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人口と世帯� 《平成28年6月1日現在、（　）は前月比》 むさしの-FM（78.2MHｚ）「マイシティむさしの」 ケーブルテレビ（11ch） 
月～金

日
土

毎 日
「むさしのシティニュース」
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人口と世帯� 《平成30年4月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万5491人（637人増）　世帯数 7万6366世帯（562増）
●男 6万9704人（269人増） ●女 7万5787人（368人増）

〈うち外国人住民数〉3078人（66人増）
＊4月28日（土）は放送時間が変わります
 9 : 30 12: 00 21: 15 23 : 00

 特集 おとなの発達障害者の支援体制を強化します … 10

平成30年度　市税等納期限カレンダー…… ❸
ファミリースポーツフェア2018 ……… ❼
Sports for All …………………………… ❾

　市議会の同意を得て、平成30年4
月1日付で副市長を選任しました。
　副市長2人のうち、堀井副市長は
平成30年3月31日に退任しました。
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　明治大学経営学
部卒、昭和55年武
蔵野市役所就職、
防災安全部長を経
て、平成25年4月か
ら健康福祉部長。
60歳。
任期：平成34年3月
31日まで

副市長を選任しました

副市長

第1回市議会定例会の結果

ショータ
（ルーマニア
ホストタウン
キャラクター）

　2月20日〜3月26日の35日間の会期で開かれた
第1回定例会では、7名の議員による各会派代表質
問および16名の議員による一般質問が行われま
した。36件の市長提出議案が提出され、「平成30年
度武蔵野市一般会計予算」などが可決されまし
た。議員提出議案は3件提出され「武蔵野市議会委
員会条例の一部を改正する条例」などが可決され
ました。また、3件の陳情の採決が行われ、「核兵器
禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見
書の提出を求めることに関する陳情」などが採択
となりました。詳細は5月15日発行予定の市議会
だより、または市議会ホームページをご覧くださ
い／問 議会事務局☎60-1883

多言語に対応
　9言語（日本語・英語・中国語簡体字・中国語繁体
字・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・イ
ンドネシア語）で読むことができます。

プッシュ通知でお知らせ
　市報むさしのを「マイコンテンツに追加」する
と、発行日にプッシュ通知で配信をお知らせしま
す。

読みやすい文字で
　本文をタップすると、文字が大きく表示されます。
また、見やすく読み間違えにくい「UD（ユニバーサ
ルデザイン）書体」を使用しています。
※表などは一部拡大表示されません。

アプリ版とブラウザ版
　「カタログポケット」にはアプリ版とブラウザ版が
あります。アプリ版はスマートフォンとタブレット、
ブラウザ版はスマートフォンとタブレットおよびパ
ソコンのブラウザで閲覧できます。

　在住外国人や来街者支援の一環として、9言語に対応した
市報むさしのデジタルブック（電子書籍）を4月15日から配信
します。
　無料のビューア「Catalog Pocket」で、スマートフォンや
タブレットなどから簡単に閲覧できます。発行日当日に配信
します／問 秘書広報課☎60-1804、交流事業課☎60-1806

市報むさしのデジタルブック
配信開始！� （電子書籍）

◦�国際交流・協力ボランティア活動の推進
◦�地域の学校や団体との連携
◦�むさしの国際交流まつり（毎年11月に開催、約3000
人参加）

　�　活動の主体はボランティアの皆さんです。ぜひご参
加ください。参加には、会員の登録が必要となります。
　�　年4回、機関紙「むさしのFRIENDs」や多言語によ
る「MIAカレンダー」を発行し、各種イベント情報を
発信しています。MIAの外国人会員は約800名。これ
ら会員の皆さんにも情報誌を送っています。

国際交流協会（MIA）☎36-4511　境2-14-1スイングビル9階
開館日：火〜土曜　午前9時〜午後5時（日・月曜、祝日は休館）
ホームページ：http://www.mia.gr.jp/

※市報の抜粋内容を英語翻訳した冊子「Musashino�Digest」（むさしのダイジェスト）は3月号をもって終了しました。

武蔵野市の在住外国人支援
　本市は、公益財団法人武蔵野市国際交流協会（以下MIA）とともに、国際交
流・国際協力・在住外国人の支援を推進しています。国際相互理解と地域の多
文化共生を図ることにより国際平和に寄与する開かれたまちづくりを目指
しています。

MIAの主な活動
○ 在住外国人の生活・コミュニケーション支援
◦�日本語教室（子どもの教科学習支援を含む）
◦�法律・心理の専門家相談会
◦�留学生とホームビジットでの交流プログラム
◦�多言語での生活情報の提供（むさしの-FMなど）
○多文化共生の地域づくり
◦外国人による芸術・言語・料理などの文化紹介

アプリ版もブラウザ版も
こちらからご覧いただけ
ます
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このアイコンが
目印です

■教育長と教育委員を新たに任命しました
　任期満了に伴い、市議会の同意を得て、平成30年4月
1日付で新たに教育長および教育委員を任命しました
／問 教育企画課☎60-1894
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（教育委員・新任）
中央大学法学
部卒、昭和56
年武蔵野市役
所就職、総務
部長を経て、
平成26年1月
から教育部
長。59歳。
任期：平成33年3月31日まで

東京学芸大学
教育学部卒、
平成18年4月
武蔵野市立桜
野小学校校長
を経て、平成
26年4月武蔵
野市立第一小
学校校長。60歳。
任期：平成34年3月31日まで
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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1-1-7 QuOLa2階 ☎53-2200

「自分から　すすんでごみの　ぶんべつだ」　田代碧生さん（第三小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

4月24日（火）
午後7時

市役所
412会議室

傍聴20名（先着順） 当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

総合教育会議 5月1日（火）
午前10時

市役所
412会議室

20名程度（先着順）／
施策の大綱について

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

教育委員会定例会 5月1日（火）
午後1時30分

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 講師の方の敬称略

むさしのエコボ設置施設
市役所8階食堂前 0123吉祥寺
クリーンセンター 0123はらっぱ
総合体育館 吉祥寺南町コミセン
市民会館 吉祥寺市政センター
中央図書館 武蔵境市政センター
吉祥寺図書館 中央市政センター

■市役所人事
　4月1日付の部長級の異動は次のとおりです。【　】内は前職
◆財務部税務担当部長（兼市民税課長事務取扱）【高齢者支援課長】山田剛◆
市民部長【総務部参事（兼人事課長事務取扱）】渡邊昭浩◆市民部交流事業担
当部長（兼交流事業課長事務取扱）【子ども家庭部長】大杉由加利◆環境部長
【環境部参事（兼新クリーンセンター建設担当課長事務取扱）】木村浩◆環境
部参事（兼新クリーンセンター建設担当課長事務取扱）【交通対策課長】荻野
芳明◆健康福祉部長【公益財団法人武蔵野市福祉公社参事】森安東光◆子ど
も家庭部長【市民部交流事業担当部長（兼交流事業課長事務取扱）】伊藤英穂
◆都市整備部長【水道部長】笠原篤◆都市整備部参事（まちづくり調整担当）
【まちづくり推進課長】福田浩◆水道部長【環境部長】郡護◆教育部長【財務部
税務担当部長（兼市民税課長事務取扱）】福島文昭◆公益財団法人武蔵野市福
祉公社参事【秘書広報課長】小島一隆◆公益財団法人武蔵野文化事業団参事
【市民活動推進課長】佐々木岳◆公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団参
事【総務課長】内山欣也

【対象建築物】
要安全確認計
画記載建築物

特定緊急輸送道路に面す
る一定高さ以上の建築物

要緊急安全確
認大規模建築
物

不特定多数の方や避難に
配慮が必要な方などが利
用する大規模な建築物

おもちゃの破片でできた
恐竜

■�国民健康保険(国保)の届出は
　お済みですか
　国保の被保険者で就職し会社の
健康保険に加入した方や、退職に
より国保に加入する方などは、国
保の届出が必要です。まだ済ませ
ていない方は、市役所または市政
センター(夜間窓口を除く)へ届出
をしてください。◎届出に必要な
もの…①国保から脱退する場合：
会社の健康保険証と国民健康保険
証。②国保に加入する場合：社会保
険資格喪失証明書。いずれも世帯
主の本人確認書類(顔写真付きの
官公署発行の書類1点、顔写真の
ない場合は書類2点)とマイナン
バー(個人番号)を確認できる書
類。世帯主以外の方が届出する場
合は届出人の本人確認書類および
世帯主の委任状など／問 保険課
☎60-1834

■�平成30年度「講座まるごとナビ」
ができました

　市内在住・在学の
小・中学生を対象に実
施している土曜学校
やそのほかさまざま
な講座を掲載したガイドができま
した。今年度の表紙は武蔵野プレ
イス・イラスト講座を受講した高
校生が担当。市立小・中学生には4
月16日から学校を通じて配布。各
市政センター・図書館・コミセン、
市民会館、総合体育館、生涯学習ス
ポーツ課で配布／問 生涯学習ス
ポーツ課☎60-1902

■�ペットボトルは必ずキャップ・
ラベルを分別してください

　ペットボトル
のリサイクルは
本体のみです。
キャップとラベ
ルが混合したままでは、リサイク
ル品の品質低下を招きます。
キャップとラベルは必ず取り除
き、プラスチック製容器包装とし
て排出してください。ご協力をお
願いします／問 ごみ総合対策課

■�不用な生活用品のリユース掲示
板をご利用ください

　市民同士が
「譲りたいも
の」「譲ってほ
しいもの」の
情報を提供す
る掲示板「むさしのエコボ」を下記
の市内公共施設に設置しています
／閲覧は各施設の開館時間内。市
ホームページにも掲載／掲示の申
込方法は掲示板に設置されている
利用案内または市ホームページを
参照／利用者間で直接交渉（市は
交渉には関与しません）／問 ごみ
総合対策課

■�廃材コレクション展�あつめる、ならべる
　5月6日（日）までの月〜金曜と4月22日（日）、5月5
日（祝）・6日（日）／午前10時〜午後5時／クリーンセ
ンター／藤浩志（美術家）による廃材アートの展示、
仙台市ワケあり雑がみ部作品展示、廃材を使ったも
のづくりワークショップ、トークショーほか。詳細は
http://mues-ebara.comを参照／共催：（株）むさし
のEサービス／申 当日、直接会場へ／問 クリーンセ
ンター

■�ごみは朝9時までにお出しください
　ごみは戸別収集を行っていますので、戸建住宅への
転入や新築の場合は申請が必要です。集合住宅の場合
は家主や管理会社へ確認してください。燃やすごみ・
燃やさないごみは、市指定有料ごみ処理袋で出してく
ださい。ごみの出し方などを掲載する「ごみ便利帳
ecoブック」をごみ総合対策課、各市政センターで配布しています／問 ご
み総合対策課

■�家庭でせん定した枝木・草葉の出し方について
　燃やすごみの減量のため、家庭から出た枝木と
草葉を収集・資源化しています（予約制）／束・袋
を合わせて4〜50個／無料／直接クリーンセン
ターへ持ち込みも可（10個まで無料）／束・袋を合
わせて戸建て住宅3個、集合住宅10個まで燃やすごみの日にも出せます
／申·問 ごみ総合対策課

■�NPO法人の公益活動経費補助
金申請受付

　市内に事務所を置くNPO法人
に活動費の一部を補助／講演会・
シンポジウムなどの開催、調査活
動、そのほか特に必要と認めた費

用。助成対象外経費あり／1団体
年1回上限20万円／書類審査、公
開プレゼンテーション（5月27日
〈日〉市役所412会議室、申請事業
について10分程度）／詳細は募集
要項（市民活動推進課で配布。市
ホームページに掲載）参照／
申·問 5月8日〜14日に申請書・必
要書類を郵送、Eメールまたは直
接〒180-8777市民活動推進課☎
60-1830、npo@city.musashi�
no.lg.jpへ。

■�耐震診断義務付け建築物の耐震
状況を公表しました

　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に基づき、下表に該当する
旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前に工事着手）の建築物の所有者
が行った耐震診断の結果がまとま
りました／閲覧：建築指導課。市
ホームページに掲載／問 建築指
導課☎60-1877

■�「緑のカーテン」
　ゴーヤ苗配付申込受付
　5月17日（木）〜
21日（月）／午前9
時30分〜午後6時
／配付日時・場所
などを記載した引
換券を郵送（配布
場所は市役所ではありません）／
市内在住で期間中引き取りできる
方／600苗（1世帯3苗。事前応募
制、超えた場合抽選）／申·問 5月1
日（必着）までに往復ハガキ（3頁
の申込要領参照）で〒180-8777緑
のまち推進課☎60-1863へ。

■�びんの出し方にご注意ください
　びんは割れたびんも含め、資源
化のため「びん」の収集日に出して
ください。ふたや栓は材質によっ
て分別してください。ラベル貼付
可／水洗いしても汚れが取れない
もの、耐熱性・乳白色・食品保存用
のびんなどは「燃やさないごみ」の
収集日に出してください／問 ご
み総合対策課
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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）／吉祥寺まちづくり事務所（2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
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日　時 会　場
4月27日（金） 午前10時〜正午 総合体育館大会議室
5月17日（木） 午後2時〜4時 商工会館市民会議室
6月6日（水） 午前10時〜正午 スイングスカイルーム
7月2日（月） 午後2時〜4時 商工会館市民会議室
9月25日（火） 午前10時〜正午 市役所111会議室

◎平成30年度の訓練実施予定
実施日 訓練種別 会場

5月19日（土） 水防訓練 むさしの市民公園
8月25日（土） はらっぱ防災フェスタむさしの 武蔵野中央公園
9月30日（日） 北多摩地区消防大会 武蔵野中央公園
10月28日（日） 総合防災訓練 第四中学校ほか
平成31年1月19日（土） ボランティア訓練 市民文化会館
3月11日（月） 帰宅困難者対策訓練 吉祥寺駅周辺

平成30年度 市税等納期限カレンダー
月

（納期限）
市都民税

（普通徴収分）
固定資産税
都市計画税 軽自動車税

国民健康保険税
・後期高齢者
医療保険料

介護保険料

4月
（5/1） 第1期

5月
（5/31） 第1期 全期

6月
（7/2） 第1期 第2期

7月
（7/31） 第2期 第1期

8月
（8/31） 第2期 第2期 第3期

9月
（10/1） 第3期

10月
（10/31） 第3期 第4期 第4期

11月
（11/30） 第5期

12月
（12/28） 第3期 第6期 第5期

1月
（1/31） 第4期 第7期

2月
（2/28） 第4期 第8期 第6期

お問い合わせ先
●市都民税、固定資産税、軽自動車税の納付について
　納税課☎60-1827
●�国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納付について
　保険課☎60-1836
●介護保険料の納付について
　高齢者支援課☎60-1845

キリトリ線

キリトリ線

■�平成29年度市税などの納付はお済みですか
　29年度の市税などは、4月2日ですべての納期が過ぎました。納付漏
れがないか、再度お手元の納税通知書・納付書を確認してください。口
座振替を利用の方でも残高不足などによる振替不能により、納付書・督
促状が発送されている場合があります。市役所から送付された文書の
ほか通帳の記帳などで確認をお願いします。

4月のお知らせ
■�商工会館　8月分申込
　市民会議室、会議所会議室：5月1日
（火）午前9時30分までに申込書提出 
（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

■�介護保険料納期のお知らせ
　平成30年度第1期の納期限は5月1
日（火）です／年金引き落とし：4月の
年金から／口座振替：5月1日に引き落
とし／納付書払い：5月1日まで／問 高
齢者支援課☎60-1845

■�吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練を実施しました
　3月11日（日）、地震の発生により吉祥
寺駅周辺に帰宅困難者が発生したこと
を想定し、帰宅困難者の保護・一時待機
訓練、情報伝達訓練、一時滞在施設への
誘導訓練などを行い約218名が参加し
ました。訓練へのご参加・ご協力ありが
とうございました。
問 防災課☎60-1821、FAX51-9184、
sec-bousai@city.musashino.lg.jp

＊実施日などは変更となる場合があります。

■�シニア支え合いポイント制度説明会・研修会
　平成30年度中に65歳以上になる市民／30名（申込順）
／制度の概要、接し方・活動マナーの講義、車いす介助の
実技、登録（申請書の提出）／動きやすい服装／申 Eメー
ル・ファクス（申込要領参照）または電話でボランティア
センター武蔵野☎23-
1170、FAX23-1180、
vcm@shakyou.or.jp
へ／問 ボランティアセ
ンター武蔵野、地域支
援課☎60-1941

■�「武蔵野市教育史1990－2014」発刊
　平成4年3月発刊の武蔵野市教
育史（全3巻）の続編として、主に
平成期の教育行政をまとめまし
た。セカンドスクールをはじめと
する特徴的な学校教育の取り組み
や、さまざまな生涯学習事業につ
いて親しみやすく記述しています
／閲覧：市政資料コーナー、各図書
館・コミセン／販売（B5判2冊組、
5400円）：市政資料コーナー、各図
書館、武蔵野ふるさと歴史館／問  
教育企画課☎60-1894

■�水道管の漏水調査を実施
　4月中旬〜平成31年3月下旬／
市内全域／道路に埋設した水道管
と各家庭に引き込まれている給水
管の漏水調査。調査員（水道部のベ
ストを着用、身分証明書携帯。委託
業者：ヴェオリア・ジェネッツ
〈株〉）が宅地内に立ち入ることが
あります。ご協力をお願いします
／問 水道部工務課☎52-0735

■�保存樹林などへの助成制度
　残 り 少 な く
なった屋敷林な
どのまとまった
樹林や大木、生
垣などを保全するため、市は所有
者の同意を得て保存指定し助成金
（年額）を給付しています／樹木：
幹回り1.3m以上または高さ10m

■�スズメバチ等駆除助成制度申請
はお早めに

　平成29年度の申請期限は4月
27日（金）です／申·問 環境政策課
☎60-1842

以上。樹林：面積300m2以上。生
垣：新設後3年以上経過したもの
で延長5m以上高さ0.6m以上／樹
木：1本6000円。樹林：1m2100円。
生垣：1m300円など／問 緑のまち
推進課☎60-1863

■建築の際は敷地面積20％以上の緑化にご協力ください
　市では「武蔵野市民緑の憲章」および各計画で、市
内の緑を守り・育てることを定め、条例や要綱に基づ
き緑化を推進しています。「緑豊かな武蔵野市」を次
世代に引き継いでいくため、建築の際は敷地面積
20％以上の緑化をお願いしています。面積算定や手続きなどの詳細は市
ホームページを参照または窓口・電話でご相談ください／問 緑のまち推進
課☎60-1863
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子育て・教育

月
額
3歳未満 1万5000円
3歳～小学生 1万円（第3子以降は1万5000円）
中学生 1万円

所得が限度額（下表参照）以上の場合は特例給付と
なり年齢にかかわらず一律5000円

所
得
制
限
限
度
額

扶養人数 所得額 収入額（目安）
0人 622万円 833万円
1人 660万円 876万円
2人 698万円 918万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1042万円

募　集

第1回 6月7日（木）午後7時～9時 市役所413会議室 子どもの指導者としての心構えと役割

第2回 6月14日（木）午後7時～9時 市役所413会議室 星座や宇宙の不思議、山の天気の見方について

第3回 6月16日（土）午前7時～17日（日）午後6時
自然の村（長野県
川上村）直通バス

野外炊事、テント張り、キャンプファイ
ア、応急手当

■就学相談説明会を開催します
　5月22日（火）午前10時〜11時30分／市役所811会議室／市内在住で来
年または再来年度新小学1年生の保護者で、都立特別支援学校または市立
小学校特別支援学級に就学を検討している方／託児：未就園児（5月15日
（火）までに申し込み）／申 当日、直接会場へ／問 教育支援課☎60-1908

■中学校修了前のお子さんがいる方へ
◎児童手当
対象者：市に住民登録があり、
中学校修了前の児童を養育し
ている方。両親に所得がある
場合は恒常的に所得の高い
方。公務員は職場から支給／
支給開始は請求日の翌月から
（出生・転入は15日以内に請求
すると該当日の翌月から）
◎乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度
対象者：市に住民登録があり、健康保険に加入している中学校修了前の児
童を養育している方（所得制限なし）／健康保険証と一緒に提示すると保
険診療の自己負担分を助成（助成対象外：定期健診、予防接種、診断書代、
入院時の食事代、おむつ代など）／申請日から助成開始（出生・転入は2カ
月以内に申請すると該当日にさかのぼって助成）。
【共通】申 対象者と対象児童の健康保険証、印鑑など（ほかにも追加の書
類が必要な場合あり）を持って〒180-8777子ども家庭支援センター手当
医療係（郵送可）または各市政センター（夜間窓口不可）へ／問 子ども家
庭支援センター☎60-1852

■子ども自然体験指導者講習会
　15歳以上の方（中学生を除く）／30名（全回参
加、市内在住・在学・在勤の方を優先し超えた場
合抽選）／むさしのジャンボリーなどで指導者
として必要な知識を得るための初心者向け講習
（全3回）。第1・第2回のみ参加も可／3000円（食費、保険料含む）

申·問 5月31日までにファクス（3頁の申込要領を参照し、参加できる回、
在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）または電話で児童青少年課☎60-
1853、FAX51-9327へ。

■平成30年度土曜学校
　「学生サポーター」を募集
　土曜学校のサ
イエンスクラブ
（6月〜11月）、ピ
タゴラスクラブ
Ⅱ（9月〜12月）、
ピタゴラスクラブ（平成31年2月）
の講座運営・指導の補助をする学
生サポーターを募集します／市内
在住もしくは在学の18歳以上（高
卒）の学生（文系・理系不問）、理科
や算数に興味がある方／選考：面
接／詳細は募集要項（生涯学習ス
ポーツ課で配付、市ホームページ
に掲載）参照／問 生涯学習スポー
ツ課☎60-1902

■B2参画プロジェクト2018
　メンバー募集
　武蔵
野プレ
イスの
青少年
フロア
（通 称
「B2：ビーツー」）で、今年のプレイ
ス・フェスタで実施する展示イベ
ントをサポートしてくれるメン

■�ラボック市ジュニア大使受け入れホストファミリー募集
　アメリカテキサス州ラボック市から訪れ
るジュニア大使のホストファミリーを募集
／期間：6月8日（金）夕方〜10日（日）夜の2泊
3日／8家庭。原則1家庭2名／謝礼：1名につ
き1万円／決定者向け説明会：5月23日（水）
午後6時30分〜8時／申·問 4月25日午後5時（必着）までに郵送・ファクス・
Eメール（3頁の申込要領参照）で〒180-8777交流事業課☎60-1806、FAX�
51-9408、sec-koryu@city.musashino.lg.jpへ。

■�「子育てフェスティバル」に参加する子育てグループ・子育て支援団体を募集
　「親子で遊ぼう！地域でつながろう！」をテー
マに、10月27日（土）に開催する子育てフェス
ティバルを準備から一緒に創りあげませんか／
要件：①市内で活動している②営利目的、政治・宗
教活動不可③月1回程度の実行委員会に参加／
説明会：5月8日（火）午後2時。市役所812会議室。子ども同伴可／申·問 5
月7日までに子ども政策課☎60-1239へ。前年度参加団体は不要。

■学生ボランティア募集
◎サポートスタッフ：発達障害（学
習障害、注意欠陥多動性障害、自閉
症スペクトラム）などのある小学
生に個別支援を行う。臨床心理や
発達障害などを学んでいる大学
生、養護教諭を目指している大学
生（3年生以上）・大学院生。謝礼：1
時間1200円。◎ティーチングアシ
スタント：小・中学生の学習支援や
教員の指導補助を行う。教員を目
指す大学生・大学院生。謝礼：1回
（2〜3時間）1800円／【共通】週1
日以上（月〜金曜）／午前8時30分
〜 午 後 3 時 の 間 で 応 相 談 ／
申·問 登録票（市ホームページか
ら印刷可）を郵送・ファクス・E
メールまたは直接〒180-8777指導
課☎60-1241、FAX51-5113、
sec-sidou@city.musashino.
lg.jpへ。

バーを募集。企画・制作・運営に関
わりながら、B2の魅力が伝わるよ
うな展示イベントをスタッフと一
緒につくる／5月〜7月（予定）／
中学生〜20歳になった年度末ま
での方で、次の①〜③のいずれか
にあてはまること／①ボランティ
ア活動に興味がある②自身の興味
関心を企画内容で生かしたい③プ
ログラムの企画や運営を体験した
い／若干名（市内在住の方優先し
超えた場合抽選）／無料／申 4月
30日までに直接申込用紙（同受付
で配布またはhttp://www.musa 
shino.or.jpから印刷可）を武蔵野
プレイススタジオ受付へ／問 武
蔵野プレイス青少年活動支援担当
☎30-1902

■�桜堤ケアハウス
　（軽費老人ホーム）入居者募集
①1人居室：4部屋、月額8万6470
円〜14万7470円（3食含む）②2人
居室：1部屋、月額15万5460円〜
28万1360円（3食含む）／応募資
格：4月15日現在60歳以上で、日
常生活がおおむね自立しており、
自分の意思で物事を判断・決定で
きる市内在住3年以上の方。その
ほか条件あり／応募者多数の場合
抽選／申·問 4月27日午後4時まで
に電話連絡のうえ、面談日（5月1
日・2日・7日）に申込書（高齢者支
援課、同施設で配布）を持って本人
が直接桜堤ケアハウス☎36-
5122（桜堤1-9-9）へ。

■�広報誌「季刊むさしの」仕事体験
をする中学生を募集

　市内の会社
やお店の仕事
を 体 験 す る
コーナー「む
さしの仕事図
鑑」の中学生
記者を募集／仕事：着ぐるみ製作
／市内在住・在学の中学生／2名
（申込順）／取材日：4月〜5月の1
日（応相談）。時間は日中2〜3時間
程度／発行：夏号（6月末）／申·問  
秘書広報課☎60-1804

■�男女平等推進団体の登録・更新
　①〜⑥に該当する男女平等社会の実現に向け活動をしている団体につ
いて、「男女平等推進団体」の登録を受け付けます。登録団体は活動補助金
制度の利用の交付申請、男女平等推進センター会議室の優先利用、印刷機
やロッカー利用などができます／①営利を目的としていない②特定の政
党、宗教、教団を支援する活動でない③暴力団そのほか集団的にまたは常
習的に暴力的不法行為などを行うおそれがある組織の利益になる行為で
ない④団体の構成員が5人以上で2分の1以上が市内に在住、在勤または
在学⑤主な活動場所および活動の本拠としての事務所を市内に有するこ
と⑥団体の組織および活動のための規約を有すること／申·問 4月30日
までに申請用紙（男女平等推進センターで配布。現在登録中の団体には送
付）を直接男女平等推進センター☎37-3410へ（以降も随時受付）。
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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。

■市または関係団体の嘱託職員などの募集

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

サタデー
サポーター
若干名
臨時職員

土曜学校「サイエンスクラブ」で
の講座準備・運営の補助、受講生
への対応、実験器具や材料など荷
物運搬の補助／交

6月〜／指定する土曜日／午前8
時30分〜午後0時30分（左記以
外の時間になる場合は要相談）／
大野田小／時給970円／交

書類審査、
面接（日時は
要相談）

申·問 5月11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生涯学
習スポーツ課☎60-1902へ

子
ど
も
育
成
課

保育アルバイト
5名程度
臨時職員

保育補助／保育士有
資格者または保育士
養成学校在学生

5月上旬〜（随時）／週5日（月〜金曜）／
午前8時〜午後6時のうちの7.5時間／市
立保育園／時給1090〜1170円／交

書類審査、
採用者のみ
随時電話連絡

申·問 5月31日（木）までに市販の履歴書（写真貼付、「保育アルバイト希望」を明記）・保育士有資
格者は保育士証の写しを郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

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

6月1日〜／週5日（月〜金曜）／午前8時
30分〜午後4時30分の7時間／境保育園
／月額21万400円／交

書類審査、
面接：
5月10日（木）

申·問 4月27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子ども
育成課☎60-1854へ

教
育
企
画
課

学校事務
若干名
嘱託職員

接客、会計、文書管理
など一般事務／ PC
／ 市民雇用創出事業

6月1日〜／週5日（月〜金曜）午前7時〜午
後5時10分の7時間／小・中学校／月額21万
400円／交

面接：
5月10日（木）
午後

申·問 ４月26日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777教育企
画課☎60-1894へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

施
設
課

一般事務
1名
嘱託職員

資料作成および庶務事務／
PC／ 市民雇用創出事業

6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：
4月25日（水）

申·問 4月20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施設課
☎60-1865へ

交
通
対
策
課

一般事務
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

6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：
5月9日（水）

申·問 4月24日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777交通対
策課☎60-1860へ

社
会
福
祉
法
人
武
蔵
野

介護支援
専門員
1名

在宅介護・地域包括支援センターに
おける総合相談支援業務、居宅介護
支援業務、認定調査など／ケアマネ
業務など経験者優遇

6月1日〜／週5日／午前8時30分
〜午後5時15分／市内支援セン
ター／基本給など法人規程に準ず
る（経験加算・各種手当有）／交

書類審査、
面接(日時
は要相談)

申·問 詳細は、社会福祉法人武蔵野採用担当☎54-7666へ

まちの景観について
考えてみませんか

　市では平成29年4月に「武蔵野
市景観ガイドライン」を策定しま
した。このガイドラインでは景観
資源の特性と課題、景観まちづく
りの方針、その推進について記さ
れており、道路や公園、公共施設な
どの整備の際に配慮していく具体
的な項目や、市民主体のまちづく
りについても書かれています。市
としての景観まちづくりの考え方
や景観誘導基準などを示すこと
で、大規模な開発が行われるとき
などには開発業者との協議の指針
となっています。
　市内にはJR中央線3駅それぞれ
を中心とした地域に個性があり、
また住宅地や農地、商業地域など
多様な景観を持っています。23年
度「武蔵野市都市計画マスタープ
ラン」には「景観まちづくりの方
針」が追加され、周辺地域との調
和、地域特性を大切にすること、緑
化の推進などが進められてきまし
た。
　住民自らの景観まちづくりの取
り組みを後押しするための制度も
あります。昨年創設された「景観ま
ちづくり協定」は2敷地以上の住
民で登録することができ、玄関先
に緑を植えるなど自分たちで守っ
ていくルールを自由に決めること
ができます。協定の登録や取り組
み方についてまちづくりアドバイ
ザーに相談することもできます。
この他に1000㎡以上の土地で地
区単位のまちづくりを住民が行う

「地区ま
ちづくり
計画」は、
すでに西
久保1丁
目で行わ
れていま
す。また
「地区計画」では地区内で建物の用
途、高さ、色やデザインなどのルー
ルを定めることができ、想定され
ない建物が建つことを防ぐことが
できます。
　現在ガイドラインの中から身近
な情報をまとめた「景観まちづく
りの手引き」が発行されています。
景観について改めて考えるきっか
けや、景観まちづくりのヒントが
掲載されており、プランターに緑
を植える、エアコンの室外機など
を隠す、ごみの出し方を工夫する
など、家庭や地域でできることが
写真とともに紹介されています。
　景観まちづくりに関する取り組
みは継続していくことが大切で、
今後講演会やワークショップなど
も行われる予定です。私たちの家
も一軒一軒がまちの景観です。自
分の家が外からどう見えるのか、
緑の手入れや掃除など、できるこ
とから始めてみませんか。
（取材協力：まちづくり推進課／執
筆者：星詩子）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
まちづくり推進課☎60-1872へ

イベ ン ト 文中の敬称略

■�「LION／ライオン〜25年目のた
だいま」上映会とトークサロン

　5月12日（土）午前10時〜午後0
時30分／市民会館集会室／80名
（申込順）／2016年、オーストラリ
ア、119分、監督：ガース・デイヴィ
ス／無料／託児8名（5月1日までに
要申込、市内在住者優先し超えた
場合抽選）／申·問 電話・ファクス
またはＥメール（3頁の申込要領参
照・託児希望者は子の名前と月齢も
明記）で男女平等推進センター☎
37-3410、FAX38-6239、danjo�
@city.musashino.lg.jpへ。市ホー
ムページから申込可。

■��転妻（転勤族の妻）カフェ
　inむさしの
　5月15日（火）午前10時〜11時30分
／就業支援施設MIDOLINO_（緑
町1-5-20第一根岸ビル1階）／転勤
に伴い武蔵野エリアに転入した方、
その予定のある方／15名（市内在住
者優先し超えた場合抽選）／転勤の

悩みや新しい生活について自由に
話し合い交流する場／300円（茶菓
子代）／託児5名／申·問 5月8日ま
でにファクス・Ｅメール（3頁の申込
要領参照し、託児希望は子の氏名
〈ふりがな〉・月齢も明記）または電話
で男女平等推進センター☎37-
3410、FAX38-6239、danjo@
city.musashino.lg.jpへ。市ホーム
ページから申込可。

■親子で自然が好きになるゲーム
　＆クラフト〜むしが好きになる
　5 月 12 日
（土）午前10時
〜11時30分／
5歳〜小学2年
生と保護者20
名（申込順）／虫のオモシロさを知
り、虫が好きになる感性が豊かに
なるクラフトやゲーム。おやつ付
き／主催：武蔵野市／申·問 電話
でむさしの自然観察園☎55-
7109（吉祥寺北町3-12）へ。

「市報むさしの」以外にもさまざまな方法で情報を発信
しています／問 秘書広報課☎60-1804

http://www.city.musashino.lg.jp/
http://www.city.musashino.lg. 
jp/m（携帯電話版）

年4回発行（3、6、9、12月）。
市政の情報や課題、地域の情報などについて掘り下
げて紹介。市内3駅、公共施設、医療機関、理・美容院
などで無料配布。

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

旬のイベントやお知らせ
などを随時紹介。

市政情報は、こちらからも
チェックできます

◎市ホームページ

◎季刊むさしの

◎むさしの防災・安全メール

◎公式フェイスブック・
　ツイッター

ツイッターフェイスブック
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講
座
・
講
習

講 座・講 習 講師の方などの敬称略
コース名 日時 定員

A：養成講座
※テキスト代実費

講習 5月26日（土）：午後1時～4時、6月2日・16日（土）：午前10時～午後4時、7月7日（土）：午後1時～4時 8名
実習 ①6月13日または20日（水）、②6月27日または7月4日（水）(①と②の各日1日ずつ計2日間)：午後

B：基礎知識編のみ 5月26日（土）午後1時～4時 10名

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

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

申
市ホームページから電子申請またはハガキ（3頁の申込要領参照し、①～
④から第1・2希望、★は子どもの人数、更新の方は認定番号10桁も明記）で
〒180-8777交通対策課「自転車安全利用講習会担当」へ

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

＊荒天などにより開催を中止することがあります。
＊定員に満たない場合、締切後も受け付けます。

開催日 番号・開始時間 会場 締切日
5月18日（金）①午後7時

スイングレインボーサロン 5月6日5月19日（土）②午前10時③午後1時★
6月14日（木）④午後7時 商工会館市民会議室 5月31日

行事名 開催日時 場所 問
和太鼓 5月4日（祝）午後1時 吉祥寺シアター 雨坪☎080-4664-6440
邦楽大会 5月6日（日）午後0時30分 公会堂 杵屋☎41-0211
謡曲大会 5月6日（日）午後0時30分 芸能劇場 奥☎33-5876
民謡大会 5月12日（土）午前10時30分 公会堂 中川☎54-5540
謡曲を能楽師と
親しむ会 5月12日（土）午後0時30分 芸能劇場 青木☎22-6876
絃のしらべ 5月13日（日）午後1時 スイング 岡本☎31-2592
落語
むさしの若葉寄席 5月13日（日）正午 公会堂 露木☎080-2090-2774

書道展　 5月19日（土）・20日（日）
午前10時 芸能劇場 凰月☎51-2261

絃奏サウンド 5月19日（土）午後0時30分 文化会館 矢野☎54-8650
朗読のしらべ 5月19日（土）午後0時30分 スイング 中田☎22-4379
吟詠大会 5月20日（日）午前10時 公会堂 前川☎53-7891
美術展 5月25日（金）～28日（月）

午前10時 文化会館展示室 田中☎52-1291
薫風フェスタ 5月26日（土）午後0時30分 文化会館 荒井☎46-1717
吟剣詩舞大会 5月27日（日）午後1時 スイング 村松☎51-3345
日本舞踊 6月3日（日）午後1時 公会堂 花柳☎69-0115
音楽会Ⅰ 6月10日（日）午後1時30分 文化会館 東海林☎37-4815
VOX詠会 6月24日（日）午前10時 公会堂 荒井☎46-1717
音楽会Ⅱ 7月8日（日）午後1時30分 文化会館 生田☎042-334-2107
ムービンピック 9月8日（土）午後5時（予定） 公会堂 秋田☎51-2113

「初級編」申し込み
フォーム

「特別講義編」申し込み
フォーム

講師：水島朝穂
憲法・法政策論。博
士（法学）。札幌学
院大助教授、広島
大助教授を経て現
職。著書「平和の憲
法政策論」、「18歳
からはじめる憲
法」ほか多数。

■認知症サポーター
　ステップアップ講座
　5月18日（金）午後2時〜3時30
分／商工会館市民会議室／認知症
サポーター養成講座を受講された
方。未受講の方は、5月15日（火）の
認知症サポーター養成講座を受講
のこと／80名程度（申込順）／「知
ろう！深めよう！認知症の症状と
対応の具体的な知識」、認知症の方
への接し方などを現場のスタッフ
から直接学びます／能丸創（吉祥
寺ナーシングホーム生活サービ
ス・在宅サービス室長）／無料／
申·問 5月11日までに高齢者支援
課☎60-1846へ。

■失語症会話パートナー（ボランティア実習）養成講座

　市民社協会議室（実習は市内福祉施設）／市内在住・在勤・在学で18歳
以上の方／失語症のある方たちの会話のかけ橋となるボランティアを養
成／言語聴覚士／主催：武蔵野市／申·問 5月11日（必着）までに往復ハガ
キ（3頁の申込要領参照し、年齢、在勤・在学者は勤務先・学校名〈所在地と
電話番号〉、希望コースAまたはB、あればFAX番号も明記）でボランティ
アセンター武蔵野☎23-1170、FAX23-1180へ。

■男性のための料理講習会
　「基本の料理を学びましょう」
　5月15日・
22 日・29 日
／各火曜（全
3回）／午前
10時30分〜
午後1時20分／西部コミセン／市
内在住の60歳以上の男性／8名
（初参加者優先し超えた場合抽選）
／市協力栄養士（高齢者食事学研
究会）／1800円（3回分材料費）／
直前キャンセルは費用が発生する
ことがあります／申·問 4月27日ま
でに高齢者支援課☎60-1846へ。

■�森の市民講座「森の散策と草木染め体験」
　5月19日（土）午前10時20分JR二俣尾駅改札集合・午
後4時解散／二俣尾・武蔵野市民の森自然体験館（青梅
市二俣尾）／市内在住・在勤・在学の方（4歳以上、小学生
以下は保護者同伴）／25名（超えた場合抽選）／東京の森の現状の話、森の
散策、草木染め体験。大人も楽しめる内容です／エンジョイ・フォレスト女性
林研／森林整備のための緑の募金への協力をお願いします／汚れてもよい
服装と履きなれた靴で／昼食を持参／申·問 5月1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・学年、小学生以下
は保護者名も明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ

■武蔵野ふるさと歴史館
　古文書解読講座
◎初級編：5月13日〜平成31年3月
10日の原則第2・4日曜（8月除く全
18回）。午後2時〜4時。同館会議室。
市内在住・在勤・在学の未受講者。同
館学芸員。市内旧家に伝わる江戸時
代の古文書などをテキストに古文
書の解読方法を解説します。◎特別
講義編：5月8日〜31年3月12日の
第2火曜（8月を除く全10回）。午後2
時〜4時。中央図書館視聴覚ホール
など。市内在住・在勤・在学で、過去
に古文書解読講座を受講した方。
森安彦（国文学研究資料館名誉教
授）。市域の江戸時代の村について、
受講者自らが調べ、理解を深める技
術を身につけます／【共通】20名
（超えた場合抽選）。無料／申·問  4
月25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）で郵送ま
たは返信用ハガキを持って直接武
蔵野ふるさと歴史館☎53-1811
へ。同館ホームページ申込フォーム
から申し込み可。

■�消費生活講座「知って得する！酢的なお酢の活用法」
　5月17日（木）午前10時〜11時30分／商工会館市民会議
室／市内在住・在勤・在学の方／60名（超えた場合抽選）／
お酢の歴史や種類。効き酢（食酢の試飲）あり／青木広実
（〈株〉ミツカン）／無料／託児：1歳〜未就学児、8名／
申·問 4月25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、託児希望は子の氏名〈ふりがな〉、性
別、生年月日も明記）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。

■憲法月間記念講演会
　5月20日（日）午後1時30分〜3時
30分（開場1時）／スイングホール／
180名（超えた場合抽選）／平和と安
全保障における市民と自治体〜避難
を禁じた防空法にも触れて／水島朝
穂（＝写真。早稲田大学法学学術院教
授）／無料／託児：生後3カ月〜未就学児、5名／手話通訳あり／申·問   
5月2日（消印有効）までにハガキ・ファクス・Eメール（3頁の申込要領参
照し、希望人数、託児希望は子の性別・生年月日・名前〈ふりがな〉も明
記）または電話で〒180-8777市民活動推進課☎60-1829、FAX51-
2000、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ（入場券を5月11日ご
ろ送付）。

■認知症サポーター養成講座
　5月15日（火）午後2時〜3時30分
／武蔵野プレイススペースC／市
内在住・在勤・在学の方／30名程度
（申込順）／認知症の基本的な知識、
認知症の方への接し方、市の現状

など。受講者にはサポーターの証で
あるオレンジリングを進呈／武蔵
野赤十字在宅介護・地域包括支援
センター／無料／申·問 5月10日ま
でに高齢者支援課☎60-1846へ。

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

■�市民芸術文化協会の催し
　多彩な芸術文化を味わいにいらっしゃいませんか／無料／入場自由／
共催:市教育委員会／問 市民芸術文化協会☎60-1856（火・金曜。午前9時
〜午後4時）
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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　【そのほ
かの施設】●境こども園…境4-11-6☎53-2312　●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206

子 育て
施設

子
ど
も
／
ス
ポ
ー
ツ

子 ど も 講師の方などの敬称略

保育園 申 4月16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
南 誕生会 4/24（火）午後4時～ 0歳児～ ◎
東 こいのぼり集会 4/26（木）午前9時45分～ 0歳児～ ◎

ふじの実 ふじ祭り 4/28(土）午前9時～午後0時50分（会食後自由解散）
未就学児の親子
（5組10名） ◎

境
誕生会 4/24（火）午前9時40分～10時（終了後園庭遊びをどうぞ）0歳児～ ◎

1歳のひろば
（リズム） 4/27（金）午前10時～11時 1歳児（平成28年4

月～29年3月生） ◎

境南第2 誕生会 4/23（月）午前9時30分～10時 0歳児～ ◎

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、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（日）（吉祥寺は17日〈火〉）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／5月10日（木）・30日（水）／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／5月10日（木）・30日（水）／午
前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

はらっぱ：お父さんとあ・そ・ぼ！／5月20日（日）午前10時30分～11時15
分／0歳と父親／15組 ◎

１歳ひろば はらっぱ：子どもウオッチング／5月21日（月）午前10時30分～11時15分
／1歳と親※5月1日（火）の1歳ひろばはお休み

不
要�

２歳３歳
ひろば

吉祥寺：ミニミニ運動会／5月29日（火）午前10時～11時／2～3歳児と親
／15組 ◎�

はらっぱ：みんなでクッキング／5月15日（火）／①午前10時～11時15分
②午後2時～3時15分（①②同内容）／2～3歳児と親／各15組／親子とも
にエプロン・三角巾・手拭きタオル・皿・フォーク・飲み物を持参

◎�

ひろば
イベント

吉祥寺：0歳から楽しめるお芝居よみしばい「おやゆび姫」／5月9日（水）午
前11時～11時40分／0～3歳児と家族、地域の方／共催：武蔵野文化事業
団

不
要

乳幼児救急法
講習会

吉祥寺：5月31日（木）午前10時～正午／0～3歳児の親／20名／人工呼
吸・心臓マッサージ・AEDの実技講習など／武蔵野消防署員 ◎�

0123子育て
談話室

吉祥寺：甘えは大事・でも甘やかしていいの？／5月23日（水）・6月27日
（水）／午前10時～11時30分／0～3歳児の親（2日とも出席可能な方）／
15名／高橋かほる（帝京短期大学教授）

◎�

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／5月8日・15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：見合いこっとできらきらボトルを作ろう！①5月9日②23日
（水）／午前10時～10時45分（①②同内容）／1歳と親／各10組／持ち物：
110mℓ程度のペットボトル同サイズのもの2本分

◎

nico（2歳）
コース

いこっと：紙で遊ぼう！5月25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 ◎

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：紙バネあおむしをつくろう／5月15日（火）～19日（土）／受付：
午前10時30分～午後3時30分／2本の紙を交互に折り重ねて作る紙バネ
を使った坂道を下るあおむし作り

不
要

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

ピヨピヨ
ランド

5月19日（土）午後1時30分～2時30分／2・3
歳未就園児と保護者／30組／詳細は園ホーム
ページ参照

5月7日（月）～
園 より申込

親と子の
おはなし会

5月19日（土）午後1時30分～2時30分／年齢
制限なし 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）

5月9日・16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

☎

武蔵野中央
吉祥寺北町
4-5-13
☎52-1136

ようこそ
ちいさな
おともだち

5月16日（水）午後1時30分～2時30分／未就
園児と保護者／上履き、くつ袋を持参／園庭、
園舎一部開放／雨天実施

不要

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

園庭開放 5月10日・24日・31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

5月30日（水）午後1時～／2・3歳児と保護者／
20組／1人100円 ☎

聖泉
西久保3-13-5
☎53-3374

園庭開放 5月30日（水）午後2時～3時／未就園児と保護
者／20組／雨天中止 不要

みやま
緑町1-6-22
☎51-6029

遊びの会
リトミックで
遊ぼう

5月18日（金）午後2時30分～3時30分（受付2
時15分）／平成31年度入園対象の未就園児と
保護者／50組

5月7日（月）～
１6日（水）に☎

聖徳
境南町2-11-8
☎31-3839

体験入園・
園説明会

5月19日（土）午前10時～11時30分／平成31
年度年少組入園対象児と保護者／40組／上履
きを持参／詳細は園ホームページ参照

園

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問 各園

スポーツ 講師の方などの敬称略

スラックラインにチャレンジ

■ ファミリースポーツフェア2018～みんなあつ
まれ　スポーツがつなぐなかまづくり

　4月29日（祝）午前10時～午後3時30分（受付午
前9時50分～午後3時）／総合体育館、陸上競技場、
室内プール／市内在住・在勤・在学の方／一日楽し
く遊べるニュースポーツイベント／無料／運動のできる服装で、体育館
用の靴を持参／車での来場不可／共催：市スポーツ推進委員協議会／
申 当日、直接会場へ／問 生涯学習スポーツ課☎60-1903
メインアリーナ ボッチャ、紅白玉入れ、スラックライン、バスケットボール、プチテニ

ス、ミニテニス、バドミントン
サブアリーナ パラバルーン、風船バレー、ソフトバレーボール、キンボール
ダンス室 都パラリンピック体験プログラム（NO LIMITS CHALLENGE）

陸上競技場
（＊は雨天中止）

＊走ってみよう！50m、＊ストラックアウト（ボール投げ）、＊ミニ
サッカー、＊グラウンド・ゴルフ、＊ラグビーゴールキック体験、＊一輪
車、野外活動（テント張り、丸太切りなど）体験、トスラーンターゲット、
フラフープ、わなげ、なわとび

卓球室 無料開放（午前9時～午後9時30分）室内プール

「子育て応援サイト
むさしのすくすくナビ」にご登録を！

●スマートフォンやパソコンで利用できる
●市からのお知らせやイベント情報がEメールで届く
●保育施設・幼稚園・認定こども園などの情報が確認できる
●予防接種のスケジュールが管理できる　　など

問 子ども政策課☎60-1239

吉祥寺・はらっぱ：5月5日（祝）は開館します。

■ こども国際交流クラブ　料理コース
　6月2日（土）午前10時～午後1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）／鶏肉の煮込み
ほか／鍾惠明（中国出身）／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·問 4月17日～5月31日に国際交流協会☎36-
4511へ。https：//mia.gr.jp/から申込可。

■ 土曜学校　日本獣医生命科学大学バイオ実験教室　DNAを見てみよう
　5月19日（土）①午前10時～正午②午後2時～4
時／同大学第1校舎（境南町1-7-1）／市内在住・
在学の小学4～6年生／各回20名（超えた場合抽
選。各8名以上で開催）／大学の先生や学生と一
緒に実験をしながらDNAについて学びます／
原宏佳（同大学講師）と学生／無料／申·問 4月29日（必着）までに往復ハ
ガキ（3頁の申込要領参照し、希望時間①②、性別、生年月日、学校名・学
年、保護者氏名も明記）で郵送またはハガキを持って直接武蔵野プレイス
生涯学習担当☎30-1901へ。http：//www.musashino.or.jp/から申し
込み・当落確認（5月8日～5月19日）可。
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●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 ◆

■�テンミリオンハウス月見路ひとり暮らし
応援クラブ（第1回）市の制度について

4月24日（火）午前11時〜午後1
時／6名（申込順）／ひとり暮ら
しの高齢の方向け情報講座／風
間仁（吉祥寺ナーシングホーム
社会福祉士）／600円（ランチ
込）／申·問�4月20日までに月見
路☎20-8398（吉祥寺北町1-11-
7）へ。
■老いじたく講座
4月27日（金）午後1時30分〜3時
／高齢者総合センター講義室／
20名（申込順）／無料／申·問�福
祉公社☎23-1165
■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：5
月9日（水）・10日（木）、午後1時30
分〜3時30分。2000円②ワード
入門：5月16日（水）・17日（木）、
午後1時30分〜3時30分。2000
円③ エ ク セ ル 入 門：5月23日
（水）・24日（木）、午後1時30分〜
3時30分。2000円④ イ ン タ ー
ネット入門：5月11日（金）午後1
時30分〜3時30分。1000円⑤エ
クセルコース：5月18日・25日
（金）、午前10時〜正午。2000円
⑥ワードコース：5月18日・25日
（金）、午後1時30分〜3時30分。
2000円⑦ウィンドウズ10との
付き合い方：5月23日（水）、午前
10時〜正午。1000円⑧パソコン
個別指導：5月10日・17日・24日
（木）、午前10時〜正午、5月14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。4月18日から料金を
持って直接同センターへ。◎パ
ソコン訪問指導：1時間1284円、
交通費535円（電話受付）◎補習
教室生徒募集：吉祥寺・中町・桜
堤教室で学校の教科書に沿った
少人数グループ編成。市内およ
び近隣地域の公・私立小学3年生
〜中学3年生。1科目週1回。小学
生：国語、算数、英語、1科目3500
円。中学生：国語、数学、英語、1科
目4500円。入会金2000円。定員
あり／申·問�同センター☎55-
1231
■�使える国際英語体験講座（む
さしの創業サポート施設）

5月11日（金）①午前11時②午後
1時（①②同内容）／スタートアッ
プカフェ（境2-10-1境央マスター
ズ）／各15名（申込順）／仕事や
情報発信に本当に使える英語力
を身に付ける／無料／申·問�（株）
スイベルアンドノット☎38-5175、
yamaguchi@swivel.co.jp
■就業支援セミナー
①就活エクスプレス：5月11日
（金）〜18日（金）。30〜44歳非正
規雇用者②シニアの再就職対策
講座：5月21日（月）。55歳以上③
若者と企業の交流会：5月23日
（水）。29歳以下（学生可）④ミド
ルのための再就職対策講座：5月
25日（金）。30〜54歳／【共通】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（要問合せ）、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、③のみ☎042-329-4510
■�商工会議所
　異業種交流プラザ講演会
5月14日（月）午後6時30分〜7
時45分／90名（申込順）／商工
会館市民会議室／AIとこれから
の未来について／石原潤一
（〈株〉ユニバーサル・ロジック代

表取締役）／無料／申�5月7日午
後5時までに同会議所ホーム
ページhttp：//www.musashi�
no-cci.or.jp/へ／問�同会議所☎
22-3631
■テンミリオンハウス月見路
　絵本の読み聞かせ講座
5月16日（水）午後1時30分〜3
時／10名（申込順）／絵本が好き
な方、声を出すのが好きな方／
300円／読みたい絵本を1冊持
参／申·問�月見路☎20-8398（吉
祥寺北町1-11-7）
■�障がいのある方がおじいさん
おばあさんになったら

5月20日（日）午後2時〜4時／三
鷹産業プラザ701・702会議室／
70名／発達・知的障害者の加齢
で変わるニーズと対応するサー
ビス、その最新動向／又村あおい
／1000円（会員500円）／申·問��
ファクスまたは電話でしょーと
て ん ぱー☎090-5805-9783、
FAX020 - 4 6 6 4 - 18 22へ。
https://www.short-temper.
orgから申込可。
■国際交流協会（MIA）
◎市民講座 国際理解プログラ
ム ルーマニアの文化とことば：
①5月26日（土）ルーマニアの概
要、文化についての講座②6月2
日（土）ルーマニア語体験。午後2
時〜4時。商工会館会議室。25名
（申込順）。山田エリーザ（ルーマ
ニア出身）。500円（同協会会員
無料）／申�5月24日までに電話
で同協会へ。◎フランス語会話
交流教室〜はじめの一歩：6月2
日〜7月21日の毎週土曜（全8
回）。午前10時〜正午。同協会会
議室。18歳以上でフランス語学
習歴がない方。20名（市民・同協
会会員優先し超えた場合抽選）。
最少催行10名。ハレ・ローラン
（フランス出身）。6000円（同協
会会員4000円）／申�5月26日
（必着）までに往復ハガキ（年齢・
職業・電話・あればメールアドレ
ス・会員は会員番号も明記）で郵
送 ／【共 通】https：//mia.gr.jp/

から申込可／申·問�同協会☎
36-4511

◆ スポーツ ◆

■�むさしのジュニアバレーボー
ルクラブ会員募集

5月5日〜平成31年1月26日の土
曜／午後0時15分〜3時／総合体
育館サブアリーナほか／市内在
住・在学の小学生／25名（申込
順）／無料／市バレーボール連
盟指導者ほか／都ジュニア育成
地域推進事業／申�直接体育協会
へ／問�バレーボール連盟・後藤
☎36-6088
■むさしのまち歩きツアー
5月13日（日）午前9時50分JR吉
祥寺駅中央改札前集合／30名
（申込順）／井の頭恩賜公園散策
コース／4km、2時間／500円／
申·問�観光機構☎23-5900
■ジュニアソフトテニス講習会
5月18日〜8月10日の毎週金曜
（6月15日除く全12回）／午後4
時45分〜6時45分／庭球場／市
内在住・在学の小学4〜6年生／
無料／都ジュニア育成地域推進
事業／申�当日、直接会場へ／
問�ソフトテニス連盟・竹内☎
042-576-9911
■シティウオーク
　「玉川上水・多摩川ウオーク」
5月20日（日）午前8時30分西久
保公園（JR三鷹駅北口より徒歩
10分）集合（受付8時）／小雨実施
／28kmコース：午後4時15分ま
でに羽村堰・多摩川兄弟像前へ。
20kmコース：午後2時45分まで
に拝島駅前へ。10kmコース：午
前11時45分までに小平中央公園
へ。全て自由歩行／500円（保険
料・資料代。市ウォーキング協会
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
■フィンで楽しむ水泳教室
7月6日〜8月24日の金曜（全8
回）／午後7時15分〜8時45分／
第四中プール／市内在住・在勤
で18歳以上の方／30名（超えた

場合抽選）／4400円／申�4月17
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

◆ お知らせ ◆

■草の根育成助成対象事業募集
市民の寄附金を原資とした医療・
福祉、スポーツ分野に対する助
成対象事業を募集／4月1日〜平
成31年3月31日に行われる医
療・福祉、スポーツ分野の事業／
都内に拠点を有し都内で活動す
る法人および任意団体／助成額
1事業当たり上限100万円補助
率30〜80％以内／申·問�6月4日
〜11日（消印有効）に（公財）草の
根事業育成財団☎042-321-
1132、info@kusanoneikusei.
netへ。詳細はhttp：//www.ku�
sanoneikusei.net/参照。
■福祉公社
　介護職員初任者研修
2級ヘルパーに代わる新資格の
研修／5月29日（火）〜9月11日
（火）全25日（137時間）／①「武
蔵野市介護サービス事業者リス
ト」に掲載の事業所に勤務②市
内および隣接市区に居住し同リ
ストに掲載の事業所に勤務予定
①②で全日程受講できる方／24
名（超えた場合抽選）／①1万円
（教材費別）②5万円（教材費別・
返還制度あり）／一時保育助成
制度あり／詳細は申込用紙に添
付のしおり参照／申·問�4月16
日〜5月18日の間に申込用紙
（ホームヘルプセンター武蔵野、
各在宅介護・地域包括支援セン
ター、市役所高齢者支援課で配
布）を持って直接ホームヘルプ
センター武蔵野☎23-2611へ。
■むさしのFM放送番組審議会
3月14日（水）午後2時より商工会
館で開催しました。詳細はむさし
のFMホームページに掲載／
問�エフエムむさしの業務部☎
23-0782

対象 時間（各30分） 定員

親子
年長児～
小学生と
保護者

①午前10時30分 各
5組②午前11時

ジュニア 年長児～小学生
①午前11時30分 各

10名②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（5月）
　月〜金曜（2日・3日・4日・7日・14日・15日を除く）：午前9時〜午後1時／総合体育
館和室研修室／体育施設利用者、スポーツ教室参加者に限る／10名（申込順）／1
時間（500円）以上30分（250円）単位で受け付け／申·問�希望日の2週間〜2日前午
後4時までに直接総合体育館☎56-2200へ。

■市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／申·問�直接体育協会☎55-4119へ。詳細は
http://musashino-taikyo.jp/参照。

■�ココKARAスポーツ第4版を発行しました
　気軽にスポーツを楽しめるように、市のスポーツ情報のほか、民間を含
む市内スポーツ施設やウオーキングコースのわかる地図を掲載していま
す／配布：市役所案内・生涯学習スポーツ課、総合体育館、各図書館、市民
会館など／問�生涯学習スポーツ課☎60-1903

■スポーツ教室　ジュニアHIPHOPダンス
　5月10日〜6月28日（木）全8回／午後5時〜6時／井之頭
小学校／市内在学・在住の小学生／30名（超えた場合抽選）
／3200円／申·問�4月30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、学校名も明記。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。

ふな釣り 5/13（日）
午前5時45分市役所発／茨城県稲敷市ザコ川周辺／16
歳以上／40名（申込順）／初心者歓迎／1500円／申 4月
21日～27日

インディアカ 5/27（日）
午前9時／総合体育館サブアリーナ／中学生以上／一般
女子の部（4人制）、混合の部（コート内男子2名以内、女子
3名以内の4人制）／1チーム80円／申 5月1日～7日

■�スケートボード体験教室
　4月29日（祝）／ストリートスポー
ツ広場／無料／申�当日、直接会場へ
（各回30分前より受付）／コンテス
ト：午後1時15分〜4時15分（参加申
込は終了。観覧のみ）／問�総合体育
館☎56-2200

■�土曜学校　スポーツ教室
　午前10時〜正午／定員を超えた場合抽選／無料／申·問�4月30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、在学者は学
校名・学年も明記）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。

教室名 対象 日程 場所 定員
ミニ
バスケット
ボール

① 小学1～3年生
6/9・16・23、7/7・21・28、9/1・29 大野田小 各

20名② 小学4～6年生

卓球 小学生 5/12・19、6/9・30、7/7、9/22・29、10/6 井之頭小 各
30名バドミントン 小学3～6年生 5/12、6/2・16・23・30、7/14、9/1・22 第二小
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Musashino City

体験コーナー
（雨天中止）

午前10時30分
～正午

ラグビー選手と鬼ごっこ、ゴール
キック・トライチャレンジ、ウィ
ルチェアーラグビー体験など
廣瀬俊朗（東芝ブレイブルーパス
コーチ）、大野均（東芝ブレイブ
ルーパス）

女子セブンズ
（7人制ラグビー）
観戦

午後0時15分
～0時45分

「横河武蔵野アルテミ・スターズ
vsBraveLouve」

ゲストトーク 午後1時
～1時30分

廣瀬俊朗、大野均、永易雄（ウィル
チェアーラグビー日本代表強化
指定選手）、田村一博（ラグビーマ
ガジン編集長）

ゲストによる
実況解説付き
試合観戦

午後1時30分
～3時

「横河武蔵野アトラスターズvsク
リーンファイターズ山梨」

廣瀬俊朗 大野均
©アフロス

ポーツ

永易雄 田村一博

日時�5月20日（日）午前10時30分〜午後3時
会場�陸上競技場（無料。当日、直接会場へ）

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
等に向け、誰もがスポーツに参加できる環境づくりを
目指したイベントを行っています。イベント情報は市
報やフェイスブックなどで発信しています／問�企画
調整課オリンピック・パラリンピック担当☎60-1970

　創刊号は、今月の一押しイベントや特集「平成29
年の動き」や、「ルーマニアホストタウン事業」などの
情報を掲載しています。今後は月一回の発行を予定
しています。設置・配布していただける施設・店舗な
ど募集中です。詳細はお問い合わせください。

■「Monthly�News」創刊

ラグビー

◎アウトドアカレッジ〜安全なキャンプファイヤー（宿泊）
5月26日（土）午前7時三鷹駅北口出発～27日（日）午後7時解散／自然の村宿泊（テント
泊）／サポートスタッフ登録者または興味のある18歳以上の方（高校生不可）／20名／最
少催行6名／国際自然大学校／登録者5000円、一般9000円

◎土曜学校森林体験教室〜実践編
6月2日（土）午前8時市役所出発・午後5時30分解散／武蔵野市民の森（青梅市二俣尾）／市
内在住・在学の小学4年生～中学3年生／30名／最少催行10名／道作りなど／西多摩森づ
くりグループ／無料

◎親子野あそびクラブ〜山登りに挑戦しよう
6月10日（日）午前7時三鷹駅北口出発・午後5時解散／山梨県富士河口湖町／市内在住・在
学の小学生と保護者／40名／最少催行13名／てっぺん目指して親子で登山／むさしの
自然史研究会／大人4800円、子ども2800円

【共通】雨天実施／定員を超えた場合抽選（カレッジは登録者優先）／貸切バス使用（添乗員
同行）／昼食を持参（カレッジは26日のみ）／申·問 4月30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・在学者は勤務先・学校名も明記。
親子野あそびクラブは子の学校名・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

◎豊かな自然を満喫〜長野県川上村の市立自然の村へ行こう
長野県の東南端、千曲川源流に近い川上村。宿泊・キャンプ施設（テントサイト・炊事場）、
遊歩道、ハイキングコースあり／長野県南佐久郡川上村大字川端下547-1／市内から直行
バス（年11回運行）あり／宿泊料：中央棟大人1000円、子ども400円、キャビン棟大人200
円、子ども100円／食事代：大人朝・昼食600円、夕食1000円、子ども朝・昼食400円、夕食
600円（現地払い）／5月16日（水）臨時休業／申·問 利用日の2カ月～2日前までに野外活
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/

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 …………… 吉祥寺本町1-21-13☎20-1011

●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〜ユニバーサルデザイン対応
　4月28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）／「もういちど」（2014年、日本、95分、カ
ラー、音声ガイド・字幕版、監督・脚本：板屋宏幸、出演：林家たい平、福崎那
由他、富田靖子、ゴリ（ガレッジセール）ほか／音声ガイド・字幕付きのた
め、視覚・聴覚障害のある方でもご覧いただけます／無料／申�当日、直接
会場へ／問�中央図書館

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
「ヴィキングル・オラフソン」「ニタイ・ハーシュヴィッツ」「イヴリ・ギトリス」 4月21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）
◯友  ：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

子ども茶道教室
　6月3日・10日・17日・24日、7月1日・8日各日曜／
午前10時〜正午／市民文化会館茶室・和室／市内在
住・在学の小学3〜6年生／定員20名（初参加者優先
し超えた場合抽選）／市茶道連盟（裏千家）／参加費
2000円／申�4月27日（金）までに文化事業団ホーム
ページより申し込み／問�市民文化会館

イヴリ・ギトリス　バイオリン・コンサート
　7月17日（火）午後7時開演／市民文化会館小ホール
／ピアノ：ヴァハン・マルディロシアン／全席指定
5000円、◯友  4500円

ニタイ・ハーシュヴィッツ　ジャズ・ピアノ・トリオ
　7月14日（土）午後4時開演／スイングホール／オ
ル・バレケット（ベース）、アミール・ブレスラー（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）

ヴィキングル・オラフソン　ピアノ・リサイタル
　6月19日（火）午後7時開演／市民文化会館小ホー
ル／バッハ：幻想曲とフーガBWV904、グラス：エ
チュードほか／全席指定1500円、◯友  1350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6月・7月 6/1（金） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2018年11月 5/1（火） 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11月

5/2（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 5/5（祝） 午前9時 10階スカイ

ルーム

松露庵 茶室 5/10（木）午前9時 和室

吉祥寺美術館 音楽室 5/1（火） 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10月・11月 調整中
詳細は市報5月15日号

中2階
事務室

5日未満使用 劇場 2019年6月・7月

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2018年11月★
5/1（火）

午前11時

舞台芸術以外で使用 2018年8月★ 午後2時

★は優先分（自主事業・貸館）のため劇場・けいこ場ともに空きなし
＊ 市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホール及びスイングホール（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。

心に残る体験を、あなたと

フェイスブック

  Sports for All



　地域の相談機関としてすでに中心的役割を果たしている身体・知的障害者対象の「地域生活支援センターびーと」、精神障害者対象の「ライフ
サポートMEW」に続き、新たにおとなの発達障害者を対象とした「地域活動支援センター コット」が加わります。
　3カ所の地域活動支援センターが連携し、重複障害者にも適切な支援が迅速に行えるよう体制を強化します。

　平成25年度に開設した精神障害者対象の日中一時支援事業と、29年度から開始した
おとなの発達障害者向けの相談支援事業を再編した地域活動支援センターです。

　市役所内障害者福祉課直営の相談窓口です。地域活動支援セン
ターなどとの連携により、障害福祉に関する情報を集約し、総合
的、専門的な相談をお受けします。地域の相談支援事業者を後方支
援し、相談支援のネットワークを作っています。
　虐待防止センターも一体的に運用しています。

　地域における相談機関の中核となります。社会福祉士、精神保健
福祉士などによる専門相談、創作活動、自主活動を行います。基幹
相談支援センターとともに、障害のある方が地域の中で孤立しな
い取り組みを行っていきます。

緑町2-2-28
☎60-1847

市障害者福祉課
基幹相談支援センター

例えば「考えや思いをうまく伝えられなくて、家族や友人に誤
解されることがある」、

「言われた通りにやってたつもりなのに、仕事でミスを指摘さ
れてしまう」など、

「どうしたら良いのだろう」と思うことがあったら、

吉祥寺北町4-11-16
障害者総合センター内
☎54-5171
対象：主に身体・知的障害者

地域生活支援センター
びーと

中町3-4-9
ディアハイム武蔵野1階
☎36-3830
対象：主に精神障害者

ライフサポートMEW

　「将棋の会」「昼食
調理」などの定期的
プログラムのほか、
メンバーとスタッフ
で相談しながら活動
プログラムを企画し
ます。

境1-9-9温泉通りビル207
☎38-8837
月〜金曜　午前10時〜午後5時
対象：主におとなの発達障害者

地域活動支援センター
コット

おとなの発達障害者の支援体制を強化します

まずご相談ください

　市報むさしの音声版「声の
市報」のデイジー版（CD）を
作成し、希望する方へ毎号郵
送しています。デイジー
（DAISY〈DigitalAccessibleInformatio
nSystem〉）とは、印刷物を読むことが困
難な方のために開発されたデジタル録音
図書の国際標準規格です。デイジー版
（CD）は、専用のデイジー再生機器（＊）
やパソコンに専用のソフトウェアをイン
ストールして再生することができます。
＊�視覚障害のある方に対する日常生活用
具の給付制度があります。（所得によ
り、費用負担や対象外になる場合あり）

申·問�声の市報：秘書広報課☎60-1804、
日常生活用具の給付制度：障害者福祉課
☎60-1847

　4月から相談窓口および居場所事業実施場所を移転しました。若年者の就労や社会参加を支
援する地域若者サポートステーション（厚生労働省委託事業）が併設され、3つの事業が一体と
なった運営となります／移転先：御殿山1-6-8ムサシヤビル1階／運営：文化学習協同ネット
ワーク／問�障害者福祉課☎60-1847、児童青少年課☎60-1853

コットでのさまざまな取り組み

声の市報（デイジー版）を
お届けしています

引きこもりサポート事業、若者サポート事業の窓口が移転しました

地域若者サポート
ステーション

引きこもり
サポート事業
それいゆ

若者サポート事業
みらいる

A

●A

B

●B

C

C
D

D
新規
開設

事業名 日時 対象 内容 問

引きこもりサポート事業
それいゆ

午前10時〜午後6時
（木・日曜、祝日を
 除く）

おおむね15〜39歳
市内在住

引きこもり家庭への支援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・社会参加体験
・家族セミナー・講演会など ☎・FAX24-6491

musapo@npobunka.
net

若者サポート事業
みらいる

おおむね15〜18歳
市内または隣接市区
在住

高校生世代の日常生活・学習支援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・学習支援・就労支援
・居場所活動

むさしの地域若者
サポートステーション

（厚生労働省委託事業）
15〜39歳

若年者への就労支援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・就労支援プログラム
・職場実習

☎70-5067
musashinoyss@npo 
bunka.net
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健
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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 ☎

15日（日）
○武居小児科医院 小児科 境南町2-8-17 2階 32-4152
○吉祥寺榊原クリニック 内科 吉祥寺南町1-8-6 48-6311
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

22日（日）
○前澤クリニック 内科・小児科 境南町3-15-21 30-2861
○松井クリニック 内科 吉祥寺東町2-17-27 20-1001
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

29日（祝）
○じょういち医院 内科・小児科 中町2-5-3 51-2006
○松井健診クリニック吉祥寺プレイス 内科 吉祥寺東町1-19-23 22-2270
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

30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
◎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
15日（日） こせ歯科医院 吉祥寺東町1-2-6 ☎23-0560
22日（日） 小竹歯科クリニック 吉祥寺北町1-11-1-101 ☎21-4187
29日（祝） こばやし歯科 吉祥寺本町2-35-11 元町スギビル201 ☎21-0026
30日（振休）後藤歯科医院 吉祥寺東町2-17-1 吉祥寺マンション1階 ☎20-2961

休日の医療機関� 4/15（日）～30（振休）

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

母子保健

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

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　5月11日（金）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 5月1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。

■歯つらつ健康教室
　5月25日、6月1日・
15日・29日、7月13日・
27日／各金曜（全6回）／午前10
時〜11時30分（初回は9時30分か
ら）／保健センター／65歳以上の
市内在住の方／20名（申込順）／
口腔内診査、噛み合わせの力の測
定、歯みがき指導、口の体操など／
タオル、筆記用具、飲み物を持参／
申·問 電話または直接健康課へ。

■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

■�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）：①5月14日
（月）妊娠中から産
後の過ごし方、赤ちゃんとの関わ
り②5月28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。②は歯ブラシ、手鏡を
持参。申5月7日までに。◎土曜日
クラス：5月19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。40
組。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。バスタオルを持参／申 5
月11日までに／【共通】申込順／
母子健康手帳、筆記用具を持参／
申·問 電話または直接健康課へ。

■�こんにちは赤ちゃん訪問
　生後4カ月ごろまでの赤ちゃん
全員を助産師・保健師が家庭訪問
し、赤ちゃんの健康チェックや育
児の相談を行っています／赤ちゃ
んが生まれたら母子健康手帳に挟
んであるお誕生連絡票を早めに投
函しましょう。お誕生連絡票のな
い方は健康課までご連絡ください
／問�健康課

■�かみかみ教室
　（9〜11カ月頃の離乳食）
　5月29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（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 5月22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お
問い合わせください／問�健康課

■骨髄移植ドナー支援事業奨励金
　骨髄または末梢血幹細胞の移植
および提供の推進を図るため、日
本骨髄バンクが実施する骨髄バン
ク事業での提供者などに奨励金を
交付します／①骨髄などの提供を
完了した日に市内に住所を有する
方②上記の方が勤務している事業
所（国、地方公共団体、独立行政法
人、地方独立行政法人、骨髄などの
提供に伴う休暇の取得が可能な事
業所を除く）／①骨髄などの提供
のための通院・入院に要した日数
（上限7日）当たり2万円②上記日
数（上限7日）当たり1万円／問�健
康課

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X線、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
◎学んで実践　ウオーキング教室
5月15日·29日、6月5日·12日、7月3日／各火曜（全5回）／市内在住の20歳代〜64歳の女
性／15名（申込順）／「健康的な身体づくり」をテーマに管理栄養士、健康運動指導士の講
座と、足のケア·筋トレ·フィットネスウオーク·ノルディックウオークを取り入れた教室／
講師：健康づくり人材バンク／申·問�電話または直接健康づくり支援センターへ
◎「健康づくり活動情報誌」を発行
20歳以上の方が参加できる健康づくりサークル団体や市内公共施設の健康
づくりに関連する講座などを掲載した情報誌を発行しています／配布：健康
づくり支援センター、市役所、各市政センターなど／問 健康づくり支援セン
ター

■�もぐもぐ教室
　（7〜8カ月頃の離乳食）
　5月22日（火）午前10時15分〜11
時30分／平成29年8月〜10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）、歯の手入れの話／母子健康
手帳を持参／申·問 5月15日まで

官公署だより
■�長崎で原爆や平和について取材する
親子記者募集

8月8日（水）〜11日（祝）／3泊4日／小
学4〜6年生1名と保護者1名／9組18名
（超えた場合抽選）／長崎市への交通
費、宿泊代、取材補助経費を支給／
申·問 5月7日（必着）までに申込書（非核
宣言自治体協議会ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を明記しＥ

メールで同協議会info@nucfreejapan.
comへ。Eメールで送信できない場合の
みハガキ（３頁の申込要領参照し親子
の氏名〈ふりがな〉・性別、Ｅメールアド
レス、子の学校名・学年、平和を願う一
言メッセージも明記）で同協議会事務
局095-844-9923（〒852-8117長崎市
平野町7-8長崎市平和推進課内）へ。当
選者のみに通知。

に電話または直接健康課へ。 ＊
受
け
付
け
開
始
日
の
記
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の
な
い
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日
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■�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
婦健康診査受診票
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ただける
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

■都子育て支援員研修（第1期）の受講者募集　地域型保育や一時預かり事業、企業主導型保育事業などの各事業に従事する上で必要な知識や技能等を有する「子育て支援員」の養成研修
（地域保育コース）。詳細は募集要項（市子ども政策課で配布）または都福祉保健財団ホームページ、都ホームページを参照／申·問 4月23日までに指定の申込書を郵送で同財団子育て支援
員担当☎03-3344-8533（〒163-0719新宿区西新宿2-7-1小田急第一生命ビル19階）へ。
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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　6/1号…4月27日、6/15号…5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
小ちゃなアトリエ展覧
会（アトリエいまじな
しおん）

4月17日（火）〜23日（月）午後
1時〜6時／関前南公園南隣

林54-8319 障害のある子の展覧
会です

空手体験会
（香武館）

4月28日（土）午前10時30分〜
11時30分／本宿コミセン

坂本41-8997 お子様からシニアま
で。親子体験大歓迎
（費用無料）

水彩色鉛筆画講座（ア
トリエ・コスモ）

4月29日（祝）〜7月15日（日）
の第1・2・5日曜／午前9時〜正
午／全7回／市民会館

1回500円
磯田
090-4548-2383

基礎から作品制作ま
でを専任講師が指導
します

ベルフォーレ第10回
シャンソン発表会

5月5日（祝）午後3時開演（2時
30分開場）／市民文化会館

土方51-1692 指導：深江ゆか　
ピアノ：藤原昌生

むさし野ジュニア合唱
団「風」　創団20周年
第19回定期演奏会

5月13日（日）午後3時30分開
演（3時開場）／市民文化会館
大ホール

山下54-7440 子どもたちが奏でる
“風”をお楽しみくだ
さい

繋がってつくる街〜森田
洋之氏、澤登久雄氏、野
㟢伸一氏をお迎えして

5月18日（金）午後6時45分〜9
時／三鷹市公会堂

1回1000円
野口70-3050

講演会と対談

　コミュニティ研究連絡会（コミ研連）では、
全16コミュニティ協議会から代表者たちが
出席する定例会を毎月開催しています。各
コミセンを順に会場にしているため、ほかの
コミセンを知る機会にもなっています。会議
の内容はコミ研連として全市的な課題の検
討に加え、各協議会の特徴的な活動も報告されます。全員の声に耳を傾け、
全体で納得のいく決定ができるよう心掛けています。休憩時には、和気あい
あいとコミセンの垣根を越えて情報交換や世間話など交流が生まれます。会
議はもちろん大事ですが、このような触れ合いの場もコミセンの運営には大
切だと考えています。
　市民による市民のためのコミセンを目指して、コミ研連会員一同これから
も一層努力していきたいと考えています。

コミュニティ研究連絡会コミュニティ・
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
マロニエの会（シャ
ンソンを楽しく歌う
会）

第1・3月曜、午後1時30分
〜3時／本宿コミセン／会
員募集

月3000円
寺岡22-6457

発表会5月8日（火）午後
1時30分開演／三鷹芸
術文化センター／無料

アジア少年剣士会
（剣道）

火・木曜午後5時〜6時30
分、土曜午後4時〜6時30
分／亜細亜大学地下道場

月3000円
大槻52-1308

小・中学生、初心者歓迎。
見学随時

むさしのソシアルダ
ンスの会
基本を楽しく

木曜／午後1時〜3時／総
合体育館・四中

1回700円
髙橋54-0410

入1000円／体験無料。
初級〜中級の男性女性
の方

仲間あつまれ

「コミュニティ研究連絡会定例会」

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4

吉 東

26日（木） ■コミュニティのつどい東町の昭和史「父の画業を語る」　午後2時
〜4時／大津由美子（大津鎮雄長女）

7/1（日）
■九浦の家40周年記念コンサート　午後１時30分／公会堂／350
名／桐朋学園室内楽合奏団、吉武大地（バリトン歌手）／シューマン
ピアノ五重奏、ダニーボーイ、グラナダほか／1000円／申 チケッ
ト販売15日〜

御殿山 5/3（祝） ■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

吉　西 27日（金） ■「健康のカギ」セミナー　午後2時〜3時／毎日の健康診断として
の血圧／高野喜久雄（吉祥寺本町クリニック院長）

吉　北 21日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時／絵本（はじめましてさくらん
ぼです）、紙芝居、パネルシアター、工作（こいのぼり）

けやき

19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

21日（土） ■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒーと
スイーツでティータイム

27日（金） ■生活習慣病予防料理講習会「初夏のさわやか献立」　午前10時30
分／8名／申 

28日（土） ■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ聞
かせ、折り紙で遊ぼう

中　央 26日（木） ■生活習慣病予防料理講習会「春野菜を使って気分をリフレッシュ」
　午前10時30分

緑　町 5/12（土）〜
■パソコン学習会　6/16までの毎週土曜（全6回）／午後1時30分
〜3時30分／文字入力ができる方／8名とノートパソコン持参者4
名／3000円（初日に持参）／申 窓口へ

八幡町 5/10（木）
■生活習慣病予防料理講習会「青魚のパワーズHDL（善玉コレステ
ロール）のアップ」　午前10時／8名／申 5/5までに会費を添えて
窓口へ

関　前 5/7（月）
■ママのための健康講座と親子de体操　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／申 16日〜

西　部 5/8（火） ■生活習慣病予防料理講習会「肉類を食べて筋肉低下を防ぎましょ
う」　午前10時30分〜午後1時20分／申 窓口へ

境　南
23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」

募集
■文化講座参加者　5月開講〜平成31年3月末／茶道（表千家）、囲
碁、ソシアルダンス、フォークダンス、書道／初心者歓迎、費用は各
講座別／申 16日〜

担当：市民活動推進課

■生活習慣病予防料理講習会 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／定員に満
たない場合、中止にすることがあります

コミュニティセンター 文中の敬称略

◦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（吉祥寺南町3-13-1） ･････ ☎︎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

3月の定例会の様子

昨年の展示風景

■年中行事展示「武蔵野の五月節供」
　4月15日（日）〜6月14日（木）／ふるさと歴史
館武蔵野展示室／端午の節供、こどもの日にち
なんで同館所蔵の五月人形などを展示／無料／
問 ふるさと歴史館☎53-1811

■武蔵境ピクニック
　5月12日（土）午前10時〜／境南ふれあい広場公園／詳
細は市ホームページ参照／問 武蔵境ピクニック実行委員
会（武蔵境商店会連合会事務所内）☎32-6554（月・火・木・
金曜午前11時〜午後4時）、まちづくり推進課☎60-1870

スタンプラリーショッピング（雨天実施）
小学生以上で歩いて回れる方／700名（先着順）／イベント通貨（500円分。12日〜14日
83店舗で使用可能）とマップを進呈。14カ所のチェックポイントを回り（午前9時30分
〜午後1時30分）、すべてのスタンプを集めた方にイベント通貨を進呈、また抽選でプレ
ゼント進呈／申 4月22日〜5月6日に参加費500円を持って境南・西部・桜堤コミセン、す
きっぷ通り商店街事務所☎︎52-4044（境1-2-4タウンコート武蔵野102号）へ

催し物（雨天中止）
子どもばやし、合唱、吹奏楽、ちんどん、各国料理の販売など

◎ホコ天パレード＆ストリートライブ：4月28日（土）
午後2時〜5時／雨天中止／平和通り
◎公園コンサート：4月29日（祝）午後1時〜4時20
分／雨天中止／井の頭恩賜公園野外ステージ
◎JAZZコンサート：4月30日（振休）午後5時（4時30分開場）／公会堂／3000円
（前売り2800円）
◎吉音コンテスト決勝大会：5月3日（祝）午後3時（2時30分開場）／吉祥寺シア
ター／1200円（前売り1000円）
◎ビッグバンドフェスティバル：5月4日（祝）昼の部：正午（午前11時30分開場）、
夜の部：午後5時（4時30分開場）／公会堂／1000円
◎吉音スーパーステージ：5月5日（祝）・6日（日）午後1時〜8時／小雨決行／吉祥
寺駅前北口ロータリー野外特設ステージ

■大吉祥抽選会
　5月5日（祝）、6日（日）／午前11時〜午後8時／抽選会場：コピス吉祥寺ふ
れあいデッキこもれび、東急百貨店、アトレ、パルコ、西友、丸井、キラリナ／
吉祥寺にある参加店での買い物合計3000円で1回抽選。景品（買物券）…大
吉祥：1万円分、中吉祥：1000円分、小吉祥：500円分など
主催：吉祥寺活性化協議会、吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会ほか／
問 観光機構☎23-5900

第33回吉祥寺音楽祭
ミュージックフェスティバル2018

吉祥寺ウェルカムキャンペーン

記載のないものは入場無料。チケットはちけっとぽーとなどで販売／期間中、各所で音
楽イベント開催／http：//www.kichion.com/
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