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関前公園中央通りさくら並木公園木の花小路公園 吉祥寺の杜 宮本小路公園

ケヤキ並木

農業ふれあい公園はなもみじ公園本村公園

　市では、昭和48年に「武蔵野市民 緑の憲章」を制定しました。
　緑に対する市民の高い意識と関心を背景に、これまで公園・緑地を積極的に創出してきたこと、また市民
の共有財産として緑を保全してきたことが、今日の緑豊かな環境につながっています。
　今後も市民と行政が目的や意識を共有し、緑あふれるまちづくりを進めていきます／問 緑のまち推進課
☎60-1863

　緑の基本計画は、都市緑地法に規定されている
「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」で、
都市公園の整備や民間施設などを対象とした都市
緑化の推進、緑化活動への市民参加の促進などを包
括する総合計画です。市では、平成8年という早い
段階で「武蔵野市緑の基本計画（むさしのリメイ
ク）」を策定し、平成19年度に改定を行っています。
　改定から10年が経過したことに加え、近年の公

「緑の基本計画」の改定を進めています

緑あふれるまちづくり
未来へつなぐ市民の共有財産として、緑あふれるまち武蔵野へ歩みを進めます

緑を守り育てる取り組みを市民とともに進めています

平成27・28年度 　幅広く市民意見を反映するため、緑のまちづくりに関わる市民を中心に第5期緑化・環境
市民委員会を設置し現状の課題について議論を行い、市民活動の視点から提言書として取
りまとめました。

平成29年度 　検討委員会では、第5期緑化・環境市民委員会の提言や、国・都などの動向を踏まえ、新た
な視点について議論をしています。また、先進事例の視察や、日ごろ意見を聞く機会が少な
い市内の企業に勤めている方や学生などによるワークショップを行い、新たな視点やさま
ざまなアイデアを議論に取り入れる試みをしています。

平成30年度 　引き続き検討委員会において議論を重ね、パブリックコメントなどを行い、計画を取り
まとめていきます。

　市の緑被率24.3％（平成28年度）のうち、約６割
を占める民有地の緑は、開発や維持管理の負担など
により減少傾向にあります。そこで、市では接道部
緑化（右写真）の助成制度や、樹林・大木・生垣などを
保全する制度、新築時や赤ちゃんの誕生時の苗木配
布事業などに取り組んでいます。
　また、公園ではボランティア団体などの活動により、緑化推進や維持管理
を行いながら公園の魅力アップを図っています。
　平成27年度からは、新たに市民自ら地域ぐるみで緑を支え
守り育てる「緑の保全サポート制度」を開始し、生垣を刈り込
む市民ボランティアの育成を進めています。

園緑地や民有地の緑を取り巻く環境の変化を捉え
るため、平成29年度より2回目の改定を進めていま
す。
　改定を進めるにあたり、専門的見地と市内で活動
されている方の意見を反映するため、学識経験者、
企業やNPO法人の関係者、農業委員、緑ボランティ
ア団体の代表者、公募市民で構成される検討委員会
を設置しました。

春の褒章と叙勲
春の褒章と叙勲が行われ、市内で下記の方が受章されました（敬称略）。
おめでとうございます。
叙　勲

危険業務従事者叙勲

【旭日小綬章】 森
もり

口
ぐち

　　一
はじめ

 （水産物加工業振興功労）

【瑞宝双光章】 矢
や

嶋
じま

　秀
ひで

明
あき

 （消防功労）

【瑞宝中綬章】 吉
よし

田
だ

　隆
たか

一
いち

 （教育研究功労）
【瑞宝単光章】 長

なが

津
つ

　玲
れい

子
こ

 （社会福祉功労）

【旭日大綬章】 高
こう

村
むら

　正
まさ

彦
ひこ

 （外務大臣などとして国政の枢機に参画した）

【旭日双光章】 平
ひら

畑
はた

　文
ふみ

興
おき

 （中小企業振興功労）
　 山

やま

本
もと

　宗
むね

夫
お

 （日本語普及促進功労・日カンボジア友好親善功労）
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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

「給食はちゃんと　食べようごみふえる」　佐藤美友さん（第五小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
吉祥寺グランドデ
ザイン改定委員会
本部会

5月21日（月）
午後6時30分

商工会館
市民会議室

10名程度（先着順）／
委員紹介、改定の趣旨
説明

当日、直接会場へ
吉祥寺まちづくり
事務所☎21-1118

地域自立支援協議
会（第1回全体会）

5月21日（月）
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
内容についてほか

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

第10期環境市民
会議

5月22日（火）
午後6時30分

市役所
813会議室

10名程度（先着順）／
エネルギーに関する取
り組みについてなど

当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

文化振興基本方針
策定委員会

5月25日（金）
午後7時

芸能劇場
小ホール

10名程度（先着順）／
中間のまとめについて
ほか

当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

情報公開委員会 5月29日（火）
午後6時

武蔵野
プレイス
スペースC

10名（申込順）／CIM
コラムについてほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1809へ

エコプラザ（仮称）
検討市民会議

5月31日（木）
午後7時

市役所
412会議室

20名（先着順） 当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

地域包括ケア推進
協議会

6月1日（金）
午後6時15分

市役所
811会議室

10名（先着順）／平成
30年度地域包括支援
センター事業計画など

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1947

教育委員会定例会 6月4日（月）
午前9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

空 家 等 対 策 計 画
（仮称）検討委員会

6月5日（火）
午後6時30分

市役所
413会議室

10名（先着順）／空き
家対策について

当日、直接会場へ
住宅対策課
☎60-1905

会議などの開催と傍聴 ＊いずれの会議も傍聴できます

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

積み土のう工法

■�自転車安全利用TOKYOキャン
ペーンを実施しています

　5月31日（木）まで／自転車の交
通ルールやマナーを普及啓発し、
安全利用を推進します。

◎スケアード・ストレイト交通安
全教室：5月24日（木）午後2時15
分（40分程度・雨天時5月31日
［木］）／武蔵境自動車教習所（境

　都市環境の改善、生態系の保全、レクリエーション、都市景観、防災と市民生活環境をさまざまな面で支え、潤いのある緑豊かな都市空間を
形成する公園・緑地の整備・拡充に取り組んでいます。この春には関前エリアで拡充とリニューアルを行った公園がオープンしました。

桜橋公園（関前5-1）　411m2（リニューアル）
　意見ポストにいただいた意見などを参考に整備プランを決定しリ
ニューアルを行いました。リニューアル前は見通しが悪く薄暗い印
象でしたが、植栽の整理やウッドデッキの出入口を設置して、子ども
たちが遊びやすい開放的な公園に整備しました。

［主な施設］
　木製複合遊具、ブランコ、幼児用スイング遊具、ウッドデッキ、かま
どベンチなど

新緑の中で健康づくりをしよう！
日時：�5月20日（日）午前10時〜正午
　　�（雨天中止）
場所：グリーンパーク緑地の拡充部
住所：関前3-13
　健康遊具を利
用した「使い方講
座」を行います。
動きやすい服装
で飲み物を持参
／申�当日、直接会
場へ／問 緑のま
ち推進課☎60-
1864

グリーンパーク緑地（関前3-13）　1305m2（拡充整備）
　拡充部の中央にはシンボルツリー（コブシ）を植樹し、その周囲に
はアンケート調査を踏まえさまざまな運動ができる健康遊具を配置
しました。また、既存緑地との接合部には高射砲陣地跡を保全すると
ともに、幼児用複合遊具を新たに設置するなど、多世代の交流広場と
して整備しました。

［主な施設］
　健康遊具（10基）、足つぼ、幼児用複合遊具、幼児用スイング遊具、
防災スツール、かまどベンチなど

■�まちづくり条例　手続き忘れずに
　同条例の規定によ
り、3000m2 以上の
土地取引には3カ月
以上前の届出が必要
です。そのほか、一定規模の建物や
駐車場などの開発事業に伴う調整
手続き、都市計画やまちづくりに
おける住民参加の仕組みを規定し
ています。詳細は市ホームページ
参照／問 まちづくり推進課☎60-
1873■�水防訓練と防災ひろば

　5月19日
（土）午前9
時〜11時
／むさし
の市民公
園（緑町2‐
2）
◎水防訓練：◦市、消防署、消防団

■�みんなで参加しようごみゼロデー　市内三駅周辺一斉清掃
　6月3日（日）午前9時（受付8時45分）から約1時間／小雨実施／集合場
所①吉祥寺駅北口駅前広場②三鷹駅北口玉川上水緑道③境南ふれあい広
場公園／ごみの散乱防止、環境美化意識の向上の取り組み／清掃ができ
る軽装で。清掃用具は市で用意。軍手・不要なレジ袋などの持参歓迎／参
加協力品進呈／申 当日、直接集合場所へ／問 ごみ総合対策課

■�第六期長期計画策定の「無作為
抽出市民ワークショップ」を開催
　6月24日（日）・30日（土）詳細は
通知に記載／無作為抽出した18歳
以上の市民1000名（5月中旬通知
を発送）のうち参加を承諾した方
60名程度（超えた場合抽選）／市民
の皆さんが話し合うワークショッ
プ／申·問 通知が届いた方で参加
可能な方は承諾書を〒180-8777企
画調整課☎60-1801まで返送し
てください。

■�公園内での無許可の
　スポーツ教室に注意
　市内の公園で使用許可を受けず
に、会費を集めて児童などに野球
やサッカーなどを教える営利行為
が行われることがあります。市立
公園条例により、公園内での営利
行為は禁止されています。市では、
このような行為に対し現場での注
意および退去の通告などを行って
います。保護者の皆さんにはこう
した行為にお子さんが関わること
のないようご協力をお願いします
／問 緑のまち推進課☎60-1863

ずっと素敵で、ずっと使われ、ずっと愛される公園・緑地へ

イベント

【自転車安全利用五則】
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを
徐行
④安全ルールを守る
　◆ 飲酒運転・二人乗り・並進走行の

禁止
　◆夜間はライトを点灯
　◆ 交差点での信号遵守と一時停

止・安全確認など
⑤子どもはヘルメットを着用

長期計画：各分野の個別計画の最上
位に位置し、市の目指すべき将来像
を示す、市の政策の根拠となる最も
重要な計画（計画期間は2020年度か
らの10年間）

などによる工法訓練の実施◦家庭
でできる水防技術講習会
◎防災ひろば：◦体験コーナー（起
震車体験、ガスメーターの復旧方
法など）◦展示（家具転倒防止器
具・啓発パネルなど）◦子ども用消
防服を着て写真撮影（カメラは各
自持参）◦各ブースを回ってスタ
ンプを集めて「ガチャガチャ」をし
よう／申 当日、直接会場へ／問 防
災課☎60-1821

2-6-43）／スタントマンによる交
通事故の再現を見て、自転車の交
通ルールを学ぶ／終了後、電動機
付自転車などの展示・試乗会あり
／問 都青少年・治安対策本部交通
安全課☎03-5321-1111、交通対
策課☎60-1859
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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
際交流協会〒₁₈₀-₀₀₂₂境2-14-1スイング9階●市民会館／男女平等推進センター〒₁₈₀-₀₀₂₂境2-3-7●武蔵野プレイス〒₁₈₀-₀₀₂₃境南町2-3-18●武蔵野ふるさと歴史館〒₁₈₀-₀₀₂₂境5-15-5

市関連
施　設

募　集

対象
①20歳〜75歳の市内または近隣市区在住の方②秘密を守り責任を持って仕事
ができる方③健康で体力に自信のある方④警察・税務・選挙事務に直接従事して
いない方⑤暴力団員そのほかの反社会的勢力に該当しない方

人数 若干名
身分 非常勤の国家公務員（調査員証を交付）

職務内容

8月下旬〜10月下旬
①説明会出席②担当調査区内の建物の確認と調査区の地図、名簿の作成。周知パ
ンフレットの配布③調査対象世帯へオンライン回答用IDの配布④調査対象世帯
訪問。居住状況など確認。調査票の配布⑤提出確認。調査票回収⑥調査票などの
整理と市への提出

報酬 3調査区（各17世帯）担当の場合：約7万1000円（調査区数によって異なる）
申 総務課に電話で面接日時の予約申込み

面接
（要予約）

5月21日（月）〜25日（金）午前10時〜午後4時（正午〜午後1時を除く）
会場で申込書に記入後面談（15分程度）。結果は6月中旬以降に連絡

回 実施期間 実施地区 
1 7/21（土）〜7/23（月） 関前南地区
2 7/23（月）〜7/25（水） 第一地区
3 7/25（水）〜7/27（金） 境南地区
4 7/27（金）〜7/29（日） 本宿地区
5 7/29（日）〜7/31（火） 桜野地区
6 7/31（火）〜8/2（木） 第三地区

特に記載のないものは試用期間なし。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／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

■市または関係団体の嘱託職員などの募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
育
成
課

保育士補助
若干名
臨時職員

保育補助／保育士有
資格者または保育士
養成学校在学生

6月1日〜11月30日／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、
書類審査通過者
のみ随時面接

申·問 6月29日（金）までに市販の履歴書（写真貼付、「保育士補助 臨時職員希望」と明記）・保育
士有資格者は保育士証の写しを郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

健
康
づ
く
り
事
業
団

管理栄養士
若干名
嘱託職員

特定保健指導、健康相談・講
座講師など／管理栄養士有
資格者、特定保健指導の実務
経験あればなお可／PC

7月1日〜平成31年6月30日（最長5
年）／週4〜5日（土曜勤務の場合あ
り）、午前9時〜午後5時／月額27万
300円〜33万7900円／交

書類審査、
面接：
6月11日（月）
以降実施

申·問 5月31日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、職務経歴書、小論文「地域で求めら
れている保健指導とは」（800字以内）を郵送または直接健康づくり事業団☎51-2828（〒180-
0001吉祥寺北町4-8-10保健センター2階）へ

検討依頼
事項

小中一貫教育と小中別教育との多角
的な比較 小中一貫教育の実施の是非

答申

総体としてみれば、義務教育9年間
の系統性・連続性に配慮した教育活
動や、「総合的な成長支援のプラット
フォームとしての学校づくり」に関
する貢献が期待できる。ただし、これ
らの効果と学校施設設置上の課題
が、各小学校区でどのように現れる
のか見極める必要がある。

現時点の市民や関係者の意見をふま
えると、すべての小学校区で小中一
貫教育を実施することについて、期
待がある反面、不安も大きく、実施の
是非を決定する段階に至っていな
い。全市的な議論をさらに深めるよ
う努めてほしい。

回 実施期間 実施地区 
7 8/2（木）〜8/4（土） 第四地区
8 8/4（土）〜8/6（月） 大野田地区
9 8/6（月）〜8/8（水） 第二地区
10 8/8（水）〜8/10（金） 井之頭地区
11 8/10（金）〜8/12（日） 千川地区
12 8/12（日）〜8/14（火） 第五地区

答申はこちら
から

■�自殺対策計画（仮称）策定委員会市民委員の募集
　自殺対策計画（仮称）の策定／市内在住・在勤・在学で4月1日時点で18
歳以上の方／1名／任期：6月〜平成31年3月／年4回程度／選考：課題作
文「市民のこころの健康を保つために必要なこと」（800字以内、様式自
由）／1回1万2000円／申·問 5月28日（必着）までに郵送・Eメール（申込
要領参照し、昼間の連絡先、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記し、作文
を添付）または直接健康課☎51-0700、sec-kenkou@city.musashino.
lg.jpへ。

5月のお知らせ
■�商工会館　9月分申込
　市民会議室、会議所会議室：6月5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

■�6月1日は「人権擁護委員の日」
　特設人権相談を実施
　6月1日（金）午後1時〜4時／市
民活動推進課相談室／市の人権擁
護委員（＊）による面接相談（1人
60分）／無料／申·問 前日までに
市民活動推進課☎60-1829へ。

■�道路にはみ出した
　庭木のせん定を
　樹木の枝葉が
伸びすぎて道路
にはみ出すと、
通行の妨げになり、交通事故の原
因になることもあります。庭木、生
垣の管理をしている方は、早い時
期にせん定をお願いします／
問 道路課☎60-1857

■�カラスの威嚇・攻撃に注意
　カラスは5月〜6
月が繁殖期で、大き
な声で鳴くなどし
て威嚇します。ひな
に近づくと攻撃す
ることがありますので、できるだ
け巣の近くを通らないでくださ
い。近くを通る場合は、帽子をかぶ
るか、傘をさすようにしましょう
／カラスはむやみに捕獲できませ
んが、攻撃が避けられない場合は、
市へご相談ください／問 環境政策

■�むさしのジャンボリー参加者募集
　市立自然の村（長野県南佐久郡川上
村）／貸切バス使用／市内在住の小学
4年〜6年生／飯ごう炊さん、キャンプ
ファイア、ハイキングなど楽しい体験を通して、自
然への興味を深めるための野外活動体験プログラ
ム／2500円（食費、保険料など）／食器、寝袋、着替え、お米、出発の日の昼
食などを持参／事前説明会は地区ごとに実施／共催：青少協地区委員会
／申 各地区の締切日までに申込書（市立小学校で配布）に必要事項を明
記して、直接青少協地区委員会へ。市立小学校以外の在学者は、児童青少
年課まで問い合わせてください／問児童青少年課☎60-1853

■�「平成30年住宅・土地統計調査」の調査員を募集します
　10月1日を調査期日として全国一斉に実施する住宅・土地統計調査の
調査員を募集します。住宅・土地統計調査は、5年に1度、市内および世帯
の居住状況などの実態を把握するために実施する統計調査で、住生活関
連施策の基礎資料などに利用されます／申·問 総務課☎60-1808

■�小中一貫教育検討委員会答申が報告されました
　本市における小中一貫教育について検討してきた同委員
会から答申が報告されました／閲覧：教育企画課、市政資料
コーナー、各市政センター・図書館・コミセン。市ホームペー
ジに掲載／問 教育企画課☎60-1972

■�道路上空に看板・日よけ・投光器な
どを設置するには許可が必要です
　道路の上空にはみ出して看板な
どを設置する場合には、申請によ
り道路占用許可を受け、占用料を
納付する必要があります。道路使
用許可も必要なので警察署に届け
出てください／届出先…市道：道
路課☎60-1857、都道：北多摩南
部建設事務所☎042-330-1806、
道路使用許可：武蔵野警察署交通
課☎55-0110／問 道路課☎60-
1857

＊ 法務大臣から委嘱され、地域で人権思
想を広め、人権侵害が起きないように
見守るなどの活動を行っています。女
性や子ども、高齢者、障がいのある方な
どで人権についてお悩みの方はご相談
ください。

課☎60-1842

◦ 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）に対応
◦ 文字を大きく表示することができます（一部表など除く）
◦ アプリでもブラウザでも読めます
◦ 「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
　 問�秘書広報課☎60-1804、交流事業課☎60-
1806

スマホやタブレットで読める　市報むさしの
デジタルブック配信中
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 むさしの防災・安全メール  台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・
環境などの安全情報ほか／配信不定期／利用方法：パソコンや携帯電話など
から登録ページにアクセス。http://mobile.city.musashino.lg.jp/index.
cgi?page=4／問 秘書広報課☎60-1804

ツイッターとフェイスブックで市政情報を発信しています
　ツイッター：https://twitter.com/musashino_hope
　フェイスブック：https：//www.facebook.com/musashinocity
問 秘書広報課☎60-1804

23日（木）岩美町：遊覧船、歓迎夕食会／海岸民宿泊

24日（金）岩美町：海水浴など／海岸民宿泊

25日（土）鳥取砂丘見学／山間部で田舎暮らし、農業体験など／民泊
26日（日）山間部／民泊
27日（月）お別れ会など

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

親と子の
お話会

6月24日（日）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）

6月13日・20日・27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

☎

すみれ
吉祥寺本町
2-32-10
☎22-2701

未就園児の
ためのひろば

6月16日（土）午前10時30分～11時30分／
未就園児と保護者／20組／親子とも上履き
を持参

☎
6月15日まで

武蔵野中央第二
吉祥寺北町
4-4-34
☎52-1136

ようこそ
ちいさな
おともだち

6月13日（水）午後1時30分～2時30分／雨
天実施／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／詳細は園ホー
ムページ参照

不要

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

園庭開放 6月14日・21日・28日（木）／午後2時20分
～3時20分／雨天中止／未就園児と保護者 不要

ミニ見に
シアター

6月13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

わくわく園 6月9日（土）午前10時～11時30分／2歳以
上未就園児と保護者／20組 ☎

みやま
緑町1-6-22
☎51-6029

体操の先生と
遊ぼう

6月6日（水）午後1時45分～3時（受付1時30
分）／31年度入園対象児と保護者／50組

5月22日（火）
～6月4日（月）

に☎
武蔵野東第二
関前3-37-10
☎53-4367

わくわくデー
6月9日・7月7日（土）／午前10時～11時／
31年度入園希望児と保護者／80組／詳細
は園ホームページ参照

園

聖徳
境南町2-11-8
☎31-3839

親子で楽しむ
集い知能遊び
（パズル編）

６月20日（水）午後1時30分～3時／31年度
年少組入園対象児と保護者／60組／上履き
を持参／詳細は園ホームページ参照

園

体験入園
６月30日（土）午前10時～11時30分／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

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

子 ど も 講師の方などの敬称略

保育園 申 5月15日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

プレママのひろば・
あかちゃんのひろば

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

会場 日程 時間 プレママ 申 あかちゃん 申
北町保育園 5/23（水） 午前10時～11時 ◎
武蔵野赤十字保育園 5/30(水） 午前10時～11時30分 ◎ ◎
西久保保育園 5/28(月） 午前10時～11時 ◎ ◎
境保育園 6/1（金） 午前10時～11時 ◎ ◎
桜堤保育園 5/23（水） 午後1時15分～2時15分 ◎ ◎

■土曜学校「亜細亜大学経営学教室」
　社長になってみませんか
　6月16日
（土）午後1
時～5時／同
大学（境 5- 
24-10）／市
内在住・在学の小学5・6年生。個人
申込のみ／25名（超えた場合抽
選）／チームで商品の値段や広告
費などを決めて経営の仕組みを学
ぶ／鈴木智大（同大准教授）、
AUSCPシニア・コミッティ（同大
学生）／無料／申·問 5月28日（必
着）までに往復ハガキ（3頁の申込
要領参照し、性別、生年月日、学校
名・学年、保護者氏名も明記）で郵
送または返信用ハガキを持って直
接武蔵野プレイス生涯学習担当☎
30-1901 へ。http：//www.
musashino.or.jp/から申込・当
落確認（6月7日～6月16日）可。

■土曜学校「成蹊大学ロボット教室」
　ロボット作りに挑戦してみよう
　6月23日・
30日、7月7
日（土）／全
3回／午前
10時～正午
／同大学（吉祥寺北町3-3-1）／市
内在住・在学の小学5・6年生／25
名（超えた場合抽選）／ロボット
について学んで、大学の先生と一
緒にロボット作りにチャレンジ
します／小方博之（同大学教授）、
植山祐樹（同大学助教）／2000円
（教材費）／主催：市教育委員会／
申·問 6月4日（必着）までに往復ハ

■ 鳥取県家族ふれあい自然体験
　ふるさと満喫自然体感
　8月 23日
（木）午前8時
20分羽田空
港集合～27
日（月）午後
1時ごろ羽田空港解散／4泊5日／
友好都市・鳥取県岩美町ほか／飛
行機、貸切バス使用／市内在住・在
学・在園の3歳以上18歳未満の子
どもと家族（保護者在勤も可。子ど
もだけの参加不可）／30家族（初
参加者優先し超えた場合抽選）／
中学生以上4万円、小学生以下2万
9000円／天候・現地都合などによ
る変更あり／申·問 5月31日まで
にファクス・郵送（3頁の申込要領
参照し、参加者全員の続柄、年齢、
性別、保護者連絡先、学校・学年も
明記。FAXは要受信確認）または直
接〒180-8777児童青少年課☎60-
1853、FAX51-9327へ。

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 ◆

■吉祥寺ホーム「さつき祭」
5月20日（日）午前10時～午後2
時30分／施設利用者の作品展
示、バザー、フリーマーケット、
お弁当販売、ゲーム、園芸体験な
ど／問 同施設☎20-0800（吉祥
寺北町2-9-2）
■テンミリオンハウス月見路
　ひとり暮らし応援クラブ
5月23日（水）午前11時～午後1
時／市内在住65歳以上の方／6
名（申込順）／介護保険のお話／
篠宮妙子（吉祥寺ナーシング
ホーム主任介護支援専門員）／
600円（ランチ込）／申·問 月見
路☎20-8398（吉祥寺北町1-11-
7）

■ゴーヤ苗無料配付会
5月26日（土）午前10時、10時40
分、11時20分／けやきコミセン
ホール／各回20名（申込順）／配
布は大人1人につき2株（同伴2
人まで可）／温暖化ミニ講座付
／申·問 太陽光発電所ネット
ワーク田中☎070-6557-7984、
tanaka66@jcom.zaq.ne.jp
■ 成蹊大学ドキュメンタリー連続
上映会
沖縄の戦後に向き合うシリーズ
①5月26日（土）午後2時～5時。
同大学4号館ホール。「米軍が最
も恐れた男その名は、カメジ
ロー」。アジア太平洋研究セン
ター研究員による沖縄戦後史に
関する解説あり。②5月31日
（木）午後3時～6時。同大学5号
館102教室。「17才の別れ」。上映
後監督齊木貴郎によるトークあ
り／詳細はhttps：//www.sei 
kei.ac.jp/university/caps/ 参
照／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同大学アジア太平洋研究セ
ンター☎37-3549
■武蔵野大学「日曜講演会」
5月27日、6月17日、7月15日、9
月16日、10月21日、11月18日、

12月16日、平成31年1月13日、2
月17日／各日曜／午前10時～
11時30分／同大学6号館雪頂講
堂／仏教講話を中心とした講座
／桂紹隆（仏教伝道協会理事長）
ほか／無料／車での来場不可／
申 当日、直接会場へ／問 同大学
仏教教育部☎ 042-468-9424
（西東京市新町1-1-20）
■ 市民交響楽団管弦楽
　定期演奏会
5月27日（日）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館大ホール
／指揮：前田淳、曲目：交響曲第4
番（ベートーべン、チャイコフス
キー）、禿げ山の一夜（ムソルグ
スキー）／無料／全席自由／問  
同楽団・太田☎080-2244-0955
■亜細亜大学連続討論会
　街づくり未来塾Ⅰ
テーマ「まちを知り、住み続けら
れるまちの未来像を描く」／5月
29日、6月19日、7月10日・24日
／各火曜（全4回）／午後2時30
分～4時／同大学5号館523教室
（境5-24-10）／「人に優しいま
ちづくりの実践と今後の取り組
み」酒井陽子（ボランティアセン
ター武蔵野代表）、「色彩から始

める景観まちづくり」田邉学
（［株］カラープランニングセン
ター代表取締役）、「地域で安心
して暮らし続けられるために、
私たちのできること」村雲祐一
（元武蔵野市消防団長）、「学習成
果発表・交流」邑上守正（同大学
客員教授）／無料／申 当日、直接
会場へ／問 同大学地域交流課☎
36-2469、chiiki@asia-u.ac.jp
■市老人クラブ連合会
　椅子を使った介護予防体操講習会
5月30日（水）午前10時／スイン
グレインボーサロン／市内在住
で60歳以上の方／80名（先着
順）／無料／運動のできる服装
で、タオル・飲物を持参／申 当
日、直接会場へ／問 市民社協☎
23-0701
■テンミリオンハウスくるみの木
　ミニコンサート（二胡）
5月30日（水）午後1時30分～3
時／20名（申込順）／「ふるさ
と」など／500円（お茶・お菓子
付き）／申·問 くるみの木☎38-
7552（中町3-25-17）
■老いじたく講座
5月30日（水）午後6時～7時30
分／福祉公社／20名（申込順）／

無料／申·問 同公社☎23-1165
■都立特別支援学校学校公開
◎田無特別支援学校：5月31日
（木）午前9時15分～午後0時5分
（9時30分までに来校）。授業、施
設見学など問 同校☎042-463-
6262（西東京市南町5-15-5）。◎
石神井特別支援学校：6月8日
（金）午前9時20分～11時30分。
授業見学、個別相談（要予約）な
ど申·問 5月30日までに電話・
FAXで同校☎03-3929-0012、
FAX03-3929-1911（練馬区石
神井台8-20-35）へ。
■テンミリオンハウスそ〜らの家
　知って得する相続の話
5月31日（木）午後1時30分～3
時30分／無料／申 当日、直接そ
～らの家へ／問 そ～らの家☎
71-3336（吉祥寺南町5-6-16）
■ 糖尿病教室「糖尿病と付き合
う、糖尿病と皮膚疾患」
6月2日（土）午後1時～3時（受付
0時30分）／武蔵野赤十字病院
山﨑記念講堂（境南町1-26-1）／
小見川知佳（同院皮膚科医師）ほ
か／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同病院医療社会事業課☎
32‐3111

ガキ（3頁の申込要領参照し、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、返信用
ハガキを持って直接武蔵野プレ
イス生涯学習担当☎30-1901へ。
http：//www.musashino.or.jp/
から申込・当落確認（6月14日～
23日）可。
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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（火）午前9時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／6月20日（水）・30日
（土）／午前10時30分～11時15分／0歳と親
はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／6月10日（日）・20
日（水）／午前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

0歳ひろば
～講師を迎えての講座

はらっぱ：赤ちゃんとわらべうた／6月25日（月）／①午前10時
～10時45分②11時～11時45分（①②同内容）／0歳と親／各
15組／蔵田友子（東京教育専門学校非常勤講師）

◎�

１歳ひろば
吉祥寺：身近な素材で遊ぼう（折り紙・紙コップ）／6月1日（金）・
21日（木）／午前10時30分～11時15分／1歳と親
はらっぱ：近所の友達を探そう／6月11日（月）・21日（木）午前
10時30分～11時15分／1歳と親

不
要�

１歳ひろば
～講師を迎えての講座

吉祥寺：音楽ムーブメント／6月14日（木）／①午前10時～10時
45分②11時～11時45分（①②同内容）／1歳と親／各12組／
前田典子（クリエイティブ音楽ムーブメントインストラクター）

◎�

２歳３歳ひろば

吉祥寺：色水あそび／6月22日（金）午前10時～11時／2～3歳
児と親／15組
はらっぱ：リズムで遊ぼう／6月14日（木）／①午前10時～10時
45分②11時～11時45分（①②同内容）／2・3歳児と親／各15
組

◎�

食事講座
はらっぱ：子どもの栄養とおやつの話／6月6日（水）午前10時～
11時30分／0～3歳児の親／30名／松岡里和（管理栄養士）／
託児：１歳以上、30名（同室可）

◎�

0123子育て談話室
はらっぱ：子どもとの遊び方がわからない／6月12日（火）・26日
（火）／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／若盛清美（認定こども園こどものもり副園長）

◎�

手作りおもちゃの会
ぐるりん：コケコッコー！元気なニワトリをつくろう／6月12
日（火）～16日（土）／受付：午前10時30分～午後3時30分／紙
コップに通した糸をこすると鳴き声がするおもちゃ作り

不
要

coco（0歳）コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／6月5日（火）・19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：境こども園の園庭で遊ぼう！／6月13日（水）・27日
（水）／午前10時～10時45分／雨天室内遊び／1歳と親／各10
組

◎

nico（2歳）コース
いこっと：親子で作ろうゲコゲコがえる／6月22日（金）／①午
前9時45～10時30分②10時45分～11時30分（①②同内容）／
2・3歳と親／各10組

◎

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 5/25（金）午後4時～ 就学前児の親子 ◎

東

いっしょに
あそぼう 5/25（金）午前10時～11時

1・2歳児（平成27
年4月～29年3月
生）

◎

誕生会 5/29（火）午前9時45分～10時（終了後園庭あそびをどうぞ）

0歳児～就学前
児の親子
プレママ、プレパ
パもどうぞ

◎

北町 見学会 5/22（火）時間は予約時にお伝えします 5組　 ◎

吉祥寺 1歳のひろば 5/24（木）午前10時～11時 1歳児～
1歳11カ月児 ◎

武蔵野
赤十字 一緒にあそぼう 6/5(火）

午前9時～10時30分ごろ
昼食代:300円（アレルギー食
対応なし）

1歳児（28年4月
～29年3月生）
2歳児（27年4月
～28年3月生）
各2組

◎

千川 誕生会 5/24（木）午前10時30分～11時 0歳児～就学前
児の親子

不
要

精華第一

一緒に遊ぼう
（1歳児クラス） 5/22（火）午前9時30分～10時30分 1歳児（28年4月

～29年3月生） ◎

一緒に遊ぼう
（2歳児クラス） 5/23（水）午前9時30分～10時30分 2歳児（27年4月

～28年3月生） ◎

0歳児クラス
見学会 5/29（火）午前9時30分～ 0歳児の親子、妊

婦 ◎

精華第二

リトミック
（会場：西久保コミ
セン） 5/23（水）

午前10時～10時30分 2歳児～
就学前児の親子 ◎

離乳食講座
（後期食～乳児食）

午後1時～2時
実費負担：300円 離乳食中の親子 ◎

境

誕生会

5/24（木）

午前9時40分～10時
（終了後園庭あそびをどうぞ）0歳児～ ◎

ほっとタイム
（のんびりおしゃ
べりしませんか）

午後2時30分～3時30分 0歳児～ ◎

2歳のひろば
（リズム運動） 5/25（金）午前10時～11時 2歳児（27年4月

～28年3月生） ◎

グローバ
ルキッズ
武蔵境園

プレママday
「小児科医の先生
と予防注射の話」

5/23（水）午前10時～ 妊娠中の方・
0歳児の母親 ◎

境南

1歳のひろば 5/24（木）午前10時～11時 1歳児～ ◎

ほっとタイム
5/25（金）

午後1時15分～2時15分 0歳児～ ◎
6/1(金）

一緒にあそぼう
（巧技台） 5/29（火）午前9時45分～10時45分 1歳児～ ◎

誕生会 5/30（水）午前9時45分～ 0歳児～ ◎

境南第2
誕生会 5/24（木）午前9時30分～10時 0歳児～ ◎

一緒に遊ぼう 5/30（水）午前10時～11時 1・2歳児（27年4
月～29年3月生）◎

桜堤 誕生会 5/29（火）午前9時45分～10時（終了後園庭あそびをどうぞ）0歳児～ ◎

【保育園】●南…吉祥寺南町3-6-15☎48-1501　●吉祥寺…吉祥寺北町5-11-51☎51-5206　●境…境4-11-3☎53-1783　●境南…境南町5-1-1☎32-2443　●東…吉祥寺東町3-28-3
☎21-2495　●北町…  吉祥寺北町1-23-17☎21-6681　●千川…八幡町1-4-13☎51-8478　●境南第2…境南町2-20-17☎32-8167　●桜堤…桜堤2-1-27☎52-4671　●武蔵野赤十
字…中町3-25-7☎52-3298　●まちの保育園 吉祥寺…吉祥寺本町3-27-13☎38-8260　●ありんこ…西久保1-11-10☎54-1356　●精華第一…中町2-31-8☎54-3854　●精華第二…
西久保2-15-3☎38-7352　●西久保…西久保2-18-6☎51-5307　●ふじの実…緑町３-４-３☎55-2525　●ニチイキッズ武蔵野やはた…八幡町1-2-25☎60-2015　●キッズガーデン
武蔵野関前…関前3-4-11アビタシオン武蔵野１階ほか☎38-6825（38-6867）　●武蔵境コスモ…境1-20-5☎55-8686　●グローバルキッズ武蔵境…境南町4-2-19☎51-2242　【その他
の施設】●境こども園…境4-11-6☎53-2312　●桜堤児童館…桜堤2-1-29☎53-2206

子 育て
施設

■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、Ｐ
Ｃ持込可）…①初めてのパソコ
ン：6月6日（水）・7日（木）。午後1
時30分～3時30分。2000円②
ワード入門：6月13日（水）・14日
（木）。午後1時30分～3時30分。
2000円③エクセル入門：6月20
日（水）・21日（木）。午後1時30分
～3時30分。2000円④インター
ネット入門：6月8日（金）午後1
時30分～3時30分。1000円⑤エ
クセルコース：6月15日・22日の
金曜、午前10時～正午。2000円
⑥ワードコース：6月15日・22日
の金曜。午後1時30分～3時30
分。2000円⑦パワーポイント入
門：6月27日（水）午前10時～正
午。1000円⑧パソコン個別指
導：6月14日・21日・28日の木
曜。午前10時～正午、6月11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。5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
■テンミリオンハウスきんもくせい
　「人生フルーツ」映画上映会
6月9日（土）午前10時、午後1時
30分／各25名（申込順）／500
円／申·問 きんもくせい☎50-
2611（境4-10-4）
■国際交流協会（MIA）
◎学生のための国際理解講座：
6月16日・30日（土）／午後2時～
4時／同協会会議室／大学生な
ど／18名（申込順）／多文化共
生をテーマに開催／無料／
申·問 6月14日までに同協会☎
36-4511へ。https:// mia.gr.jp/か
ら申込可。
■ ボランティア養成講座「園芸を
通してボランティアをしよう」
6月24日、7月29日、9月9日、10

月21日、11月18日／各日曜（全
5回）／午前10時～正午／都立
田無特別支援学校／20歳以上の
方／20名（超えた場合抽選）／園
芸実習と障害児・者についての
講話／無料／申·問 6月1日まで
に往復ハガキで同校☎ 042-
463-6262（〒188-0012西東京市
南町5-15-5）へ。

◆ スポーツ ◆
■ジュニア剣道土曜教室
6月2日～30日の毎週土曜（全5
回）／午前9時～10時／総合体
育館剣道場・柔道場／小学生。未
経験者歓迎／2500円（保険料含
む）／防具貸出あり／申·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
　「新宿を一回り」
6月17日（日）午前9時／新宿区
立新宿公園（地下鉄丸ノ内線新
宿御苑駅徒歩7分）集合～四谷
三丁目駅～迎賓館前～四ツ谷駅
～神楽坂～地下鉄早稲田駅～午
後0時30分ごろJR高田馬場駅解
散／小雨実施／10km／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
集合場所へ／問 同協会・長谷川
☎080-9523-0557
■水泳教室
◎月曜初心者：9月3日～11月26
日（9月17日・24日、10月8日・15
日除く全9回）午前9時30分～11
時。20名。4900円◎火曜中級：9
月18日～11月13日（全9回）午
後1時～2時30分。30名。5400円
／【共通】温水プール／市内在
住・在勤・在学で18歳以上の方／
定員を超えた場合抽選／申 5月
16日～31日（必着）までに往復
ハガキ（性別、生年月日も明記）
またはハガキを持って体育協会
へ／問 水泳連盟・佐藤☎080-
8479-1573

◆ お知らせ ◆
■話し合いＤＥ解決
　民事調停の利用相談会
5月24日（木）午後1時30分～4
時30分／市役所ロビー／土地建
物、近隣関係、借地借家、金銭問
題、交通事故などの民事調停の
手続き、利用方法など／裁判所

の調停委員（弁護士も含む）／秘
密厳守／無料／申 当日、直接会
場へ／問 武蔵野民事調停協会
（事務局：オオノ・キド法律事務
所）☎26-8177（月～金曜、午前
10時～午後5時）
■街頭労働相談
5月25日（金）午前11時～午後３
時／伊勢丹立川店正面玄関屋外
右横／賃金、労働時間、休日休
暇、労働保険など労働条件や、労
使間のトラブルなど／問 都労働
相談情報センター国分寺事務所
☎042-321-6110
■ 相続・不動産・空き家無料相談会
5月25日（金）午後1時～5時／公
会堂／15名程度（申込順）／弁
護士・司法書士・税理士などによ
る相続・不動産・空き家などに関
する個別相談／無料／申·問 日
本地主家主協会☎ 03-3320-
6281
■司法書士による法律相談会
6月9日（土）午後1時～4時／公
会堂／登記、相続、遺言、成年後
見、債務整理、空き家問題など／
無料／申·問 前日までに東京司
法書士会武蔵野支部・勅使☎27-
6761へ。

「子育て応援サイト
むさしのすくすくナビ」にご登録を！

問 子ども政策課☎60-1239
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当日会場で申し込み
ターゲット
バードゴルフ

5/26（土）午前9時〜午後1時。予備
日5/31（木） 陸上競技場／体験コーナーあり／10円

直接体育協会で申し込み

ドッヂビー 6/16（土）
午後1時

総合体育館メインア
リーナ／小学生部門は
引率責任者1名を登録
／1人10円／申 5/16
〜6/2

ディスクドッヂ（13人制）①小学生低学年②小
学生高学年③一般（10人制）＊登録20人以内
ゴールドッヂ（5人制）④小学生高学年⑤一般＊
登録10人以内
ドッヂディスタンス⑥4歳以上

ハガキで体育協会へ申し込み

馬術 5/26（土）
午前9時

日本獣医生命科学大学馬場／高校生以上／3000円／申 5/16〜20（必
着）

◎土曜学校森林体験教室〜青梅の森で木を使った自然体験
6月23日（土）午前8時市役所出発・午後5時30分解散／青梅市二俣尾／市内在住・在学
の小学2〜6年生／30名／最少催行10名／森の探索、林業体験など／西多摩森づくりグ
ループ／無料
◎天体望遠鏡操作講習会
6月23日（土）午前8時三鷹駅北口出発〜24日（日）午後5時解散／自然の村（長野県川上
村）／自然の村宿泊（男女別相部屋）／市内在住・在勤・在学の18歳以上の方／20名／最少
催行6名／自然の村にある大型天体望遠鏡を個人利用できる修了証を発行／7600円
◎カーリング〜オリンピック種目を軽井沢で体験しよう
6月24日（日）午前7時三鷹駅北口出発・午後6時解散／長野県軽井沢町／市内在住・在勤・
在学の小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）／40名／最少催行13名／中学生以上
7000円、小学生6000円／道具貸出あり
◎富士山五合目トレッキング〜富士山の絶景と自然を楽しむ山歩き
6月30日（土）午前7時三鷹駅北口出発・午後6時解散／山梨県富士河口湖町／市内在住・
在勤・在学の中学生以上／30名／最少催行10名／一般登山経験者向け／累積標高約
234m、歩行約9km・約3時間45分／5800円
【共通】雨天実施／定員を超えた場合抽選／貸切バス使用（添乗員同行）／昼食を持参／
申·問  5月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加者全員の生年
月日、在勤・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
7月29日（日）午前8時三鷹駅北口出発〜30日（月）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）／29日小淵沢経由、村へ。30日に佐久
経由、東京へ／申·問 2カ月〜2日前に、自然の村の宿泊予約と合わせて同センターへ
＊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（6月）
　月〜金曜（15日を除く）：午前9時〜午後1時／1時間（500円）以上30分（250円）
単位で受け付け／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）／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。

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

自転車走行環境づくりについて

　市では、自転車安全利用都市を
目指し、「はしる」「まもる」「とめ
る・おりる」の3つの視点で自転車
の走行環境づくりに取り組んでい
ます。市内には三鷹駅・吉祥寺駅・
武蔵境駅と3つの鉄道駅があり、
駅周辺には市内外の利用者問わ
ず、1日当たり3万台を超える自転
車の乗り入れがあります（都の調
査「平成27年駅前放置自転車の現
況と対策」）。平成3年度の総務省
調査では吉祥寺駅周辺の放置自転
車が約4000台と、全国ワースト1
を記録しました。市政アンケート
でも放置自転車対策が1位となる
など、市では放置自転車対策が最
重要課題となり、平成6年、放置禁
止区域の設定を始めとする自転車
条例を全面改定、翌年、自転車の走
行環境整備や安全教育の充実、自
転車利用のあり方などを盛り込ん
だ「自転車等総合計画」を策定しま
した。
　自転車等総合計画に基づき、放
置自転車対策として、歩道上の駐
輪場の閉鎖や有料駐輪場の増設、
駅周辺での押し歩きの推進など、
地元商店会や都、警察と連携しな
がら放置自転車抑止に取り組んで
きました。平成28年には放置自転
車は50台近くまで減少し、市内外
から高く評価されています。一方、
市内で発生する交通事故が減少
傾向にあるにもかかわらず、人身
事故の割合は年々増加し、その約

半数に自転車
が関与してい
ます。市では
自転車の走行
環境整備のた
め、既に三鷹
駅への導線と
なっている「かたらいの道（市道第
16号線）」や武蔵境駅への導線と
なっている「かえで通り」に市独自
の自転車誘導レーンや自転車道を
整備するなど、通行方法や歩行者
との通行分離を促進する安全対策
を進めています。また、武蔵野警察
署と協力して「自転車安全利用講
習会」や市立小学校での「交通安全
教室」などを実施し、交通ルールや
マナー向上の啓発にも取り組んで
います。さらに、万が一に備えた自
転車向け保険への加入を推奨し、
赤色TSマークの付帯保険の加入
助成を行っています。
　今後も自転車走行空間の整備
や交通ルール・マナーの啓発など
ハード面・ソフト面の両面から、誰
もが安全で快適に移動できるよう
な自転車走行環境づくりに取り組
んでいくとともに、歩行者を重視
した自転車利用のあり方について
も検討していく方針です。
（取材協力：交通対策課／執筆者：
遠藤梨栄）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
交通対策課☎60-1860へ

Musashino City

■少年野球大会
　6月3日〜7月15日の毎週日曜／午前9時〜午後5時／雨天順延／軟式
野球場（緑町3-1-34）、市立小学校校庭／開会式：6月3日（日）午前8時30
分、軟式野球場／市内在住・在学者のチーム①低学年の部：小学4年生以
下（3年生以下だけでも可）②高学年の部：小学5・6年生（4年生以下の出場
可）／1チーム20名以内（追加・変更不可）。選手登録は1人1チーム／主将
会議：5月27日（日）午後5時30分、中央コミセン、各チーム1名出席／
申·問 5月21日までに直接生涯学習スポーツ課☎60-1903、少年野球連
盟・倉永☎21-3328へ。

■市民体育大会
　市内在住・在勤・在学の方／問 体育協会☎55-4119、詳細はhttp：//
musashino-taikyo.jp参照

■菊づくり講習会
　6月2日（土）午後2
時〜4時／JA東京む
さし新鮮館2階（西久
保1-18-10）／無料／
優秀苗販売（1株200
円）／車での来館不可／申 当日、直
接会場へ／問 千秋会☎51-8377、
緑のまち推進課☎60-1863

■�消費生活講座「AGF関東・ガトー
フェスタハラダ工場見学」
　6月21日（木）
午前7時40分商
工会館前集合・
午後 5 時解散
（予定）／AGF関東（株）工場、らら
ん藤岡（各自昼食）、ガトーフェス
タハラダ本社工場／貸切バス使用
／市内在住・在勤・在学の18歳以
上の方（子連れ不可）／40名（超え
た場合抽選）／無料（昼食実費）／
階段の昇降あり（エレベーター、エ
スカレーターなし）。見学の際はア
クセサリー着用不可／申·問 5月

■�料理講座夏のパン教室
　〜菓子パン惣菜パンを作ろう
　6月27日（水）午
前10時〜午後0時
30分／市民会館
料理室／市内在
住・在勤・在学の方／16名（超えた
場合抽選）／夏野菜のフォカッ
チャ・オレンジとココナッツのパ
ン／横山結花（家庭製パン教室
DANTEN主宰）／500円（材料
費）／申·問 5月30日（必着）までに
往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、年齢、性別も明記）で郵送また
は返信用ハガキを持って直接市民
会館☎51-9144へ。詳細は市ホー
ムページ参照。

22日（必着）までに往復ハガキ（1
組2名まで。3頁の申込要領参照
し、全員の氏名・住所・電話番号・年
齢・性別、在勤・在学者は勤務先・学
校名と電話番号も明記）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。

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などに向け、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

心に残る体験を、あなたと

フェイスブック

ラグビー
  Sports for All
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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（劇団四季の公演は除く）
＊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
「劇団四季ファミリーミュージカル」「シトコヴェツキー・ピアノ三重奏団」「ジョス・
ファン・インマゼール＆伊藤綾子」「ウィーン・ニコライ弦楽四重奏団」「トラッド・ア
タック！」

5月20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12月 6/1（金） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2019年1月・2月 7/1（日） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2018年12月

6/6（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 6/5（火） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 6/10（日）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 6/1（金） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2019年1月・2月 7/1（日） 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 6/1（金）
〜10（日）午前9時 中2階

事務室5日未満使用 劇場 2019年6月・7月
6/1（金）

午前9時
舞台芸術の上演以外使用 劇場・

けいこ場
2018年12月★ 午前11時

舞台芸術以外で使用 2018年9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
◆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。

イベ ン ト 文中の敬称略

撮影：阿部章仁

《私の鎮魂花譜》より

未来を花束にして

市ホームページ

劇団四季ファミリーミュージカル
「魔法をすてたマジョリン」
　8月13日（月）
午後4時開演
／市民文化会
館大ホール／
全席指定［大
人］S席5400円、A席3240円［小学
生以下］S席3240円、A席2160円
※3歳以上有料（3歳未満のみひざ
上鑑賞可。着席鑑賞は有料）
シトコヴェツキー・ピアノ
三重奏団
　9 月 11 日
（火）午後7時
開演／市民文
化会館小ホール／メンデルスゾー
ン：ピアノ三重奏曲第1番、メシア
ン：世界の終りのための四重奏曲
／全席指定2500円、◯友  2250円
ジョス・ファン・インマゼール＆伊藤綾子
　フォルテピアノ・デュオ・リサイタル
　9月21日（金）
午後7時開演／
市民文化会館
小ホール／ドビュッシー：交響詩
「海」、牧神の午後への前奏曲／全
席指定3000円、◯友  2700円
ウィーン・ニコライ弦楽四重奏団
　10月5日（金）午後7時
開演／市民文化会館小
ホール／ハイドン：弦楽
四重奏曲第77番「皇帝」、

ベートーべン：弦楽四重奏曲第7番
／全席指定3000円、◯友  2700円
トラッド・アタック！
北欧エストニアの伝統音楽×ロック
　10月8日
（祝）午後4
時開演／ス
イングホー
ル／サンドラ・ヴァバルナ（バグパ
イプ、ボーカルほか）、ヤルマル・
ヴァバルナ（ギター、ボーカル）、ト
ヌ・テュブリ（ドラム、ボーカルほ
か）／全席指定3000円、◯友  2500
円、25歳以下1000円（要証明・枚
数限定・友の会割引なし）
吉祥寺美術館企画展

「江上茂雄：風景日記」
　5月26日（土）〜7
月8日（日）／独学で
絵を学び、自宅周辺
の風景や草花を描
いた作品を展示／
一般300円・中高生
100 円（小 学 生 以
下・65歳以上・障害者の方は無料）
◎関連イベント「都築響一氏トー
ク」：6月2日（土）午後2時〜3時30
分頃／同館音楽室／80名（先着
順）／都築響一（編集者）／都築響
一が語る江上茂雄／無料（ただし
要入館券）／申·問 5月19日より電
話または直接吉祥寺美術館へ。1
回2名まで申込可。

■男女共同参画フォーラム2018
　～わたしたちが拓く、むさしのの未来

◎映画上映会・パネルディスカッション
　6月17日（日）第1部…午後1時〜3時：映
画「未来を花束にして」（2015年、イギリス、
106分）／第2部…午後3時〜4時30分：パネ
ルディスカッション「“わたし”から変える
未来」／スイングホール／100名／松下玲
子（武蔵野市長）、治部れんげ（＝写真左、経済ジャーナリスト）／現役高
校生、3児のパパらを交え、自分の思いが、身の回りの制度や仕組みを
変える力になった経験などを語るセッション／託児：10名
◎女性画家の自画像ー激動の20世紀と自立への道のり
　6月16日（土）午後2時〜4時／市民会館／60名／堀尾
眞紀子（=写真、文化学園大学教授）／男性中心社会の20
世紀に、絵画を通して自分を確立していった女性画家た
ちに迫る／託児：10名
◎ わたしをもっと好きになろう！自己肯定感を育んで、
「私らしさ」を再発見！
　6月17日（日）午前10時〜午後0時30分／市民会館集会
室／40名／岩堀美雪（=写真、子どもの笑顔代表理事）／
「ママだから」「女性だから」の縛りから自分を解き放ち、
笑顔の一歩を踏み出す／託児：15名
◎ にじいろ親子絵本カフェ「自分のまま、その子のまま、

生きること」
　6月24日（日）午前10時30分〜午後0時30分／武蔵野
プレイス／40名／丸山真由（=写真、多様性を対話する。
lag「ラグ」代表）／多様な性を描いた絵本を通じて、自分
らしい生き方を見つめよう／託児：5名
◎ ファミリーコンサート「わたしの生きる道～音楽から

のおくりもの♬～」
　6月24日（日）午後3時〜4時／スイングホール／
100名／nutmeg（=写真、鹿児島県出身の幼馴染
デュオ）／子連れ参加可

【共通】定員は申込順／託児：3カ月〜未就学児（無料、超えた場合抽選、6
月3日までに要予約）／手話通訳あり（5月31日までに要相談）／申·問 電
話・Eメール（3頁の申込要領参照し、託児希望は子どもの氏名［ふりが
な］・月齢も明記）で男女平等推進センターdanjo@city.musashino.
lg.jpへ。同センターホームページからも申込可。
◎男女平等推進登録団体による活動パネル展
　6月4日（月）〜15日（金）市役所ロビー、18日（月）〜24日
（日）武蔵野プレイスギャラリー
○講演会「台湾をもっと知るために−女性から眺めた台湾
戦後史」、「一緒に現代の子育てについて考えてみません
か？」も開催します。詳細は右記二次元バーコード参照。

問  男女平等推進センター
☎37-3410

■緑の創作園オープンガーデン
　5 月 19
日（土）午
前10時〜
午後 0 時
30分／小
雨実施／
緑の創作園（八幡町3-2）／ガーデ
ンで育てたハーブ苗・花苗・種のプ
レゼント、園芸相談。ガーデンで
摘み取ったハーブティーと焼菓
子（実費100円程度）／共催：M’s 
Gardenみどりの食いしん坊／
申 当日、直接会場へ／問 緑のまち
推進課☎60-1863

■もりもり森クラブ「春の公園祭り」
　5 月 20 日
（日）午前10時
〜正午／雨天
中止／市民の
森公園（関前3-32）／むさしの関
八ばやし、関前南小吹奏楽部の演
奏、ダンスダンスダンスの演舞、草
笛・オカリナ演奏、花ポット苗の植
え込み体験、メダカの放流体験、笹
舟競争、草バッタコーナー、風船
（ペンシルバルーン）プレゼントほ
か／申 当日、直接会場へ／問 もり
もり森クラブ☎53-5432、緑のま
ち推進課☎60-1863
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この特集に関するお問い合わせは、市民活動推進課情報公開担当☎60-1809へ

市民に情報を公開し、公正・透明で開かれた市政を推進します

刊行物名 価格（円）販売数（部） 発行年月
武蔵野市全図（武蔵野マップ）（1/7000） 100 315 平成29年7月更新
市勢統計 250 4 12月（毎年刊行）
一般会計特別会計予算・予算説明書 600 3 2月（毎年刊行）
歳入歳出決算書・決算事項別明細書 400 2 11月（毎年刊行）
武蔵野市報（市報むさしの）縮刷版（No.20）（＊） 2700 - 平成29年3月
武蔵野都市計画図（1/6000） 800 80 平成29年1月更新
武蔵野市地域生活環境指標 1000 7 平成26年8月
玉川上水を歩く 100 12 平成17年3月
市民版「武蔵野」（国木田独歩著） 600 7 昭和40年6月
子ども武蔵野市史 500 16 平成22年3月
その他 19

計 465
（＊）平成29年度、新たに販売を始めた刊行物
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請求の内訳 決定の内訳

市民部
8件

総務部
4件

会計管理者 1件
その他行政委員会

1件

都市整備部
51件

防災安全部 2件

全部開示
34件

財務部
26件

議会
5件

教育委員会
9件

健康福祉部
4件

環境部
9件

一部開示
87件

水道部 1件

子ども家庭部
10件

非開示（うち文書不存在）
25（23）件

却下
1件

総合政策部
16件

　情報公開制度は、市が保有する情報を市民に公開し、共有することで、市民の市政への積極的な参加を進め、公正で透明な市政の推進を図る制度です。
市報毎月15日号のCIMコラムで、特に知っていただきたい情報を分かりやすく掲載しているほか、市政に関わる情報は、市政資料コーナーをはじめ、市
報・ホームページ・各課窓口などで提供を行っています。窓口などで提供されていない行政文書についても、閲覧や複写を求める権利は保障されており、
市民からの請求に応じて、個人のプライバシーに最大限配慮したうえで、原則として開示を行っています。

　市政資料コーナーでは、市の刊行物、報告書をはじめ、法規、辞典、官報など
各種の資料を自由に閲覧できます。コピー（A3まで白黒1枚10円・カラー1枚
30円）や備え付けのパソコンによる行政情報のインターネット検索ができ、
有償刊行物の販売や資料の頒布なども行っていますので、気軽にご利用くだ
さい。なお、市政資料の目録（平成20〜30年度）は市
ホームページの「市政資料」に掲載しています。

●有償刊行物
　有償刊行物一覧は、「わたしの便利帳平成30年・31年版」123・124頁に掲載。
また、市ホームページの「有償刊行物」で内容を随時更新して掲載しています。

　市報では毎月15日号に身近な題材の中から、市民の皆さんに知ってほし
い情報を、市民ライターが分かりやすくお伝えするＣＩＭコラムを掲載して
います。平成4年から続いている市ならではの取り組みです。市報バックナン
バーは市政資料コーナーで閲覧でき、市ホームページにも掲載しています。

市政資料コーナー（市役所西棟7階）

請求から開示までの流れ毎月15日号の市報に掲載

平成29年度の利用実績（利用分野が判別できた件数）

平成29年度の販売および刊行の状況

CIM=Civil Information Minimum
（これだけは知っておきたい市民の情報）

写しの交付や郵送を希望す
るときは、実費の支払いが
必要です

開示される範囲の
内容を閲覧2

希望する行政文書の全部また
は一部について、実施機関に
より開示が認められたとき

開示が認められない
ことがあります

開示が認められない理由を
文書でお知らせします

開示が認められない理由
に納得できないとき
開示が認められない理由を
示した文書を受け取った日
の翌日から3カ月以内に審
査請求ができます

情報公開・個人情報保護審査
会で審議

自分の情報（自己情報）につ
いての開示には、運転免許
証などによる本人確認が必
要です

情報公開担当に
開示請求書を提出1

市政資料コーナーになく、各課で公表されていない行政文書の開示を希
望するときは、市民活動推進課情報公開担当にご相談ください

開
示（
14
日
以
内
）

非
開
示

●
請
求
の
内
訳

●�

決
定
の
内
訳

平成29年度行政文書開示状況
実施機関

請求 決定内容（件）
審査
請求件数 延べ人数 全部開示 一部開示 非開示

（うち文書不存在） 却下

市長部局 132 78 30 79 22（20） 1 5
教育委員会 9 4 4 3 2（2） 0 0
その他行政委員会 1 1 0 1 0（0） 0 0
議会 5 4 0 4 1（1） 0 0

計 147 87 34 87 25（23） 1 5

◆開示請求された行政文書の例
　29年度は、道の「協定書」、市が契約した保険の「証券」、宅地開発等指導要綱
による「事業計画承認審査願」、建設リサイクル法による「届出書」、まちづくり
条例による開発基本計画に係る文書、公民連携（PPP）に関する文書などを請
求により開示しています。

◆一部開示および非開示とした例
　開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別できる情報」、法
人印などの「法人などの地位が損なわれる情報」、そのほかに「市の審議、検討
又は協議に関する情報」、「行政運営に支障をおよぼす情報」、「任意に提供した
情報」などが含まれる場合は、その部分を非開示として一部開示をしていま
す。29年度に全部を非開示として決定したものは、個人情報、審議検討情報、
任意提供情報を理由とした2件と、そのほかは文書不存在によるものでした。

■平成29年4月〜30年3月のコラム一覧
（健康・福祉）
地域の力で支え合う介護予防テンミリオンハウス 3/15号
（子ども・教育）
学校の課題の解決と街づくり地域コーディネーター 6/15号
子育てに寄り添ってくれる心強い味方です〜保育コンシェルジュ 10/15号
情報モラル教育の現状と課題 12/15号
（文化・市民生活）
オリンピック・パラリンピックに向けてさまざまな取り組みが始まってい
ます 4/15号
武蔵野市国際オルガンコンクールと市民文化会館リニューアルについて 8/15号
男女平等推進センター「ヒューマンあい」の紹介 9/15号
地域と行政の橋渡し役「防災推進員」を知っていますか？ 1/15号
（緑・環境）
新しいクリーンセンターでごみ処理の様子を見学しませんか 7/15号
（都市基盤）
空き家対策について 2/15号
（行・財政）
市の「公共施設等総合管理計画」について 5/15号
市税のペイジー（Pay-easy）納付について 11/15号
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書
館
／
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康

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

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
　�なお、午前9時〜午後5時までの間に1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

20日（日）
○中じまクリニック 内科・小児科

（乳児不可） 吉祥寺本町2-14-5 21-6251
○武蔵境病院付属あんずクリニック 内科 境南町4-1-15 50-9770
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

27日（日）
○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町1-23-3 22-5755
○かたおか医院 内科 西久保3-2-22 50-5311
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
20日（日） 布施歯科医院 吉祥寺南町1-27-1-106 ☎46-9799
27日（日） 清水歯科医院 吉祥寺南町1-18-24�藤井ビル ☎43-4764

休日の医療機関� 5/15（火）～31（木）

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

東京版救急受診ガイド

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

健康づくり事業団
◎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
◎メールマガジン「むさしの健康づくり応援ニュース」登録者募集中
役立つ健康づくり情報や、タイムリーな講座案内などを配信します／
市内在住の方／健康づくりはつらつメンバー登録者は一部講座の先行
予約特典あり／申�dan@star7.jpへ空メールを送信または右記二次元
バーコードから登録／問�健康づくり支援センター

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

ゆりかごむさしの
武蔵野市母子保健事業

妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援を推進します

問�健康課マタニティ安心コール☎51-0703■胃がんハイリスク検査の
　お知らせ
　6月13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 6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。

■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

■もぐもぐ教室（7〜8カ月ごろの離乳食）
　6月14日（木）午前10時15分〜11時30分／平成29年9月
〜11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 6月7日までに電話または直接健康課へ。

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

■乳幼児健康診査
　3〜4カ月児、6・9
カ月児、1歳6カ月児、
3歳児の健康診査は
対象者に個別通知を
しています／転入の
方には通知が届きま
せんのでお問い合わ
せください／問�健康課

■かみかみ教室（9〜11カ月ごろの離乳食）
　6月26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（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 6月19日まで
に電話または直接健康課へ。

●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、保健センター健康課に届け出てくだ
さい。転入された方もお越しください。

母子保健
■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）：①6
月11日（月）妊
娠中から産後
の過ごし方、
赤ちゃんとの
関わり②6月18日（月）母と子の歯
の健康、食育講座。各午後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 6月4日までに。 
◎土曜日クラス：６月16日（土）午
前9時30分〜正午。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。初

■親子工作教室�絵本のカバーでエコぶくろをつくろう
　5月26日（土）午後2時〜3時30分／吉祥寺図書館まな
びとつどいのへや／はさみが使える幼児・小学生と保護
者／15組（申込順）／山口堅太郎（好学社）／無料／
申·問 5月18日より電話または直接吉祥寺図書館へ。

■土曜の午後の映画会
　5月26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）／「チップス先生さようなら」（1939年、イ
ギリス、114分、モノクロ、監督：サム・ウッド、出演：ロバート・ドーナッ
ト、グリア・ガーソンほか）／無料／申 当日、直接会場へ／問�中央図書館

妊婦（受講時に妊娠16〜31週の
方）とパートナー。バスタオルを持
参。申 6月8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。
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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（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

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　7/1号…6月1日、7/15号…6月15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

エトハゲートボール教室 5月23日・30日（水）午前9
時30分〜11時30分／武
蔵野中央公園

中橋
070-1304-6526

憲法をうたってみよう
ワークショップ（自由な風
の歌合唱団）

5月27日（日）午後2時〜4
時15分（受付1時30分）／
吉祥寺美術館音楽室

800円
池田20-0309

高校生以下無料

家族を語らう。 5月29日（火）午前10時〜
正午／市民会館音楽室

熊崎
090-4796-5332

家族の話をする時間で
す。「まさきもち」で検索

健康マージャン教室・例
会／入門者から経験者ま
で

6月4日（月）午前10時〜
正午、午後1時〜5時／商
工会館

1000円
幡鎌
070-6454-8141

教室で習いたい方は午
前、実戦で楽しむ方は
午後／締切6月1日（金）

　大規模な改修工事のため、半年間という長い休館
でしたが、3月20日に“新装”開館。31日には、恒例の桜
まつりを開催しました。いつもは遅咲きの広場の桜も、
今年は早い開花でジャストイン。絶好の花見日和とな
りました。オープニングを祝って駆け付けてくれたス
クリーントーンズの青空公演。快晴の桜吹雪の下でメ
ンバーの演奏が聴けるなんて最高！とばかり、皆さん大喜び。その後、サロン
にてよさこい踊り、アコーディオン演奏、ビンゴゲームを楽しみました。
　改修を終え、綺麗になった館内を見て回った方たちからは、トイレの“利便
さ”“快適さ”に感動の声しきり。LEDに替わった照明の明るさや壁の塗り替
えによる清潔感も好評でした。
　我々スタッフも気分を新たにして、皆さんのご来館をお待ちしています。

吉祥寺南町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
カンパネラ着付教室 5月18日（金）／6月〜7月・10月

〜12月毎月第2・3金曜／午後
5時30分〜9時／中町集会所

酒井55-6355 1人で着付けられるよ
うに、人にも着せられ
るように

女声コーラス「花音」毎月第1・3土曜午後2時〜
4時50分／本宿コミセン

1回1000円
前川21-7408

アルトパート大歓迎

むさしの　虹の橋会
（ペットロスでお悩み
の方の集い）

毎月第2日曜／午後1時30
分〜4時30分／関前コミセ
ン／初回6月10日（日）

1回100円お茶
とおかし代
坂本080-1228-2109

ペットを亡くされた人
同士が交流し支え合う
会です。定員15名

仲間あつまれ

オープニングは桜の木の下で

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5

吉　東
22日（火） ■吉祥寺東落語会　午後2時（開場1時30分）／60名／春風亭三朝

／木戸銭500円／申

24日（木） ■コミュニティのつどい「東町の昭和史」について語り合おう　午
後2時〜／原利子

吉　南 20日（日） ■南町フリーマーケット　午前11時〜午後2時／雨天実施（ホール
にて）

6/4（月） ■生活習慣病予防料理講習会「夏の食養生」

本　町 28日（月）
■ふれあい講座「わくわく体操でからだをほぐそう」　午前10時30
分〜11時30分／和室／吉祥寺本町・吉祥寺東町在住の方優先／15
名／ストレッチ／桑島恵子／タオル・水分補給飲料を持参

吉　西

19日（土） ■あそぼうよ「おもちつき」　午後1時30分〜3時30分／雨天実施
／みんなで頑張ったつきたてのおもちを食べよう、輪投げ

25日（金） ■健康のカギセミナー「総合体力への栄養力」　午後2時〜3時／高
野喜久雄（吉祥寺本町クリニック院長）

26日（土） ■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホットCaféシェモ
ア」でいれたてのコーヒーをどうぞ（1杯100円）

30日（水） ■ごみ減量のつどい　午後1時30分〜3時／ごみを減らして住みよ
い街に／共催：クリーンむさしのを推進する会

31日（木） ■あるこうかい「日本橋周辺の散策」　午前9時吉祥寺駅アトレはな
びの広場集合／実費／申 27日までに窓口へ

吉　北 20日（日）〜 ■パソコン教室　毎週日曜／基礎編：午前10時、応用編：午後1時／
1回200円、午前午後通し300円

けやき

17日（木） ■けやきこもれびひろば　午前10時〜11時30分／0歳〜未就学児
と家族、おもちゃや手遊びで遊びましょう

19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

20日（日）
■けやきまつり　午前10時〜午後2時／雨天実施（フリーマーケッ
ト除く）／バザー、フリーマーケット、花市、地元野菜、焼きそば、フ
ランクフルトなど／協力：東北支援物産販売（成蹊大学UNI）、防災
グッズ展示販売（市防災協会）

26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・中町
集会所 6/10（日） 終日休館（40周年式典のため）

＊6/9（土）夜間も準備のため休館

西久保

6/2（土） ■生活習慣病予防料理講習会「梅雨に負けない疲労回復メニュー」
　10名／申 28日までに窓口へ（キャンセルは30日まで）

6/9（土） ■カラオケ大会　午後1時〜5時／40名／抽選会、見学・応援大歓迎
／申 31日までに出演者、曲名、歌手名を窓口へ

6/1・8（金）
■入門スマホ学習会（操作の基本をゆっくり学ぶ）　午前10時〜正
午／スマホ保有者／8名／800円
■EXCEL役に立つグラフ〜グラフ入門　午後1時30分〜3時30分
／3名、パソコン持参3名／1000円

緑　町
18日（金） ■グリーンカフェ　午後1時30分〜4時／50円（菓子付）

募集 ■フリーマーケット出店　5/27（日）開催／午前10時〜午後1時／
13区画／200円／申 

関　前
6/4（月）

■ママのための健康講座と親子de体操歯科講座、肩こり予防体操
　午前10時30分／6カ月〜12カ月未満児と親／15組／水分補給
飲料・バスタオルを持参、動きやすい服装で／申 

6/15（金）
■音楽とおしゃべりのティータイム　午後1時30分〜3時／「雨の
日の家での楽しみ」、素敵な音楽と午後のお茶のひとときをお楽し
みください

境　南 28日（月） ■親子で楽しくわらべ歌で遊ぼう　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 21日（月）〜
■パソコン学習会（個別指導）　7/9までの毎週月曜／午後1時30
分〜4時／参加者の質問に答える勉強会／1回300円／パソコン持
参可／申 当日、直接会場へ

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

傍聴：10名（超えた場合抽選）
申·問 5月25日までに市民活動推進課☎60-1829へ。
＊7月に、どなたでも参加できるふれあいトークを行います。

日時  6月2日（土）午前10時〜正午　 場所  0123はらっぱ
　少人数での対話で、子育て支援団体、保育園、幼稚園の代表と市長が、市
の子育て支援について意見交換を行います。

傍聴のお知らせ
第2回 ふれあい市 民 と 市 長 の　　　　  トーク

専用フォーム

専用フォーム

桜吹雪の中で演奏するスクリーン
トーンズ

手綱に見立てられたう
どん（吉祥寺本町の盆行
事より）

　　　武蔵野のうどんを知ろう  問 武蔵野ふるさと歴史館☎53-1811
■企画展「武蔵野のうどん」
　5月19日（土）〜7月19日（木）（金曜・祝日を除く）／午
前9時30分〜午後5時／武蔵野ふるさと歴史館企画展
示室／地理的特徴、江戸時代の畑作や水車稼ぎの様子、
畑作の雑穀生産の農業の様子やそれに関わる風俗習慣
などを紹介／協力：JA東京むさし、商工会議所／無料
■うどんづくり教室（仮称）
　6月23日（土）午前9時30分〜午後2時／市民会館／市給
食・食育振興財団／小学3年生以上の児童と中学生（小学生
は保護者同伴）／15名程度／市域産の小麦を使ったうどん
づくりの体験と企画展「武蔵野のうどん」の解説／400円
（実費予定）／申 6月11日（必着）までに専用フォーム、往復
ハガキ（3頁の申込要領を参照し学年も明記）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へ。
■武蔵野の食文化についての講演
　7月1日（日）午後1時30分〜3時／武蔵野ふるさと歴史館
／増田昭子（立教大学アジア地域研究所特任研究員）／武蔵
野台地のうどんや粉食などの食文化について／申 6月18日
（必着）までに往復ハガキ（３頁の申込要領を参照）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へ。
専用フォームから申込可。
■ 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！」
　5月27日（日）午後1時30分・2時30分口演（各回3話ずつ）／武蔵野ふる
さと歴史館市民スペース／武蔵野にまつわる昔話の紙芝居口演。企画展
「武蔵野のうどん」に合わせ、市域の昔の食に関する話を予定／無料
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