（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。

■前期武蔵野市寄付講座
◎日本獣医生命科学大学「獣医学概論」：4月10日〜7月17日の火曜（5月1
日を除く全14回）／午後2時50分〜4時30分／同大学（境南町1-7-1）／山
本一郎（同大学准教授）ほか。
◎武蔵野大学「宮沢賢治を読む、読む、読む。」：4月13日〜7月27日の金曜
（5月4日を除く全15回）／午後2時40分〜4時10分／同大学（西東京市新
町1-1-20）／宮川健郎（同大学教授）ほか。
＊ 各回テーマや講師など詳細は自由大学通信Vol.57または自由大学ホー
ムページを参照。

■武蔵野地域自由大学　平成30年度大学正規科目履修登録の受付開始
　亜細亜・成蹊・日本獣医生命科学・武蔵野の4大学（東京女子大学は受付
なし）では、自由大学学生に、文系・理系問わず一般学生が受講する正規科
目の一部、約1400科目を開放しています。受付は年1回です。
◯受付期間：2月23日（金）〜26日（月）／午前10時〜午後6時（正午〜午後
1時除く）／武蔵野プレイスフォーラム／自由大学学生。
◯聴講料：各大学共通で1科目につき通年科目は3万円、半期科目は1万
5000円／聴講料補助制度：市内在住の方対象。1大学1万円、2大学まで。
聴講料納付後、別途手続きが必要。
◯科目数：1大学につき、通年科目は3科目、半期科目は6科目（成蹊大学文学
部は通年2科目、半期4科目）、4大学合わせて通年12科目、半期24科目まで。
◯申込時の必要書類：①自由大学学生証②健康診断書（希望する大学分の
枚数。平成29年2月1日以降に受診した胸部レントゲン検査結果と医師の
総合所見のあるもの。コピー可＊事務局でのコピーは不可）③証明写真（希
望する大学分の枚数。縦4cm×横3cm〈亜細亜大学は縦3cm×横2.4cm〉、
背景1色・脱帽・正面から撮った証明写真。スナップ写真・コピー不可。6カ
月以内撮影）／問 武蔵野プレイス武蔵野地域自由大学事務局☎30-1904

■�老壮シニア講座「60からの冒険�80からの新しい私」
　2月14日（水）午後1時30分〜3時30分（開場1時）／スイングホール／
180名（先着順）／安全・安心・快適から、冒険・喜び・楽しみへ／助川友朗
（〈株〉助川代表取締役社長）／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
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■�講座�じっくり女性史から考える〜
夫婦別姓・戸籍など家族のありかた

2月24日（土）午前10時〜正午／
男女平等推進センター／30名
（申込順）／服藤早苗（埼玉学園
大学名誉教授）／無料／託児：生
後3カ月〜未就学児、3名（申込
順）／申·問むさしのジェンダー
問題を考える会☎090-8056-
7739、musashino.gender@
gmail.com
■�市民公開講座「よくわかる！
　大腸がん治療」
2月25日（日）午後1時（開場0時
30分）／スイングレインボーサ
ロン／300名（申込順）／内視
鏡、手術、抗がん剤、ストマケア、
食事療法などの解説／無料／
申 武蔵野赤十字病院ホーム
ページを参照のうえファクスで
同病院医療連携センターFAX 
34-2835へ／問 同センター☎
32-3111
■�老人クラブ連合会「フラワー
アレンジメント講習会」
①2月27日（火）午前10時30分、
11時30分。境南コミセン。各20
名②3月1日（木）午前11時30分、
午後1時30分、3時。市民社協。各
15名／【共通】市内在住で60歳以
上の方／超えた場合抽選／
1500円／花ばさみ・持ち帰り用
袋を持参／申·問 2月13日（必着）
までに往復ハガキ（希望日・時間
〈時間調整する場合あり〉も明記）
で市民社協☎23-0701へ。
■銀蹊会寄席
2月27日（火）午後1時30分開演
（開場1時）／芸能劇場／150名
（先着順）／慶應大学オチケン
OB「落楽会」／無料／申 当日、
直接会場へ／問 星田☎53-5436
■��「みどりの散策」武蔵境
　花と緑さんぽ
3月5日（月）午前10時JR武蔵境
駅集合（詳細は直接連絡）〜正午
／市内在住・在勤・在学の方／15
名（超えた場合抽選）／武蔵境の

花と緑のまち歩き／500円（保
険・資料代など）／申·問 2月20日
までにファクス・Ｅメール（在勤・
在学者は勤務先・学校名あれば
Ｅメールアドレスも明記）または
電話で武蔵野ガーデン倶楽部・
三 浦 ☎ 090-2209-9521、FAX 
51-1201、musashino.garden@
gmail.comへ。
■�バスで行く子どもたちのための
　林業体験講座
3月10日（土）午前8時市役所出
発・午後4時30分解散／青梅市
二俣尾／市内在住・在学の小学4
〜6年生／20名(超えた場合抽
選)／山で林業の作業を体験／
無料／長袖・長ズボン・履き慣れ
た靴、帽子・昼食を持参／申 2月
22日までにファクス（参加者全
員の性別、年齢、学校名・学年も
明記）でエンジョイ・フォレスト
女性林研事務局（〈一社〉東京都
森 林 協 会 内）FAX042-597-
1520へ／問 同事務局☎042-
597-2881
■�市民こころの健康支援事業
　講座�東尋坊〜命を繋ぐメッセージ
3月17日（土）午後1時〜3時／
武蔵野プレイスフォーラム／関
心のある方（市民優先）／100名
（申込順）／人気の観光地であ
る一方で、自殺者が後を絶たず
10年で140名以上が自ら命を
絶っている東尋坊から、命を繋
ぐことの大切さを伝え続けてい
る“ちょっと待ておじさん”から
のメッセージ／茂幸雄／無料
／主催：武蔵野市／申·問  電話・
ファクス・Eメールでライフサ
ポートMEW☎36-3830、FAX 
36-3700、kokoro-kenkou@ni 
fty.comへ。

◆ スポーツ ◆

■�シニアソフトバレーボール
　交流大会
2月10日（土）午前9時〜正午／
総合体育館サブアリーナ／市内

在住・在勤の50歳以上で構成さ
れたチーム。個人参加可／1チー
ム4名／無料／都シニアスポー
ツ振興事業／申 2月9日までに
直接体育協会へ／問 バレーボー
ル連盟・高田☎・FAX51-0928
■ソシアルダンスの集い
2月11日（日）午後1時〜5時10
分／総合体育館ダンス室／ミキ
シング、武蔵野サンバほか／
500円／申·問 ソシアルダンス
連合会・島森☎080-6555-2144
■ジュニア剣道土曜教室
2月17日〜3月17日の毎週土曜
（全5回）／午前9時〜10時／総
合体育館剣道場・柔道場／小学
生／未経験者歓迎／2500円（保
険料含む）／防具貸出あり／
申 直接同館受付へ／問 剣道連
盟・海貝☎36-0395
■下期卓球リーグ戦
3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・在学の編成チーム／4単1複
で男女各3名以上／1チーム
6000円（卓球連盟登録チーム
3000円）／代議員会：2月24日
（土）午後7時、中央コミセン／
申 申込用紙（同連盟理事・体育協
会で配布）を代議員会へ／問 同
連盟・井谷☎50-2486
■ファミリーデイスキー
3月10日（土）午前6時30分市役
所発〜午後7時解散／富士見パ
ノラマスキー場（長野県）／貸切
バス使用／小学生以上（小学生
は保護者同伴）／40名（申込順）
／親子別で指導員とスキー体験
／1万3500円（中・高生8000円、
小学生6000円。講師料・リフト
代・保険料含む）／申 2月22日ま
でに体育協会（実施要項・申込書
配布）へ／問 スキー連盟・高木☎
090-2752-1099
■水泳教室
◎火曜日夜間：4月10日〜6月19
日（5月15日、6月12日除く全9
回）。午後7時〜8時30分。第四中

プール。4800円。◎シルバー初
心者：4月12日〜6月21日の木曜
（5月3日、6月14日除く全9回）。
午前9時30分〜11時、午前11時
〜午後0時30分。温水プール。60
歳以上の方。4410円／【共通】市
内在住・在勤で健康な方／各20
名（超えた場合抽選）／申 2月14
日（必着）までに往復ハガキ（性
別、生年月日も明記）で郵送また
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 ◆

■�おもちゃのぐるりん
　アルバイト募集
おもちゃのぐるりんでの遊び
のサポート、業務補助など／1
名／保育士または幼稚園教諭
有資格者または保育士など養
成学校在学生／4月1日（応相
談）〜平成31年3年31日（更新
の可能性あり）／週1（土曜）／3
時間程度／時給1040〜1120
円、交通費規程による／面接：
随時。応募者多数の場合、書類
選考あり／申·問  履歴書（写真
貼付・返却不可）に「おもちゃの
ぐるりんアルバイト希望」と明
記し、郵送でおもちゃのぐるり
ん☎37-2016（〒180-0012緑町
2-6-8武蔵野緑町2丁目第3ア
パート8号棟1階）へ。＊募集終
了は子ども協会ホームページに
掲載。
■�井の頭池かいぼり29池干し
期間中イベント参加者募集
◎池底ツアー：3月4日までの毎
週土・日曜、祝日、各午後１時〜2
時。池底を歩き、湧水などを観
察。長靴・泥が付いてもいい服。
◎チョコッとかいぼり隊：2月4
日〜3月4日の毎週日曜。各午前
10時〜正午。小学生以上。池干し
中の池に入り、水草再生のため
の泥上げ、ゴミの掘り出しなど
を行うボランティア。長靴また

は胴長靴･ゴム手袋や軍手・汚れ
ても良い服・着替え／【共通】小
雨実施、荒天中止／井の頭恩賜
公園野外ステージ前「かいぼり
屋」集合／小学3年生以下は保護
者同伴／各回20名（先着順）／
30円（保険料）／主催：都西部公
園緑地事務所／詳細はhttp://in
okashirapark100.com 参照／
申 当日、直接会場へ／問 生態工
房☎27‐5634（平日、午前10時
〜午後7時）
■�司法書士・土地家屋調査士に
よる登記相談会
2月15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
■�成蹊アカデミア（履修証明プ
ログラム）受講申込
大学の授業を利用して「テーマ
学習」の機会を提供／「環境問
題」「科学リテラシー」「日本文学
への招待」「現代社会と福祉」「市
民社会と法」など11コース／半
期週1回科目2万円、半期週2回・
通年週1回科目4万円／申·問 2
月15〜21日に直接成蹊大学教
務部6号館☎37-3553（吉祥寺北
町3-3-1）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（木）〜16日（金）〈わがまち
ジャーナル〉1．太宰治作品朗読
劇「三鷹と太宰vol.1」より2．武蔵
野市西部コミセン30周年将棋大
会　女流棋士 齋田晴子氏を招い
て／17日（土）〜28日（水）〈アン
コールアワー〉1．ネパール人アム
リットさんの日本　お国のカレー
で市民を魅了2．ボクシングジム
に集う　明日へのファイト！／
問 同テレビ局☎79-1434

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

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8号棟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／申 ◎1日（木）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

初めての
利用者説明会

吉祥寺：①2月17日（土）②27日（火）
はらっぱ：①2月7日（水）②20日（火）
①午前10時15分～10時45分②午後2時～2時30分／①②同内容／市内
在住の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

0123×地域～
地域と協働する
子育て支援～

吉祥寺：メイクアップ講座～ママとしての装い／3月8日（木）午前10時～11
時30分／0～3歳児の親／12名／坂本玲子（メイクアップアーティスト）／
普段使っているメイク道具（メイクポーチ）・卓上スタンドミラーを持参

◎�

乳幼児救急法講
習会

はらっぱ：2月19日（月）／午前10時～正午／0～3歳児の親／20名／武
蔵野消防署員／けがの応急手当の仕方と人工呼吸・心臓マッサージ・AED
の実技講習／動きやすい服装

◎�

0123講演会
はらっぱ：考える子どもを育てる／3月5日（月）午前10時～正午／0～3
歳児の親／50名／小澤紀美子（こども環境学会理事）／託児：１歳以上の
希望者、30名（同室可）

◎�

ふたご・みつご
のつどい

【0123施設出張事業】市役所412会議室：2月15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／申 当日、直接会場へ／問 0123
吉祥寺

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／2月24日（土）午前
10時～正午／1家族1点／申 事前預かりは15日から直接ぐるりんへ（24
日に取りに来られる方のみ、日･月曜、祝日休み）

不
要

ファースト・ト
イをママの手で

ぐるりん：赤ちゃんにファースト・トイを作ろう／2月27日（火）午前10時
30分～11時30分／市内在住の妊娠6カ月の方から生後3～5カ月の子ど
もと母親（父親同伴可）／10組（申込順）／サークルリングウェーブ作りお
よびぐるりんの紹介／無料／持ち物：なし

◎

カメラ講座
いこっと：2月27日（火）午前10時～11時30分／0～5歳児の親／20組／
カメラの基本についての講義、実践、子ども写真の上手な撮り方のアドバ
イス／村山菜々子（フォトグラファー）／託児なし（同室可）／コンパクト
デジタルカメラ・デジタル一眼レフカメラを持参

◎

＊左記以外でもご案内します

【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

コミセン 日程 担当・運営団体
吉祥寺東 2/9（金） 0123吉祥寺
本宿�＊ 2/5（月）・2/19（月）さんりんしゃの会
特別養護老人ホー
ムゆとりえ◎＊ 2/9（金）・2/23（金）吉 祥 寺 南 町 コ

ミュニティ協議会
吉祥寺西 2/27(火) 0123吉祥寺
吉祥寺北�＊ 2/10（土）・2/23（金）サニーママ武蔵野
けやき 2/1（木） 0123吉祥寺
中町集会所�＊ 2/9（金）・2/26（月）いずみの会

西久保�＊ 2/5（月）・2/26（月）西久保コミセン
ひろばピノキオ

緑町 2/22(木) 0123はらっぱ

八幡町�＊ 2/3（土）・2/21（水）はちコミ
ほんわか隊

関前 2/28(水) 0123はらっぱ
西部�＊ 2/13（火）・2/27（火）境おやこひろば
境南 2/7（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

■引きこもりサポート事業　「それいゆ」家族セミナー
　2月10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2〜訪問
事例紹介／文化学習協同ネットワークみたか若者支援事業部スタッフ／
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
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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
「三遊亭小遊三のスイング寄席」「ラケル・ロヘンディオ」「ウカシュ・ヴォンドラチェッ
ク」「ACTトリオ」「アレクサンドル・トラーゼ」「パルバティ・バウル」「ロシア・ナショナ
ル管弦楽団」

2月3日（土）

＊�午前10時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。発売日翌
日(休館日を除く）以降：市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺シア
ター、各市政センターの窓口でも購入可。

＊�アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イン
ターネットでは不可）。年会費1000円

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

●武蔵野警察署　☎55-0110
　平成29年12月末現在、市内の特殊
詐欺被害件数は32件、被害額は約1億
3300万円です。犯人は①警察官、警視
庁本部捜査二課②市職員③息子、孫、
甥④百貨店や家電量販店の店員など
になりすまし、お金やキャッシュカー
ドを要求してきます。不要な電話はす
ぐに切り、警察署、近くの交番に相談
してください。そのほか外出時の自宅
の施錠、自転車の施錠も忘れずに行っ
てください。

市内の地域安全情報
●武蔵野消防署　☎51-0119
　平成23年3月11日、東日本を襲った
大地震により、多くの人々の大切な命と
貴重な財産が失われました。地震発生
時、何よりも大切なのは自分の命を守る
こと、けがをしないことです。激しい揺
れの中で慌てて火を消そうとすると、け
がをする可能性があります。緊急地震
速報を受信したり、地震の揺れを感じた
ら、まず身の安全を図りましょう。
◦平成29年12月中の災害件数
　火災・救助など30件、救急：793件

トピックス �青少年善行表彰「子鳩・けやき表彰」
　平成29年度「子鳩・けやき表彰」として
12名、4グループ、奨励団体として2団体が
受賞され、1月20日（土）にスイングホール
で表彰式を行いました／子鳩・けやき表彰
は、市内在住であった故・清原美彌子さんの
寄附を基金とし、子どもたちの心温まる行
いを表彰しています／子鳩・けやき表彰受賞者（敬称略）：佐藤蓮之介（小
3）、山岸励（小5）、田中愛唯（小5）、麻田理恵（小5）、清水駿（小4）、井上友
斗（小5）、大貫琥珀（小5）、飯沼優（高3）、中村竜一（高2）、岡田真季（高2）、
岡部一生（高2）、澤田栞奈（高2）、武蔵野東第二幼稚園、第二中学校吹奏楽
部、第三中学校生徒会、第四中学校吹奏楽部／奨励団体受賞団体：青空子
ども会、ボランティアグループさくら部／問�児童青少年課☎60-1853

トランポリンの日
2/1･8･15･22（木）、13･27（火）午前11時30分～
正午／2/1（木）午後2時30分～3時／乳幼児と保
護者

ちびっこランド
オー

2/2（金）午前10時30分～11時30分／1歳未満と保護者／わらべうた
でスキンシップ、おしゃべりタイム

卓球教室 2/7（水）午後3時～4時／小・中学生／指導：スポーツ指導員

おはなしひろば 2/7･14･21･28（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

ちびっこランドワ
ン

2/9（金）午前10時30分～11時30分／1歳と保護者／身体を動かして
遊ぼう

おはなし玉手箱 2/19（月）午後3時30分～4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素話「て
ぶくろ」ほか／語り：メルヘンの会

ちびっこランド
ニャン・3

2/16（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�2/15午後5時までに電話または直接��

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

三遊亭小遊三のスイング寄席
　3月17日（土）
午後3時開演／
スイングホール
／三遊亭小遊
三、桂南なん、柳
亭明楽、鏡味よ
し乃（太神楽曲
芸）／全席指定
2000円、◯友  1800円
ラケル・ロヘンディオ
ソプラノ・リサイタル
　4月13日
（金）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／プッチーニ：歌劇「ラ・ボ
エーム」～私の名前はミミ、ムゼッ
タのワルツ、グノー：歌劇「ファウ
スト」～宝石の歌ほか／全席指定
2500円、◯友  2000円
ウカシュ・ヴォンドラチェック　
ピアノ・リサイタル
　5月10日（木）
午後7時開演／
市民文化会館小
ホール／シュー
マン：謝肉祭、
モーツァルト：
ピアノ・ソナタ
第8番／全席指定1800円、◯友  1300
円

ACTトリオ
ジャズ・サックス・トリオ
　5月18日
（金）午後7
時開演／ス
イングホー
ル／ベン・
ウェンデル（テナーサックス）、ハ
リッシュ・ラグハヴァン（ベース）、
ネイト・ウッド（ドラムス）／全席
指定3500円、◯友  3000円、25歳以
下1000円（要証明・枚数限定・友の
会割引なし）
アレクサンドル・トラーゼ
ピアノ・リサイタル
　5月22日
（火）午後7
時開演／市
民文化会館
小ホール／ストラヴィンスキー：ペ
トルーシュカからの3楽章、プロコ
フィエフ：ピアノ・ソナタ第７番「戦
争」／全席指定6000円、◯友  5400円
パルバティ・バウル
インドの吟遊詩人バウルの歌
　6 月 9 日
（土）午後3
時開演／市
民 文 化 会
館小ホール／パルバティ・バウル
（歌、エクタラ、ドゥギ）／ユネスコ
の無形文化遺産にも登録されてい
るインドの伝統歌唱／全席指定
2500円、◯友  2250円

ロシア・ナショナル管弦楽団
　6月14日（木）午後7時開演／市民文化会館大ホール／指揮・芸術監督：
ミハイル・プレトニョフ、ピアノ：奥井紫麻／グ
リーグ：ピアノ協奏曲、ストラヴィンスキー：火の
鳥（1945年版）／全席指定S席6000円、A席5000
円、◯友  S席5400円・A席4500円

保育園 申�2月1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 2/9（金） 午前9時～11時30分
300円(給食費)

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）、各年齢2
組

◎

東 誕生会 2/15（木）午前9時45分～10時（終了後園庭遊びをどうぞ）0歳児～ ◎
北町 見学会 2/16（金）予約時にお伝えします 5組まで ◎
南 誕生会 2/20（火）午後4時～4時30分 就学前児の親子 ◎
吉祥寺 1歳のひろば 2/15（木）午前10時～11時 1歳児（1歳～1歳11カ月） ◎
千川 誕生会 2/16（金）午前10時30分～11時 0歳～未就学児の親子 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？）2/20（火）午前10時30分～11時 0～2歳児（3組） ◎

境南
1歳のひろば 2/6（火） 午前10時～11時 1歳児（28年2月～29年

2月生） ◎
ほっとタイム 2/9（金） 午後1時15分～2時15分 0歳児～ ◎
一緒にあそぼう
（巧技台） 2/13（火）午前9時45分～10時45分 ハイハイができる0歳児～ ◎

境南第２ 離乳食講座 2/7（水) 午後1時15分～2時15分 4～10カ月児まで ◎
誕生会 2/8（木） 午前9時30分～10時 0歳児～ ◎

境 ほっとタイム 2/14(水）午後2時30分～3時30分 0歳児～ ◎

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 2/7（水） 午前10時45分～11時45分 ◎ ◎
千川保育園（会場：関前コミセン）2/14（水）午前10時～11時 ◎ 不要
境南保育園 2/8(木） 午前10時～11時 ◎ ◎
境保育園 2/16（金）午前10時～11時 ◎ ◎
境南第2保育園 2/20（火）午前10時～11時 ◎ ◎

トピックス �子育てひろばみずきっこ　イベント開催中
　平成29年10月に開設した子育てひろばみずきっこ（吉
祥寺北町4-1-16）では、ベビーマッサージ、親子遊びわら
べうた、はじめて茶道体験、華道体験、赤ちゃん測定と育
児相談、隣接する北町高齢者センターを利用する高齢者
との交流などを実施しています／市内在住の乳幼児と保
護者（イベントにより別途設定あり）／詳細はhttp：//mizuki-ko.jp/参照
／問�子育てひろばみずきっこ☎38-5150
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■国民年金保険料の納付についてのお知らせ
◎口座振替で：2年分（4月〜翌々年3月）、1年分（4月〜翌年3月）、半年分（4月〜9月、
10月〜翌年3月）の前納で割引され、口座振替でさらに割引されます。当月末の口座振
替で月の保険料が50円割引となる早割制度もあります。4月分からの口座振替開始
は、申出書を2月中に年金事務所へ提出してください。◎クレジットカードによる納
付または現金で2年前納：詳細は年金事務所へ／問 武蔵野年金事務所☎56-1411

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 ☎

4日（日）
○甲賀クリニック 内科・小児科 境南町3‐12‐2 30‐7707
○松倉メディカルクリニック 内科 吉祥寺本町2‐2-14 20-0055
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

11日（祝）
○境・藤田クリニック 内科・小児科 境1-7-5 37-9588
○むらくにクリニック 内科 吉祥寺南町1-5-12 76-8036
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

12日（振休）
○春木医院 内科・小児科 境1-5-4 51-4567
○吉祥寺駅前クリニック 内科 吉祥寺南町2-2-5 72-3088
◎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
4日（日） 飯塚歯科医院 吉祥寺東町1-10-11 ☎21-4180
11日（祝） 池田歯科医院 中町1-23-8�グランヒルズ武蔵野101 ☎51-4675
12日（振休）上田歯科医院 吉祥寺本町4-8-7 ☎22-2211

休日の医療機関  2/1（木）～14（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

健康づくり事業団
◎【託児付き】人間ドックを行います
3月6日（火）、8日（木）、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）：乳房X線、乳房超音波、骨塩定量検査な
ど／託児：４カ月〜未就学児、各日3名（申込順）／市内住民登録の方：2万
1000円、その他：4万2600円／申·問�2月28日までに電話で健康づくり事
業団へ
健康づくり支援センター
①健康づくり推進員募集
健康づくりの情報提供や講座実施など地域の健康づくりに関する活動／市内在住の方／5
名程度／4月1日〜平成31年3月31日（研修あり。年度ごとに更新。最長5年）／月10日（1日
3時間）程度／月額2万7000円／説明会2月9日（金）午後2時、13日（火）午前10時
②健康関連専門職（健康づくり人材バンク）募集
講座の講師や指導ができる専門職を人材バンクに登録／医師、保健師、管理栄養士、栄養士、
薬剤師、歯科医師、歯科衛生士、健康運動指導士、理学療法士、運動指導者／5年以上の集団
指導経験がある方／若干名／プログラムの作成、実施、報告など／1回3時間程度。1万1000
円／書類審査、面接、実技（運動のみ）
【共通】申·問�2月23日（必着）までに市販の履歴書（活動可能日・時間帯を記載）と志望理由
（400字程度）、②は資格証明書の写し、指導歴を郵送または直接健康づくり支援センターへ
◎インボディ測定会
2月17日（土）①午後2時②2時45分／各2時間程度／武蔵野プレイス／①おおむね50歳
代まで②60歳代以上、男性／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
◎インボディミニ測定会
2月16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
【共通】ペースメーカー使用者・妊娠中・測定後1年未満の方不可／各10名（申込順）／筋肉
量、体脂肪量、基礎代謝量などの測定／はだしで測定／申·問�電話または直接健康づくり
支援センターへ

■離乳食はじめて教室
　（4〜6カ月ごろの離乳食）
　3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9月〜11月生まれの第
一子と親／25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 2月23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）
　①3月12日（月）妊娠中から産後の過ごし方、赤ちゃんとの関わり②3月
19日（月）母と子の歯の健康、食育講座／午後1時15分〜4時／初妊婦（受
講時に妊娠16〜31週の方）／24名（申込順）／母子健康手帳・筆記用具、②
は歯ブラシ・手鏡も持参／申·問 3月5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）
　3月13日（火）午
前10時15分〜11
時30分／平成29
年6月〜8月生まれ
の第一子と親／
36組（申込順）／離乳食（2回食）の
お話（簡単な試食あり）、歯のお手入
れの話／母子健康手帳を持参／
申·問 3月6日までに電話または直
接健康課へ。

母子保健

■ 麻しん風しん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／平成23年4月2日から24年4月1日
生まれの方／予診票は29年3月末に個別に送付しています。転入などでお
持ちでない方は直接健康課へ／問 健康課

■ どっきんどようび
　2月10日（土）午後2時30分（開
場2時15分）／中央図書館視聴覚
ホール／幼児・小学生と保護者／

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
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○�中央、吉祥寺臨時窓口：2日（金）・7日（水・館内整理日）・9日（金）・16日（金）・23日（金）
○�武蔵野プレイス：7日（水）・14日（水）・21日（水）・28日（水）
※中央・吉祥寺図書館臨時窓口：12日（振休）は午後5時まで開館

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

70名（先着順）／人形劇「王子さま
の耳はロバの耳」ほか（約50分）／
劇団なるにあ／無料／申 当日、直
接会場へ／問 中央図書館

2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
ブ等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）
＊今年度の検診は2月で終了です

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

3月2日（金）・3日（土）・5日（月）・7日（水）／午前8時
45分〜11時15分／平成30年3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

3月3日（土）午前9時15分〜11時15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

3月3日（土）午前8時45分〜9時／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

2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

9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）23日（金） 市民会館

次回3月23日（金） 公会堂
体重
測定会

1歳〜6歳の幼
児（未就学児）次回3月13日（火）

受付時間午後1時30分〜2時
（事前予約不要・直接会場へ）

保健
センター

健康相談（予約制） 15日（木）・27日（火）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
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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　3/15号…2月14日、4/1号…3月2日

掲
載
希
望
の
方
へ

  おいでください　 市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料

催しもの（団体名） 日時・場所 会費／ 申·問 備考
水彩色鉛筆入門講座

（アトリエ・虹）
2月13日（火）〜3月27日（火）
／午後1時30分〜4時30分（全
7回）／市民会館

1回500円
坪井51-7669

道具の使い方から
技術まで、専任講師
が指導します

講演会「メディアの伝
える「事実」とは何か」

（銀蹊合同会）

2月24日（土）午後2時〜／成蹊
大学6号館301

成内56-2671 講師：成蹊大学文学
部教授 見城武秀

東京都立武蔵高校同
窓美術展覧会

3月7日（水）〜11日（日）／午前
11時〜午後7時／スイングス
カイルーム南棟10階

古坂20-7383 11日（日）は午後5時
まで。卒業生による
美術工芸の作品展示

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2

吉　東
3日（土）

■アジアを知ろう・タイ第3回「もっと聞きたいタイの話」　午後2
時〜4時／旅して、住んで、極めたタイの表・裏／下川裕治（旅行作
家）／茶菓付き

お知らせ ■3/3（土）午後〜11（日）工事のため休館します。予約受付は問い合
わせを

吉　南 お知らせ ■3/20（火）から開館します。予約受付については市報2月15日号
でお知らせします

御殿山
7日（水） ■みんなで忍者「最後の決戦＆宝のこし修行の巻」　午後3時〜4時

30分／小学生／25名／500円（当日）／申 
15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 4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

吉　西

4日（日）・
17日（土）

■井ノ頭通り美化活動（1日3土）　午前9時30分／コミセン集合／
歩道、植え込みの清掃活動。きれいにしましょう

10日（土） ■利用者懇談会　午後2時／ご意見・ご要望を聞かせてください

22日（木）
■あるこうかい「池上本門寺周辺の散策」　午前9時アトレ吉祥寺は
なびの広場集合／歩行約1万2000歩／交通費・昼食代実費／申 9日
〜17日に窓口へ

吉　北
2日（金） ■にこにこ体操　午前10時／毎月第1金曜／理学療法士の指導に

よる椅子に座っての体操
3日（土） ■子ども映画会　午後2時／「だるまちゃんとてんぐちゃん・だるま

ちゃんとかみなりちゃん」「森のはずれシャックリのぼうけん」

けやき

6日・
20日（火）

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

9日（金） ■生活習慣病予防料理講習会「体をあたためる食事」　8名／申 
11日（祝） ■けやき囲碁のつどい　午後1時〜4時／自由対局
16日（金） ■からだほぐしとお食事の会　午前11時30分〜午後2時30分／30

名／玄米ダンベル体操、季節のお食事、ゲームで楽しく／500円／申 

中　央
4日（日） ■ロビーライブ「おやじバンド“レイキーズ”」　午前11時〜午後0時30

分／1960〜70年代に流行ったグループサウンズの曲を中心に演奏
18日（日） ■プラバンで小物を作ろう　午前10時〜正午／子ども（親子可）／

20名／申 1日午前10時〜
中　町
集会所 5日（月） ■中町ストレッチ教室　午前10時30分〜正午／動きやすい服装、

水分補給飲料・バスタオル・タオルを持参 

西久保 16日（金）〜
■パソコン学習会　3/23までの毎週金曜（全6回）／復習・応用コー
ス：午後1時30分〜3時30分、3000円、5名（パソコン持参者5名ま
で）。パソコン個別相談：午前10時〜正午、1回400円／Windows7・
8・10対応／申 13日までに窓口へ

緑　町 17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、おしゃべりを楽しみましょう／おもちゃ、食べ物など持ち込み
自由、出入り自由

八幡町
14日（水）

■生活習慣病予防料理講習会「体温を上げて免疫力を発揮しましょ
う」　午前10時／8名／申 10日までに会費を添えて窓口へ
■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

17日（土） ■ロビーコンサート「アルパの調べ」　午後2時／30名／200円（お
茶菓子代）／申 14日までに会費を添えて窓口へ

18日（日） ■はちコミ映画会「おくりびと」　午後1時／30名／申 14日までに窓口へ
関　前 9日（金） ■音楽とおしゃべりのティータイム　午後1時30分〜3時／テーマ：「あ

なたの個性を生かして」／お茶とお菓子で午後のひとときをご一緒に 

西　部 10日（土） ■利用者懇談会　午前10時〜正午 
お知らせ ■4月から休館日が変わります。旧：水曜→新：木曜 

境　南

6日（火） ■減災セミナー　午後1時30分〜3時30分／市内在住の方／30名
／申 窓口へ

10日（土） ■利用者懇談会　午後2時
12日（振休）■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」
15日（木） ■生活習慣病予防料理講習会「免疫力を高めて風邪予防」　午前10

時／10名／申 12日までに参加費を添えて窓口へ

桜　堤
8日（木） ■脳トレーニング講座　午後1時
11日（祝）・
25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

　西部コミセンの一押しは「体育室」です。窓口の向か
い側にある大きなホワイトボードは、皆さんに自由に落
書きしてもらう…ではなくて、向こう1カ月間の体育室
の予約状況が書き込まれています。バスケットボール
の試合ができる広さのある体育室は3分割して使うほど人気があります。普段
は健康体操やバスケット、卓球、バドミントン、ダンスなどに利用されています。
西部コミセンは児童数が増加している地域ということもあり、放課後には体育
室を「こどものじかん」として小・中学生のみに開放しています。昨年秋には太極
拳・気功とバドミントンのイベントも行いました。3月にはちびっこ運動会と卓球
の集いが予定されています。
　卓球のラケットを持ってふらっと寄ってもよし、イベントを企画しても
よし、皆さんも体育室を利用してみてください。

「スポーツ×コミュニケーション」
西部コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

昨年の「ちびっこ運動会でDANくんと体操」

昨年の展示解説風景

専用フォーム

■ 市立小・中学校美術展
　2月2日（金）〜5日（月）午前10
時〜午後4時30分／市民文化会館
展示室／友好都市である富山県南
砺市利賀村、長野県安曇野市豊科
の児童生徒作品も特別展示／
問 指導課☎60-1897

■ むさしの自然観察園
　スターウオッチング
　2月17日（土）午後
6時〜7時30分／小
学3年生以上と保護
者（対象年齢未満の
子どもの同伴、子どものみの参加
不可）／15名（保護者含む。申込
順）／室内で星の話をした後、星座
や惑星などを望遠鏡で観察。雨天
曇天時は室内別途プログラムあり
／主催：武蔵野市／申·問 むさし
の自然観察園☎55-7109（午前10
時〜午後5時、吉祥寺北町3-12）

■ 託児付き　子育て中の方のためのモーニングコンサート「スプリング
コンサート『夢』と『希望』を音楽に込めて」

　3月6日（火）午前10時40分〜11時40
分（開場10時10分）／市民文化会館小
ホール／市内在住・在勤で子育て中の
方（子どもが在学・在園も可）／100名／
亜細亜大学吹奏楽団（＝写真）／曲目：
虹色の未来へほか／無料／子どもの同席不可。託児：1歳〜未就学児、40
名（超えた場合抽選、同館展示室）／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、託児希望は子どもの名前〈ふりがな〉・生年月
日・性別、在勤・在学・在園者は勤務先・学校・園名も明記）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「モニコン」係☎60-1902へ。2月13日正午まで
市ホームページまたは右記二次元バーコードから申込可。

■ 校長先生は語る
　「斉藤秀司校長のおはなし」
　3月31日（土）午後2時
〜3時／ふるさと歴史館
／小学1年生以上／50名
（超えた場合抽選）／
教育と人への愛情を
命を削る思いで語る
／斉藤秀司（第二中学

■ みんなでレモン湯に行こう
　2月4日（日）／よろ
づ湯（本町1-18-9）、
弁 天 湯（本町 2-27-
13）、三谷湯（西久保
2-27-15）、境南浴場（境南町3-11-
8）／小学生以下無料（大人460円）
／問 生活経済課☎60-1832

■ 学校教育連携展示「まわるどう
ぐと武蔵野のくらし」展示解説

　2 月 4 日
（日）、3月10
日（土）／各
回午後1時
30 分 〜 30
分程度／ふ
るさと歴史館／さまざまな資料の
使い方やしくみなどを、担当学芸
員が子どもにもわかりやすく解
説。普段は入れない民俗資料収蔵
庫も見学／無料／問 ふるさと歴
史館☎53-1811

校長）／無料／申·問 3月15日（必
着）までに専用フォームから申し
込み、往復ハガキ（3頁の申込要領
参照し、電話番号、学生の方は学
校・学年、保護者同伴の方は保護者
名も明記）で郵送またはハガキを
持って直接ふるさと歴史館☎53-
1811へ。
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