
　修了講座数によって独自の「称号
（市民博士、市民修士など）」を認定し
ます。年度末には五大学の学長から
直接、称号記を授与します。平成28
年度は東京女子大学の由緒あるチャ
ペルで行われ、授与対象89名のうち
33名が参加し、同大学小野学長より
称号記が授与されました。

　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、豊富なカリキュラムで市民の多様な学習意欲に応えてきた武
蔵野地域自由大学は4月に15周年を迎えます。これからも、学ぶ楽しさ無限大！皆さんの入学をお待ちしています／問 武蔵野プレイス武蔵野地
域自由大学事務局☎30-1904、生涯学習スポーツ課☎60-1902

武蔵野地域自由大学　開学15周年

自由大学入学受付
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、同大学ホームペー
ジ〈http://www.jiyu-mus�
ashino.org/〉から印刷可）
②�住民登録が確認できるもの
　（健康保険証、運転免許証など）
③�市内在勤の方は勤務先の所
在地が確認できる社員証や
在勤証明書など

＊�大学正規科目は、自由大学への入学手続後
に受付可

　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
連携して提供する、高度で継続的、体系
的な生涯学習の場です。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。
　「興味ある分野をじっくり学びたい」、
「いろいろな分野を幅広く学びたい」、
「とにかく何か学習を始めたい」など、皆
さんの多様な学習意欲に応えます。

 武蔵野地域自由大学とは

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.自由大学講座を受講
　（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）

称号記授与式

⑥大学公開講座
各大学が市民向けに公
開している講座です

③武蔵野地域五大学
共同教養講座
各大学4回ずつ、全20回
の連続講座。五大学全て
の講座を受講できます

②武蔵野市寄付講座
市の寄付によって大学
が開設する特設講座。
大学生と一緒に受講し
ます

⑤自由大学講座
武蔵野地域自由大学学
生だけが受講できる限
定講座です

④武蔵野地域五大学
共同講演会
基調講演と各大学を代
表する講師による全6
回の連続講演会です

①大学正規科目
大学生が普段受けている
授業を一緒に受講します。
文系・理系問わず約1400
科目を開放しています

開催・募集時期
講座名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学正規科目

武蔵野市
寄付講座

武蔵野地域
五大学共同
教養講座
武蔵野地域
五大学共同
講演会
自由大学講座
大学公開講座
開催・募集時期は年度により多少前後することがあります。決まり次第、市報や自由大学
通信にてお知らせします
＊1：平成30年度の申し込みの詳細は市報2月1日号8頁参照
＊2：平成30年度前期の申し込みは終了

前期

前期

募集

募集

後期

後期

開催

開催

通年

通年

年度により異なる募集時期開催時期

豊富なカリキュラムがあります

日本獣医生命科学大学
（境南町1-7-1）

成蹊大学
（吉祥寺北町3-3-1）

東京女子大学
（杉並区善福寺2-6-1）

武蔵野大学
（西東京市新町1-1-20）

自由大学事務局
（境南町2-3-18
�武蔵野プレイス内）

亜細亜大学
（境5-24-10）

■期日・内容
　開会時間（予定）：午前10時
　☆は本会議終了後
期日 会議名

2/20（火）本会議（施政方針など）
2/22（木）本会議（代表質問）
2/23（金）本会議（一般質問）
2/27（火）本会議（一般質問・議案上程など）
2/28（水）本会議予備日
3/2（金） 総務委員会
3/5（月） 文教委員会
3/6（火） 厚生委員会

　右記の日程で、第1
回市議会定例会を開催
します。本会議と予算
特別委員会の模様を市
議会ホームページにて
生中継しますのでご覧
ください。日程は変更
することがあります。
ホームページで確認し
てください／問 議会
事務局☎60-1883

市議会の模様を放送します
■ケーブルテレビ（デジタル11ch）
市長施政方針演説と各会派代表質問：2/26（月）〜
3/2（金）午後1時〜／問 J：COM武蔵野三鷹☎
0120-914-000
■むさしの-FM（78.2MHz）
生中継：市長施政方針演説2/20（火）、各会派代表質問
2/22（木）。録音放送（午後7時〜※2/24（土）・25（日）は午
後3時〜）：施政方針演説2/21（水）、各会派代表質問
2/23（金）〜27（火）（27日は放送予備日）※議会日程によ
り変更の場合あり／問 エフエムむさしの☎23-0782

3/7（水） 建設委員会
3/8（木） 外環道路特別委員会
3/12（月）本会議（委員会審査報告など）
3/13（火）

予算特別委員会
3/14（水）
3/15（木）
3/16（金）
3/19（月）

3/26（月）
本会議（予算特別委員会審査報告
など）
議会広報委員会☆

翌年度
履修登録受付

翌年度
通年・前期募集後期募集

＊1

＊2

現在、最年少は21歳、最年長
は100歳の方が学んでいます
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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1-1-7 QuOLa2階 ☎53-2200

「リサイクルするのしないのあなたしだい」　高橋悠さん（井之頭小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
エコプラザ（仮称）
検討市民会議

2月21日（水）
午後7時

市役所
111会議室

20名（先着順） 当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

シニア支え合いポ
イント制度推進協
議会

2月26日（月）
午前10時〜
11時30分

総合体育館
視聴覚室

10名（申込順）／平成
29年度実施結果報告、
30年度事業計画など

2月23日までに
地域支援課
☎60-1941へ

小中一貫教育検討
委員会

2月28日（水）
午後6時30分

市役所
412会議室

20名程度（先着順） 当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

教育委員会定例会 3月1日（木）
午前10時

市役所
教育委員会室

20名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

地域包括ケア推進
協議会

3月1日（木）
午後6時15分

市役所
811会議室

10名（先着順）／高齢者
福祉計画・第7期介護保
険事業計画などについて

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1947

緑の基本計画検討
委員会

3月9日（金）
午後7時

市役所
412会議室

10名（先着順）／計画
の基本的な考え方

当日、直接会場へ
緑のまち推進課
☎60-1863

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

お知らせ

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

ごみとリサイクル 講師の方の敬称略

耐震改修

対象
昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅で、平成30年3月31日までに新耐
震基準適合のための耐震改修工事（1戸当たり50万円超）を実施し、基準に適合
することが証明された場合

減額
工事完了年の翌年度分（ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住
宅は2年度分）の固定資産税額2分の1を減額（増改築に係る認定長期優良住宅
の場合は3分の2）（1戸当たり120m2相当分まで）（バリアフリー改修および省
エネ改修による軽減との重複適用不可）

添付書類 新耐震基準適合工事の証明書など
バリアフリー改修 省エネ改修

対象

①新築されてから10年以上経過し、ア
〜ウのいずれかに該当する方が居住す
る既存住宅（賃貸住宅を除く）／ア：65
歳以上　イ：要介護または要支援認定を
受けている方　ウ：障害のある方
②平成30年3月31日までに実施した改
修工事で、改修後の床面積が50m2以上
であり、自己負担（補助金など除く）が 
1戸当たり50万円超の場合

①平成20年1月1日以前に建築された
既存住宅（賃貸住宅を除く）
②30年3月31日までに実施した窓の
断熱改修工事、または窓の断熱改修工
事と併せて行った床・天井・壁の断熱
改修工事で、改修後の床面積が50m2

以上であり、自己負担（補助金など除
く）が1戸当たり50万円超の場合

減額

工事完了年の翌年度分の固定資産税額3
分の1を減額（100m2相当分まで）

工事完了年の翌年度分の固定資産税
額3分の1を減額（増改築に係る認定
長期優良住宅の場合は3分の2）（1戸
当たり120m2相当分まで）（バリアフ
リー改修による軽減との重複適用不
可）

新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可

添付書類 工事見積書の写し、領収書の写し、工事
図面の写しなど

省エネ基準に適合した改修の証明な
ど

ハナミズキ
樹種は流通の関係などで、
ご希望に添えない場合が
あります

シマトネリコ
ヒメシャラ
モミジ
コブシ

■�グッドデザイン賞受賞記念
　クリーンセンター講演会
　2月25日
（日）午後2
時〜4時（開
場1時〜工
場の自由見
学可）／ク
リーンセンター／100名（先着順）
／クリーンセンターは、いかにし
てデザインされたのか、市民参加、
建築デザイン、プラントデザイン
の視点から、施設・周辺整備協議会
学識経験者、事業者が講演／小澤
紀美子（東京学芸大学名誉教授）、

■�耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を軽減
　次の改修を行った住宅について、申告により固定資産税の軽減を行い
ます。

申·問 各改修後、原則3カ月以内に申告書（市ホームページから印刷可）と
必要書類を持って直接資産税課☎60-1825へ。

■�自治基本条例（仮称）骨子案素案に関する意見を募集と市民意見交換会
開催
　市は、昭和46年に策定された第一期長期計画から、市民を主役とする
自治体運営を目指してきました。これまで培ってきた自治の在り方を明
確にし、これからの市政を運営していくためのルールづくりを目指して、
自治基本条例（仮称）に盛り込むべき内容を検討してきました。このたび、
骨子案素案がまとまりましたので、意見を募集します。いただいた意見を
反映させ「骨子案」を完成させます／意見の提出：3月12日（月・必着）まで
に郵送・ファクス・Eメール（住所、氏名、連絡先も明記）で〒180-8777企画
調整課FAX51-5638、sec-kikaku@city.musashino.lg.jpへ。＊提出意
見は原則公開／市民意見交換会開催：2月25日（日）午後1時30分〜3時30
分／芸能劇場小ホール／申 当日、直接会場へ／問 企画調整課☎60-1801

■�2カ月に1回、家庭から出る
　廃食用油、土を回収しています
　2月21日（水）午前11時〜午後3
時／荒天中止／市役所駐車場、吉
祥寺北・西部・境南・本宿コミセン
（吉祥寺南町コミセンは改修工事
のため今回まで中止）／土は1回
100リットルまで／植物の根や
石、砂など土以外のものは不可／
問 ごみ総合対策課

■�「未来へ育て！苗木すくすく大木
計画」苗木の一般配布申込受付
　減少傾向にある民間の緑を育
み、緑の質を高めることを目的に、
将来大木になる苗木を配布します
／3月10日（土）午前9時30分〜11
時30分／市役所駐車場／市内在
住で苗木を自宅の庭に地植えが可
能で当日引き取りできる方（1世帯
1本、キャンセル不可）／100本（超
えた場合抽選）／申·問 2月27日
（必着）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、希望樹種も明記）
で緑のまち推進課☎60-1863へ。

■�下水道総合計画（2018）に
　関する意見を募集
　今後の下水道の基本的な方針や
施策の方向性をとりまとめた下水
道総合計画（2018）を策定してい
ます。計画案を作成しましたので
意見を募集します／配布：2月15
日（木）から下水道課、各市政セン
ター・図書館・コミセン。市ホーム
ページに掲載／意見の提出：3月7
日（水）までに郵送・ファクス・E
メール（住所、氏名、連絡先も明記）
で〒180-8777下水道課、FAX51-
9197、sec-gesuidou@city.mu�
sashino.lg.jpへ／問 下水道課☎
60-1868／＊提出意見は原則公
開

■開催延期のお知らせ
　市報2月1日号2頁に掲載した2月20日（火）開催予定の「空家等対策計
画（仮称）検討委員会」は、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

水谷俊博（武蔵野大学教授）、塚本
輝彰（荏原環境プラント〈株〉）／無
料／申 当日、直接会場へ／問 ク
リーンセンター

骨子案素案の概要
○自治基本条例（仮称）制定の目的
　自治及び市政運営に関する基本的な事項を定めるとともに、市民、市議
会、市長等それぞれの役割を明確にし、市民自治のさらなる推進を図ること
を目的とします。

○基本原則
・計画に基づく市政運営
・情報共有
・市民参加
・協働

○市民、議会、市長等の役割
　自治の主体である市民と、市
民により選ばれた議員、その集
合体である議会、市民により選
ばれた市長、それぞれの役割に
ついて
○参加と協働
　情報共有や、市がこれまでも伝統的に行ってきた市民参加、協働、コミュ
ニティなどについて
○議会と市長との関係
　ともに市民により選ばれた代表である議会と市長との関係について
○行政の政策活動の原則
　基本原則の一つであり、市の特徴とも言える長期計画に基づく計画的な
市政運営などについて
○そのほか
　国・都との関係や友好都市・近隣自治体との連携、平和への姿勢などにつ
いて

　市と市民の情報共有によって市民
参加が進み、それが協働に繋がり、そ
のサイクルが回ることによって自治
の推進が図られます。

情報共有

協働 市民参加

＊ 骨子案素案の全文は2月15日（木）から、市役所、各市政セ
ンター・図書館・コミセンで配布。市ホームページに掲載。
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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）

●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

物件所在地 西久保3-153-58、153-67
区画数 1区画
地積 61.28m2

受付期間 2月19日（月）〜3月14日
（水）

入札予定日 3月16日（金）

募集要領
2月15日〜3月14日に用地
課で配布、市ホームページか
ら印刷可

募　集

応募資格 市内在住・在勤・在学の方

募集作品
①書道（半紙サイズ）。憲法にちなんだ作品②絵手紙・イラスト（はがきサイズ）。
テーマは「未来」／1人各1点／自作・未発表のもの／市は広報などに自由に作品
を使用できるものとする（著作権は作成者に帰属）／書道は氏名も審査の対象

発表 入賞者は市報5月1日号に掲載。優秀賞は、憲法月間記念行事講演会（5月20日
〈日〉スイングホール）で表彰（該当者には4月上旬連絡）

賞品 入賞者には記念品、応募者全員に参加賞進呈

特に記載のないものは平成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。

■市または関係団体の嘱託職員などの募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
民
活
動
推
進
課

男女平等推
進センター
1名
嘱託職員

同センター管理運営、講座の企画実施、
関係団体への支援、情報誌の発行など
／男女共同参画やジェンダーに関する
理解と専門的知識がある方／PC／女
性センターなどの勤務または男女共同
参画に関する事業の経験あればなお可

4月1日〜／週4日（月〜
金曜。木曜を除く）午前9
時〜午後5時。土・日曜出
勤あり（月1〜2回程度）
／同センター／月額22
万4600円／交

書類・作文審査、
面接：
3月6日（火）

申·問 2月28日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、作文「男女平等社会の実現に向け
たセンターの役割とは」（800字程度）を郵送または直接男女平等推進センター☎37-3410
（〒180-0022境2-3-7）へ

健
康
課

管理栄養士
1名
嘱託職員

母子保健事業、老成人保健事業、食育事業
および管理栄養士に関する業務／管理栄
養士の資格を持つ方／PC／行政栄養士
の経験あればなお可

4月1日〜／週4日（月
〜金曜）午前9時〜
午後5時／月額27万
3600円／交

書類審査、
面接：
3月12日（月）

申·問 2月28日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付・管理栄養士の業務経験内容を具体的
に記載）、免許の写しを郵送または直接健康課☎51-0700（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10保健
センター内）へ
保健師また
は助産師
1名
嘱託職員

母子保健事業に係る業務／保健師または
助産師資格を持つ方／PC／行政機関に
おける母子保健事業の経験3年以上あれ
ばなお可

4月1日〜／週5日（月
〜金曜）午前9時〜
午後5時／月額34万
3700円／交

書類審査、
面接、実技：
3月19日（月）
または20日（火）

申·問 3月2日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付・母子保健業務経験があれば内容を具体
的に記載）、免許の写しを郵送または直接健康課☎51-0700（〒180-0001吉祥寺北町4-8-10保
健センター内）へ 

交
通
対
策
課

交通対策事
務
1名
嘱託職員

放置自転車対策などや安全利用
講習会に係る窓口・電話対応、苦
情対応、庶務事務など／ PC／
普免／ 市民雇用創出事業

4月1日〜／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後5時／月額21万
400円／交

書類審査、
面接：
3月1日（木）

申·問 2月21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交通対
策課☎60-1860へ

児
童
青
少
年
課

早朝校庭開
放スタッフ
若干名
臨時職員

早朝校庭開放に
おける児童の見
守り、ケガの対応
ほか

4月1日〜／週1日〜5日（長期休業期間を除く
小学校の授業日〈月〜金曜〉）午前7時15分〜8
時15分／桜野小／時給1350円／交

書類審査、
面接：
随時

申·問 児童青少年課へ電話連絡の上、市販の履歴書（写真貼付）を児童青少年課☎60-1853へ持
参。その場で面接を行います

子
ど
も
協
会

地域子ども
館（あそべ
え・学童ク
ラブ）
若干名
臨時職員

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

4月1日〜（応相談）／月〜土曜の週2〜3回程度
のシフト勤務。午後1時〜6時の2時間以上（土曜
および小学校の長期休業日は午前8時〜午後6
時の2時間以上）、午後7時まで勤務の可能性あ
り／市内地域子ども館（第二・第四・第五・井之
頭・桜野小内）／時給1040円／交

書類審査、
面接：
随時（3月1日
以降、随時各館
から日時を連
絡）

申·問 詳細は同協会ホームページ参照。2月23日（金・必着）までに、市販の履歴書（「地域子ども
館臨時職員希望」および希望館を第3希望まで明記）を郵送で子ども協会事務局事業課☎36-
0671（〒180-0022境4-11-6）へ

子
ど
も
育
成
課

保 育 コ ン
シェルジュ
1名
嘱託職員

認可保育所や認可外保育施設、幼稚
園など子どもの預け先の相談、保育
サービス全般の情報提供業務／保育
園や幼稚園などでの実務経験5年以
上／PC

4月1日〜／週5日（月〜金
曜）午前9時〜午後5時の7
時間／月額22万5300円／
交

書類審査、
小論文・面接：
3月2日（金）

申·問 2月23日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）・保育士証および幼稚園教諭免許状の
写しを郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

保
険
課

診療報酬明
細書点検
1名
嘱託職員

国民健康保険診療報酬明細書点検
業務／診療報酬明細書作成または
点検実務経験者

4月1日〜／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後5時／日額1万
3800円／交

書類審査、
面接：
3月7日（水）

申·問 2月28日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）と志望の動機（別紙に400字以上）を
郵送または直接〒180-8777保険課☎60-1834へ

■�吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練への参加者募集
　東日本大震災の教訓を踏まえ、災害
時など、交通機関の乱れから発生する
「帰宅困難者」への対策として、吉祥寺
駅周辺で行う同訓練の参加者を募集し
ます／3月11日（日）午後2時〜4時（受
付：1時10分〜1時40分）／荒天時など
は中止（中止は当日午前11時までに市
ホームページに掲載）／事業所、団体、個人／申·問 3月2日までにファクス・
Eメール（申込要領参照）または電話で防災課☎60-1821、FAX51-9184、
sec-bousai@city.musashino.lg.jpへ。

■住宅なんでも相談会
　2月24日（土）①午前9時45分〜
10時45分②11時〜正午／武蔵野
プレイススペースC／8組（申込
順）／住宅の建築・リフォーム・耐

■�市有地売却のお知らせ
　（一般競争入札）
　西久保3丁目の市有地を一般競
争入札により売却します／問 用
地課☎60-1878

■�憲法月間記念行事に向けて作品（書道、絵手紙・イラスト）を募集
　市では、毎年5月を憲法月間として記念行事を
実施しています。開催にあたり憲法にちなんだ作
品を募集します。この機会に憲法について考えて
みましょう。

申·問 3月9日までに郵送（申込要領参照し、作品の裏面などに年齢〈学年〉
も明記）または直接〒180-8777市民活動推進課☎60-1829へ。

2月のお知らせ
■�商工会館　6月分申込
　市民会議室、会議所会議室：3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
■�固定資産税・都市計画税納期の
　お知らせ
　第4期の納期限は、2月28日（水）で
す。3月末までに口座振替登録手続き
をいただければ、来年度1期からの口
座振替が可能です。より「簡単」「安心」
「便利」に登録可能なキャッシュカード

申し込み（ペイジー口振）もご利用くだ
さい／申·問 納税課☎60-1827
■�介護保険料納期のお知らせ
　第6期の納期限は2月28日（水）です
／年金引き落とし：2月の年金から／
口座振替：2月28日に引き落とし／納
付書払い：2月28日まで／問 高齢者支
援課☎60-1845
■�国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料納期のお知らせ
　第8期の納期限は2月28日（水）です。
納期内納付にご協力ください／問 保
険課☎60-1836

■�緑地協定の認可と縦覧
　1月9日付で都市緑地法に基づ
く緑地協定を認可し、関係図書を
縦覧しています／名称：〈関前三丁
目　継承される緑景〉プラウド
シーズン三鷹　緑地協定／区域：
関前3丁目7番、約2171平方メー
トル／内容：樹木などの保全によ
り良好な環境を確保する／縦覧場
所：緑のまち推進課／問 緑のまち
推進課☎60-1863

震化、マンションの維持管理・管理
組合運営、民間賃貸住宅への転居
など／建築士、マンション管理士、
宅建士などが対応（1組50分）／
申·問 2月21日までに住宅対策課
☎60-1905へ。

■�市協力栄養士募集
　高齢者食事学研究会に所属し、市が実施する料理講習会などへの協力
／コミセンなど／栄養士資格があり、月1回の定例会（昼または夜開催）
に出席できる方／説明会：3月1日（木）午後2時〜3時、市役所605会議室
／まずは説明会にご参加ください（都合がつかない場合は応相談）／
申·問 2月27日までに高齢者支援課☎60-1846へ。



MUSASHINO CITY4 平成30年2月15日号 No.2083

募
集
／
子
育
て
・
教
育
／
講
座
・
講
習

�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

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

子育て・教育

対象
29年4月1日以降、市内に住民登録がある満3～5歳児（23年4月2日～26年4月
1日生まれおよび26年4月2日～27年4月1日生まれのうち3歳に達した子ども）
を無認可幼児施設または幼児教育施設（基準あり）に通わせ、在籍費用を納めて
いる保護者（幼稚園・保育園の在園者は対象外）。所得制限なし

補助金額
①保育料補助金：月額5000円（幼児教育施設は月額3000円）
②�入園料補助金（今年度無認可幼児施設に入園し、未申請の方のみ）：1人1回3万
円／原則として保育料補助金後期分（10月～3月の6カ月分）を入園料補助金
と合わせて3月16日（金）に交付

申·問 2月23日（金）までに、申請書（通園する施設より配布）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（夜間窓口は除く）へ

＊�対象施設は同課へ問い合わせてください。
＊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。

空き家対策について

　「平成25年住宅・土地統計調査」
（総務省統計局）によれば、空き
家は全国で820万戸、市でも1万
1670戸（14.1%）あるとされてい
ます。適正に管理されていない空
き家は、防災・衛生・景観などの観
点から、地域住民に深刻な影響を
もたらしている場合があり、その
対策のため、27年2月26日「空家
等対策の推進に関する特別措置法
（特措法）」が施行されました。国
の法整備を受け、市では管理不全
の空き家などに対する相談窓口
を28年6月より住宅対策課に一元
化、情報を集約し、本格的に空き家
対策の取り組みを始めました。
　まず、市では管理不全の空き家
などの所有者に対し、管理適正化
の依頼を実施、状況改善に至らな
い場合の問題解決を図るため、特
措法で定められていない部分を
28年度に条例化しました。条例で
「武蔵野市特定空家等対策審議会」
を設置したほか、空き家の所有者
を特定するために所有者に関する
情報を必要最低限の範囲で外部提
供できる規定や危険を回避するた
めの緊急措置を行うことができる
規定などを定めました。
　また、市では市内の空き家の現
状や実態をより正確に把握するた
め、29年8月〜11月にかけて市内
全域を対象とした初の実態調査
を実施しました。現在、集計中で
すが、市内の戸建住宅1万9751戸

に対し、空き
家は412戸、
集合住宅6万
1909戸に対
し、空き室は
4256 戸、合
計4668戸の空き家・空き室の候補
があることがわかりました。「住
宅・土地統計調査」で推計されたほ
どの増加は見られませんでした
が、人口減社会を迎え、将来的には
空き家が増加することが見込まれ
ることから、空き家化の予防や適
正な管理・利活用などの視点を盛
り込んだ総合的な空き家対策が求
められています。
　現在、市では「武蔵野市空家等対
策計画（仮称）検討委員会」にて空
家対策計画を検討しており、今後、
計画案などについてパブリック
コメントを実施、市民の意見を反
映させた「武蔵野市空家等対策計
画（仮称）」を策定していく予定で
す。そのほかにも、29年から毎週
木曜、事前申し込みで内容を把握
したうえで、空き家や耐震化、不動
産、マンションなど対象を幅広く
した「住まいの何でも相談」を開設
し、総合的かつ横断的な住まいの
相談を実施しています。
（取材協力：都市整備部住宅対策課
／執筆者：遠藤梨栄）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
住宅対策課☎60-1905へ

申込フォームは
こちら

■�文化財保護委員特別講義「無形
文化遺産としての祭ばやし」

　3月24日（土）午後
1時30分〜3時／ふ
るさと歴史館市民
スペース／中学生
以上／50名（超えた
場合抽選）／祭ばやしの無形文化
遺産としての価値について／久保
田裕道（東京文化財研究所無形民
俗文化財研究室長）／無料／
申·問 3月8日（必着）までに往復ハ
ガキ（3頁の申込要領参照）で郵送
または返信用ハガキを持って直接
ふるさと歴史館☎53-1811へ。申
込フォームで受付可。

■�障害者福祉センター講演会「視覚障
害当事者と考える共生社会とは」

　3月3日（土）午後1時30分〜3時
30分／スイングスカイルーム／
市内在住・在勤・在学の方／50名
（申込順）／現在の活動の原動力に
なったフィリピン、イギリスでの
体験談と、共生社会の実現への具
体的行動について考える／石田由
香理（フリー・ザ・チルドレン・ジャ
パン）／無料／主催：武蔵野市／
申·問 2月23日までにファクス（3
頁の申込要領参照）または電話で
障害者福祉センター☎55-3825、
FAX51-9951へ。

■�市民活動団体企画講座「日常に潜む性
の搾取から子どもと若者を守るには」

　3月24日（土）午後1時30分〜4
時／武蔵野プレイスフォーラム／
関心のある方／80名（申込順）／
現状を聞き、どうすれば子どもや
若者の心身と権利を守れるのかを
考えます／ノット・フォー・セー

■�無認可幼児施設・幼児教育施設在籍幼児の保護者に対する補助金申請
の受け付け（平成29年度後期分）

■ひとり親家庭の小学校新入学児に入学祝金を支給します
　対象：◯親ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者で、
平成30年4月に小学校へ入学する子どものいる世帯／
支給金額：児童1名につき2万円（予定）／申·問 3月9日
（消印有効）までに◯親医療証の写し（余白に連絡先と児童
名のふりがなを記入）と世帯主・新入学児童の記載され
た住民票（直近1カ月以内のもの）を同封し、郵送または直接市民社協☎23-
0701へ。

■�都営住宅シルバーピア
　入居者募集（市民限定）
　八幡町四丁目（八
幡町4-18）単身者向
1DK（30.77m2）2戸／
平成2年度建設／月
額1万6300円〜／資格：申込者本
人が市内に3年以上居住する65歳
以上の単身者。合計所得が所得基
準以内ほか／詳細は募集案内（申
込書付き。2月16日〈金〉〜23日
〈金〉、市役所案内・住宅対策課、各
市政センター・図書館で配布）を参
照／公開抽選：3月16日（金）午前
10時から。市役所413会議室／
申·問 2月23日までに上記申込書
を郵送または直接〒180-8777住宅
対策課☎60-1905へ。

■�福祉型住宅入居者募集
　（高齢者用）
　高齢者用若干戸／1K〜1DK
（バス・トイレ付き）／家賃約2万
〜4万円（所得により異なる）／次
の①から④のすべてに該当する方
①市内に引き続き3年以上在住②
住宅に困っている③申込日におい
て65歳以上のみの世帯④平成29

■�非核都市宣言平和事業実行委員
を募集
　平和事業や憲法月間記念行事の
企画・運営を行う実行委員会の委
員を募集／任期：4月〜平成31年3
月／市内在住・在勤・在学の方／5
名（超えた場合抽選）／会議：平日
夜間（月1回程度）／委員会1回に
つき交通費として1000円支給／
実施事業：憲法月間記念行事・平和
の日・夏季平和事業の運営など／
市のほかの委員との兼任不可／
申·問 3月9日までにハガキ・Eメー
ル（3頁の申込要領参照し、年齢、
志望動機、希望する活動も明記）ま
たは直接〒180-8777市民活動推進
課 ☎ 60-1829、sec-katsudou@
city.musashino.lg.jpへ。

■�ふるさと歴史館
　博物館実習生の募集
　平成30年度
の博物館実習生
を募集します／
学芸員資格取得
に意欲のある市
内在住の方、武
蔵野地域五大学
学生／若干名／選考：書類審査、面
接／申·問 申込方法など詳細は市
ホームページを参照または直接ふ
るさと歴史館☎53-1811、reki�
shikan@city.musashino.lg.jp
へ。

ル・ジャパン（NFSJ）／無料／託
児：3カ月〜未就学児、5名（別途
3600円、3月16日正午までに申し
込み）／申·問 電話、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〉・生年月日も明
記）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

■�市営住宅入居者募集（家族向け）
　北町第2住宅・桜堤住宅（病死の
発見が遅れた住宅など）／各1戸／
2DK／家賃2万5500円〜（所得に
より異なる）／市内に1年以上在
住、親族と同居で合計所得が基準
以内／公開抽選：3月16日（金）午
前10時から。市役所413会議室／
申 2月20日（火）〜28日（水）に市役
所案内・住宅対策課、各市政セン
ター・図書館で配布する募集案内
参照／問 住宅対策課☎60-1905

年中の所得が月額21万4000円以
下（1人の場合）／住宅困窮度順に
決定／申 2月22日（木）・23日（金）
午前9時〜午後4時に本人が直接、
市役所413会議室へ／問 住宅対
策課☎60-1905
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スポーツ

教室名・対象・コース 日程 時間 定員 参加費

親子で水中運動／平成25年4月2
日〜27年4月1日生と保護者（2人
1組）

①
3月25日（日）

午前9時30分〜
10時30分 各

15組
各
500円② 午前10時45分〜

11時45分

幼児水泳 23年4月2日
〜26年4月1日生

①

3月26日（月）
〜30日（金）

午後1時〜1時50分 各
20名

各
2500円② 午後2時〜2時50分

幼児鉄棒・跳び
箱チャレンジ

25年4月2日
〜26年4月1日生 ① 午後1時〜1時45分 各

30名
各

2500円23年4月2日
〜25年4月1日生 ② 午後2時〜2時45分

ジュニアかけっこ／小学生
① 3月26日（月）
・27日（火）

午前9時15分〜
10時45分 各

60名
各

1500円② 午前11時15分〜
午後0時45分

ジュニア
水泳／小
学生

水なれ〜バタ足コース ①-A

3月26日（月）
〜30日（金）

午前9時50分〜
10時50分 各

20名

各
2500円

②-A 午前11時〜正午
クロール基礎コース(面
キックが7m以上でき
ること）

①-B 午前9時50分〜
10時50分

各
15名

②-B 午前11時〜正午
平泳ぎ基礎コース（ク
ロールが25m泳げるこ
と）

①-C 午前9時50分〜
10時50分

②-C 午前11時〜正午

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（3月）
　月〜金曜（15日・19日・21日・26日・28日・30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。

子 ど も 講師の方などの敬称略

■�何となくでは続かないNPO法人
になる前に押さえておくポイント
　3月3日（土）午後2
時〜4時30分／武蔵
野プレイススペース
C／NPO法人に関
心がある方／30名
（申込順）／法人化に迷う際に気をつ
ける点や要件などの基礎知識と団
体運営のコツを学ぶ市民活動マネ
ジメント講座／森玲子（＝写真。東京
ボランティア・市民活動センター）／
1000円／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。

■春休み子ども向けスポーツ教室
　1人1教室（親子で水中運動は子どもの名前で申し込み）／定員を超え
た場合抽選／申·問 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、教室名〈コース〉、生年月日、学年、在学・在園者は学校名・園名
も明記。FAXの場合は要受信確認）または所定の申込用紙（総合体育館で
配布）で総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。http：//www.musa�
shino.or.jpから申込可。

■市民体育大会
市内在住・在勤・在学の方／問�体育協会☎55-4119
◎軟式野球大会
3月11日（日）〜毎週日曜、祝日（雨天順延）／午前9
時／軟式野球場ほか／高校生以上の編成チーム
（監督含めて20名以内）／一般の部単独のトーナ
メント制（3チーム以下の場合3部内で実施）／選
手は統一のユニフォーム・帽子を着用／公開抽選：
2月22日（木）午後0時20分。体育協会／主将会議：3月2日（金）午後7時。総
合体育館大会議室／チーム1000円／申 2月20日（消印有効）までに往復
ハガキ（3頁の申込要領参照し、チーム名、代表者名、携帯番号も明記）で
体育協会へ。
◎バスケットボール
一般：3月11日（日）・21日（祝）・25日（日）。シニア：3月
18日（日）・24日（土）／午前9時／総合体育館メインア
リーナほか／高校生以上の編成チーム（監督1名、コー
チ1名、選手16名以内）／一般35チーム、シニア12チー
ム（男女問わず申込順）／男女別のトーナメント戦／ユ
ニフォームは濃淡2色用意し、レフェリー1名帯同／シ
ニア規程男子：3月1日現在40歳以上で構成（36歳以上の選手2名以内
可）。女子：既婚の女性で構成（36歳以上の未婚の女性2名以内可）／主将
会議：3月1日（木）午後7時。総合体育館大会議室。各チーム1名／申 2月22
日までに申込票（体育協会で配布。責任者・帯同審判員・登録選手全員の氏
名、年齢、身長、電話番号を明記）と保険料（チーム1600円）を持って直接
体育協会へ。

■ユニバーサルスポーツ教室　ノルディックウオーキング
　3月18日（日）午前10時〜11時30分／陸上競技場／
15歳以上の自力歩行ができる方（中学生を除く）／25
名（超えた場合抽選）／障害のある方もない方も一緒
に。2本のポールを使って歩行を補助しながらウオー
キング／100円／申·問 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、年齢、生年月日、障害
をお持ちの方は障害名・等級、介助者の有無〈必要な方は同伴〉、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）で
総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。http：//www.musashino.
or.jp/から申込可。

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

■�こども国際交流クラブ
　料理コース：3月17日（土）／①午前10
時〜午後1時／ピエロギ（ポーランド式餃
子）ほか／アガタ・クリコフ（＝写真左。ポー
ランド出身）②午後2時〜5時／チヂミほか
／イ・ジョンスク（＝写真右。韓国出身）／
市民会館料理室／5歳〜小学生と保護者（10歳以上は子どものみ可）／18
名（申込順）／子どもと大人各1名2000円（国際交流協会会員1000円）子ど
も1名の追加500円。前日・当日キャンセルは参加費全額／エプロン・子ど
も用上履き・筆記用具を持参／参加は①②のいずれか／申·問 3月15日ま
でに国際交流協会☎36-4511へ。https：//mia.gr.jp/から申込可。

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申
樫の実
吉祥寺東町4-7-2
☎22-0788

施設開放 3月6日（火）午後1時〜3時／未就園児と
保護者／雨天中止 不要

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）

3月7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）

3月9日（金）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

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

ミニ見にシア
ター

3月14日（水）午後1時〜2時／2・3歳児と
保護者／20組／1人100円

☎
2月20日〜

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問�各園

■�環境講演会
　「地球温暖化と私たちの未来」
　3月24日（土）午
後2時〜3時30分／
市役所811会議室
／市内在住・在勤・
在学の方／150名
（申込順）／エコプラザ（仮称）の整
備検討に向けて、関心の高まる地
球温暖化の影響と今後の対策につ
いて／江守正多（＝写真。国立環境
研究所地球環境研究センター気候
変動リスク評価研究室長）／無料
／託児：生後6カ月〜未就学児(小
学生応相談)、10名(超えた場合抽
選)。手話通訳有。託児・手話通訳は
3月5日までに要申込／申·問 電話、
ファクス・Eメール（3頁の申込要領
参照し、託児希望は子どもの氏名
〈ふりがな〉、参加当日の月齢、性
別、手話通訳が必要な方はその旨

も明記）で環境政策課☎60-1841、
FAX51-9197、sec-kankyou@
city.musashino.lg.jpへ。市ホーム
ページから申込可。

■大雪の時には雪かきにご協力をお願いします　JR3駅周辺や坂道など歩行者が集中したり、スリップの危険性の高い場所を中心に、除雪や融雪剤（塩化カ
ルシウム）の散布を行っています。自宅の前の道路を除雪してほしいという要望もありますが、全ての道路を除雪することは難しいため、自宅前の道路など
は、地域にお住いの皆さんで雪かきをするなど、ご協力をお願いします／問 道路課☎60-1857

2018.0206.15:55
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【保育園】●南…吉祥寺南町3-6-15☎48-1501　●吉祥寺…吉祥寺北町5-11-51☎51-5206　●境…境4-11-3☎53-1783　●境南…境南町5-1-1☎32-2443　●東…吉祥寺東町3-28-3
☎21-2495　●北町…  吉祥寺北町1-23-17☎21-6681　●千川…八幡町1-4-13☎51-8478　●境南第2…境南町2-20-17☎32-8167　●桜堤…桜堤2-1-27☎52-4671　●武蔵野赤十
字…中町3-25-7☎52-3298　●まちの保育園 吉祥寺…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

保育園 申 2月15日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

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

保育園 事業名 日程 時間・費用 対象 申

武蔵野
赤十字 体験保育 3/1（木） 午前9時～11時30分給食費：300円

1歳児（平成27年4月2
日～28年4月1日生）
と2歳児（26年4月2日
～27年4月1日生）、各
年齢2組まで

◎

南 誕生会 3/2（金） 午後4時～4時30分 未就学児の親子 ◎
千川 誕生会 3/2（金） 午前10時30分～11時 0歳児～未就学児の親子 不要

境

1歳のひろば 2/21（水）午前10時～11時 1歳児（27年4月～28
年3月生） ◎

誕生会 2/22（木）午前9時40分～10時（終了後は園庭遊びをどうぞ）0歳児～ ◎

2歳のひろば
給食を食べましょう 2/23（金）

午前10時～11時45分
給食費：350円

2歳児（26年4月～27
年3月生） ◎

誕生会 3/2（金） 午前9時40分～10時（終了後は園庭遊びをどうぞ）0歳児～ ◎

桜堤 ベビーマッサージ 2/21（水）午前9時45分～11時15分 7カ月未満児 ◎

境南

誕生会
2/22（木）

午前9時45分～ 0歳児～ ◎
離乳食講座 午後1時15分～2時15分 4～8カ月児 ◎
ほっとタイム 2/23（金）午後1時15分～2時15分 0歳児～ ◎
一緒にあそぼう
（巧技台） 2/27（火）午前9時45分～10時45分 ハイハイができる0歳

児～ ◎

ひなまつり誕生会 3/2（金） 午前9時45分～ 0歳児～ ◎
境南第２ 誕生会 3/2（金） 午前9時30分～10時 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 あかちゃん 申
北町保育園 2/21（水） 午前10時～11時 ◎

東保育園 2/22（木） 午前10時～11時 ◎ ◎
吉祥寺保育園 2/22（木） 午前10時～11時 ◎ ◎
境南保育園 2/26（月） 午前10時～11時 ◎ ◎

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（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 ◎15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

0歳ひろば

吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／3月10日（土）・20日（火）・30日
（金）／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／3月20日（火）午前10時30分
～11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば

吉祥寺：ぐるりんのおもちゃで遊ぼう／3月1日（木）午前10時30分～11
時15分／1歳と親

不
要�

はらっぱ：音で遊ぼう／3月1日（木）・11日（日）／午前10時30分～11時
15分／1歳と親

不
要�

1歳ひろば
～講師を迎え
ての講座～

はらっぱ：子育て中のママの心に寄りそう絵本／3月15日（木）午前10時
～11時30分／1歳の親／30名／磯崎園子（絵本ナビ編集長）／託児：1歳
以上の希望者、30名

◎�

２歳３歳
ひろば

吉祥寺：手型足型アートで遊ぼう／3月13日（火）午前10時～11時／2～3
歳児と親／15組 ◎�

はらっぱ：成長記録カードを作ろう／3月12日（月）①午前10時～10時50分
②11時～11時50分（①②同内容）／2～3歳児と親／各15組 ◎�

ひろばイベン
ト

吉祥寺：人形劇団ポポロによる「うたと人形ボードビル」／3月9日（金）午
前11時～11時40分／0～3歳児と家族、地域の方／人形劇団ポポロ

不
要

ボランティア
によるフォト
講座

はらっぱ：子どもの写真を撮ろう／3月4日（日）午前10時～正午／0～3歳
児と親（＊初めて参加される方優先）／15組／阿部修二（写真家）／講義
（カメラの基本操作・構図・背景）と実践（自分の子を撮影）およびアドバイ
ス／カメラ（充電と空き容量確認）・説明書を持参

◎

ぐるりんワー
クショップ

ぐるりん：ワクワク・ドキドキ　遊びのたねをみつけよう／3月10日（土）午
前10時30分～正午／市内在住の未就学児とその保護者／講師：岡田哲也
（東京おもちゃ美術館ディレクター）／おもちゃを使ったさまざまな遊びを
楽しむ／時間内出入り自由／当日直接会場へ

不
要

手 作 り お も
ちゃの会

ぐるりん：とびだすカードをつくろう／3月13日（火）～17日（土）／期間
中いつでも（受付午後3時30分まで）／牛乳パックを使ったとびだすカー
ド作り／1ℓの牛乳パック1本を持参

不
要

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／3月6日・13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：見合いこっとでフローティングボトルを作ろう／3月14日（水）
①午前9時45分～10時30分②10時45分～11時30分（①②同内容）／1歳
と親／各10組／110mℓ程度のペットボトル1本を持参

◎

nico（2歳）
コース

いこっと：親子で工作　簡単コマ作り／3月9日（金）①午前9時45分～10時
30分②10時45分～11時30分（①②同内容）／2・3歳と親／各10組 ◎

離乳食講座 いこっと：ゴックン～モグモグ期の離乳食（お話と試食）／3月7日（水）午
後2時30分～3時30分／4～7カ月と親／7組／境こども園栄養士 ◎

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 ◆

■�青少年によるテーマ展示「私
の考える年号」
①2月18日（日）～25日（日）：武蔵
野プレイススタジオラウンジ②
2月27日（火）～3月6日（火）：武蔵
野プレイスギャラリー。午前9時
30分～午後10時。「私の考える年
号」をテーマに制作した色紙を
展示／無料／問 同館青少年活動
支援担当☎30-1902
■�みんな遊ぼう　出張プレーパーク
2月21日（水）・22日（木）／午前11
時～午後5時（片づけ次第終了）
／雨天実施／鎌田公園（吉祥寺南
町1-22）／普段バーベキューを
行っている公園を開放し開催／
両日午後2時からおやつ作り体
験、ドラム缶風呂体験あり／駐車
場なし／問 プレーパークむさし
の☎26-9317（月・火曜を除く午
前10時～午後5時）

■�さくらちゃんの介護教室
2月22日（木）午後1時30分～3時
／桜堤コミセン／家族介護者、
興味のある市民／10名（先着順）
／ミニ講座「上手に利用しよう介
護保険～平成30年度制度改正情
報」と懇談会／無料／申 当日、直
接会場へ／問 桜堤ケアハウス在
宅介護支援センター☎36-5133
■テンミリオンハウス月見路
　口腔ケア講座
2月22日（木）午後2時～3時30
分／10名（申込順）／「噛む食
事」でホルモン活性化と誤嚥予
防／中井川裕孝（歯科医師）／無
料／申·問 2月21日までに月見
路（吉祥寺北町1-11-7）☎20-
8398へ。
■�市老人クラブ連合会
◎芸能文化祭：①芸能発表2月
23日（金）午前10時～午後4時
30分。文化会館大ホール②作品
展示2月23日（金）～24日（土）。
午前9時～午後5時。同館展示
室。◎輪投げ大会：3月2日（金）
午前10時～午後2時30分（受付
午前9時30分）。総合体育館メイ
ンアリーナ。市内在住で60歳以
上の方。100円。運動のできる服
装・靴で。昼食・飲み物を持参／
申·問 2月26日までに同連合会
事務局☎23-0701（市民社協
内）へ

■�テンミリオンハウス
　きんもくせい「朗読会」
2月23日（金）午後1時30分～3
時／20名（申込順）／「婆っぱ」
「一房の葡萄」、講談「肉付きの面」
ほか／ゆふの会／200円（喫茶
代）／申·問 きんもくせい☎50-
2611（境4-10-4）
■認知症サポーター養成講座
2月24日（土）午後2時～3時30分
／特別養護老人ホームさくらえ
ん（桜堤2-8-31）／市内在住・在勤・
在学の方／20名(申込順)／認知
症についての理解を深める。受
講者には認知症サポーターの証
「オレンジリング」を進呈／無料
／筆記用具を持参／申·問 2月
23日まで同施設☎51-5550へ。
■障害年金セミナー
2月25日（日）／午前10時15分～
正午：身体障害者向け、午後2時～
4時：知的・発達障害者向け／武蔵
野プレイススペースＤ／障害当
事者、家族、支援者など／16名（申
込順）／障害年金の制度、受給要
件、障害の程度、請求の流れ、不服
申立てほか／渡辺公雄（社会保険
労務士）／500円／申·問 FP武蔵
野グループ・渡辺☎90-3034、wat 
anabe-sr@jcom.zaq.ne.jpへ。
■　　　市民交響楽団
　吹奏楽定期演奏会
2月25日（日）午後2時（開場1時

30分）／市民文化会館大ホール
／パリのスケッチ、アルプスの
詩、ぐるりよざほか／無料（全
席自由）／申 当日、直接会場へ
／問 同楽団・太田☎080-2244-
0955
■老いじたく講座
2月27日（火）午前10時30分～
正午／福祉公社会議室／成年後
見制度について／20名（申込
順）／無料／申·問 同公社☎23-
1165
■テンミリオンハウスくるみの木
　ミニコンサート（ファゴット）
3月1日（木）午後1時30分～3時
／20名（申込順）／ファゴットの
演奏を楽しむ／500円（お茶・お
菓子付き）／申·問 くるみの木☎
38-7552（中町3-25-17）
■陸上競技公認審判員取得講習会
3月3日（土）午前9時30分／総合
体育館大会議室／2500円／
申 当日、直接会場へ／問 陸上競
技協会・藤見☎090-2443-6040
■�軟式野球審判講習会
3月4日（日）午前9時～午後1時
（集合午前8時30分）／軟式野球
場（雨天時は9時総合体育館大会
議室集合）／審判に興味のある
方、軟式野球連盟加盟チームは2
名以上／無料／運動のできる服
装／申 当日、直接会場へ／問 同
連盟☎080-8428-7600

■�糖尿病教室「足の手入れと災
害の話、質疑応答」
3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／内田諭（同院内
分泌代謝科医師）ほか／無料／
申 当日、直接会場へ／問 同病院
医療社会事業課☎32‐3111
■就業支援セミナー
①就活エクスプレス：3月7日
（水）～14日（水）。30～44歳非正
規雇用者②ミドルのための再就
職対策講座：3月14日（水）。30～
54歳③シニアの再就職対策講
座：3月16日（金）。55歳以上④若
者と企業の交流会DX：3月26日
（月）。29歳以下（学生可）／東京
しごとセンター多摩（国分寺市
南町3-22-10）／①資格要件、選
考有（要問い合わせ）、②③④予
約制・申込順／詳細はhttp://
www.tokyoshigoto.jp/tama/を
参照／申·問 同センター☎042-
329-4524、④のみ☎042-329-
4510
■�かかりつけ医による
　心肺蘇生法講習会
3月10日（土）午後3時～5時／市
医師会館（中町2-15-5）／18名
（申込順）／AEDを含めた救命
法の実技講習／申·問 同会事務
局☎54-6156

官公署だより
■むさしの消防フェスタ2018
　3月4日（日）午前10時～午後3時／武蔵野消防署（吉祥寺北
町4-6-1）／消防車両展示、消防救助演技、防火防災体験スタ
ンプラリーなどの親子で楽しく防火防災について学べるイ
ベント／申 当日、直接会場へ／問 武蔵野消防署☎51-0119

市制70周年



MUSASHINO CITY 7平成30年2月15日号No.2083

文
化
事
業

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

「ルチアーノ・ビオンディーニ」「松露寄席」「フロリアン・ノアック」「シュテファン・テミン
グ」「ヘニング・クラッゲルー」「アンッティ・パーラネン」「キングズシンガーズ」 2月18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4月・5月 4/1（日） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2018年9月 3/1（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9月

3/7（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 3/6（火） 午前9時 10階スカイ

ルーム

松露庵 茶室 3/10（土）午前9時 和室

吉祥寺美術館 音楽室 3/1（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8月・9月 調整中詳細は
市報3月15日号参照 中2階

事務室
5日未満使用 劇場 2019年4月・5月

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2018年9月★
3/1（木）

午前11時

舞台芸術以外で使用 2018年6月★ 午後2時

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

ルチアーノ・ビオンディーニ
“ジャズでイタリアン・シネマ”
　4月17日（火）午
後7時開演／スイ
ングホール／ルチ
アーノ・ビオン
ディーニ（アコー
ディオン）、ロザリ
オ・ジュリアーニ（サックス）、
ジョー・ラ・バーベラ（ドラムス）、
金澤英明（ベース）／映画「道」「甘
い生活」「ニュー・シネマ・パラダイ
ス」などの音楽／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）
松露寄席
瀧川鯉八　落語・独演会
　4月28日（土）午後
2時開演／松露庵／
全席自由1700円、
◯友  1500円（限定35
名）
フロリアン・ノアック
ピアノ・リサイタル
　5月14日
（月）午後7
時 開 演 ／
市 民 文 化
会館小ホー
ル／ショパン：ピアノ・ソナタ第2
番「葬送」、ボロディン：だったん人
の踊り／全席指定1800円、◯友  
1300円

シュテファン・テミング
リコーダー・リサイタル
　5月17日（木）午
後7時開演／市民
文化会館小ホール
／チェンバロ：
ヴィープケ・ヴァ
イダンツ／コレッ
リ：ソナタ第9番、第10番、「ラ・フォ
リア」、ヘンデル：私を泣かせて下
さい、テレマン：幻想曲第1番／全
席指定2000円、◯友  1800円
ヘニング・クラッゲルー
バイオリン・リサイタル
　5月24日（木）
午後7時開演／
市民文化会館小
ホール／ピアノ：
佐藤卓史／グ
リーグ：バイオ
リン・ソナタ全3
曲／全席指定2500円、◯友  2000円
アンッティ・パーラネン
超絶アコーディオンの夕べ
　5 月 25 日
（金）午後7時
開演／スイ
ングホール
／北欧伝統
音楽とエレ
クトロニック・ダンス・ミュージッ
クを融合／全席指定2000円、◯友  
1800円、25歳以下1000円（要証
明・枚数限定・友の会割引なし）

公会堂…………………吉祥寺南町1-6-22  …………… ☎46-5121
吉祥寺美術館…………吉祥寺本町1-8-16F&Fビル7階 … ☎22-0385
吉祥寺シアター………吉祥寺本町1-33-22 …………… ☎22-0911
かたらいの道 市民スペース …中町1-11-16武蔵野タワーズ1階 … ☎50-0082

芸能劇場…………中町1-15-10 …☎55-3500
市民文化会館……中町3-9-11  …☎54-8822
スイングホール…境2-14-1  ……☎54-1313
松露庵……………桜堤1-4-22  …☎36-8350

事務局（市民文化会館内☎54-8822）
◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団 キングズシンガーズ　

結成50周年ワールドツアー
　5月29日（火）午後7時開演／市民文化会
館小ホール／ルネサンス、民謡、ロマン派、
そして現代まで／全席指定5000円、◯友  
4500円

■吉祥寺美術館臨時休館のお知らせ
　2月21日（水）は、コピス吉祥寺全館休業のため、吉祥寺美術館は休館と
なります／問 吉祥寺美術館

■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：3月7日・8日・14日・15
日・22日・28日の水・木曜（全6回）
午後1時30分～3時30分。6000円。
②エクセル：3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：3月17日（土）午前10時～
正午。1000円。④パソコンの取り
扱い方：3月17日（土）午後1時～3
時。1000円。⑤パソコン個別指導：
3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。2月19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・私立小学校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
■�市指定無形民俗文化財「むさ
しのばやし」成人教室
3月10日～10月20日の毎週土曜

（7月28日～8月25日、9月8日、9
月15日を除く全23回予定）／午
後6時～7時／第一中視聴覚室
（中町3-9-5）／市内在住で20～
50歳の方／指導：むさしのばや
し保存会／2000円（バチ・教本
ほか実費）／申·問 3月3日まで
にハガキ・ファクス（生年月日も
明記）で同会・山嵜☎50-1387、
FAX50-1388（〒180-0001吉祥
寺北町4-13-27）へ。
■�横浜税関の見学と
　市内農業者との交流会
3月14日（水）午前8時30分JA東
京むさし武蔵野支店前（西久保
1-18-10）集合～午後5時30分解
散／横浜税関（横浜市中区海岸
通1-1）／貸切バス使用／市内在
住の方／30名（申込順）／輸入食
品の玄関口である税関を見学
し、食の安全について農業者と
ともに考える／2000円（昼食代
含む）／申·問 JA東京むさし武
蔵野新鮮館☎54-7150
■国際交流協会（MIA）
①中国切り絵体験教室：3月17
日・24日（土）（全2回）。午後1時
～3時。同協会会議室。18歳以上
で初心者の方。20名（申込順。10
名以上で開催）。中国式切り絵作
成の基礎と製作。呉建中（中国出
身）。1500円（同協会会員は900
円）。はさみ（貸出可）。申 3月15

日まで。②世界を知ろうルーマ
ニア編：3月10日（土）午後2時～
4時。同協会会議室。25名（申込
順）。歴史、文化、日本での生活な
ど。ポパ・アントン・ミハイ(ルー
マニア出身留学生)。無料。申 3月
8日まで／【①②共通】申 同協会
☎36-4511。https：//mia.gr.jp/
から申込可。③多文化ミュージ
アムトラベル編：2月24日（土）
午後1時～25日（日）午後7時。武
蔵野プレイスギャラリー。亜細
亜大学多文化コミュニケーショ
ン学科学生による企画展示、同
大学・同協会のパネル展示、モン
ゴル民族音楽演奏など。申 当日、
直接会場へ／【共通】問 同協会☎
36-4511

◆ スポーツ ◆
■むさしのまち歩きツアー
◎3月4日（日）午前9時20分JR武
蔵境駅改札前集合。戦争遺跡を
訪ねる平和散策コース徒歩約5
㎞、2.5時間。◎3月11日（日）午
前9時50分JR吉祥寺駅中央改札
前集合。吉祥寺今昔コース徒歩
約2.5km、2時間／【共通】30名
（申込順）／500円／申·問 観光
機構☎23-5900
■やさしいウオーキング教室
3月10日、4月14日、5月12日、6
月9日、7月14日の土曜（全5回）

／小雨実施／午前9時30分井の
頭公園野外ステージ前集合・午
後0時30分解散／1時間の教室
後約5km歩行。ノルディックウ
オーキング教室あり／1回400
円（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
■ジュニア育成水泳教室
◎月曜：4月2日～6月25日（4月
16日・30日、6月11日除く）。◎水
曜：4月11日～6月20日（6月13日
除く）。◎金曜：4月13日～6月29
日（5月4日、6月15日除く）／【共
通】全10回／①午後3時～3時50
分②午後3時50分～4時50分／
市内在住の幼児・小学生／各20
名（超えた場合抽選）／各4000円
／温水プール／申 2月16日～28
日（必着）までに往復ハガキ（性
別、生年月日、学校名・学年も明
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 ◆
■�行政書士による相談会
2月26日（月）午前9時30分～11
時50分／市役所ロビー／官公
署への創業・許認可手続き、相
続・遺言・成年後見手続き、外国
人の在留・帰化手続きなど法務

書類の作成に関する相談など／
無料／申 当日、直接会場へ／
問 行政書士会武鷹支部☎30-
5899
■�八丁はなみずき保育園
　入園説明会
4月開設予定武蔵野市グループ
保育室／①2月18日（日）午前10
時～、②正午～、③20日（火）午後
6時～、④午後8時～／全て同内
容／40名（申込順）／中央コミセ
ン中町集会所／4月入園を検討
中の方（市民以外の方は利用でき
ません）／申·問 同保育園ホーム
ページhttp://haccho.tokyoへ。
■�「みんなでうたおう　うたご
えの集い」参加者募集
3月1日（木）午後1時30分～（開
場1時）／高齢者総合センター／
市内在住で60歳以上の方／130
名（先着順）／歌声喫茶ともしび
メンバーによる歌・ピアノ／曲
目：学生街の喫茶店、高校三年生
ほか／無料／申 当日、直接会場
へ／問 同センター☎51-1975
（日曜、祝日除く）
■司法書士による法律相談会
3月10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。
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この特集に関するお問い合わせは、市民税課☎60-1823へ

特
集

税の申告受付が始まります

◎本会場 ◎出張受付会場

市役所東棟802会議室 スイング10階　スカイルーム
（境2-14-1）

2月16日（金）〜3月15日（木）＊土・日曜は除く
午前9時30分〜午後4時30分

2月20日（火）・21日（水）
午前9時30分〜午後4時

＊両会場とも車での来場はご遠慮ください。

日程 2月14日（水）〜3月15日（木）の月〜金曜
2月18日・25日の日曜（注）

時間
午前8時30分から（相談は9時から）
（注）�会場が混雑している場合、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

場所 武蔵野税務署 （吉祥寺本町3-27-1）

井ノ頭通り中
央
大
通
り
北口
三鷹駅

中町郵便局
至吉祥寺駅

武蔵野税務署
武蔵野
警察署

イトー
ヨーカドー西館

日本獣医
生命科学
大学武蔵野

プレイス

境一丁目

N

境二丁目第一

武蔵野
スイングビル

至立川

至是政（西武線）

至新宿

イトーヨーカドー
東館

武蔵境駅

北口

南口

武蔵野
市民会館

境郵便局

nonowa

みずき通り

武
蔵
境
通
り

武
蔵
境
通
り

す
き
っ
ぷ
通
り
商
店
街

亜細亜大学通り

（新）武蔵境
市政センター
QuOLa2階

　健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして
一定の取り組み＊を行う個人が、平成29年1月1日以降に
特定一般用医薬品を購入した場合、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創設されました（従来の医療費
控除との選択適用となります）。
 ＊ 詳細は市報1月1日号4頁をご覧ください。
◎ 「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。市民税課
窓口、各市政センターにも用意しています。

●セルフメディケーション税制が始まりました ○ 医療費控除を受けるた
めの添付資料が変わり
ました

　従来の医療費領収書の
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年間保存する必要
あり）。平成31年分までは、
従来どおり領収書の添付
によることもできます。

◎�ふるさと納税ワンス
トップ特例制度をご
利用の方へ

　ワンストップ特例制
度を利用中の方が、個人
住民税の申告または確
定申告をした場合、特例
の適用は受けられなく
なります。申告する場合
には、特例分も含めて申
告をしてください。

　申告者本人の①マイナンバー
を確認できる書類と②本人確認
書類（運転免許証、保険証など）
をお持ちください（郵送での提
出の場合は、上記①、②の写しを
同封してください）。配偶者・扶
養親族を申告する場合、各対象
者のマイナンバーも記載が必要
です（確認書類は不要）。

受付期間
2月16日（金）〜
3月15日（木）

　平成30年度個人住民税（市民税・都民税）の申告・平成29年分確定申告を下記の日程・会場で受け付けます。2月16日・19日および3月12日〜15日
は窓口が大変混み合いますので、できるだけ避けてお越しください。

個人住民税の申告は市役所へ
所得税の確定申告は税務署へ

マイナンバーの記載・
確認書類が必要です

◎市では、申告が必要と思われる方に、市民税・都民税申告書を2月2日（金）に発送しました。
　申告書が届いていない方でも、申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
＊用紙は市民税課、各市政センター、申告会場にもあります。市ホームページから印刷可。

◆ 平成30年1月1日現在、武蔵野市
に居住している方。ただし次の
方を除きます。

① 税務署に所得税の確定申告をす
る（した）方

② 1カ所から受ける給与収入のみ
の方で、勤務先から武蔵野市に
給与支払報告書が提出されてい
る方（勤務先にご確認ください）

③公的年金等収入のみの方
＊ ②または③に該当する方でも、

源泉徴収票に記載されていない
社会保険料や医療費などの諸控
除を受けようとする方は申告が
必要です。

◆ 平成29年中に収入がなかった方
でも次に当てはまる方は、申告
が必要です。

① 国民健康保険あるいは後期高齢
者医療保険に加入している方

②非課税証明書が必要な方
③ 各種手当の受給、限度額適用・標

負担額減額認定証、就学援助の
認定、国民年金保険料の免除、保
育所など利用の給付費支給認定
などを申請予定の方

そのほか、申告が必要かどうか不
明な場合は、市民税課へ。

① 申告書、印鑑、電卓、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類（運転免許
証、保険証など）

②平成29年中の所得が明らかになる源泉徴収票などの資料
③ 所得控除を申告する方は、各種証明書などの資料（国民健康保険税・介護保

険料・後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料控除証明書、生
命保険料・地震保険料などの控除証明書、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〉、身体障害者手帳・障害者控除対象者
認定書など）

＊ 平成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に
よることもできます。

申告書に証明書類、申告者本人の①マイナンバーを確認できる書類と②本人確認
書類の写しを添えて、郵送で〒180-8777市民税課へ。後日問い合わせをすることが
ありますので、電話番号を必ず書いてください。

  個人住民税（市民税・都民税）の申告・相談日程

   公的年金受給者で、確定申告が不要となる方

◎「所得税及び復興特別所得税」・「贈与税」の確定申告書の提出および納付期限：3月15日
（木）／「個人事業者の消費税および地方消費税」の確定申告書の提出および納付期限：4
月2日（月）／＊国税の納付は、便利な電子納税または振替納税を利用してください。電子
納税についてはe-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）を
参照してください。
◎国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、確定申告書など
が作成でき、印刷して郵送などで提出することもできます（申告書など
の様式も同ホームページから入手可）。

　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、公的年金等の
全部が源泉徴収の対象となり、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
の確定申告書の提出は必要ありません。この場合も、所得税及び
復興特別所得税の還付を受けるための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、市民税・都民税申告書の提出が必要です。

（注）�2月18日・25日は申告書作成のアドバイス、申告の受け付け、用紙の交付などを行います。ただし、電
話による相談、国税の領収および納税証明書の発行は行いません／問 武蔵野税務署☎53-1311

   「住民税に関する事項」の記載について該当する方
　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。記載が漏れている場合、控除が適用されないなど個人住民税
が正しく計算されない場合があります。

持参するもの

郵送で提出する場合

●�申告が必要な方�●

  所得税の確定申告書作成会場
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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 ☎

18日（日）
○はせがわ内科 内科・小児科（乳児不可）境4-4-1 53-0001
○石澤敦クリニック 内科 吉祥寺本町1-21-2 20-0755
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

25日（日）
○きくざとファミリークリニック 内科・小児科 中町1-23-3 56-3255
○スイング・ビル野崎クリニック 内科 境2-14-1 36-3534
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
18日（日） 伊藤歯科医院 緑町1-6-26 ☎55-4660
25日（日） 緑町歯科医院 中町2-2-2�ジュネス武蔵野2階 ☎51-8241

休日の医療機関� 2/15（木）～28（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

◎金賞　3作品
大野陽輝（中1）、水野泰樹（中2）、池山ことみ（中1）
◎銀賞　9作品
中嶋那美己（小3）、林いずみ（小6）、磯部絢葉（小1）、林あかり（小4）、正田久能（小3）、松田
航己（小6）、青木咲奈（小3）、髙橋日菜（小5）、牧野衣真（中1）
◎審査員特別賞　4作品
村上蘭（小6）、原さくら（小3）、佐渡颯（小1）、笹川智恵理（中1）

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、乳房超
音波、骨密度測定など／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）
◎講演会「話す、飲む、食べられる口づくり」
3月8日（木）午後2時〜4時／スイングレインボーサロン／70名（先着順）／健康を
自分で守るための口腔を通した予防について／黒岩恭子（茅ヶ崎市村田歯科医院
院長）／無料／共催：市歯科医師会／申�当日、直接会場へ／問�健康づくり事業団
健康づくり支援センター
◎食事♡診断　食生活改善のきっかけづくりに
随時／毎月15名／1日の食事記録を所定の用紙に記入し提出。栄養
バランスと管理栄養士からのアドバイスが郵送で届きます／
申·問�電話、Eメール（3頁の申込要領参照）または直接健康づくり支援
センター、heartshindan@musashino-health.or.jpまたは右記二
次元バーコードから申込可

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

文中の敬称略図 書 館

●中央図書館………………吉祥寺北町4-8-3☎51-5145

●吉祥寺図書館臨時窓口…吉祥寺南町2-4-6�アイリスコーポ1階

●武蔵野プレイス…………境南町2-3-18☎30-1900

http://www.library.
musashino.tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に�m/�を

■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）
　3 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 3月9日までに電
話または直接健康課へ。

■乳幼児健康診査
　3〜4カ月児、6・9カ月児、1歳6
カ月児、3歳児の健康診査は対象
者に個別通知をしています／転入
の方には通知が届きませんので問
い合わせてください／問�健康課

■こんにちは赤ちゃん訪問
　生後4カ月
ごろまでの
赤ちゃん全
員を助産師・
保健師が家庭訪問し、赤ちゃんの
健康チェックや育児の相談を行っ
ています／赤ちゃんが生まれたら
母子健康手帳に挟んであるお誕生

■�5歳児歯科教室
　3月14日（水）午後1
時〜2時30分受付／平
成30年3月14日現在
満5歳の方／30名（申込順）／歯科
健康診査、歯みがき実習、むし歯菌
の活動テスト／母子健康手帳、歯
ブラシ・コップを持参／申·問 3月9
日までに電話または直接健康課へ。

■�かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　3月20日（火）午
前10時15分〜11
時30分／平成29
年4月〜6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 3月13日までに電話また
は直接健康課へ。

母子保健

■�胃がんハイリスク検査のお知らせ
　3月16日（金）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 3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。

■�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

■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

■土曜の午後の映画会
　2月24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）／「シーヴァス〜王子さまにな
りたかった少年と負け犬だった闘
犬の物語」（2014年、トルコ・ドイ
ツ、97分、カラー、字幕版、監督：カ
アン・ミュジデジ、出演：ドアン・イ
スジ、ムッタリップ・ミュジデジ、オ
カン・アヴジュほか）／無料／申 当

■�吉祥寺東急REIホテルにブック
ポストを設置しました
　利用者の利便性向上のため、吉
祥寺東急REIホテル（吉祥寺南町
1-6-3）敷地内に、図書館貸出資料
返却用ブックポストを新設しまし
た。CD・DVD・他自治体から貸し
出しの資料の返却はできません／
問�中央図書館

■�子ども図書館文芸賞受賞作品が決定しました
　1027点の応募作品の中から、審査の結果、下記の方
の作品が選ばれました。多数のご応募ありがとうござ
いました。受賞作品を掲載した作品集は2月26日から
各図書館で配布予定です。詳細は図書館ホームページ
を参照ください／問 中央図書館

日、直接会場へ／問�中央図書館

中も地域で安心して生活していけ
るよう、妊娠期から一人ひとりに
寄り添い、地域とつなぐサポート
をします。転入された妊婦もお越
しください／問�健康課マタニ
ティ安心コール☎51-0703

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
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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　4/1号…3月2日、4/15号…3月16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
ハワイの風を感じなが
ら本場のフラを踊って
みませんか

①大人3月13日（火）午前10時
〜②子ども3月1日（木）午後4時
〜／西久保コミセン

1回500円
清水
090-6113-2776

赤ちゃん連れ可／
初心者歓迎／英語
＆日本語で授業

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
22日（木）

■コミュニティのつどい「外環道路問題の今－『大深度本線』『地上
部街路』って知っていますか？」　午後7時〜9時／「武蔵野市にお
ける地上部街路に関する話し合いの会」中間とりまとめ編集会議／
村井寿夫／協力：むさしの地区外環道路問題協議会事務局

3/3（土）
■軽スポーツの日「食事で脳を活性化。認知症予防」のお話と「元気
アップ体操」　午前10時〜正午／20名／飲み物・スポーツタオル・
上履きを持参／共催：健康づくり支援センター／申 窓口へ

吉　南 お知らせ ■予約受付臨時窓口（午後1時〜5時）／①3月1日：3月20日〜31日
利用分のみ②3月2日〜19日（14日を除く）：通常受付

御殿山 3/1（木）
■おひなさまカフェ　午後2時〜4時／おひな様と一緒にコー
ヒー、甘酒、ひなあられ。楽しくおしゃべりしましょう／100円（小
学生以下無料）／共催：御殿山福祉の会

本　町 25日（日） ■ひなまつりのつどい　午前11時30分／吉祥寺本町1丁目、吉祥
寺東町在住の70歳以上の方／500円／共催：東部福祉の会

吉　北

17日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／テーマ：なかよし、パネルシア
ター、工作

28日（水） ■和紙で作るおひなさま　午後2時〜4時／材料はコミセンで用意
します

3/3（土） ■スマートフォン1日無料体験　午前10時〜正午／20名／スマー
トフォンは用意します／申 20日〜

けやき

15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
とその家族／おもちゃや手遊びで遊びましょう

17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

24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

3/3（土） ■けやきひなまつり　午前10時〜午後3時／80名／お茶会、お抹
茶サービス／ひな人形とつるし飾り展示22日〜3/3

3/11（日）
■ジャズコンサート　午後2時〜4時／50名／サックスとピアノに
よるデュオコンサート／佐藤恭子（サックス）、成田祐一（ピアノ）／
300円／申 3/6まで 

中　央 24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

中　町
集会所 19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 23日・
3/2（金）

■基本・入門スマートフォン学習会　午前10時〜正午／スマート
フォン所有者／8名／2日講座／800円／申 21日までに窓口へ

緑　町
18日（日） ■地域交流会　午前11時／これからの利用についての話し合い／

申 

25日（日） ■お菓子づくり「シフォンケーキ」　午前10時／7名／500円／エプロ
ン・三角巾を持参／申 参加費を添えて窓口へ

西　部

3/3（土）
■ちびっこ運動会　午前10時30分〜正午（受付10時）／未就学児
の家族／50組／参加賞あり／体育室履きを持参／申 goo.gl/ 
4q7DbU、または電話・窓口へ

3/4（日）
■3コミセンネットワーク事業「千葉啓介ピアノコンサート」　午後
2時〜3時40分（1時30分開場）／スイングホール／180名／申 境
南・桜堤・西部コミセンの窓口で入場整理券を配布

3/6（火） ■生活習慣病予防料理講習会「脳を健康に保ちましょう」　10名

境　南

23日（金）
■親子の栄養講座と運動講座　午前10時30分〜11時40分（受付
10時15分）／市内在住の6カ月〜12カ月の乳児と親／15組30名
／共催：健康づくり支援センター

26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」

3/8（木） ■武蔵野地粉うどんの講話と実演　午前10時〜午後1時／境南町
在住の方優先／20名／200円／申 17日〜

桜　堤
23日（金）

■天体観望会「月をみよう」　午後7時／けんちん汁あり／遠藤勇
夫・岩下由美（国立天文台天文情報センター）／荒天の場合はコミセ
ンに問い合わせ

26日（月）〜 ■パソコン学習会（個別指導）　3/19までの毎週月曜／午後1時30
分〜4時／参加者の質問に答える勉強会

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

　「関前ミュージックフェスティバル」は、日頃
から当コミセンで楽器やコーラスなどを練習さ
れている方々の発表の場として、3年前から始
まった事業です。昨年9月の開催時には、子ども
から大人まで大勢の方々がロビーに集まり、歌
謡曲・コーラス・民謡・詩吟やウクレレ・ギター・三味線・尺八・トランペット・バ
イオリン・ピアノなど幅広いジャンルの歌や演奏に熱心に聴き入りました。地
域で音楽を楽しまれている方たちにもお声掛けをしたところ参加者の輪が広
がり、利用者と地域の皆さんが交流する楽しい一日となりました。
　音楽を通して親睦を深めることのできるこの事業が、今後ますます成長し
関前の秋の風物詩になればと思っています。

「関前ミュージックフェスティバル」
関前コミュニティ協議会コミュニティ・

レポート

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
シニアの軟式野球
チーム「西東京クラ
ブ」

毎週月曜・木曜／午前9時
〜正午／武蔵野中央公園

月1000円
花村
090-3913-1883

スコアラーも募集してま
す

仲間あつまれ

昨年の「ミュージックフェスティバル」の様子

「
つ
な
が
り・に
ぎ
わ
い・秋
神
輿
」

■ 「文化オリンピアードで地域の活力創出を〜武蔵野市で私たちができ
ること」シンポジウム開催

　２月18日（日）午前10時〜正午／市役所811会議室／東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を通して、どのような文化を発信し、享受するこ
とができるのか。文化オリンピアードを考える／基調講演およびパネルディ
スカッション／吉本光宏（ニッセイ基礎研究所）、榎本了壱（アタマトテイン
ターナショナル）、高樹ミナ（スポーツライター）／無料／ルーマニアホスト
タウングッズプレゼント／申 当日、直接会場へ／問 交流事業課☎60-1806

■ 外国人にもおすすめ　お気に入り
　スポットの写真公募　グランプリ決定

　2月16日（金）〜25日（日）／吉
祥寺駅南北自由通路「はなこみ
ち」に展示します／問 企画調整
課オリンピック・パラリンピッ
ク担当☎60-1970

■ 市老壮連合会「趣味の作品展」
　3月10日（土）〜12日（月）／午
前9時30分〜午後3時30分（12日
は3時まで）／市民文化会館展示

■ むさしの自然観察園「ガラスのポットで
おしゃれに多肉植物を育てよう」
　3月3日（土）午前
10時〜正午／小学3
年生以上。大人も大
歓迎／ 15 名（申込
順）／テラリウム（ガラス容器で植
物を育てること）で多肉植物を育
てる／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）

■　　　 外国人による日本語
　スピーチ大会
　3月3日（土）午後2
時〜3時30分(開場1
時30分)／スイング
ホール／160名／中国、イギリス、
ウクライナ、韓国、ネパール、イン
ドネシア、アメリカなど出身の外
国人による、日本の生活で心が動
いたエピソードなどの日本語のス
ピーチ(出場者変更の場合あり)／
無料／申 当日、直接会場へ／問 国
際交流協会☎36-4511

市制70周年

■ むさしの発見隊
　「色が変わるランプを作ろう」
　3月18日
（日）／午前
10時〜正
午、午後1
時30分〜3時30分／ふるさと歴
史館／市内在住・在学の小学1〜3
年生と保護者／各15組（超えた場
合抽選）／成蹊学園のケヤキの枝
に和紙を貼り、3色に色が変わる
ランプを作る／200円／申·問 3
月1日（必着）までに往復ハガキ（3
頁の申込要領参照し、学校・学年、
保護者氏名も明記）で郵送または
返信用ハガキを持って直接ふるさ
と歴史館☎53-1811へ。
右記二次元バーコード
から申込可。

室／絵画、写真、書道、手芸、工芸、
陶芸など／無料／共催：市教育委
員会／問 市老壮連合会・小西☎
090-8648-7645
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