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人口と世帯� 《平成30年3月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万4854人（63人減）　世帯数 7万5804世帯（85減）
●男 6万9435人（58人減） ●女 7万5419人（5人減）

〈うち外国人住民数〉3012人（22人減）

 特集 平成30年度予算案 …………… ❻〜❾
女性法律相談がスタートします ……… ❷
平成31年度採用市職員募集 …………… ❸
Music place青少年たちの音楽発表会2018 … 12

4月1日（日）午前10時〜午後4時
会場：�むさしの市民公園、陸上競技場およびその周辺、�

緑町スポーツ広場ほか

当日は、各所でイベントを開催しています

少し足をのばして…
武蔵野桜まつり周辺お花見スポット

お花見に陸上競技場芝生スタンドを
無料開放します

ステージ	 ヒーロー戦隊ショー、むさしのばやし
縁日広場	 	友好都市やアンテナショップ「麦わら帽子」による特産品

販売
子ども村	 フアフア、アニマルホッピング、キックターゲット
パレード	 	武蔵野さくら音頭、藤村女子中学・高等学校トワーリング

バトン部、遠野市山口さんさ踊り
そ の 他	 	名水によるお茶会　　など
＊�詳細は「桜まつりイベントプログラム」（3月下旬新聞折込予定）参照
＊�車での来場不可。パレードのため中央通りの一部および市道212号線（市
役所とクリーンセンターの間の道路）が交通規制されます
＊一部の催しには年齢制限があります
＊�雨天決行ですが、一部予告なく内容を変更・中止する場合があります
主催：武蔵野桜まつり実行委員会／問	武蔵野桜まつり
実行委員会事務局（生活経済課内）☎60-1832

さんさ踊り
岩手県に伝わる農民の踊りで、
遠野市との友好交流30周年を
記念してパレードとステージ
に特別参加し、軽快なおはやし
に合わせ、桃色の衣装で華やか
に踊ります。

クリーンセンター見学者コースを開放
午前10時〜午後3時30分（午後4時閉館）／
2階の見学者コースを開放します。自由に
見学できます／問	クリーンセンター☎54-
1221

武蔵野中央公園（八幡町2丁目）
「原っぱとスポーツ
広場」を中心とした
公園です。広い原っ
ぱでは、桜をめでな
がら、お弁当を広げ
ピクニックを楽しむ
ことができます。

伏見通り
関前橋の交差点から南
へ通り沿いに桜並木が
続きます。市内でも有
数の長い桜の道を楽し
むことができます。写
真は都立武蔵野北高校
前の様子です。

3月17日(土)〜4月8日(日)／午前9時〜午後5時／陸
上競技場芝生スタンド部分／大会使用・開花状況など
により変更・中止あり／出入りは北門から（中央門入場
不可）／トラック・ジョギングコース・フィールド・聖火
台付近立入禁止。アルコール類持込不可。ごみは各自持
ち帰り。ペットを連れての入場禁止／問�総合体育館☎
56-2200

市報3月1日号　お詫びと訂正
1頁の市長コラムで、市の施設における掲揚について「弔旗または反
旗」とあるのは「弔旗または半旗」の誤りでした。お詫びして訂正い
たします／問�秘書広報課☎60-1804

中央通り、市道212号線など（桜のトンネル）
中央通りと市道212号線
沿いには合わせて約200
本の桜があります。さら
に市道212号線から緑町
コミセンへ向かう道にも
写真のような桜並木が続
いています。

成蹊学園　成蹊桜祭
午前10時30分〜午後４時／学園内の120
本を超える桜の下で、乗馬体験やステージ
演奏、模擬店など子どもから大人まで楽しめ
るイベント／無料／雨天決行／問	成蹊桜祭
実行委員会☎51-2244（吉祥寺北町3-3-1）

市役所周辺　桜のライトアップ
3月下旬〜4月上旬（開花に合わせて実施）／
午後6時〜9時／桜のアーチが続く中央通り
をライトアップ／問	観光機構☎23-5900

NTT武蔵野研究開発センタ　桜並木開放と史料館特別公開
午前10時〜午後5時／センタ内の桜並木と、日
本の通信技術史を飾る貴重な史料などを公開。
子どもも楽しめるレトロ電話の通話体験ほか
／無料／アンケート回答者に、ペーパークラフ
ト「ショルダーホン」をプレゼント／飲食物の持
込および車での来場不可／問	NTT情報ネット
ワーク総合研究所☎59-3311（緑町3-9-11）
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武蔵野桜まつり
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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

「買う前に　捨てる場面も考えて」　久保しほさん（市内在住）
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
地域自立支援協議
会

3月22日（木）
午後6時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
今年度の総括について
ほか

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

バリアフリーネッ
トワーク会議

3月23日（金）
午後3時

市役所
802会議室

15名程度（先着順）／バリア
フリー基本構想に基づく後期
特定事業計画についてほか

当日、直接会場へ
まちづくり推進
課☎60-1870

非核都市宣言平和
事業実行委員会

3月27日（火）
午後6時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／憲法
月間記念行事について
ほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

健康福祉総合計画・
地域リハビリテー
ション推進会議

3月28日（水）
午後6時〜
7時30分

市役所
811会議室

10名程度（先着順）／
第3期健康福祉総合計
画の策定についてなど

当日、直接会場へ
地域支援課
☎60-1941

地域自立支援協議
会（全体会）

3月29日（木）
午後6時30分

市役所
811会議室

10名程度（先着順）／
今年度の各部会の活動
報告についてほか

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

教育委員会定例会 4月4日（水）
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

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

永嶋獣医科医院 吉祥寺東町1-5-13
☎22-4021

本宿犬猫病院 吉祥寺東町3-17-1
☎22-7728

おおむら動物病院 吉祥寺本町2-30-9
☎29-7887

三鷹獣医科グループ 中町2-6-4
☎54-5181

サカキバラ動物病院 中町2-13-25
☎53-7215

井の頭通り動物病院 西久保1-38-5
☎38-8963

グリーンパーク
動物病院

緑町1-7-25
☎54-1122

渡邉家畜医院
（済票発行なし）

関前5-12-9
☎52-4523

豊田動物病院 境南町2-19-11
☎32-3445

募　集
特に記載のないものは平成31年3月31日まで（試用期間なし。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。

■嘱託職員などの募集

指
導
課

学校図書館
サポーター

（登録制）
臨時職員

小・中学校での図書館利用支援、図書
館を利用した授業の補助、図書館デー
タべ―スの維持管理など／司書、司書
補または司書教諭の資格を有する方

学期ごとに任用／月〜金
曜／午前8時〜午後5時の
うち5時間（小学校は水曜
3時間）／小・中学校図書館
／時給970円／交

欠員が生じた
場合、連絡のう
え面接

申·問 随時、市販の履歴書（写真貼付、実務経験・教員免許の有無を明記）、司書・司書補・司書教諭
の資格証の写しを郵送で〒180-8777指導課☎60-1253へ

小学校理科
指導員
若干名

小学校高学年を中心とした理科授業
の実施／小学校全科教員免許を有し
理科教育に関する知識や経験のある
方または中学校理科もしくは高等学
校理科の教員免許を有する方

5月1日〜／週2・3日予定
／小学校／時給3000円
（交通費含む）

書類審査、
面接：
4月12日（木）

申·問 4月2日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777指導課☎
60-1897へ。「理科指導員希望」と明記

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
民
課

市民課窓口
業務
3名
嘱託職員

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／
市民雇用創出事業

6月1日〜／週5日（月〜金曜。
所定外労働あり）午前9時〜
午後5時／月額21万400円／
交

書類審査、
面接：
4月12日（木）

申·問 3月23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市民課
☎60-1838へ

子
ど
も
育
成
課

公立保育園用務
1名
嘱託職員

保育園の園舎・園庭
の維持管理／普免
／ 市民雇用創出事業

5月1日〜／週5日（月〜金曜）／午前8時
30分〜午後4時30分／境保育園／月額
21万400円／交

書類審査、
面接：
3月29日（木）

申·問 3月22日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777子ども
育成課☎60-1854へ

児
童
青
少
年
課

児童館業務
全般
1名
嘱託職員

保育士登録証または
幼小中高の教員免許
のいずれかを有する
方

5月1日〜／週5日（月〜土曜。隔週で土曜勤
務あり）4月〜9月：午前9時30分〜午後5時
30分、10月〜3月：午前9時〜午後5時／月額
21万7400円／交

書類審査、
面接：
4月10日（火）

申·問 3月31日（土・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、免許状などの写し、小論文「子ども
の健全育成のための児童館職員の役割」（800字以内）を郵送で桜堤児童館☎53-2206（〒180-
0021武蔵野市桜堤2-1-29）へ

子
ど
も
協
会

学童嘱託
指導員
若干名

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

採用日（応相談）〜／週5日（月〜金曜）午後0
時30分〜6時30分（学校休業日などは午前
8時〜午後7時のうち9時間・休憩1時間）1年
単位の変形労働時間制／学童クラブ（小学校
内）／月額22万3300円／交

書類審査、
面接：
4月12日（木）

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

建
築
指
導
課

窓口および一般
技術業務
2名
嘱託職員

建築指導業務補助／建築士資格ま
たは同程度の知識を有する方／
PC／普免

5月1日〜／週5日（月〜金
曜）午前9時〜午後5時／
月額28万700円／交

書類審査、
面接：
4月6日（金）

申·問 3月27日（火・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

高
齢
者
支
援
課

高齢者福祉に
関する事務
1名
嘱託職員

窓口・電話応対、経理、データ
入力、書類作成など／ PC／
市民雇用創出事業

5月15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：
4月11日（水）

申·問 3月28日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777高齢者
支援課☎60-1846へ

■�古着の出し方に注意してください
　古着は水分
を含んでしま
うと、カビが
発生し再利用
できません。
なるべく雨の
日は避け、透明・半透明袋に入れて
出してください。古着として出せ
るものは、汚れや破損が無いもの
です。ボタンなどは取らずに出し
てください。まだ着られるもので
も、ひどく汚れているもの、下着
類、靴下、手袋、ネクタイ、帽子、古
くなったタオルやシーツ（ボロ
布）、着物、浴衣などは資源にはな

■�ごみ分別案内所を開設
　3月26日（月）
〜30日（金）／
午前9時〜午後
4時（27日は午
前10時〜）／市
役所ロビー／
分別方法の案
内・展示、ごみ収集開始手続きの案
内、ごみ減量の取り組み紹介、ク
リーンむさしのを推進する会によ
る分別相談など／問 ごみ総合対
策課

■�狂犬病予防注射を接種して
　ください
　4月1日（日）〜
14日（土）／集合
注射会場：市内
の獣医師会加盟
病院（下表）、三鷹市内の獣医師会
加盟病院／飼い主は犬の登録後、
毎年の予防注射と注射済票の交付
を受けなければなりません。注射
済票は集合注射会場では接種時に
同時交付、他病院は注射済証明書
を持参のうえ市役所、市政セン
ター（休日・夜間を除く）で交付を
受けてください（手数料550円）／
問 環境政策課☎60-1842

■�悪質商法被害防止街頭キャン
ペーン
　3月 22 日
（木）午後1時
30分〜3時
／雨天実施
／コピス吉
祥寺ふれあいデッキこもれび（吉
祥寺本町1-8-16）および吉祥寺駅
周辺／増加し多様化する悪質商法
の被害防止を広く呼び掛け、啓発
チラシを配布／協力：武蔵野警察
署、市商店会連合会、吉祥寺活性化
協議会、武蔵野防犯協会、市消費者
運動連絡会、市民安全パトロール
隊／問 消費生活センター☎21-
2972

■�中央市政センターで臨時の
　休日窓口を開設
　3月18日（日）、4月1日（日）／午
前9時〜午後4時／住民異動届（転
入・転出・転居）、住民票の写し、印
鑑証明書、戸籍（現在・除籍・改製
原・附票）などの証明書の発行、印

りません。燃やすごみの日に出し
てください／問 ごみ総合対策課

鑑登録・廃止、戸籍届出など。※市
税などの納付など、一部取り扱い
できない業務があります。3月・4
月は大変な混雑が予想されますの
で、時間に余裕を持ってお越しく
ださい／問 中央市政センター☎
56-3800

■女性法律相談がスタートします
　4月より市内在住・在勤・在学の
女性を対象に、離婚調停や扶養・相
続などの法律的な対応や手続きに
ついて、女性弁護士が相談に応じ
ます／第1土曜午前10時〜正午（1
回30分）／男女平等推進センター
相談室／無料／秘密厳守／要予約
／「女性総合相談」の相談日が変更
になります（詳細は市報4月1日号
参照）／申·問 男女平等推進セン
ター☎37-3410



区分 職種 採用
予定者数

上級

一般事務
一般方式

20名程度
WEB試験方式

一般技術（土木）

若干名一般技術（建築）

保健師

＊�受験資格および試験日など詳細は市報4月
1日号、市ホームページ、試験案内に掲載。

3月のお知らせ
■�選挙人名簿登録者数（3月定時登録）
　3月1日現在の登録者数は、男5万
8033人、女6万4616人、計12万2649人
です。また、在外選挙人名簿の登録者数
は、男226人、女227人、計453人です／
問 選挙管理委員会事務局☎60-1893

■�商工会館　7月分申込
　市民会議室、会議所会議室：4月3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

■�平成31年度採用市職員募集
　試験案内：4月2日（月）から市役
所案内・人事課、各市政センター・
図書館、市民文化会館、総合体育
館、市民会館、スイングホール、吉
祥寺シアター、武蔵野プレイスで
配布、市ホームページに掲載。各施
設へは開館日・時間を確認のうえ
お越しください／申込期間：4月3
日（火）〜17日（火）午後5時／問 人
事課☎60-1810

■�親子向けスポーツ教室「産後ヨガ」
　5月8日〜7月3日の火曜（5月15日を除く全8回）／
午前10時〜11時／総合体育館柔道場／生後2カ月〜1
歳未満の子と母親／20名（超えた場合抽選）／託児：参
加者以外の未就学児（生後5カ月以上）6名（1回750円）
／4000円／申·問 3月31日（必着）までにハガキ・ファ
クス（申込要領参照し、親子の生年月日、在勤者は勤務先、託児希望は子の
名前、生年月日、月齢、性別も明記。FAX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.musashino.or.jp/から申込可。

■スポーツ教室
　総合体育館／15歳以上（中学生を除く。定員を超えた場合抽選）／★は
未就学児（生後5カ月以上）の託児あり（1回750円）／申·問 3月31日（必
着）までにハガキ・ファクス（申込要領参照し、生年月日、在勤・在学者は
勤務先・学校名、託児希望は子の名前、生年月日、月齢、性別も明記。FAX
は要受信確認）または所定の申込用紙（同館で配布）で総合体育館☎56-
2200、FAX51-5493 へ。http://www.musashino.or.jp/ か ら 申 込
可。

■子ども向けスポーツ教室
　1人1教室／総合体育館／定員を超えた場合抽選
／申·問 3月31日（必着）までにハガキ・ファクス（申
込要領参照し、生年月日、在学者は学校名・学年も明
記。FAXは要受信確認）または所定の申込用紙（同館
で配布）で総合体育館☎56-2200、FAX51-5493
へ。http://www.musashino.or.jp/から申込可。

トピックス  第12回日本ファシリティマネジメント大賞において
　　　　　武蔵野プレイスが最優秀賞（鵜澤賞）を受賞しました
　（公財）日本ファシリティマネジメント協会が
主催する日本ファシリティマネジメント大賞
（JFMA大賞）において武蔵野プレイスが最優秀
賞（鵜澤賞）を受賞しました。
　同館は、ファシリティマネジメント手法（経営
管理手法）を取り入れ、図書館や生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動
支援などの複数の機能を積極的に融合させた複合施設であり、「活発な活
動を誘発する」と評価されました／問 生涯学習スポーツ課☎60-1902

　テンミリオンハウスとは、武蔵
野市独自の仕組みであり、介護予
防や認知症予防を目的に18年前
にスタートした事業です。市が施
設を用意し、年間1000万円を上限
とした補助金を交付し、市民団体
やNPO法人など地域の団体が運
営を担当しています。来館者はそ
こで、昼食を食べたり、おしゃべり
をしたり、講座を受講したりして、
自分たちの居場所となっていま
す。武蔵野市では高齢者の一人暮
らしや高齢者のみの世帯が増えて
おり、社会との繋がりが弱くなっ
ていく中で、生活習慣のサイクル
を作り、顔見知りがいる中で、でき
るだけ長く地域で暮らしていくと
いった趣旨で開設されています。
　テンミリオンハウスの特徴は、
介護保険制度を使っていないこと
です。介護保険制度は煩雑な手続
きがある上に、認定が得られない
ケースを考えると、どなたでも施
設を利用してもらいたいといった
趣旨と反してしまうからです。ま
たテンミリオンハウスは、共助と
いった中で、地域の人材を掘り起
こして、地域の力で支え合ってい
くといった特徴もあります。
　テンミリオンハウスの1日のス
ケジュールは、午前10時に開所、
午前に一つ講座があり、手作りの
昼食を挟んで、午後に一つの講座
が入り、午後4時に閉所が一般的
で、週5〜6日の開所となっていま
す。講座のプログラムは、体操系の
もの、手芸、絵手紙、俳句、書道など

さまざまで、最近は健康マージャ
ンが好評です。また、運営団体の工
夫次第で、団体内やその知り合い
に精通している人がいれば、初心
者パソコン教室、初心者英会話教
室、フラワーアレンジメント、ネイ
ル教室なども行っています。高齢
者向けの講座が多いですが、基本
的にはどなたでも参加できます。
　市内には、現在8カ所のテンミ
リオンハウスがあり、今後も市内
に満遍なく配置する予定で、地域
社協と同数の13カ所程度を目安
として増やしていきたい意向で
す。特徴のあるテンミリオンハウ
スとして、境南町にある花時計は、
施設内に子育て支援を併設してい
ます。そこでは、母親を対象とした
若年層向けに講座も行っていま
す。一方、関前にある関三倶楽部で
は、短期間の宿泊を伴うショート
ステイにも対応しています。また、
市では、テンミリオンハウスより
も小規模な高齢者の通いの場とし
て、いきいきサロンも設置してい
ます。
　介護保険制度を補完する仕組み
として位置づけられたテンミリオ
ンハウスですが、地域の活力を掘
り起こし、住民をつなぐ、まちづく
りとしても大切な役割がありま
す。
（取材協力：高齢者支援課／執筆
者：小町友則）
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
高齢者支援課☎60-1940へ

地域の力で支え合う
介護予防テンミリオンハウス

教室名 日程 曜日 回数 時間 定員 参加料
太極拳 5/11～8/31

金
※

16 午後7時～9時 40名 5800円
はじめてのエア
ロビクス★ 5/11～7/13 9 午前9時15分～10時15分 60名 3600円

エレガンススト
レッチ 5/7～7/2 月 各9

正午～午後1時15分 各
40名

各
3200円

やさしいヨーガ 午後1時45分～3時
※期間中6/15は休講

教室名 日程 曜日 回数 対象 時間 定員 参加料

剣道①

4/18～
6/27 水

※

各
10

小学生初心者 午後3時30分～4時30分 各
30名

3400円

剣道② 小学生経験者 午後4時45分～6時 3900円

柔道① 小学生初心者 午後3時30分～4時30分 各
20名

3400円

柔道② 小学生経験者 午後4時45分～6時 3900円

バトントワリング 5/9～7/4 9
小学生

午後4時～5時 40名 3400円

器械運動 5/12～
7/7 土 8 午前9時30分～

10時30分 30名 4000円

※期間中5/2・26は休講



◎武蔵野自然クラブ
4月15日（日）開講式～平成31年3月／総合体育館ほか／電車、貸切バス使用（係員同行）／
市内在住・在学または保護者が在勤の新小学4年生～18歳／50名（申込順）／最少催行16
名／昆虫採集、野鳥観察など12回のフィールドワークと8回の標本教室／5000円（野外
実習費別途）／昼食持参／申·問 往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、生年月日、学校名・学
年、保護者が在勤の場合は勤務先も明記）で郵送またはハガキを持って直接野外活動セン
ターへ
◎アウトドアカレッジ～マイ救急セット講座
4月18日（水）午後7時～9時／総合体育館／サポートスタッフ登録者または市内在住・在
勤・在学で18歳以上の方（高校生不可）20名（超えた場合登録者優先し抽選）／最少催行6
名／本当に使える救急セットの中身を紹介／寺田達也／登録者1000円、一般2000円／
申·問 3月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、生年月日、在勤・在
学者は勤務先・学校名も明記。FAXは要受信確認。電話申込不可）または直接野外活動セン
ターへ。ホームページから申込可
◎「自然の村直行バス運行」1泊2日で自然の村へ
5月26日（土）午前8時三鷹駅北口出発～27日（日）午後5時解散／貸切バス使用（係員同
行）／自然の村（長野県川上村）宿泊／市内在住・在勤・在学の方ほか／25名（申込順）／最
少催行5名／往復4000円（宿泊・食事・施設使用料別途）／26日清里、27日川上村山菜まつ
り会場へ／申·問 2カ月～2日前に自然の村の宿泊予約と合わせて直接野外活動センター
へ
＊旅行条件説明書はホームページまたはDo Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513号
一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

■�野外活動センター☎54-4540、FAX51-9810、http://www.musashino.or.jp/

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（4月）
　火〜木曜（4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。

① ソシアルダンス 4/8（日） 午後1時／体 ダンス室 10円

②

水泳 5/20（日）午前9時30分／温水プール／小学生以上／申 3/16～4/18 10円

弓道 4/8（日） 午前9時30分／体 弓道場／中学生以
上の的前経験者／申 3/16～4/1 10円

バドミントン
男子複・
女子単 4/15（日）午前9時／体 メインアリーナ／中学

生以上／申 3/16～29 10円女子複・
男子単 4/28（土）

バレーボール

6人制男女 4/30
（振休）

午前9時／体 メイン・サブアリーナ／
高校生以上／主将会議4/18（水）午後
7時体 視聴覚室／申 4/1～15

180円
ソフトバレー
ボール 100円

9人制男女 5/19（土） 180円

卓球 5/6（日） 午前9時／体 メインアリーナ／小学生
以上／申 4/5～4/18 10円

③

クレー射撃 4/14（土）
午前9時（受付8時30分～）／都留市
鹿留射撃場／鉄砲所持許認者／
申 3/16～4/2（必着）

2500円

テニス・
シングルス

男女A
5/6（日） 午前9時／庭球場／16歳以上／予備

日6/10・17(日)／ドロー配布4/28
（土）～5/5（祝）／A：昨年大会Aクラ
スでベスト8以上か自己推薦およびB
クラスでベスト4以上、B：それ以外／
申 3/31～4/14（消印有効）

1人1日：
10円

ベテラン男子
（60歳以上）
男女B 5/20（日）
男女B
勝ち残り 6/3（日）

体 総合体育館

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 ◆

■ 在宅でのお看取りを一緒に
　考えてみませんか
3月23日（金）午後6時30分〜9
時／スイングホール／150名／
看護師による事例紹介、講演「誰
もが後悔しないための意思決定
を支える」／村野賢一郎（一生堂
クリニック往診医師）／無料／
申 当日、直接会場へ／問 多摩た
んぽぽ介護サービスセンター・
千葉☎34-1011
■ 特技を生かして稼ぎをつくる
勉強会〜フードビジネス編
3月24日（土）午前10時30分〜
正午／武蔵野プレイススペース
C／関心のある方／20名（申込
順）／開業のコツ、事例紹介、
シェアキッチンの紹介／500円
／申·問 Eメールで（株）タウン
キッチン8k@town-kitchen.co 

mへ。
■ まちぐるみ子育て応援事業
　「ローズカフェ」
3月25日（日）午前10時30分〜11
時30分／杉の樹ホール（境2-8-
3）／乳幼児親子、関心のある方
／7組（申込順）／蘭展で春蘭を
めで香りを楽しもう／村松義定
（武蔵野蘭友会会長）／無料（お
土産付）／申·問 午前9時〜HBB
（Happy and Boon Buddy）・
hbb925@nifty.com、同団体・古
川☎090-6042-4917
■テンミリオンハウスくるみの木
　アロマ講座
3月29日（木）午後1時30分／10
名（申込順） ／精油を使ってルー
ムスプレーを作る／700円（ハー
ブティ付き）／平奈津子（AEAJ
認定アロマインストラクター）／
申·問 くるみの木☎38-7552（中
町3-25-17）
■老いじたく講座
3月29日（木）午後1時30分〜3時
／高齢者総合センター／20名
（申込順）／無料／申·問 福祉公
社☎23-1165
■もの忘れ教室
3月30日（金）午後2時〜3時／武
蔵野赤十字病院山﨑記念講堂／
「認知症の人のこころの理解と
支援（仮）」／100名／菊池陽子

（同病院心療内科臨床心理士）／
無料／申 当日、直接会場へ／
問 同病院認知症疾患医療セン
ター☎32-3111
■ ESD成蹊フォーラム2018　成蹊学園サス
テナビリティ教育研究センター開設記念

4月1日（日）午後1時〜3時30分
／成蹊大学6号館（吉祥寺北町
3-3-1）／実践報告：持続可能な
社会づくりのための成蹊の学
び、特別講演：中村卓司（国立極
地研究所長）／無料／申 当日、直
接会場へ／問 同学園経営企画グ
ループ☎37-3761、strategy@
jim.seikei.ac.jp
■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初めてのパソコン：4
月4日（水）・5日（木）午後1時30
分〜3時30分。2000円。②ワード
入門：4月11日（水）・12日（木）午
後1時30分〜3時30分。2000円。
③エクセル入門：4月18日（水）・
19日（木）午後1時30分〜3時30
分。2000円。④インターネット
入門：4月20日（金）午後1時30分
〜3時30分。1000円。⑤エクセル
コース：4月6日・13日（金）午前
10時〜正午。2000円⑥ワード
コース：4月6日・13日（金）午後1
時30分〜3時30分。2000円⑦サ

クサク快適パソコンへの対処
法：4月25日（水）午前10時〜正
午。1000円⑧パソコン個別指
導：4月5日・12日・19日（木）、午
前10時〜正午、4月9日（月）午後
1時30分〜3時30分。各1600円。

【共通】同センター会議室。各5
名、個別指導は各3名（申込順）。
費用はテキスト・教材費ほか。3
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3年〜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
■就業支援セミナー
①シニアの再就職対策講座：4月
4日（水）。55歳以上②ミドルの
ための再就職対策講座：4月24
日（火）。30〜54歳／東京しごと
センター多摩（国分寺市南町3- 
22-10）／①②予約制・申込順／
詳細は http：//www.tokyoshi 
goto.jp/tama/を参照／申·問  
同センター☎042-329-4524

■あなたのお宝大募集
5月19日（土）の発表会で専門家
が価値を講評します／市内在
住・在勤・在学の方、市内事業者
／漫画・アニメ・アートなど／
申·問 3月31日までに（株）ネク
ストローカル☎27-1395（4月下
旬結果通知）へ。
■ 国際交流協会（MIA）
日本語学習支援ボランティア養
成講座受講者募集：5月19日〜7
月21日の土曜。午前9時45分〜
正午／スイングスカイルーム／
市内在住・在学・在勤の方または
同協会会員（受講決定時登録〈年
度会費2500円〉可）でオリエン
テーション含む10講座中7講座
以上受講でき、講座終了後同協
会の外国人のための日本語コー
スで交流活動を希望する方／50
名（超えた場合抽選）／弁護士・
心理カウンセラー・労働相談員・
乳幼児支援施設職員など／
6000円／申 5月9日（必着）まで
に往復ハガキ（年齢・職業・Eメー
ルアドレス・応募理由も明記）
で。https：//mia.gr.jp/から申込
可。＊一部一般聴講可。各回20名
(申込順)。1講座1500円(同協会
会員600円、同協会日本語交流
員無料)／問 同協会☎36-4511、
https://mia.gr.jp/

■市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／申 ①当日会場で申し込み②直接体育協会で
申し込み③ハガキ（3頁の申込要領参照し、テニス・シングルスは種目も明
記）で申し込み／問 体育協会☎55-4119／詳細はhttp：//musashino-
taikyo.jp/参照

■�認可外保育施設入所児童の
　保護者に保育助成金を支給
　平成30年
1月〜3月分
／対象：都
認 証 保 育
所・市グルー
プ保育室を
利用してい
る保護者で①〜④すべてに該当す
る方。①就労、疾病などの理由によ
り保育が必要②助成を受ける月の

■�新小学1年生は◯乳医療証を◯子医
療証に切り替えます
　小学校入学に
伴い、◯乳乳幼児
医療証を交付し
ていた児童に4
月から有効の◯子
義務教育就学児医療証を3月16日
（金）に発送します（手続き不要）。
医療証の負担者番号・受給者番号
が変更となるため、4月からは◯子
医療証を医療機関などに提示して
ください（◯乳医療証の有効期限は
3月末。要返却）。＊生活保護を受
給している場合は医療扶助が優先
のため◯子医療証は使えません。必
ずご連絡ください／問 子ども家
庭支援センター☎60-1852

■ 「すくすく」で紹介する子育てグ
ループ・支援団体を募集
　0〜5歳児の子
育て支援情報誌
「すくすく」の平
成30年版に掲載
／主に就学前の
親子を対象とし
て市内で活動す
る団体（営利目的、政治・宗教活動は
不可）／申·問 4月13日までに申込
書（市ホームページから印刷可）を
電話連絡後、直接子ども政策課☎
60-1239へ。

初日に市内に居住し利用契約を締
結③160時間以上の月決め利用契
約か年間契約を締結（一時保育は
対象外）④保育料を滞りなく納付
／月額上限5万円（所得制限あり。
詳細は市ホームページ参照）／
申·問 4月2日（必着）までに子ども
育成課☎60-1854へ。



■ 武蔵野シティバレエ定期公演
出演者オーディション
4月15日（日）午後2時（受付1時）
／4月1日現在満15歳以上の女
性。バレエ経験があり、市民文化
会館での練習・公演に参加でき
る方／公演日：11月18日（日）
「ジゼル〜第2幕、ル・ソ（シンデ
レラ）、ケルティック・ヴィヴァ
ルディ」3本立て（振付：安田由貴
子、佐藤宏、中原麻里）／同館大
ホール／申·問 4月7日（必着）ま
でに申込用紙（同館、公会堂、ス
イング、芸能劇場、吉祥寺シア
ターで配布）で文化事業団☎54-
8822へ。
■テンミリオンハウスきんもくせい
　「初心者のための手話クラブ」
毎月第1・3金曜午前10時30分〜
11時30分／無料／申·問 きんも
くせい☎50-2611（境4-10-4）

◆ スポーツ ◆
■�気功教室
3月25日（日）午後1時30分〜3時
／高齢者在宅サービスセンター
武蔵野館デイルーム／市内在
住・在勤・在学の方／20名（申込
順）／初心者の方でも楽しくでき
る気功を一緒に／村瀬由美子／
無料／上履きを持参／申·問 同
館デイサービス・梅田☎36-7711

■ 東京武蔵野シティフットボー
ルクラブ「武蔵野市民DAY」
3月31日（土）午後0時40分市長あ
いさつ・キックインセレモニー、
午後1時キックオフ（対奈良クラ
ブ）／陸上競技場／市内在住・在
勤・在学の方／無料／申 当日、直
接会場へ。総合受付で本人確認
書類を提示。学生は学校名を記
載／問 同クラブ☎55-0720
■弓道教室
4月2日〜平成31年3月25日の
毎週月曜／午後6時45分／総合
体育館／1回200円／申 当日、直
接会場へ／問 弓道連盟・早川☎
54-5527
■ソシアルダンス教室
◎中級（ワルツ）：4月6日〜6月22
日の毎週金曜（5月4日、6月15日
除く全10回）。午後6時55分〜8時
40分。5000円◎初級：4月10日〜
6月19日の毎週火曜（5月15日を
除く全10回）。午後6時55分〜8時
30分。4000円／【共通】総合体育
館／申·問 3月25日までにハガキ
または所定の申込用紙（同館で配
布）で同館または電話・Eメールで
ソシアルダンス連合会・島森へ☎
080-6555-2144、t-shima2000 
@nifty.comへ。
■水泳教室
4月13日〜6月22日の金曜（5月

4日、6月15日除く全9回）①大人
からの：午前11時〜午後0時30
分。20名。4410円②フィンをつ
けての：午後3時30分〜5時。30
名。4900円。③フィンで楽しむ：
午後7時〜8時30分。30名。4900
円／【共通】①②温水プール、③
四中プール／市内在住・在勤で
18歳以上の方／定員を超えた場
合抽選／申 3月16日〜30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
■剣道教室
◎ジュニア土曜：4月14日〜5月
19日（5月5日除く全5回）。午前9 
時〜10時。小学生。2500円（保険
料含む）◎一般：4月7日〜7月7
日の土曜（5月5日、6月30日除く
全12回）。午前10時〜11時45
分。市内在住・在勤・在学の中学
生以上。5000円、中・高生2500
円（保険料含む）／【共通】総合体
育館／未経験者歓迎／防具貸出
あり／申·問 ハガキで剣道連盟・
海貝☎080-5197-4972（〒180-
0022境4-4-4）へ。
■ シティーウオーク
　「春の野川と枝垂れ桜散策」
4月22日（日）午前9時30分／武

蔵国分寺公園（JR西国分寺駅南
口より徒歩8分）集合〜真姿の池
〜お鷹の道〜野川・枝垂れ桜並
木〜武蔵野公園（昼食）〜野川公
園〜午後2時ごろ武蔵野の森公
園解散／小雨実施／11km／団
体歩行／500円（保険料・資料
代）市ウオーキング協会会員
200円、中学生以下無料／申 当
日、直接会場へ／問 同協会・長谷
川☎080-9523-0557
■むさしのまち歩きツアー
4月22日（日）午前9時50分JR武
蔵境改札前集合／30名（申込順）
／街道とみず道散策コース／
4km、2時間／500円／申·問 観
光機構☎23-5900

◆ お知らせ ◆
■ 弁護士による電話相談会
　「遺言・相続110番」
3月22日（木）午前10時〜午後3
時／相続・遺言に関する相談（無
料）／問第一東京弁護士会☎03-
3595-1154
■ おもちゃのぐるりん
　アルバイト募集
遊びのサポート、業務補助など
／若干名／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月31日（更新の

可能性あり）／水・土曜／3時間
程度／時給1090〜1170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 3月23日（必着）までに履
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）へ。
■不動産鑑定士による春の相談会
4月4日（水）午前10時〜午後4時
／コピス吉祥寺ふれあいデッキ
こもれび（吉祥寺本町1-8-16）／
価格、売買・交換、有効活用、相
続・贈与、地代・更新など不動産
に関する相談／無料／申 当日、
直接会場へ／問 東京都不動産鑑
定士協会☎03-5472-1120
■東京多摩いのちの電話
　電話相談員ボランティア募集
研修期間：9月〜2020年3月（月2
回程度）／多摩地区の公民館、市
民会館など／2018年9月1日時点
で満23歳〜65歳／講義、体験学
習など／受講料など詳細はhttp：
//www.tamainochi.com 参 照
／電話相談業務を伴わない支援
ボランティアも募集／申·問 7月
14日までに多摩いのちの電話事
務局☎042-328-4441へ。

■�友好都市ロシア・ハバロフスク市
　青少年絵画コンクール作品募集
　市内在住・在学・在園の5〜15歳
の方／作品形式：A3判（縦・横いず
れも可、額縁なし）、画材自由、切り
絵・はり絵も可／作品テーマ「世界
の子ども達の友情」／応募作品は
児童青少年課からハバロフスク市
へ送付／申·問 4月23日までに、作
品（裏面右下にローマ字表記で作
品名、氏名、年齢、学校名・園名、国
名、都市名を明記）を郵送または直
接〒180-8777児童青少年課☎60-
1853へ。

■国際交流協会（MIA）
　◎外国人の子ども学習支援：4月
18日〜7月25
日 の 水 曜（全
15回）／午後3
時〜5時／同
協会会議室ほ
か／本人また
は親が外国人で日本の公立小・中
学校に通っている子ども（帰国子女
は応相談）／10名（申込順）／授業
でわからないところや宿題をサ
ポート／同協会日本語交流員、大学
生ボランティア／4500円／筆記用
具持参／申 途中参加の相談も含め
参加の2日前まで◎こども国際交
流クラブ 料理コース：4月14日
（土）午後2時〜
5時／市民会館
料理室／5歳
〜小学生と保
護者（10歳以
上は子どもの
みも可）／18名（申込順）／ホット

保育園 申 3月15日から各保育園へ（月〜金曜午前10時〜午後4時）
定員のある園もあります

プレママのひろば・
あかちゃんのひろば

＊プレママ：妊娠5カ月以上の健康な方、出産後の育児をイメージできるよ
う妊婦同士、保育士や看護師と一緒に交流します
＊あかちゃん：0歳～1歳3カ月児と親、あかちゃんと親同士で交流します。
ちょっとした疑問や悩みは保育士に相談できます

会場 日程 時間 プレママ 申 あかちゃん 申
境南保育園 3/22（木） 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、祝日
はらっぱ：0123はらっぱ 八幡町1-3-24  ･･････････････････ ☎56-3210 休館：金・土曜、祝日
いこっと：境こども園いこっと 境4-11-6 ･･････････････････････ ☎53-2312  休館：日曜、祝日
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、祝日
市内在住の方／3歳児対象事業は平成30年4月2日以降に4歳になった子も対象／�託児：生後5カ月
以上の希望者（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 ◎15日（木）から電話または直接各施設へ
＊いこっとは月～金曜午前9時～午後4時

事業名 日程・対象・内容 申 託児

０歳ひろば

吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／4月10日（火）・20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／4月10日（火）午前10時
30分～11時15分／0歳と親
※4月30日（月）の0歳ひろばはお休み

不
要�

１歳ひろば
吉祥寺：リズムで遊ぼう／4月11日（水）・21日（土）午前10時30分～
11時15分／1歳と親

不
要�

はらっぱ：いろんなおもちゃで遊ぼう／4月1日（日）・11日（水）午前
10時30分～11時15分／1歳と親

不
要�

２歳３歳ひろば
吉祥寺：米粉粘土で遊ぼう／4月25日（水）午前10時～11時／2～3
歳児と親／15組 ◎�

はらっぱ：いろんなおもちゃで遊ぼう／4月12日（木）午前10時～11
時／2～3歳児と親／25組 ◎�

手作りおもちゃの会
ぐるりん：ぐんぐんのぼるこいのぼりをつくろう／4月17日（火）～
21日（土）／期間中いつでも（受付午後3時30分まで）／色紙とスト
ロー、タコ糸を使った動くこいのぼり作り／持ち物：なし

不
要

coco（0歳）コース
いこっと：親子遊びとおはなしタイム／4月17日・24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／プレママ・プレパパ／各5名 ◎

ico（1歳）コース
いこっと：見合いこっとでこどもの日の飾りを作ろう！／4月18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

◎

nico（2歳）コース
いこっと：親子でこどもの日の飾りを作ろう！／4月13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

◎

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

武蔵野相愛
吉祥寺南町2-31-4
☎43-5260

たまごの会
（春）

4月11日（水）午後1時30分～2時30分／
2歳以上の未就園児と保護者／20組

☎
4月4日～

たまごの会
（親子クラス）

4月18日・25日（水）／午後1時30分～3時
／平成31年度年少組入園対象児と保護者
／20組／1回500円（教材・おやつ代）

☎
4月11日～

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

春に遊ぼう！ 4月11日（水）午後1時～2時／2・3歳児と保護者／30組 ☎

園庭開放 4月19日・26日（木）／午後2時20分～3時
20分／未就園児と保護者／雨天中止 不要

ミニ見にシア
ター

4月25日（水）午後1時～／2・3歳児と保護
者／20組／参加費1人100円 ☎

みやま
緑町1-6-22
☎51-6029

遊びの会
（園庭開放）

4月18日（水）午後1時45分～3時（受付1時
30分～）／平成31年度入園対象の2・3歳児
と保護者／50組（申込順）

☎
4月11日～
16日

栄光乃園
境1-11-6
☎54-1200

たんぽぽ組
4月25日（水）午後2時～／2歳以上未就園
児と保護者／80組／詳細は電話、または同
園ホームページ参照

往復ハガキ
3月16日～
20日

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問�各園

サンド、チョコチップクッキー／平
川ウェンビ（アメリカ出身）／子ども
と大人各1名1組2000円（同会会員
1000円）。子ども1名の追加500円／
前日・当日キャンセルは参加費全額
／エプロン・子ども用上履き・筆記
用具を持参／申 4月12日まで。https：
//mia.gr.jp/から申込可／【共通】
申·問 国際交流協会☎36-4511
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ファミリー・サポート・センターの援助活動

Sports for All カヌー体験

武蔵境駅南口駅前広場完成イメージ

◦�病気などの緊急時に一時的に身体介
護や家事援助を行うレスキューヘル
パー事業（高齢者等緊急訪問介護事
業）を実施します。
◦�大人の発達障害者に対する支援のた
め、地域活動支援センターⅠ型を新
設します。
◦�新たに生活困窮者家計相談支援事業
を実施するほか、学習支援事業の対
象者を拡大します。
◦�専門職が産後訪問を早期に実施する
など妊娠期から子育て期までの切れ
目のないきめ細かい支援を行います。
◦�おたふくかぜの予防接種費用を一部
助成する制度を新たに創設します。
◦�自殺対策の計画を策定し、自殺防止
への取り組みを進めます。
◦�地域包括ケア推進人材育成センター
（仮称）を開設します。
◦�市内2カ所目の精神障害者を対象と
したグループホームを開設します。

◦�病児・病後児保育施設のない吉祥寺
地域に施設の整備を進めます。
◦�指導検査体制の充実などにより、保
育の質のさらなる向上を図ります。
◦�ひとり親家庭の子どもに対して学
習・生活支援を行います。
◦�私立幼稚園の入園料補助金を3万円
から5万円に増額します。

◦�英語の教科化を見据え、小学校教員
に対する英語教育推進アドバイザー
を新たに配置します。
◦�不登校傾向にある児童・生徒を支援
する連携推進事業を拡充します。
◦�学区編成審議会を設置し、学区の見
直しの検討を行います。
◦�個別支援教室を、市内すべての小学
校において実施します。

◦�コミュニティセンターのバリアフ
リー化を促進します。
◦�アール・ブリュット展を昨年に引き続
き開催します。
◦�「Sports�for�All事業」を引き続き実施
し、誰もがスポーツに親しめる環境づ
くりを進めます。
◦�吉祥寺図書館のリニューアル開館に
合わせ、開館日、開館時間の拡大な
ど、利用者サービスを向上させます。
◦�三鷹市、小金井市と連携し、広域的な
観光振興を目指します。
◦�ルーマニア・ブラショフ市へ市民団を
派遣し、相互交流を進めます。

◦�防災行政無線を2年間でデジタル方
式へ更新し、音質向上を図ります。

◦�各部署の環境関連事業の連携を深め、
環境啓発の取り組みを推進します。
◦�クリーンセンターでのごみ発電によ
る夜間電力の有効利用を検討し、エ
ネルギーの地産地消に寄与します。
◦�緑とオープンスペースの今後10年
間の将来像や目標を定めるため、緑
の基本計画を改定します。
◦�生物多様性基本方針に基づき、体系
的な生物生息状況調査を実施しま
す。

◦�市内の街路灯について、平成30年度
（2018年度）からの3年間で約6000
基の小型街路灯をLED化します。
◦�生活道路に流入する通過車両の実態
調査を行い、歩行者や居住者などの
安全確保の対策につなげます。
◦�管理不十分な空き家の予防や、空き

家の管理・利活用を含めた総合的な
空き家対策計画を策定します。
◦�吉祥寺駅南口の交通環境改善と安全
な歩行空間確保のため、駅前広場整
備の基本設計を行います。
◦�三鷹駅北口街づくりビジョンに基づ
き、補助幹線道路完成後を見据えた
新たな交通体系の構築に向けて検討
を進めます。
◦�武蔵境駅南口駅前広場に駅前総合案
内板を設置します。

◦�武蔵野市長期計画条例に基づき、市
民委員で構成される長期計画策定委
員会を設置して、2カ年度にわたる
策定作業に着手します。
◦�市報むさしのを7カ国語に翻訳した
市政情報をウェブ上で提供します。
◦�市が保有する各種データをオープン
データとして新たに公開します。
◦�公共施設等総合管理計画について、
今後の類型別施設整備計画策定に向
け、「公共施設マネジメント連続講
座」を実施します。

　平成30年度予算案がまとまりました。この予算案は、「誰もが住み続けられるまちへ　新たな未来につなぐ
予算」と位置付け編成しました。第五期長期計画・調整計画の３年目として各分野の施策を着実に推進すると
ともに、新たな課題にも対応しながら持続可能な市政運営を行っていくため、限られた財源を重点的かつ効率
的に配分することを基本としています。主な事業は8・9頁に紹介しています。
　なお、「施政方針並びに基本的施策」と「武蔵野市予算の概要」は、市役所市政資料コーナー、各市政センター
で冊子を配布するとともに、市ホームページに掲載しています。

子ども子育て応援宣言のまちへ
　社会全体で子育て家庭を支え、子ど
もを産み、育てやすい環境づくりを進
め、子どもの最善の利益を保障し、子ど
も子育て応援宣言のまちへと歩みを進
めてまいります。
　平成30年度（2018年度）は、認可保
育所3園および認証保育所2園の新規
整備により定員拡充を行います。
　また、私立幼稚園入園料補助金の増
額を行ってまいります。
　出生数の増加とともに、児童・生徒数
も増加しています。新たな教育課題へ
の対応および小中一貫教育の検討内容
を踏まえ、計画的な施設整備を行うた
めに、学校施設整備基本方針に基づい
た具体的な整備計画を策定します。　
誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまち
　地域リハビリテーションの理念に基
づき、各計画に掲げられた目標や重点

平成30年度
予 算 案

武蔵野市長 松
まつ

下
した

玲
れい

子
こ

的取り組みを着実に実行し、「誰もがい
きいきと安心して住み続けられる支え
合いのまち」の実現を目指します。
　超高齢化社会に向け、まちぐるみで
支え合う仕組みづくりを一層推進して
まいります。
個性かがやく活力あるまち
　市内産業の現状を把握した上で、平
成31年度（2019年度）の産業振興計画
改定に向けて策定委員会を設置し、具
体的な産業振興策を検討してまいりま
す。
脱原発、緑あふれるまち
　東日本大震災から7年となります。
ひとたび事故が起きた時の被害の甚大
さに鑑みても、原発に頼らない社会を
実現しなければなりません。
　クリーンセンターのごみ発電による
夜間電力を最大限活用し、市域におけ
る二酸化炭素排出量を削減するため、
エネルギー地産地消最適化の検討を行

います。
　市民の共有財産である緑や自然環境
を未来へつなぐため、緑と水のネット
ワーク事業を進めてまいります。
より進んだ市民参加に挑戦するまち
　市政運営の基本姿勢として位置付け
る「対話」を実践する場として、「市民と
市長のふれあいトーク」を新たに展開
し、率直な意見やさまざまな提案を今
後の市政運営に活かしてまいります。
　さらなる市民自治の推進と、豊かで
多様性のある「市民力」がしっかりと活
かされるよう、市民参加や市政運営に
関する基本的なルールである自治基本
条例（仮称）について、議会基本条例と
の調整を十分に行いながら、条例化に
向け取り組みを進めてまいります。
歩いて楽しいまち、安全なまち
　市内三駅を中心として広がるまちの
個性を活かし、それぞれの魅力を高め
ていくため、地域の特色に応じたまち

づくりを進めます。また、振り込め詐欺
などへの対策として、被害の未然防止
も推進します。
平和と文化を創るまち
　非核都市宣言自治体として、戦争も
核兵器もない平和な世界を実現するた
め、市民の皆様とともに平和に向けた
取り組みを続けてまいります。
　文化を振興し、文化の波及効果を活
かした地域の持続的な発展を目指すた
め、文化振興基本方針（仮称）を策定し
ます。
健全財政を市民のために活かすまち
　第五次行財政改革を推進するための
基本方針及びアクションプランに基づ
き、事務事業の見直しや補助金の見直
しなどを着実に行うとともに、中長期
にわたる公共施設や都市基盤の再整備
に向けた基金を確保し、市民福祉の向
上や武蔵野市の持続的発展を図るよう
取り組んでまいります。

誰もが住み続けられるまちへ 新たな未来につなぐ予算

施　政　方　針（概要）

第1　健康・福祉

第2　子ども・教育

第3　文化・市民生活

第4　緑・環境

第5　都市基盤

主要な施策について

第6　行・財政
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区　分 平成30年度 平成29年度 増減額
市 税 403億7330万円 399億4154万円 4億3176万円
国 庫 支 出 金 84億4303万円 82億2539万円 2億1764万円
都 支 出 金 69億4223万円 65億0369万円 4億3854万円
地方消費税交付金 27億3500万円 31億3300万円 △3億9800万円
使用料及び手数料 15億9747万円 16億2077万円 △2330万円
繰 入 金 8億0936万円 11億9890万円 △3億8954万円
そ の 他 26億5761万円 29億2471万円 △2億6710万円

区　分 平成30年度 平成29年度 増減額
民 生 費 296億1584万円 283億8065万円 12億3519万円
総 務 費 83億8456万円 95億6928万円 △11億8472万円
教 育 費 74億2658万円 82億4696万円 △8億2038万円
衛 生 費 64億2163万円 59億1819万円 5億0344万円
土 木 費 63億6000万円 60億8663万円 2億7337万円
消 防 費 22億5394万円 21億5496万円 9898万円
公 債 費 18億4911万円 18億7708万円 △2797万円
そ の 他 12億4634万円 13億1425万円 △6791万円

区　分 平成30年度 平成29年度 増減額
扶 助 費 164億7901万円 146億0415万円 18億7486万円
物 件 費 157億5689万円 155億5641万円 2億0048万円
人 件 費 93億7232万円 93億2148万円 5084万円
補 助 費 等 71億6395万円 73億7564万円 △2億1169万円
投 資 的 経 費 64億5587万円 82億3994万円 △17億8407万円
繰 出 金 57億1875万円 57億9488万円 △7613万円
公 債 費 18億4911万円 18億7708万円 △2797万円
そ の 他 7億6210万円 7億7842万円 △1632万円

●会計別予算額●
会計名 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

一 般 会 計 635億5800万円 635億4800万円 1000万円 0.0％

下 水 道 事 業 会 計 27億7994万円 28億1671万円 △3677万円 △1.3％

国民健康保険事業会計 130億3175万円 152億9678万円 △22億6503万円 △14.8％

後期高齢者医療会計 36億9951万円 35億0050万円 1億9901万円 5.7％

介 護 保 険 事 業 会 計 113億7664万円 109億9706万円 3億7958万円 3.5％

●水道事業会計予算額●
区　分 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率

収 益 的 収 入 37億3895万円 37億5699万円 △1804万円 △0.5％
収 益 的 支 出 36億9553万円 36億4666万円 4887万円 1.3％
資 本 的 収 入 4833万円 1299万円 3534万円 272.2％
資 本 的 支 出 8億5600万円 8億4336万円 1264万円 1.5％

●一般会計　歳入●

●一般会計　歳出　〜目的別〜（予算を行政目的によって分類したもの）● ●一般会計　歳出　〜性質別〜（予算を経済的性質によって分類したもの）●

市税（63.5％）
市民税、
固定資産税など

国庫支出金（13.3％）
国からの負担金、補助金など

都支出金（10.9％）
都からの負担金、
補助金など

地方消費税交付金（4.3％）
地方消費税に係る都からの交付金

使用料及び手数料（2.5％）
ごみ処理手数料、道路占用料など

繰入金（1.3％）
基金の取崩しなど

歳入
635億5800万円

その他（4.2％）
市債（市の借金）、
繰越金など

民生費（46.6％）
高齢者、
児童の福祉など

衛生費（10.1％）
ごみ処理、病気予防など

教育費（11.7％）
学校、生涯学習、
スポーツ振興など

土木費（10.0％）
道路、公園の整備など

消防費（3.5％）
消防、防災など

公債費（2.9％）
市債（市の借金）の返済など

その他（2.0％）
議会費や商工費など

総務費（13.2％）
庁舎管理、文化振興など

歳出（目的別）
635億5800万円

物件費（24.8％）
物品費、光熱水費、
委託料など

投資的経費（10.2％）
道路や学校などの
施設整備など

人件費（14.7％）
職員給与、
議員報酬など

繰出金（9.0％）
特別会計などに繰出す
負担金

公債費（2.9％）
市債（市の借金）の返済など

その他（1.2％）
維持補修費や積立金など
扶助費（25.9％）
福祉、医療給付費など

補助費等（11.3％）
市民や各種団体への
補助金など

歳出（性質別）
635億5800万円

区　分 平成30年度末残高見込 平成29年度末残高見込

一
般
会
計

財 政 調 整 基 金 61億 352万円 61億 217万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 136億7836万円 138億4742万円
学 校 施 設 整 備 基 金 113億3172万円 114億9389万円
吉祥寺まちづくり基金 42億6579万円 43億3703万円
公 園 緑 化 基 金 43億9206万円 44億1552万円
その他の特定目的基金 11億6787万円 12億7945万円

一 般 会 計 合 計 409億3932万円 414億7548万円
下 水 道 事 業 基 金 7億2934万円 7億1090万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 4億2074万円 4億2096万円
合 計 420億8940万円 426億0734万円

会計名・団体名 平成30年度末残高見込 平成29年度末残高見込
一 般 会 計 143億0986万円 159億2083万円
下 水 道 事 業 会 計 83億7026万円 82億9781万円
土 地 開 発 公 社 77億5698万円 71億7013万円
合 計 304億3710万円 313億8877万円

◦ 市税は、評価替えに伴う固定資産税の増、納税義務者数の増加や給与所得控除の見直しの影響
による個人市民税の増により、増額を見込んでいます。
◦�国庫支出金は、保育所運営に係る負担金及び補助金や障害者自立支援給付費負担金などの増

により、増額を見込んでいます。
◦都支出金は、保育所運営に係る負担金及び補助金などの増により、増額を見込んでいます。
◦地方消費税交付金は、都道府県間の清算基準の見直しの影響により、減額を見込んでいます。
◦繰入金は、基金を充当する事業の減により、減額を見込んでいます。
◦その他は、市債の借入の減などにより、減額を見込んでいます。

＊ 水道事業は地方公営企業として位置付けられ、経理はその企業活動を正確に把握する必要
性があります。そのため、営業に関わる活動を損益取引（収益的収支）、営業活動以外におけ
る資本の増減を資本取引（資本的収支）として明確に分けて予算化しています。

◦ 民生費は、民間保育所運営委託および給付費、障害者に対する自立支援給付費など
の増により、増額を見込んでいます。
◦�総務費は、普通財産土地購入費などの減により、減額を見込んでいます。
◦�教育費は、陸上競技場、総合体育館、吉祥寺図書館の改修工事などの減により、減額

を見込んでいます。
◦�衛生費は、武蔵野クリーンセンター建設事業や資源物およびごみ収集業務委託な

どの増により、増額を見込んでいます。
◦�土木費は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金や区画道路の土地購入費な

どの増により、増額を見込んでいます。

○基金（市の貯金）の状況
　老朽化した施設の更新、公園や都市インフラの整備などの財源として活用するため、公共
施設整備基金や学校施設整備基金などを設け、積み立てを行っています。

○特別会計などを含めた借入金（市の借金）の状況
　道路や公園、学校、下水道など長年にわたり使用する施設の建設費や土地購入費の資金を
借り入れ、毎年公債費として返済をしています。多額な支出による財政負担を年度間で平準
化することと、将来の市民にも公平に費用を負担していただくという考えにより、借り入れ
を行っています。

◦ 扶助費は、民間保育所運営委託および給付費などの増、認証保育所運営費等補助金
の性質別区分の変更により、増額を見込んでいます。

◦�物件費は、庁内情報システム基盤最適化事業、吉祥寺図書館の指定管理者制度導入
による委託などの増により、増額を見込んでいます。

◦�補助費等は、保育所等への各種補助金などの増があるものの、認証保育所運営費等
補助金の性質別区分の変更により、減額を見込んでいます。

◦�投資的経費は、普通財産や公園等の土地購入費などの減により、減額を見込んでい
ます。

一般会計予算総額635億5800万円
前年度比1000万円の増新たな未来につなぐ予算

一般会計のあらまし

予 算 の 規 模
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健康・福祉

子ども・教育

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

支え合いの気持ちをつむぐ
○ いきいきサロン事業 874万円

レモンキャブ事業 2475万円
テンミリオンハウス事業 1億990万円
シニア支え合いポイント制度の拡充 392万円

誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進
在宅医療・介護連携推進事業 831万円

○ 生活困窮者自立支援事業 3611万円
○ 高齢者等緊急訪問介護事業（レスキューヘルパー） 84万円

摂食嚥下（えんげ）支援事業 119万円

子ども自身の育ちと子育て家庭への総合的支援
第五次子どもプラン武蔵野の策定 1049万円

○ 保育の質向上の取組み 1248万円
○ 保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 4億387万円

認可外保育施設入所児童保育助成事業 1億7282万円
◎ 認証保育所2園の新規開設 6000万円
◎ 病児・病後児保育施設の新規開設 1710万円
◎ 企業主導型保育事業に対する支援 2171万円
◎ 認可保育所3園の新規開設 6億6503万円

乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 6億1276万円
児童手当・児童扶養手当等支給事業 21億9534万円

◎ ひとり親家庭訪問型学習・生活支援事業 474万円
地域社会全体の連携による子ども・子育て支援の充実

子育て支援事業 3111万円
青少年の成長・自立への支援

むさしのジャンボリー事業 1893万円
○ 青少年活動育成事業 3633万円
○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 7億154万円

児童館運営事業 2740万円
子ども・子育て家庭を支援する体制・施設の整備
○ 一時預かり事業（幼稚園型）の充実 4603万円
○ 私立幼稚園等園児保護者に対する補助 3億4155万円

私立幼稚園に対する補助及び給付事業 8869万円

地域社会と市民活動の活性化

○ コミュニティセンターの管理運営・バリアフリー化、コ
ミュニティ活動 5億2382万円

互いに尊重し認め合う平和な社会の構築
平和啓発事業 359万円
第四次男女平等推進計画の策定 297万円

市民文化の醸成
文化振興基本方針（仮称）の策定 288万円

○ 武蔵野アール・ブリュット2018 264万円
◎ 武蔵野・三鷹・小金井魅力向上プロジェクト 500万円
○ まちの魅力発信と観光客受入環境の整備 7125万円
市民の多様な学びやスポーツ活動への支援
○ 東京2020大会等武蔵野市実行委員会　 500万円

市の魅力再発見・発信事業 499万円
Sports for All 事業 1000万円
ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスの管理運営 5億4777万円
むさしのサイエンスフェスタ 299万円
武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 6474万円

○ 観るスポーツ・体験するスポーツ推進のための陸上競技
場改修工事 2億2011万円

図書館基本計画の改定 268万円
○ 吉祥寺図書館のリニューアル(指定管理者制度の導入） 1億4184万円

○ 発達障害者への支援の充実 2700万円
○ 引きこもりサポート事業の充実 597万円
誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進
◎ 自殺防止に向けた計画策定 351万円
○ 予防接種事業 4億4610万円

がん検診等事業 1億5893万円
○ 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の推進 2億1931万円
誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり
◎ 地域包括ケア推進人材育成センター（仮称） 1181万円
住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備
◎ 看護小規模多機能施設の開設支援 3893万円
◎ 障害者支援施設の開設支援 3550万円

0123施設の管理運営 1億180万円
次代を担う力をはぐくむ学校教育

学校施設整備基本計画（仮称）の策定 2385万円
第三期学校教育計画の策定 417万円

○ 市立小学校児童増加への対策 1億2011万円
○ 非構造部材（特定天井）耐震化工事 6820万円
○ 小学校外国語教育の充実 2878万円
◎ 中学校の部活動のあり方検討 14万円

セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億4652万円
◎ 学区編成審議会の設置 368万円
◎ 学校給食施設の整備 1億4582万円
○ 不登校対策の総合的検討 429万円
○ 個別支援教室の運営 2281万円
◎ 特別支援教室運用の実践的調査研究 90万円
○ オリンピック・パラリンピック教育の推進 1083万円

地域の特性を活かした産業の振興
農業振興事業 2349万円
創業支援（情報提供、創業支援施設への補助など） 919万円
新・元気を出せ商店街事業 4409万円
産業振興計画の策定 640万円
中小規模事業者等への補助事業 6790万円

都市・国際交流の推進
◎ 市報の多言語化 58万円
○ 海外・国内友好都市との交流事業 1986万円

ホストタウン事業の推進 898万円
友好都市アンテナショップ「麦わら帽子」の運営 1236万円

災害への備えの拡充
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 8億8163万円
民間住宅等耐震化促進事業（耐震アドバイザー派遣・耐震
化助成） 1億727万円

◎ 酒田市消防団との友好消防団盟約30周年記念式典 354万円
◎ 北多摩地区消防大会の開催 680万円

計画的な消火栓の改修工事 4765万円
○ 防災行政無線デジタル化 9372万円
○ 災害時の通信体制強化 1172万円
多様な危機への対応の強化

生活安全対策事業 1億2089万円

文化・市民生活

給食調理の様子保育所の様子

主な事業と予算 第五期長期計画・調整計画の分野別と基本施策ごとに主要な事業
と予算を掲載します（一般会計・特別会計を含む）。
◎は新規事業、○は拡充事業です。
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緑・環境Ⅳ
市民の自発的・主体的な行動を促す支援

むさしの環境フェスタ 257万円
環境啓発施設の整備検討 3290万円
緑の保全サポート制度 131万円

環境負荷低減施策の推進
効率的なエネルギー活用推進助成事業 1340万円

◎ エネルギー地産地消最適化事業 1500万円
◎ 電気自動車の導入、運用 869万円
「緑」を基軸としたまちづくりの推進
◎ 生物多様性基本方針の推進 662万円

緑の基本計画の改定 671万円
公園等建設事業 1億913万円
千川上水整備事業 3604万円
仙川水辺環境整備事業 1853万円

循環型社会システムづくりの推進
一般廃棄物処理基本計画の改定 324万円
小規模事業者に対する分別資源化調査指導事業 799万円
ごみ減量協働事業 162万円

3R環境講座 110万円
ごみ収集総合的検討事業 1737万円
塵芥処理事業（家庭ごみの収集運搬） 12億8711万円
武蔵野クリーンセンター建設事業 8億6865万円
武蔵野クリーンセンター施設・周辺整備事業 261万円

生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応
PCB廃棄物の処理 9162万円
放射線に関する対策 784万円

行・財政Ⅵ 一般会計予算額 1人当たり� 43万8627円
1世帯当たり� 83万7160円

高齢者、
障害者福祉
などのために

11万5891円

子育て支援の
ために

9万2798円

道路、
公園整備など
まちづくりに

4万4311円

学校教育、
図書館や

スポーツ振興に

5万1252円

行政運営の
ために

4万395円

ごみ処理、
環境保全の
ために

2万7793円

市債（市の借金）
の償還に

1万2761円

市民の健康を
守るために

1万7447円

消防、
防災対策に

1万5555円

市議会運営に

3245円

商業振興や
消費者保護の
ために

3394円

その他

1543円

文化、コミュニ
ティ、国際交流
のために

1万2242円

市政運営への市民参加と多様な主体間の柔軟な連携と協働の推進
自治基本条例（仮称）の検討 105万円

市民に届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり
◎ 市民と市長のふれあいトーク 81万円
公共施設の再配置・市有財産の有効活用

公共施設等総合管理計画の推進 180万円
市有地活用に関する公民連携可能性の調査 784万円
公共施設の改良保全整備・劣化保全整備 4億8000万円

社会の変化に対応していく行財政運営
◎ 第六期長期計画の策定 2479万円
チャレンジする組織風土の醸成と柔軟な組織運営
◎ タブレット端末導入による議会のICT化推進 297万円
◎ 庁内情報システム基盤最適化事業 1億7047万円

市民1人当たりの予算額 人口（平成30年1月1日現在） 　　14万4902人
人件費にかかる予算額 　　  6万4680円

都市基盤Ⅴ
地域の特性に合ったまちづくりの推進

都市計画マスタープランの改定準備 511万円
◎ 都市計画に関する基礎調査等の実施 600万円

景観まちづくりの展開 200万円
景観道路事業 1億1530万円

都市基盤の更新
公共基準点測量 1284万円

◎ 小型街路灯LED化事業 1億7611万円
道路新設改良事業 3億7802万円
橋りょう長寿命化事業 1564万円

利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備
◎ 武蔵境駅前総合案内板の設置 669万円

放置自転車対策業務 1億9710万円
自転車走行環境づくり 4614万円
ムーバス運行事業 1億181万円
環境舗装事業 8700万円

道路ネットワークの整備
○ 都市計画道路の調査、検討 3550万円
◎ 生活道路等交通量調査 764万円

狭あい道路拡幅整備事業 7331万円
下水道の再整備

下水道事業公営企業会計移行業務 1715万円
水の学校関連事業 227万円
臭気抑制対策助成事業 750万円
雨水浸透施設等助成事業 3050万円

◎ 公営企業会計システム構築 4270万円
◎ 下水道使用料等見直し業務 537万円
◎ 雨水浸透ます・排水設備台帳等データファイリング 1250万円

公共下水道管きょ清掃・点検・調査 5000万円
雨水貯留浸透施設設置事業 975万円
女子大通り幹線管きょ更生工事 3億500万円
下水道ストックマネジメント計画の策定 2994万円
石神井川排水区雨水幹線整備事業 1534万円

住宅施策の総合的な取組み
福祉型住宅管理人住戸の公営住宅化事業 860万円
空き家対策のための計画策定 528万円
住宅確保要配慮者住宅確保事業 405万円

○ 分譲マンション再生支援・管理アドバイザー派遣事業 176万円
三駅周辺まちづくりの推進

三鷹駅北口街づくりビジョンの推進 1588万円
◎ 武蔵境開発事務所解体工事 1985万円

都市計画道路3･3･14号線南口駅前広場事業 7220万円
吉祥寺グランドデザインの改定 1091万円

◎ 武蔵境駅南口広場ムーバス・路線バス停留所上屋更新 2660万円
安全でおいしい水の安定供給

配水管網整備推進事業 3億609万円
浄水場・水源施設維持更新事業 9707万円

LED化された小型街路灯

木製複合遊具の更新例

景観道路の整備例

武蔵野クリーンセンター
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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

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
「スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団」 3月18日（日）
「松露寄席」「サイラス・チェスナット」「フランチェスカ・デゴ」「ジョン・レイモンド＆リ
アル・フィールズ」「マルク＝アンドレ・アムラン」 3月25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10月 4/1（日） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2018年11月・12月 5/1（火） 午前10時 小ホール

公会堂 ホール、会議室、和室

2018年10月

4/4（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 4/5（木） 午前9時 10階スカイ

ルーム

松露庵 茶室 4/10（火）午前9時 和室

吉祥寺美術館 音楽室 4/1（日） 午前9時 音楽室

市民スペース 会議室 2018年11月・12月 5/1（火） 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 4/1（日）
〜10（火）午前9時

中2階
事務室

5日未満使用 劇場 2019年4月・5月★

4/1（日）

午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2018年10月★ 午前11時

舞台芸術以外で使用 2018年7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

《吉祥寺の森―Ⅰ》（2018）
©2018TOSHIYUKIFUKUDA

松露寄席
日向ひまわり 講談・独演会
　5月19日（土）午後
2時開演／松露庵／
全席自由（35名限定）
1800円、◯友  1620円

サイラス・チェスナット
ソロ＆デュオ ジャズ・ライブ
　5 月 26 日
（土）午後3時
開演／スイン
グホール／サ
イラス・チェ
スナット（ピ
アノ）、中村健吾（ベース）／全席指
定4000円、◯友  3600円、25歳以下
1000円（要証明・枚数限定・友の会
割引なし）
フランチェスカ・デゴ
ヴァイオリン・リサイタル
　6 月 7 日
（木）午後7
時開演／市
民文化会館
小ホール／フランチェスカ・レオ
ナルディ（ピアノ）／ベートーべ
ン：クロイツェル・ソナタ、ストラ
ビンスキー：イタリア組曲／全席
指定2000円、◯友  1800円

ジ ョ ン・レ イ モ ン ド ＆ リ ア ル・
フィールズ ジャズ・トリオ
　6月12日（火）
午後7時開演／
スイングホール
／ジョン・レイ
モンド（フリューゲルホルン）、ギ
ラッド・ヘクセルマン（ギター）、コ
リン・ストラナハン（ドラムス）／
全席指定3500円、◯友  3150円、25
歳以下1000円（要証明・枚数限定・
友の会割引なし）
マルク＝アンドレ・アムラン
ピアノ・リサイタル
　6月25日（月）午
後7時開演／市民
文化会館小ホー
ル／バッハ（ブゾーニ編）：シャコ
ンヌ、シューマン：幻想曲／全席指
定5000円、◯友  4500円
スロヴァキア・フィルハーモニー
管弦楽団
　6 月 26 日
（火）午後7時
開演／市民文
化会館大ホール／指揮：レオシュ・
スワロフスキー／ベートーべン：
交響曲第6番「田園」、ドボルザー
ク：交響曲第8番／全席指定6000
円、◯友  4500円

吉祥寺美術館企画展　
「福田利之展ー吉祥寺の森」
　4月7日（土）〜5月20日（日）／同館企
画展示室／吉祥寺を拠点に活躍し、ス
ピッツのCDジャケットなども手掛ける
イラストレーターによる展覧会。本展の
ために「吉祥寺美術館」と「コピス吉祥
寺」をイメージし描いた“吉祥寺の森”の
ほか、原画やラフスケッチなど、約300
点を展示します／一般300円・中高生100円（小学生以下・65歳以上・障
害者は無料）／問 吉祥寺美術館

官 公 署 だ よ り

■ 子育て応援とうきょうパスポートの
アプリ配信スタート

　都では、中学生以下の子や妊婦がい
る世帯に対して、企業や店舗などが商
品の割引などのサービスを善意で提供
する「子育て応援とうきょうパスポー
ト事業」を実施しています。2000店を
超える協賛店のほか、赤ちゃん・ふらっ
と事業登録施設や小児救急医療機関な
どの外出に役立つ場所を検索すること
ができます。詳細はホームページ参照
／問 都福祉保健局計画課子育て応援事
業 担 当 ☎ 03-5320-4115、http：//ko 
sodate.pass.metro.tokyo.jp/
■ 地域の底力発展事業助成
　町会・自治会が行う地域の課題解決
の取り組み（共同・連携含む）を支援／
申·問 第2回募集5月31日（事前相談17
日）までに都生活文化局地域活動推進
課☎03-5388-3166へ。第3回以降お
よび助成額などの詳細は都ホームペー
ジ参照。
■ 家内労働の委託状況届は5月1日までに
　家内労働者へ仕事（内職など）を委託
している事業主は、毎年4月1日現在の
家内労働者数などについて、委託状況
届を労働基準監督署に提出することが
義務付けられています。5月1日までに
忘れずに提出してください／問…東京労
働局労働基準部賃金課 ☎03-3512-
1614、三 鷹 労 働 基 準 監 督 署 ☎ 67-

0651
■国税専門官の募集
　対象：昭和63年4月2日〜平成9年4月
1日生まれの方、9年4月2日以降生まれ
で大学卒業者または31年3月大学卒業
見込み者（同等資格者を含む）／試験
日：一次6月10日（日）、二次7月11日
（水）〜19日（木）の指定日／3月30日
（金）〜4月11日（水）にhttp：//www.
jinji-shiken.go.jp/juken.htmlから申
し込み／問 武蔵野税務署総務課☎53-
1311
■平成30年度の国民年金保険料
　150円引き下げられ1万6340円とな
ります。納付書は4月上旬に送付。金融
機関、コンビニエンスストアなどで納
付期限までに納めてください。2年を過
ぎると納められません。1年分の現金前
納額は19万2600円（3480円割引）、6カ
月分は9万7240円（800円割引）。国民
年金からは老齢基礎年金のほかに障害
基礎年金や遺族基礎年金が支給されま
す。納めた保険料は全額社会保険料控
除の対象です。2年分の現金前納につい
ては年金事務所に問い合わせてくださ
い／問 武蔵野年金事務所☎56-1411
■ 街角の年金相談センター国分寺が
　移転します
　3月26日（月）から国分寺市南町2-1-
31青木ビル2階に移転します／問 武蔵
野年金事務所☎56-1411

講習
プログラム

サブリーダー講義 リーダーの役割や子どもとの接し方を学ぶ
デイキャンプ講習 「薪割り」「野外炊事」「テント張り」などの野外実習
救急法 緊急時の対応や心肺蘇生法などを学ぶ

体験
プログラム

ジャンボリー・サブリーダー むさしのジャンボリーにサブリーダーとして参加
保育体験 保育園児とのふれあいや手伝い
各種ボランティア体験 市や団体主催イベントなどのボランティア体験

そのほか、各種行事に参加（別途通知）

■ 中高生リーダー講習会
　4月〜平成31年3月／ボランティア活動をしたい市内在住・在学の中
学・高校生／野外活動や保育体験のほか、さまざまな地域活動に必要な知
識や技術を学べます／＊むさしのジャンボリー・サブリーダー希望者は
必修／講習会修了者は来年度以降もリーダーとして体験プログラムに参
加可能／申·問…4月16日までに児童青少年課☎60-1853へ。

◎中学・高校生がボランティア活動できる場を募集：現在360名の中高生
リーダーが知識・経験を生かしてボランティアとして活動中です。地域の
お祭りやイベントなどに協力できる機会、活躍の場を募集しています／
問…児童青少年課☎60-1853

講 座・講 習



MUSASHINO CITY 11平成30年3月15日号No.2085

＊
受
け
付
け
開
始
日
の
記
載
の
な
い
も
の
は
、市
報
発
行
日（
１
日・15
日
）か
ら
と
な
り
ま
す
。　
＊
市
関
連
施
設
の
所
在
地・電
話
番
号
は
、頁
下
の
欄
外
に
ま
と
め
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

図
書
館
／
健
康

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）
○友利医院 内科・小児科 関前2-5-14 51-7365
○吉祥寺・藤田クリニック 内科 吉祥寺南町1-1-10 40-5177
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

21日（祝）
○おぎわらこどもクリニック 小児科 中町3-3-2 60-5177
○武蔵境病院 内科 境1-18-6 51-0301
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

25日（日）
○長谷川小児科医院 小児科 吉祥寺北町2-8-5 22-6804
○第一臼田医院 内科 西久保1-18-16 54-1032
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
18日（日） 吉祥寺南歯科 吉祥寺南町4-10-12�SUN吉祥寺ビル2階 ☎29-8121
21日（祝） 大村歯科診療所 吉祥寺南町2-28-11 ☎43-5476
25日（日） 岡歯科医院 西久保3-2-22�イノグリーンフォレスト1階 ☎51-1184

休日の医療機関� 3/15（木）～31（土）

東京消防庁救急相談センター
電話相談�＃ 7 1 1 9 ��または☎042-521-2323

東京版救急受診ガイド

東京都小児救急相談　�月〜金18-23／土日祝年末年始9-23
＃ 8 0 0 0 �または☎03-5285-8898

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

特に表記のない限り、場所は保健センター、対象は市内に住民登録のある方、
無料。ハガキなどでの申し込みは3頁の申込要領参照

健　康

母子保健

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）：乳房X線、頚動脈超音波、腫瘍マーカー検査など／市内住民
登録の方：2万1000円、そのほか：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。）
健康づくり支援センター
◎健康体操教室
①ボディシェイプ：毎週月曜午後1時30分〜2時45分②チェアトレーニング：毎週
火曜午前9時20分〜10時20分③バランスコンディショニング：毎週火曜午前10時
45分〜11時45分④脂肪燃焼エクササイズ：毎週金曜午前10時〜11時15分／保健
センター増進室／20歳以上、市内在住の集団で運動可能な方で要支援·要介護認定
を受けていない方／定員①③④各40名②30名【共通】4月2日（月）〜平成31年3月
29日（金）祝日、年末年始を除く、不定休あり／先着順／無料／運動服、室内用運動
靴、水分補給飲料、汗拭きタオルを持参／申�当日、直接会場へ／問�健康づくり支援
センター

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

■土曜の午後の映画会
　3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）／「推手」（1991年、台湾・アメ
リカ、105分、カラー、字幕版、監督：
アン・リー、出演：ラン・シャン、ワ
ン・ライ、ワン・ボーチャオほか）／
無料／申 当日、直接会場へ／問 中
央図書館

■音訳ボランティア養成講座説明会
　市立図書館朗読
奉仕の会会員とし
て視覚障害者など
への音訳や録音図
書製作をするボラ
ンティアの養成講座（5〜11月の
木曜午前10時〜、全15回。15名程
度。修了後、機器・録音研修5回程
度あり）の説明会と選考／①4月5
日（木）午後2時②7日（土）午前10
時（①②同内容）／中央図書館視聴
覚ホール／市内在住の70歳未満
でパソコン操作ができる方／アン

ケートと漢字（読み）のテスト、後
日面談あり／申 当日、直接会場へ
／問 中央図書館

吉祥寺図書館は4月16日（月）に
リニューアルオープンします

詳細は市報4月1日号参照

■�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）
　4月21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／

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　4月17日（火）午前10時15分〜
11時30分／平成29年7月〜9月生
まれの第一子と親／36組（申込
順）／離乳食（2回食）の話（簡単な
試食あり）、歯の手入れの話／母子
健康手帳を持参／申·問 4月10日
までに電話または直接健康課へ。

■母子健康手帳の交付·妊婦面接
　妊娠された方へ
母子健康手帳や妊
婦健診受診票など
を交付します。専
任の保健師などが面接し、妊娠中
の疑問や不安にお応えします。妊
娠がわかったら保健センターに届
け出てください。子育て中も地域
で安心して生活していけるよう、
妊娠期から一人ひとりに寄り添
い、地域とつなぐサポートをしま
す。転入された妊婦もお越しくだ
さい／問 健康課マタニティ安心
コール☎51-0703

■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

■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お問
い合わせください／問 健康課

■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

■かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　4月27日（金）午前10時15分〜
11時30分／平成29年5月〜7月生
まれの第一子と親／36組（申込順）
／離乳食（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 4月20日までに電
話または直接健康課へ。

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　4月18日（水）午後1時30分／平成30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 4月6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。

■健康やわら体操
　4月21日・28日、5月12日・26日、
6月2日・16日・23日、7月7日・14
日・21日／各土曜（全10回）／午後
1時30分〜3時30分／第三中集会
室（吉祥寺東町1-23-8）／要介護
認定を受けていない65歳以上の
方で、医師などから運動制限を受
けていない方／20名（初参加者優
先し超えた場合抽選）／柔道整復
師が教える体操／申·問 3月30日
までに電話または直接健康課へ。

40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 4月13日までに電話または
直接健康課へ。

し、赤ちゃんの健康チェックや育
児の相談を行っています／赤ちゃ
んが生まれたら母子健康手帳に挟
んであるお誕生連絡票を早めに投
函しましょう。お誕生連絡票のな
い方は健康課までご連絡ください
／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：3月20日（火）から開館 ･･･ ☎43-6372
◦御殿山（御殿山1-5-11） ･････････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

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

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

コミセンの連絡先
◎電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

市民伝言板市民伝言板

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

対象：市民または市民サークルによる市内での活動・催し。同一人・サークルの掲載は6カ
月に1回／掲載基準：申込書裏面および市ホームページに掲載。必ずご確認ください／申
し込み：所定の申込用紙（秘書広報課、各市政センターで配布、市ホームページから印刷
可）を郵送・ファクスまたは直接窓口へ。電子申請も可／申·問 秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009　掲載申込締切　5/1号…3月30日、5/15号…4月10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
レインボーカメラクラ
ブ　写真展2018

3月23日（金）〜26日（月）午前
10時〜午後6時／武蔵野プレ
イスギャラリー

萩原53-1510 初日正午より
最終日午後3時まで

第22回武蔵野ジュニ
アジャズアンサンブル
定期演奏会

4月1日（日）午後2時（開場1時
30分）／公会堂

横山24-8342 小中高生ジャズビッ
グバンドの演奏会

女声合唱団　麦の穂
スプリングコンサート

4月7日（土）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館小ホー
ル

要整理券
後藤21-1501

おおひばり・歌の翼・
日本の名歌　ほか
バリトンとピアノソロ

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3

吉 東

19日（月） ■私たちのまち企画「消防講話」　午後3時40分〜5時／通報・消火
訓練／武蔵野消防署吉祥寺出張所

21日（祝） ■コミュニティのつどい「平井医院跡地はどうなるか」　午後2時〜
4時／市総合政策部

募集
■囲碁基礎講座　4月から翌年3月末までの第1・3水曜／午後1時
30分〜5時30分／級位者／20名／初段を目標に弱点克服のための
基本を勉強／申 窓口へ

吉　南 31日（土）

■やればやるだけ筋力アップロコモ予防体操　午前10時〜11時
30分／30名／健康運動指導士／動きやすい服装、飲み物を持参／
共催：健康づくり支援センター／申 20日〜窓口へ
■南町桜まつり　午後0時50分〜3時30分（0時30分〜館内改修見
学会）／スクリーントーンズほか／広場の桜を愛でながら、演奏や
踊り・歌唱、ビンゴなどを楽しみます／軽食あり／混雑時入場制限
あり／共催：南町福祉の会

吉　西
24日（土） ■サロンでコーヒータイム「ホッとCaféシェモア」　午後2時〜4時

／おいしいコーヒー1杯100円
4/1（日） ■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分〜11時／コミセン集合

吉　北

17日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／テーマ：春よこい、パネルシア
ター、工作：びっくりカメラ

18日（日） ■お昼のひとときを音楽で　午後0時40分／ピアノ演奏

24日（土） ■地域認知症講座　午後1時30分／繁田雅弘（認知症専門医）／共
催：北祥会、四小地区福祉の会

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、絵本読み聞
かせ、折り紙で遊ぼう

中　央 25日（日） ■講演会「江戸城天守は何故再建されなかったか」　午後2時〜3時
30分／50名／太田資暁（太田道灌18代子孫）

中　町
集会所

19日・
4/2（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、
水分補給用飲料・バスタオル・タオルを持参

西久保
31日（土）

■クラリネットとピアノで楽しむ「春が来たコンサート」　午後2時
〜3時30分／3.11の津波で被災した着物を使ったタペストリー展
示／100円（ワンドリンク付き）／共催：西久保福祉の会、川路さん
ち、西久保一丁目町会

4/7（土） ■生活習慣病予防料理講習会「春野菜を美味しく食べよう」　10名
／申 4/1までに窓口へ（キャンセルは4日まで）

緑　町 25日（日）
■ミニ四駆ひろば　午後1時30分〜5時20分／大きなサーキット
と車2〜3台を用意します。おもちゃ・食べ物などの持ち込み可。出
入り自由

八幡町 22日（木）
■はちコミ広場　午後2時〜4時30分（受付は4時まで）／幼児（保
護者同伴）・小学生／工作、ゲーム：マジックナイン・わなげ・オセロ
ほか

境　南 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」

桜　堤 28日（水） ■大人と子どものボッチャ大会　午前9時30分集合／42名／終了
後、軽食あり／共催：武蔵野市桜寿会／申 23日まで

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

　弥生3月は公園の梅・桃・桜が咲き、地域の人
に春を告げる。コミセン内では笑顔があふれ
る。そんな桜堤コミセンの特色は、自ら企画し
たイベントのほかに地域の活動を支援するこ
とに表れています。
　その中でも地域の老人クラブ“武蔵野市桜
寿会”とのいくつかの共催事業は、多くの人に
楽しまれています。例えば、「大人と子どもの」と銘打った「輪投げ大会」「ボッ
チャ大会」など。大人と子どもの混成チームで互いに声援を送り、チーム賞獲
得を目指す瞳は真剣に、でも笑顔にあふれています。大会後の昼食タイムは
また別のお楽しみ。
　全室南向き、花と緑の桜堤コミセンにどうぞお出掛けください。

桜堤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
武蔵野ターゲット
バードゴルフ連合会

毎週火・土曜／午前9時〜
11時／第2しろがね公園
（境4-1）

月300円
岩田52-0890

入1000円／中高年齢者
に最適な生涯スポーツ 
見学・体験大歓迎

Jerryの英会話（英会
話を楽しく学ぼう）

月3回水曜／午後1時〜2
時30分／永谷（中町2-13-
1）

1回1000円
小田
080-4163-1104

入1000円／NHKラジ
オ英会話元講師米国人

ウタノホシNAXNA
（親子で唄う会）

月2回／日曜日午前／吉祥
寺南町コミセン

1回1500円
久保44-0433

入 2000円
5歳〜小学生の親子で
唄いましょう

瞑想で意識移動（気
功）

毎週月曜日／午後3時から
2時間／吉祥寺南町1-6-
18-912

川上26-7976 前日までに電話・FAXを
お願いします

仲間あつまれ

「館の内も外も笑顔があふれる
 桜堤コミセン」

大人と子どものボッチャ大会

■東洋蘭　展示会
　3月25日（日）午
前10時〜午後4時
／杉の樹ホール
（境2-8-3おおや
クリニック北隣接）／約100点。栽
培方法などの相談も実施／無料／
問 武蔵野蘭友会・村松☎51-
3345、田

た

内
ない

・wykm123@yahoo.
co.jp、緑のまち推進課☎60-1863

■ Music place青少年たちの音楽
発表会2018
　3月25日（日）午
後2時30分開演（開
場2時）／スイング
ホール／180名（先着順）／日ごろ
武蔵野プレイスで練習をしている
青少年たちによる音楽発表会／無
料／申 当日、直接会場へ／問 武蔵
野プレイス青少年担当☎30-1902

■ ふるさと歴史館イベント「むさ
しの紙芝居一座がやってくる」
　3月25日（日）
午後1時30分・
2時30分口演
（各回3話ずつ）
／同館市民ス
ペース／武蔵野にまつわる昔話
の紙芝居口演。開催中の学校教育
連携展示「まわるどうぐと武蔵野
のくらし」に合わせ、市域の昔の
生活を身近に感じられる話を予
定／無料／問ふるさと歴史館☎
53-1811

■ 野生のスミレとサクラを観察し
ながらハイキングを楽しもう

　4月14日（土）
JR青梅線青梅
駅午前8時45分
集合／市内在
住・在勤・在学の
小学3年生以上の親子、大人のみ
の参加も可／35名（超えた場合抽
選）／春の青梅丘陵を森林インス
トラクターのガイドで二俣尾まで
ハイキング。軽い登り下りあり／
持ち物などの詳細は後日通知／
500円（資料、保険代など。交通費
別途）／申·問 4月2日（必着）まで
にハガキ（3頁の申込要領参照し
生年月日、年齢、学年も明記）で

■むさしの自然観察園
　春の自然体験まつり：3月21日
（祝）午前10時〜午後3時／雨天実
施（荒天時は当日同園へ問い合わ
せ）／子どもから大人まで／野草

料理、クラフトづくりや自然観察、
ゲームなど。軽食あり。飲み物を持
参／主催：武蔵野市／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）

〒180-8777緑のまち推進課☎60-
1863へ。
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