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第五期長期計画・調整計画策定時のワークショップ
　市の政策は、すべて長期計画に基づき実施されています。テーマごとの個別
計画は長期計画と整合を図り策定されます。

中高生向けワークショップ（5～8月）

無作為抽出市民ワークショップ（6/24・30）

長期計画市民会議（6～7月）

市議会議員

圏域別市民意見交換会

無作為抽出市民ワークショップⅡ

パブリックコメント

市議会議員

圏域別市民意見交換会

パブリックコメント

地域ワークショップ
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市長案

第六期長期計画

第六期長期計画公表（32年［2020年］3月）
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ヒアリング

ヒアリング
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意
見
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関係団体意見交換会

多様な市民参加でつくる
第六期長期計画の策定が始まります

　長期計画は、市の長期計画条例に基づき、市政運営の基本理念や実施すべき施策など
について定めた市の最も重要な計画です。本市では、昭和46年（1971年）に第一期基本
構想・長期計画を策定して以来、現在まで定期的に計画の策定と見直しを行い、これら
に基づいて計画的な市政運営を
推進してきました。今回策定する
第六期長期計画は、平成32年度

（2020年度）から41年度（2029
年度）までの10年間を計画期間と
しており、本市の特徴である市民
参加・議員参加・職員参加を中心
とした「武蔵野市方式」を継承しつ
つ、さらに多様で幅広い市民参加
手法を取り入れて、今年度から2
カ年度にわたって策定します／問  
企画調整課☎60-1801

策定委員会

　市内在住の有識者と公募市民、
副市長で構成する委員会。市民、市
議会議員、職員との意見交換を通
じて総合的に政策の調整を行い、
計画案を作成し市長に答申しま
す。策定委員会は原則として公開
で行い、傍聴者からの意見提出も
受け付けます。

各種ワークショップ

1．中高生向けワークショップ
　（中高生世代広場）
　市の将来を担う中高生の市民意
見を積極的に取り入れ、市政運営
に反映すること、参加する中高生
が課題に取り組むことで市の新た
な魅力に気が付き、より市への関
心を高めてもらうことを目的に連
続学習型で実施する若者世代向け
のワークショップです。

2．無作為抽出市民ワークショップ
　市内に住民登録のある18歳以
上の方を無作為に抽出し、参加に
承諾いただいた方により行うワー
クショップです。全体の進行とグ
ループ内のファシリテートも市民
の方にご協力いただき、取りまと

多様で広範な市民参加手法を取り入れます多様で広範な市民参加手法を取り入れます

　長期計画の策定状況については、市ホームページで
随時公開します。

めた意見は策定委員会に報告しま
す。

3．地域ワークショップ
　長期計画策定後の市・市民の協
働による施策推進に向けて、主と
して地域で中核的に活動を担って
いる市民の参加により行うワーク
ショップです。

長期計画市民会議

　10名の公募委員を中心に、市の
将来像などについて検討します。
検討結果は市長に報告し、策定委
員会の議論の参考とします。
　第1回会議を6月18日（月）に開
催します。今後の会議日程および
傍聴については、市ホームページ
でお知らせします。

各種意見交換会

　策定委員会の主催で、関係団体
や3駅圏ごとに対話形式の意見交
換を行います。

パブリックコメント

　討議要綱公表時および計画案公
表時に、パブリックコメントを実
施します。

長期計画の位置付け
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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

「3R　大人になってもわすれない」　森田祐希さん（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
第六期長期計画
市民会議

6月18日（月）
午後7時

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
今後の進め方ほか

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

非核都市宣言平和
事業実行委員会

6月21日（木）
午後6時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／夏季平
和事業について、平和の
日イベントについてほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829

第六期長期計画
無 作 為 抽 出 市 民
ワークショップ

6月24日（日）
午後1時

芸能劇場
小ホール

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

図書館運営委員会 6月26日（火）
午後4時30分

中央図書館
視聴覚ホール

20名（先着順）／図書
館の運営について

当日、直接会場へ
中央図書館
☎51-5145

図書館基本計画策
定委員会

6月26日（火）
午後5時30分

中央図書館
視聴覚ホール

20名（先着順）／図書
館基本計画について

当日、直接会場へ
中央図書館
☎51-5145

第六期長期計画
無 作 為 抽 出 市 民
ワークショップ

6月30日（土）
午後1時

市役所
811会議室

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

第六期長期計画
市民会議

7月1日（日）
午前10時

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
各分野のグループ討議

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

教育委員会定例会 7月4日（水）
午後1時30分

市役所
教育委員会室

20名（先着順） 当日、直接教育企
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

国保税内訳 所得割の税率 均等割額 賦課限度額
①医療給付費基礎課税額 4.90% 2万4200円 54万円
②後期高齢者支援金等課税額 1.75% 9000円 19万円
③介護納付金課税額（40歳以上65歳未満） 1.45% 1万1700円 16万円

軽減
区分 軽減基準（世帯の前年所得）

軽減後の均等割額
① ② ③

7割 33万円以下 7260円 2700円 3510円
5割「33万円＋被保険者数×27万5000円」以下 1万2100円 4500円 5850円
2割「33万円＋被保険者数×50万円」以下 1万9360円 7200円 9360円

武蔵野
プレイス

武蔵境駅

（天文台通り）

都市計画道路3・4・2号線

事業化予定範囲
測量予定範囲

N開催場所
スイングスカイルーム

携帯音楽プレーヤー スマートフォン

火災報知器

電池（小型充電式電池、乾電池、ボタン電池）は
「有害ごみ」で出してください
　充電式の家電製品には、必ず充電池が入っています。

電池が機器本体から外れる場合
　◦電池は「有害ごみ」
　◦本体は「燃やさないごみ」

電池が取り外せない場合
　◦本体ごと「有害ごみ」

　有害ごみ袋（ごみ総合対策課、各市政センター・コミセンで配布）、もしく
は「有害ごみ」と書いた透明袋または半透明袋に入れて出してください。

問 ごみ総合対策課

■ 都市計画道路3・4・2号線意見交換会・事業概要及び測量説明会
　6月23日（土）午後2時〜3時
30分／スイングスカイルーム
／都市計画道路3・4・2号線（天
文台通り）のうち、境南町3丁目
3番から11番までの区間
（290m）について、事業化に向
け意見交換会と併せて、事業概
要や今後の測量に関する説明
会を開催します／申 当日、直接会場へ／問 まちづくり推進課☎60-1870

■ 市報4月1日号お詫びと訂正
　8頁の「財政運営主体の都道府県化に伴い国民健康保険の税額などを
改定します」の記事で、総医療費と被保険者1人当たり医療費の表の凡例
について、「1人当たり医療費」とあるのは「レセプト1件当たり医療費」
の、「レセプト1件当たり医療費」とあるのは「1人当たり医療費」の誤りで
した。お詫びして訂正いたします／問 保険課☎60-1834

■ 国民健康保険（国保）税に関するお知らせ
◎平成30年度から税率・均等割額・賦課限度額が改定されました
　30年度の所得割の税率・均等割額・賦課限度額は次のとおりです。国保
税は、下表の①②③の所得割額（「平成29年中の総所得金額等（注）の合算額
から33万円を引いた額」×税率）と均等割額の合算となります。
（注） 総所得金額・山林所得金額・申告分離課税所得（短期・長期譲渡所得な
ど）の合計。退職所得金額は含みません。

◎均等割額の軽減：下表に該当し、税務署または市区町村に所得の申告を
している世帯は均等割額が軽減されます。申請は必要ありません。
＊30年度から対象となる世帯が拡充されました。

◎納税通知書の発送：7月中旬に世帯主宛てに送付します。世帯主が国保
加入者でない場合でも納税義務者となります。
問 保険課（税額・計算方法・軽減など：国保年金係☎60-1835、納付相談・
納付方法変更など：収納係☎60-1836）

■ カラスによるごみ袋の被害が発生しています
　この時期、燃やすごみの袋をカラスに引きちぎら
れ、道路上に散らかされる被害が多発します。防鳥
ネットも効果がない場合がありますので、ふた付きの容器などに燃やす
ごみの袋を入れるなど、ご協力をお願いします／問 ごみ総合対策課

■ 国民健康保険医療費通知を発送します
　平成29年9月から30年2月に医療機関または柔道整復・あん摩・マッ
サージ・はり、きゅうの施術に係る療養を受けた方に、医療費通知を発送
します。この通知は確定申告の医療費控除に使用することができますが、
保険適用分のみの記載となります。自費診療や交通費などの費用につい
てはご自分で医療費の明細書または領収書をご用意ください。再発行は
できませんので大切に保管してください／問 保険課☎60-1834

■ 武蔵野中央公園の追加開園
　6月1日に1.1haが追加開園されました（緑町2丁目）。武蔵野の雑木林の樹
木を主体とする樹林ゾーンは、緩やかな起伏の中で散策や休憩などが楽しめ
る憩いの空間です。工事期間中はご協力いただきありがとうございました／
問 都西部公園緑地事務所工事課☎47-0198、緑のまち推進課☎60-1864

■ 野鳥との関わり方を
　知ってください
　許可なく野鳥を
捕ることや飼うこ
とは法律で禁止さ
れ、違反者には1年以下の懲役、ま
たは100万円以下の罰金が科され
ます。えさやりや野鳥の不必要な
保護は、野鳥が自然で生きる機会
を奪います。ひなが落ちている場
合は保護せず、巣に戻しましょう。
けがをした野鳥がいる場合は都多
摩環境事務所へご相談ください／
問 都多摩環境事務所☎042-521-
2948

■ 台風や大雨に備えましょう
　道路にある雨水ます
や側溝がふさがってい
ると雨水が下水道管に
流れ込まず、浸水の危険が高まりま
す。側溝などにごみを入れたり、上
に物を置いたりしないようにしま
しょう。また、台風や大雨の時は、雨
水ますのふたについた落ち葉など
のごみを取り除くだけでも、詰まり

が解消し道路の冠水を防ぐことが
できます。市でも定期的に雨水ます
の清掃を行っていますが、自宅周辺
の雨水ますの清掃にもご協力くだ
さい。都下水道局作成ホームページ
「東京アメッシュ」では降雨情報を
提供しています。http://tokyo-
ame.jwa.or.jp/参照／問 下水道課
☎60-1868、道路課☎60-1857

■ 武蔵境駅南口駅前広場の改修工
事に伴う説明会を開催します
　6月25日（月）午後7時／武蔵野
プレイスフォーラムA・B／武蔵境
駅南口駅前広場は、昭和54年3月
の完成から40年弱が経過し、舗装
の老朽化への対応やバリアフリー
の重点的な整備が必要になってい
ることから、今年度改修工事を行
います。また、周辺道路についても
順次整備を予定しています。整備
内容や今後の予定などについて説
明会を開催します／申 当日、直接
会場へ／問 道路課☎60-1861
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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

武蔵野アール・ブリュット2018「描かずには
／創らずにはいられない」衝動にフォーカス

　アール・ブリュットとはフラン
スの画家ジャン・デュビュッフェ
によって提唱された「生（き）の芸
術」という言葉です。この言葉は自
分の内面から湧き上がってくる創
造を意味するものです。障害者の
方たちが描くあるいは創る芸術と
いう意味ではありませんが、アー
ル・ブリュットが障害者による表
現の多様性を知ってもらう運動と
して広がっていった経緯がありま
す。
　市は2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の開
催に向けて、スポーツプログラム
だけではなく文化プログラムの充
実を図るため、昨年度から武蔵野
アール・ブリュットを開催してき
ました。開催趣旨は、作品を軸に、
市民協働によって作り上げるアー
ト展であり、市にゆかりのある人
たちが出品・参加することで、アー
トを通して多様性を大切にする地
域づくりを進める取り組みという
位置付けです。昨年度は、市制70
周年記念の事業の一つとして、公
募によって選ばれた約120点の作
品を、吉祥寺美術館と市内のギャ
ラリーに分けて、街全体で展示を
行いました。
　今年度は、作品の背景を深掘り
し、作品と作家のプロフィールの
両方に焦点をあてた展示を、吉祥
寺美術館とギャラリーケイ（吉祥
寺本町2-4-14吉祥寺第一ホテル 

1階）で行う計画となっていま
す。この展示は武蔵野アール・ブ
リュット実行委員会が中心となっ
て、計画および実施しており、作家
は市にゆかりのある方々の中か
ら、年齢や性別など多様な面で判
断し、選出していきます。そして、
作家の「描かずには／創らずには
いられない」状況や作家の生活、作
品が創られる過程、制作中の表情、
周囲の反応などを追っていき、本
人へのインタビューや作品の制作
をお手伝いされている方々への
取材も含めて、展示用の記事にし
たり、作品のキャプションにした
りして、作品とともに展示するこ
とになります。インタビューや取
材には、近隣の学生などもボラン
ティアとして協力してくれること
になっています。
　武蔵野アール・ブリュットで注
目してもらいたい点は、「描かずに
は／創らずにはいられない」衝動
とそれから生まれた作品の多様性
です。作品を鑑賞し、さまざまな表
現を受け入れることで、お互いの
価値を認め合うことに繋がると思
います。
（取材協力：吉祥寺美術館／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
吉祥寺美術館☎22-0385へ

対
象

4月1日以降、市内に住民登録のある園
児（平成24年4月2日〜27年4月1日
生）を私立幼稚園、幼稚園類似施設（基
準あり）、認定こども園（基準あり）に通
園させ、入園料・保育料を納めている保
護者（園児と同一世帯）。30年度中に満
3歳に達して途中入園した場合も対象

補
助
金

入園料
補助金

5万円（30年4月1日以降入園
の方、1人1回）

保育料
補助金

月額5000円〜1万1200円
（30年度の市民税額による）

就園奨
励費補
助金

30年度の市民税額が基準に該
当する方＊幼稚園によっては
交付されない場合あり

（件）
受付 取下げ 裁決

3 2（1） 24（24）

＊�（　）は内数で、28年度に受付けた請求
に関するもの

■�市民安全大会を開催します
　〜目指そう�安全・安心なまち
　6 月 30 日
（土）午前10
時〜正午／ス
イングホール
／健康講話、防災講話、防犯講話、
振り込め詐欺の寸劇／無料／車で
の来場不可／申 当日、直接会場へ
／問 安全対策課☎60-1916■�除草剤や殺虫剤などの農薬の

　使用について
　庭木などの手入れの際に、除草
剤や殺虫剤などの農薬を散布する
ケースが見受けられます。これら
の農薬が適正に使用されない場
合、人の健康や生活環境に悪影響

■�各種市税・国民健康保険税を滞納している方へ
　税負担の公平性を保ち、税収入を確保するため、納期限までの納付が確
認できない方に対し、各種納税催告および夜間納税相談を行います。お手
元の納付書を確認し、納期限が過ぎている市税などがありましたら、至
急、納付または相談してください。
◎自動音声による電話催告の実施
　システムで合成された女性の声による電話催告を行っています（発信
専用の電話番号：納税課☎38-4787、保険課☎38-4782）。納付後、行き違
いにより電話をおかけする場合があります＊特定の金融機関口座への振
り込みおよびATMの操作をお願いすることは絶対にありません／問 納
税課納税係☎60-1828、保険課収納係☎60-1836
◎各種市税の納税催告書の送付
　6月27日（水）発送／指定納期限（7月6日［金］）までに必ず
納付または相談してください／問 納税課☎60-1828
◎電話による夜間納税相談
　6月28日（木）〜7月6日（金）（6月30日［土］・7月1日［日］を除く）／午後5
時〜8時／納付でお悩みの方はご相談ください／問 納税課☎60-1828

■合同不動産公売を行います
　都と合同で、市税の滞納により差し押さえた不動産の公売
を行います／入札方法：6月29日（金）〜7月6日（金・必着）に入
札書などを郵送で〒180-8777納税課へ提出／開札日時：7月
10日（火）午前10時／開札場所：都庁第一本庁舎23階A会議室
（予定）／公売はやむを得ず中止になる場合があります。詳細
は、市または都ホームページ参照／問 納税課☎60-1828

■�平成29年度審査請求処理状況
　行政不服審査法（平成26年法律
第68号）第85条の規定に基づき、
29年度の審査請求処理状況を公
表します／問 総務課☎60-1807

■�私立幼稚園などの保護者補助金

　基準となる市民税額、補助金額
などの詳細は在籍施設で配付する
「お知らせ（申請書付き）」を参照／
申 7月13日までに申請書を郵送ま
たは直接〒180-8777子ども育成課、
各市政センター（夜間窓口を除く）
へ／問 子ども育成課☎60-1854

■�住宅なんでも相談会
　6月30日
（土）① 午
前9時30分
〜10時20
分②10時30分〜11時20分／かた
らいの道市民スペース／各4組（申

6月のお知らせ
■�選挙人名簿登録者数（6月定時登録）
　6月1日現在の登録者数は、男5万
7973人、女6万4594人、計12万2567
人です。また、在外選挙人名簿の登録者
数は、男229人、女227人、計456人です
／問 選挙管理委員会事務局☎60-
1893
■�商工会館　10月分申込
　市民会議室、会議所会議室：7月3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
■�市民税・都民税納期のお知らせ
　第1期の納期限は7月2日（月）です。
市税の納付には「簡単」「安心」「便利」な
口座振替をご利用ください／問 納税
課☎60-1827
■�介護保険料納期のお知らせ
　平成30年度第2期の納期限は7月2
日（月）です／年金引き落とし：6月の
年金から／口座振替：7月2日に引き落
とし／納付書払い：7月2日まで／問 高
齢者支援課☎60-1845

■�蚊をなくして快適な夏を
　蚊の防除は、水中に生
息するボウフラを退治す
ることが最も有効です。空
き缶、空き瓶、古タイヤなどにたまる
不要な水たまりをなくしましょう。
詰まった雨どいや側溝、ごみ置き場
などの定期的な清掃を行い、くみ置
きの水はこまめに入れ替えましょ
う。なくせない水たまりには必要に
応じて薬剤使用が効果的ですが、使
用には注意が必要です。また、成虫
対策としては草むらややぶを定期
的に刈り取り、風通しを良くしま
しょう／問 環境政策課☎60-1842

を及ぼすおそれもあります。
　除草剤や殺虫剤などの農薬を散
布される際には、希釈濃度・使用
量・使用方法などの使用上の注意
を守り、適正に使用しましょう。ま
た、近隣に飛散するおそれがある
場合は、「事前の周知をする」、「風
の強いときには散布しない」など
の配慮をお願いします／問 環境
政策課☎60-1842

込順）／住宅の建築・リフォーム・
耐震化、マンションの維持管理・管
理組合運営、賃貸住宅の契約トラ
ブルなど／建築士、マンション管
理士、宅建士などが対応（1組50
分）／申·問 6月27日までに住宅対
策課☎60-1905へ。

市ホームページ



募　集

個
人・グ
ル
ー
プ

対
象

市内在住・在学の18歳までの青少
年
グループまたは団体は前回表彰よ
り５年を経過していること

行
い
困っている友達や近隣の方への手
助け、地域や社会への奉仕活動な
ど

奨
励
団
体

①〜⑤すべてに該当①市内の子ど
もの健全育成を対象にしたボラン
ティア団体②活動期間5年以上③
以前受賞している場合は10年を
経過していること④市から補助金
を受けていない（青少年関係団体
補助制度を除く）⑤会員の4分の3
以上が市内在住

内容 日時 定員・講師・費用

工作
「モビールを作ろう！」

7月24日（火）
午前10時〜正午

24名／加賀美真木（シュピー
ル・イデーン子どもの造形代
表）／600円

陶芸
「焼物の動物をつくろう！」

7月27日（金）
午前10時〜11時30分

24名／馬場咲夫（陶芸教室主
宰）／1000円

ミシン教室
「レッスンバック作り」

7月14日（土）
午前10時〜正午

15組／生田麻子（ミシン教室
主宰）／1500円

洋菓子教室
「ピーカンナッツのパウンド
ケーキ」

7月21日（土）
午前10時〜午後0時30分

12組／岩崎紀子（洋菓子教室
主宰）／1000円

造形教室
「自由な発想で創るアート
ブック」

7月29日（日）
午前10時〜正午

20組／ベップヒロミ（アトリ
エあのむ主宰）／500円

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、結果は合否に関わらず通知／
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

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

8月14日または10月1日〜／週5日（月〜金
曜）午前7時〜午後5時10分のうち7時間／市
立小・中学校／月額21万400円／交

面接：
7月9日（月）
午後

学校用務
若干名
嘱託職員

学校施設の保守・修繕、校舎
内外の清掃、樹木せん定・草取
り、児童生徒の安全見守りな
ど

8月1日または9月18日〜／週5日（月〜
金曜）午前7時〜午後5時10分のうち7時
間／市立小・中学校／月額21万400円／
交

面接：
7月13日（金）
午後

申·問 6月28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

企
画
調
整
課

オリンピック・パラ
リンピック関連業務
1名
嘱託職員

文書管理、会計処理、データ
入力、窓口・電話対応、イベ
ント運営などの業務／PC

8月1日〜／週5日（月〜金曜。
休日勤務あり）午前9時〜午後
5時／月額21万400円／交

書類審査、
面接：
7月3日（火）

申·問 6月26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企画調
整課☎60-1970へ

障
害
者
福
祉
課

窓口受付と一般事務補助
1名
嘱託職員

窓口での手当などの申
請受付と一般事務補助
／PC／ 市民雇用創出事業

8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：
7月5日（木）

申·問 6月26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障害者
福祉課☎60-1904へ

地域子ども館（あそ
べえ・学童クラブ）
①アルバイト
②夏期限定アルバイ
ト
各館5名程度

子どもの見守
り、遊具・備品
の管理、学童
クラブにおけ
る育成補助、
障害児対応、
雑務など

①応相談②7月中旬〜8月下旬（各館により多
少異なります）／月〜土曜のシフト勤務。午後
1時〜6時のうち（土曜および小学校の長期休
業日は午前8時〜午後6時のうち）2時間以上、
午後7時まで勤務の可能性あり／①四小・大野
田小・井之頭小・桜野小内②市内地域子ども館
（市立小学校内）／時給1090円／交

書類審査、
面接：
7月2日以
降、各館か
ら随時日時
を連絡

申·問 6月29日（金・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付。「地域子ども館アルバイト希望」、①
アルバイトまたは②夏期限定アルバイト、希望館を第3希望まで明記）を郵送で子ども協会事
務局事業課☎36-0673（〒180-0013西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

一般事務
１名
嘱託職員

生涯学習事業関係事
務／PC／普免 なお可
／ 市民雇用創出事業

8月1日〜／週5日（月〜金曜。所定外労働・休
日勤務あり）午前9時〜午後5時／月額21万
400円／交

書類審査、
面接：
7月12日（木）

申·問 7月6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

夏期アル
バイト
若干名

保育補助／保育士
有資格者または保
育士養成学校在学
生

7月上旬〜9月中旬／週5日（月〜金曜・応相
談）午前8時30分〜午後5時／子ども協会
が運営する保育園・こども園／時給1090〜
1170円／交

書類審査、
採用予定者のみ7
月10日ごろまで
に電話連絡

申·問 6月29日（金・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付。「夏期アルバイト希望」と明記）を郵
送で子ども協会事務局総務課☎36-0671（〒180-0013西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4
階）へ

子
ど
も
育
成
課

給食調理
2名
嘱託職員

保育園給食調理／調理
師などの資格のある方
または児童福祉施設で
調理経験のある方

8月1日〜／週4日（月〜土曜のうち4日）平日午
前8時30分〜午後5時、土曜午前8時30分〜午
後1時30分／吉祥寺保育園、市立保育園（月ご
とに勤務する園が変わります）／日額平日1万
1100円、土曜6700円／交

書類審査、
面接：
7月5日（木）

申·問 6月29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
夏期保育
士補助
10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

7月15日〜9月15日（更新の可能性あり）／週5
日（月〜金曜）／午前8時30分〜午後5時／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
時連絡

申·問 6月29日（金）までに市販の履歴書（写真貼付。「夏期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

子 ど も 講師の方などの敬称略

子
ど
も
協
会

■�青少年善行表彰「子鳩・けやき表
彰」の推薦受け付け

　子どもたちの心温まる行動を表
彰する「子鳩・けやき表彰」の推薦
を受け付けています／ 申·問  
10月31日までに所定の様式（児童
青少年課で配布。市ホームページ
から印刷可）を郵送・ファクスまた
は直接〒180-8777児童青少年課☎
60-1853、FAX51-9327へ。

■�市民会館�夏休み子ども向け教室
　【共通】定員を超えた場合抽選／申·問�6月30日（必
着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、子の氏
名［ふりがな］、学校名・学年、性別も明記）または返信用
ハガキを持って直接市民会館☎51-9144へ。
◎ワークショップ／市内在住・在学の小学3～6年生

◎遊びのミニ学校「親と子が一緒に体験する手作り教室」／市内在住・在
学の小学生と保護者2名1組。参加者以外の入室不可

■むさしの環境フェスタ出展者募集
　11月11
日（日）午
前10時～
午後 3 時
／クリー
ンセンターコミュニティスペース
／環境に関する活動や、問題に取
り組んでいる市民団体・企業など
／申込多数の場合、企画書による
書類選考／出展者は出展説明会に
参加／募集要領・申込書の配布：環
境政策課、市ホームページから印
刷可／青空市と同日開催／
申·問 7月6日（必着）までに申込書
兼企画書を郵送・ファクス・Eメー
ルまたは直接〒180-8777むさしの
環境フェスタ事務局（環境政策課
内）☎ 60-1841、FAX51-9197、
sec-kankyou@city.musashino.
lg.jpへ。

■韓国の青少年と国際交流するホストファミリー募集
　8月31日（金）夕方～9月2日（日）夜。2泊3日／
韓国ソウル特別市江東区の青少年交流団12名
（日本の中学・高校生に相当）／各家庭2名／謝
礼：1名につき1万円／申·問 6月29日までに電
話・ファクス・Eメール（3頁の申込要領参照）で
交流事業課☎60-1806、FAX51-9408、sec-koryu@city.musashino.
lg.jpへ。

■�お持ちの樹木の適正な管理をお
願いします
　敷地内の樹木
が道路上や隣地
に張り出すと見通しが悪くなり事
故の原因となることがあります。
また、折れた枝の落下、倒木などに
より樹木の持ち主が責任を問われ
ることもあります。定期的に点検
するなど、適正な維持管理をお願
いします。なお、幹回り1.3m以上
または高さが10m以上などの樹
木は、保存樹木の指定を受けるこ
とで賠償責任保険の加入、樹木医
の派遣などの維持管理上の支援制
度もありますのでご相談ください

■�愛護動物への虐待は犯罪です
　犬や猫などの愛
護動物を捨てたり、
虐待したりするこ
とは「動物の愛護及
び管理に関する法律」で禁じられ
ています。自宅の庭や近所で、飼い
主のいない猫が子猫を産んでし
まってお困りのときはご相談くだ
さい。飼い主のいない猫を対象に
した不妊・去勢手術の補助金制度
もあります／問 むさしの地域猫
の会☎070-6960-2828、環境政
策課☎60-1842

／問 緑のまち推進課☎60-1863

　バナー広告を掲載してくださる事業者を募集しています。
　広告表示はスマートフォンにも対応。掲載基準あり。広告代理
店の申し込み不可。詳細は市ホームページを参照／申·問 申込
用紙（市ホームページから印刷可）を郵送・ファクスまたは直接

〒180-8777秘書広報課☎60-1804、FAX55-9009へ。
掲載期間：1カ月単位、最長12カ月まで（延長可）
掲載料：トップページ月3万円（12カ月まとめて申し込むと
1カ月分の掲載料割引）／そのほかのページ月1万円

市公式ホームページにバナー広告を掲載し、
事業のPRをしませんか？
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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 保育園 申 6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
東保育園 6/26（火） 午前10時～11時 ◎ ◎
武蔵野赤十字保育園 7/4（水） 午前10時～11時15分 ◎ ◎
西久保保育園 6/27（水） 午前10時～11時 ◎ ◎
千川保育園
（関前コミセン） 7/4（水） 午前10時～11時 ◎ ◎

境南保育園
6/29（金） 午前10時～11時 ◎ ◎
7/5（木） 午前10時～11時 ◎ ◎

境保育園 7/5（木） 午前10時～11時15分 ◎ ◎

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
北町 見学会 6/22（金） 予約時にお伝えします 5組 ◎
南 誕生会 6/22（金）午後4時～4時30分 就学前児と親 ◎
東 誕生会 6/29（金）午前9時45分～10時 0歳児～ ◎

吉祥寺 1歳のひろば 6/21（木）午前10時～11時 1～1歳11カ月児と
親 ◎

ニチイキッズ
武蔵野やはた

離乳食講座
（初期） 6/28（木）午前10時～11時 0歳児 ◎

境南
2歳のひろば 6/21（木）午前10時～11時 2歳児 ◎
誕生会 6/28（木）午前9時45分～ 0歳児～ ◎

グローバルキッ
ズ武蔵境園

災害時のひなん。
一緒に避難訓練 6/21（木）午前10時～11時 0歳児～ ◎

境

ほっとタイム 6/21（木）午後2時30分～3時30分 0歳児～ ◎

誕生会 6/28（木）午前9時40分～10時（終了後園庭あそびをどうぞ）0歳児～ ◎

2歳のひろば
（リズム運動） 6/29（金）午前10時～11時 2歳児（平成27年4月

～28年3月生） ◎

境南すみれ 誕生会 6/25（月）午後3時15分～3時45分 0歳児～ ◎

境南第2

一緒に遊ぼう
（どろんこあそび）6/27（水）午前10時～11時 1・2歳児と親（27年4

月～29年3月生）

◎

一緒に遊ぼう
（色水あそび） 7/4（水） 午前10時～11時 ◎

桜堤 じゃがいも掘り
6/19（火）
雨 天 の 場
合は6/26
（火）

午前10時～10時30分 2歳児～就学前児と
親／10組 ◎

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（金）（※はらっぱは17日［日］）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／7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／7月10日（火）・30日（月）／午
前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば

吉祥寺：水で遊ぼう／7月11日（水）・21日（土）／午前10時30分～11時15
分／1歳と親／濡れてもよい服（もしくは水着）・タオル・着替え（子どもの
み）を持参

不
要�

はらっぱ：水で遊ぼう／7月11日（水）午前10時30分～11時15分／1歳と
親／濡れてもよい服・タオル・着替え（子どものみ）を持参

不
要�

2歳3歳ひろば
（講師を迎え
ての講座）

吉祥寺：2歳3歳の心の育ちとしつけ／7月6日（金）午前10時～11時30分
／2・3歳児の親／20名／今井和子（元立教女学院短期大学教授） ◎�

2歳3歳ひろば
はらっぱ：えのぐで遊ぼう／7月2日（月）／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／親子ともに汚れて
もよい服装

◎�

ひろば
イベント

吉祥寺：音楽とおはなしのコンサート／7月25日（水）午前11時～11時40
分／0～3歳児と家族、地域の方／こんぺいとう（音楽ボランティア）

不
要−

とうもろこし
もぎ体験

はらっぱ：7月5日（木）・8日（日）／午後1時～2時／雨天中止／0～3歳児と
家族／0123はらっぱ集合、前の畑で実施／とうもろこし代（1本150円、小
銭を用意してください）／注意：利用カードを受付で通してください。葉が
チクチクするので長袖

不
要−

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：透明カップで風鈴を作ろう／7月10日（火）～14日（土）／午前
10時30分～午後3時30分／透明のプラカップに飾りや鈴をつけた風鈴作
り

不
要−

救急法講習
いこっと：心肺蘇生法と誤飲などの対処法／7月4日（水）午前10時～10時
45分／0～1歳3カ月未満の子と親／8組（申込順）／境こども園看護師／
託児なし（同室可）／動きやすい服装で

◎−

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／7月3日・17日（火）／午前10時～
10時45分／0歳と親

不
要−

同時開催：プレママ・プレパパと赤ちゃんのひろば／cocoコースの赤ちゃ
ん・ママとの交流会／各5名 ◎−

ico（1歳）
コース

いこっと：「講座」1歳児の心と身体／7月11日（水）午前10時～10時45分
／1歳と親／12組／境こども園職員／託児なし（同室可） ◎−

nico（2歳）
コース

いこっと：フィンガーペインティングで遊ぼう／7月10日（火）①午前9時
30分～10時15分②10時30分～11時15分（①②同内容）／2・3歳と親／
各10組／汚れてもよい服装

◎−

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申

樫の実幼稚園
吉祥寺東町4-7-2 
☎22-0788

ピヨピヨ
ランド

7月7日（土）午後1時30分～2時30分／2・
3歳の未就園児と保護者／30組／詳細は
園ホームページ参照

6月25日～
園 より申込

園庭開放 7月7日（土）午後2時30分～3時30分／雨
天中止／未就園児と保護者 不要

武蔵野相愛幼稚園
吉祥寺南町2-31-4
☎43-5260

たまごの会
（親子クラス）

7月4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／
500円（おやつ・教材費）

☎

たまごの会
（夏）

7月12日（木）午後1時30分～2時30分／2
歳以上の未就園児と保護者／30組

☎
7月2日～

すみれ幼稚園
吉祥寺本町2-32-10
☎22-2701

プレイデー
（夏祭り）

7月7日（土）午前10時30分～午後0時15
分／2歳以上の未就園児と保護者／30組
／上履きを持参

☎

武蔵野中央幼稚園
吉祥寺北町4-5-13
☎52-1136 入園説明会・

園舎見学

7月23日（月）午前9時30分～11時／31年
度入園年齢の子／両園で80名／詳細は園
ホームページ参照／8月30日（木）にも開
催予定

☎
7月4日
午前10時～武蔵野中央第二幼稚園

吉祥寺北町4-4-34 
☎52-1136

けやき幼稚園
西久保1-49-4 
☎52-2186

ミニ見にシア
ター

7月4日（水）午後1時～2時／2・3歳児と保
護者／20組／1人100円

☎
6月20日～

園庭開放 7月5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
園庭開放
（水あそび）

7月12日（木）午後1時20分～2時／雨天中
止／未就園児と保護者／水着・タオルなど
を持参

夏に遊ぼう！
（スイカ割り）

7月18日（水）午前11時～正午／雨天順延
（19、20日）／未就園児と保護者／50組／
西久保公園集合

☎
6月20日～

みやま幼稚園
緑町1-6-22
☎51-6029

遊びの会
（水あそび）

7月17日（火）午前10時30分～11時30分
（受付10時15分）／31年度入園対象の2・3
歳児と保護者／50組（申込順）

☎
7月4日～12日

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問 各園

■こども国際交流クラブ料理コース
　7月14日
（土）／①午
前10時～午
後 1 時。ワ
ン・メイ②
午後1時30
分 ～ 5 時。
ジョ・ギョウケン／市民会館料理
室／5歳～小学生と保護者（10歳
以上は子どものみ可）／18名（申込
順）／中国出身講師による餃子づ
くりほか／子どもと大人各1名1組
2000円（国際交流協会会員1000
円）。子ども1名の追加500円。前
日・当日キャンセルは参加費全額
／エプロン・子ども用上履き・筆記
用具を持参／参加は①②のいずれ
か／申·問 7月12日までに国際交
流協会☎ 36-4511へ。https：//
mia.gr.jp/から申込可。

■夏休み子どもボランティア
　手話教室
　7月26日（木）
～28日（土）午
前10時～正午
／市民社協会
議室／市内在
住の小学2～6年生（2日以上出席）
／20名（全日出席者優先し超えた
場合抽選）／手話でのあいさつや
自己紹介、歌を通じて耳の聞こえ
ない方とのつながりを持つ／無料
／主催：武蔵野市／申·問 7月9日
（必着）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、学校名・学年、参
加可能日も明記）でボランティア
センター武蔵野☎23-1170へ。

■みどりのこども館あそぼうデー
　7月6日（金）午後1
時～3時30分／荒天
中止／同館／乳幼児
が遊べるスペース、工
作、寒天などを使った感触遊びと
軽食の販売など／無料／子どもの
着替え、タオルを持参／車での来

館不可／申 当日、直接会場へ／
問 ぐるりん☎37-2016／＊おも
ちゃのぐるりん：7月5日は午後1
時まで、6日は午前休館。
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ガイド＆GUIDE
●各事業への申込方法　申し込
みの際は、必ず行事名、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記
してください。●申し込みや問
い合わせは直接各記事の申・問
へ。市内施設の住所は頁下の欄
外や最終頁を参照。●講師の方
などの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■市民交響楽団室内楽定期演奏会
6月17日（日）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館小ホール
／キャンディード序曲、デサン
クロ：Sax四重奏曲、たなばたほ
か／無料／全席自由／申 当日、
直接会場へ／問 同楽団・太田☎
080-2244-0955
■成蹊大学公開シンポジウム
　｢化学兵器とアジア｣
6月23日（土）午後2時〜5時30
分／同大学4号館ホール（吉祥寺
北町3-3-1）／現代の化学兵器を
めぐる加害と被害について、「現
実的で身近な問題」として知り、

共に考えるシンポジウム／渡邉
知行（同大学法科大学院教授）ほ
か／詳細はhttps：//www.seikei.
ac.jp/university/caps/を参照
／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
■ 介護者教室〜だんだん畑
　「老いじたく講座」
6月28日（木）午後1時30分〜3時
／吉祥寺ナーシングホーム在宅
介護・地域包括支援センター（吉
祥寺北町2-9-2）／20名（申込順）
／申·問 同センター☎20-0847
■老いじたく講座
6月29日（金）午後1時30分〜3
時／市民会館第2学習室／20名
（申込順）／成年後見制度につい
て／無料／申·問 福祉公社☎
23-1165
■もの忘れ教室
6月29日（金）午後2時〜3時／武
蔵野赤十字病院山﨑記念講堂／
100名／認知症について（仮）&認
知症カフェ／山内晴美（同病院認
知症看護認定看護師）／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
■ 糖尿病講座〜知って得する糖
尿病との付き合い方
6月30日（土）午後2時〜3時30
分／境南コミセン／市内在住の
方／30名／糖尿病の基礎知識／
杉山徹（武蔵野赤十字病院内分
泌代謝科部長）／無料／共催：武
蔵野赤十字在宅介護・地域包括
支援センター／申·問境南コミ
セン☎32-8565
■高齢者タブレット教室
7月9日（月）・10日（火）／午後4
時30分〜6時（受付4時）／第六
中パソコン室（境3-20-10）／市
内在住でおおむね60歳以上のタ
ブレット初心者／10名（超えた
場合抽選）／タブレットの使い
方、文書の作成など／講師：同校
教諭、助手：同校生徒／200円／
筆記用具を持参／申·問 6月29
日（必着）までに往復ハガキ（タ
ブレット経験有無も明記）で市
老人クラブ連合会事務局☎23-
0701（市民社協内）へ。
■就業支援セミナー
①シニア世代の再就職対策講

座：7月3日（火）。55歳以上②ミ
ドルのための再就職対策講座：7
月20日（金）。30〜54歳③女性再
就職サポートプログラム経理基
礎コース：8月29日（水）〜9月13
日（木）。女性、託児あり／【共通】
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、③予約制、選考有（要
問合せ）。詳細はhttp：//www.
tokyoshigoto.jp/tama/を参照
／申·問 同センター☎042-329-
4524
■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：
7月11日（水）・12日（木）、午後1
時30分〜3時30分。2000円②
ワード入門：7月18日（水）・19日
（木）、午後1時30分〜3時30分。
2000円③エクセル入門：7月25
日（水）・26日（木）、午後1時30分
〜3時30分。2000円④インター
ネット入門：7月13日（金）午後1
時30分〜3時30分。1000円⑤
ワード活用コース：7月20日・27

日（金）、午後1時30分〜3時30分。
2000円⑥エクセル活用コース：
7月20日・27日（金）、午前10時
〜正午。2000円⑦お好みコース
「地図検索による案内」：7月25
日（水）午前10時〜正午。1000円
⑧パソコン個別指導：7月12日・
19日・26日（木）、午前10時〜正
午、7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。申·問 6月18日
から料金を持って直接同セン
ター☎55-1231へ。
■�鎌田公園出張プレーパークで
遊ぼう

7月4日（水）・5日（木）／午前11時
〜午後5時（片づけ次第終了）／
雨天実施／鎌田公園（吉祥寺南
町1-22）／普段バーベキューを
行っている公園を開放し開催／
4日午後2時：おやつ作り体験、 
5日午後2時：コマ回し体験、両日
木工体験あり／問 プレーパーク
むさしの☎26-9317（月・火曜を
除く午前10時〜午後5時）

■�ねずみ・害虫対策講演会ペスト
コントロールフォーラム東京
　7月6日（金）午
後1時〜5時／公
会堂／250名（先
着順）／「アルゼ
ンチンアリとヒ
アリを中心に」「東京都における蚊
の調査結果」／共催：東京都ペスト
コントロール協会／申 当日、直接
会場へ／問 環境政策課☎60-
1842

■�市民講座　日本美再発見「琳派の美学」
　各土曜（全3回）／午後2時〜4時／
市民会館集会室／市内在住・在勤・
在学で全回出席出来る方／90名(超
えた場合抽選)／斎藤陽一（美術史
研究家）／無料／申·問 6月29日（必着）までに
往復ハガキ（3頁の申込要領参照）で郵送また
は返信用ハガキを持って直接市民会館☎51-
9144へ。

■�シングルマザー座談会
　7月21日（土）午前10時〜正午
／男女平等推進センター会議室／
市内在住・在勤のシングルマザー、
その予定のある方／10名（申込順）
／無料／託児：生後3カ月〜未就
学児（8名［超えた場合抽選］、小学
生応相談、7月9日までに要申込）
／申·問 電話・ファクス・Eメール（3
頁の申込要領参照し、託児希望は
子の氏名［ふりがな］、参加当日の
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、
子ども家庭支援センター☎60-

■�子育て支援講座「幸せになる子育てのヒント」
　7月10日（火）午前10時〜正午（開場9時30分）／市役所811会議室／小
学校低学年くらいまでの子の保護者、関心のある方／80名（先着順）／子
どもを伸ばす上手な関わり方／八巻秀（駒澤大学教授）／無料／託児：6カ
月〜未就学児、20名（超えた場合抽選）、6月29日(必着)までに往復ハガキ
（3頁の申込要領を参照し、子どもの氏名［ふりがな］、生年月日、性別も明
記）で教育支援センター（〒180-0001吉祥寺北町4-11-37）へ／手話通訳希
望は6月29日までに要連絡／申 当日、直接会場へ／問 教育支援センター
☎60-1899、FAX60-1922、ofc-edu-shien@city.musashino.lg.jp

7/7 俵屋宗達「琳派の先駆」
7/14 尾形光琳「琳派芸術の完成者」
7/21 酒井抱一「琳派再興・江戸琳派

の成立」

■夏休み幼児・ジュニアスポーツ教室
　幼児①②：平成24年4月2日〜27年4月1日生③：26年4月2日〜27年4
月1日生④：24年4月2日〜26年4月1日生／1人1教室／定員を超えた場
合抽選／各2500円（幼児ダンスは各2000円、ボールの投げ方、ジュニア
水球は各1500円）／申·問 6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・在園者は学校名・園名・学年も明記。
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。
幼児向け

幼児スポーツ
同館サブアリーナ 7月23日（月）～27日（金）

①午前9時30分～10時30分
各30名

②午前10時45分～11時45分

幼児ダンス
同館軽体操ダンス室 7月30日（月）～8月2日（木）

③午前9時30分～10時15分
各20名

④午前10時30分～11時20分

小学生向け

ボールの投げ方
同館メインアリーナ

❶7月23日（月）～24日（火）小学1～2年生 午前10時～
11時30分

各
40名❷7月25日（水）～26日（木）小学3～6年生

ジュニア水泳
温水プール

7月23日（月）～27日（金）
❶午後1時50分～2時50分
❷午後3時～4時

A 水慣れバタ足コース 各
20名

B クロール基礎コース（面キッ
クが7ｍ以上できること）

各
20名

C 平泳ぎ基礎コース
（クロールが25m泳げること）

各
10名

ジュニア水球
温水プール 7月31日（火）～8月2日（木）小学3～6年生 午前7時30分～

8時30分 35名

開催日 番号・開始時間 会場 締切日
7月21日（土）⑤午前10時　⑥午後1時★ 市役所811会議室 7月8日

8月23日（木）⑦午後7時 商工会館市民会議室 8月9日

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。
（同伴者への認定証の交付なし。託児なし）／各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

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）

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、⑤～
⑦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。

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

■�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

1850へ。市ホームページから申
込可。
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図 書 館 文中の敬称略

●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

■糖尿病教室
　「糖尿病の薬、糖尿病と口腔」
7月7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／園田格（同病院
特殊歯科、口腔外科医師）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
■商工会議所異業種交流プラザ
　「すしざんまい社長」講演会
7月13日（金）午後6時30分〜7
時45分／商工会館市民会議室／
90名（申込順）／逆境に負けない
チャレンジ精神〜マグロ大王の
挑戦人生／木村清（［株］喜代村
代表取締役社長）／無料／申 7
月6日午後5時までに同会議所
ホームページhttp：//www.mu 
sashino-cci.or.jp/へ／問 同会
議所☎22-3631
■お父さんお帰りなさいサロン
　「高齢者の安全運転」
7月14日（土）午後2時〜4時／市
民社協／20名／運転中のリスク
や免許返納後について考える／
秋月祐太朗（［株］いたれりつく

せり）／無料／申·問 ボランティ
アセンター武蔵野☎23-1170、
FAX23-1180、vcm@shakyou.
or.jp
■ 地球温暖化入門講座〜あと100年、
武蔵野市で無事に暮らせますように
7月16日（祝）午後1時30分〜3
時／かたらいの道市民スペース
／45名（先着順）／田中稔（環境
省温暖化コミュニケーター）／
申 当日、直接会場へ／問 太陽光
発電所ネットワーク・田中☎
070-6557-7984

◆ スポーツ ◆

■市老人クラブ連合会
◎椅子を使った介護予防体操講
習会：6月27日（水）午前10時。ス
イングレインボーサロン。80名。
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。◎スカットボール大会：6
月22日（金）午前10時（受付9時
30分）。総合体育館メインア
リーナ。100円。運動のできる服
装・靴で／申 6月20日までに同
連合会事務局（市民社協内）へ。

【共通】市内在住で60歳以上の方
／問 同連合会事務局☎23-0701
（市民社協内）
■ソシアルダンス教室
◎中級教室（ルンバ）：7月6日〜
9月21日の金曜（7月27日、9月7
日を除く全10回）。午後6時55分
〜8時40分。5000円。◎初級教
室：7月3日〜9月11日の火曜（7
月17日除く全10回）。午後6時
55分〜8時30分。4000円／【共
通】総合体育館／申·問 6月25日
までにハガキ、所定の申込用紙
（同館で配布）に必要事項記入の
上、同館受付または電話、Eメー
ルでソシアルダンス連合会・島
森 ☎ 080-6555-2144、t-shima 
2000@nifty.comへ。
■ジュニアソフトテニス教室
7月8日（日）午前9時〜午後5時
（予備日7月15日［日］）／庭球場
／市内在住・在学の中学生(経験
者)／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、akeu-yasu 
bou@yahoo.co.jp

■むさしのまち歩きツアー
7月8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）／吉祥寺今昔コース
／徒歩約2.5km、2時間／500円
／申·問 観光機構☎23-5900
■夏休みジュニア育成水泳教室
①前期：7月31日（火）〜8月4日
（土）、後期：8月20日（月）〜24
日（金）／午前9時15分〜11時／
各20名／各2000円／②夏期泳
力検定会：8月 6日（月）〜8日
（水）午前9時15分〜11時／1回
500円【共通】武蔵野温水プール
／市内在住の幼児・小学生／
申 7月1日（必着）までに往復ハ
ガキ（性別、生年月日、学校名・学
年、前期・後期・通しも明記）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 ◆

■�女性のための無料ホットライ
ン〜女性の権利110番
6月23日（土）午前10時〜午後4
時／女性に対する暴力（DV・ス

トーカー）や離婚に関する諸問
題、職場における問題（セクハ
ラ・マタハラ）など／無料／
申·問 東京三弁護士会☎ 03-
3591-9211
■行政書士による相談会
6月25日（月）午前9時30分〜11
時50分／市役所ロビー／官公
署への創業・許認可、相続・遺
言・成年後見、外国人の在留・帰
化などの手続きと書類作成／
無料／申 当日、直接会場へ／
問 都行政書士会武鷹支部☎30-
5899
■関前防災会防災訓練
6月30日（土）午後2時30分〜4
時／関前南小（関前3-37-26）／
起震車体験・煙体験・初期消火訓
練など／申 当日、直接会場へ／
問 同会・広江☎54-4039
■司法書士による法律相談会
7月7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。

■�第四中温水プール個人開放
　7月1日〜8月26日の土・日曜、祝日（7月7日を除く）／
午前9時〜午後5時（7月28日は正午〜午後5時、7月8
日・22日、8月5日・26日は午後1時〜5時）／未就学児は
入場不可／25mプール（水深1.2〜1.4m）／使用料（2時
間）：16歳以上200円、ゴールドカード所持100円、小・中学生10円、プラ
チナカード所持無料／小学1〜3年生は付き添い（中学校卒業以上・水着
着用）が必要／ロッカーあり（10円の返却式［履物入れを持参］）／水泳帽
着用／夏休み期間中（特に午後1時〜4時）は混雑のため入場制限あり／
問 総合体育館☎56-2200

◎ジュニアスキンダイビング～シュノーケルとフィンの使い方をマスターして、魚とご対面
プール講習（参加必須）：7月26日（木）・27日（金）・30日（月）、午前10時～正午、武蔵野プー
ル。海洋実習：7月31日（火）午前7時30分市役所出発～8月1日（水）午後5時30分解散（予
備日：8月8日［水］）、静岡県大瀬崎（大瀬館宿泊）、貸切バス使用（添乗員同行）／クロールで
25ｍ以上泳げる市内在住・在学の小学3年生～中学生／24名／最少催行8名／指導：Dive 
House HORIZON／1万8400円／31日の昼食を持参
◎親子野あそびクラブ～夜の昆虫を見てみよう
7月28日（土）午後5時30分～8時30分／杉並区和田堀公園（杉並区成田西1-30-27）、現地
集合・現地解散／市内在住・在学の小学生と保護者／45名／指導：むさしの自然史研究会
／大人1100円、子ども600円（交通費実費）
◎夏休み標本教室～本格的な昆虫標本作りに挑戦
8月4日（土）①午前9時30分②午後2時／各2時間／総合体育館／市内在住・在学の小学生

（2年生以下は保護者同伴）／各25名／午前はメタリフェルホソアカクワガタ、午後はアト
ラスオオカブト／指導：むさしの自然史研究会／1100円／申 ①・②の重複申込不可
◎親子キャンプ～自然の中で、親子で過ごす素敵な時間
8月18日（土）午前7時三鷹駅北口出発～20日（月）午後6時解散／2泊3日／貸切バス使用

（添乗員同行）／自然の村テント泊（長野県川上村）／市内在住・在学の小学生と保護者／
40名／最少催行13名／指導：国際自然大学校／大人1万7500円、子ども1万2500円／
18日の昼食を持参／テント・寝袋貸し出しあり
【共通】雨天実施（親子野あそびクラブは雨天中止）／定員を超えた場合抽選／申·問 6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、在学
者は学校名・学年も明記。FAXは要受信確認。電話申込不可）または直接野外活動センター
へ。ホームページから申込可
◎自然の村直行バス運行　2泊3日で自然の村へ
8月24日（金）午後7時三鷹駅北口出発～26日（日）午後5時解散／自然の村（長野県川上
村）宿泊／貸切バス使用（係員同行）／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）／25日に清里へ無料送迎あり／
申·問 2カ月～2日前までに、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（7月）
　火・木曜（17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。

■武蔵野プール（夏期プール）のお知らせ� 問�総合体育館☎56-2200
武蔵野プール（吉祥寺北町5-11-33）
期間 7月1日（日）～9月16日(日）
時間 屋外プール：午前9時～午後6時　屋内プール：午前9時～午後9時30分
使用料金
（2時間）

高校生以上200円、ゴールドカードをお持ちの方100円、小・中学生10円、プラ
チナカードをお持ちの方・未就学児は無料

注意事項

小学4年生以下の単独入場不可／おむつの必要な乳幼児入場不可／付き添い
（中学校卒業以上、水着着用）が必要な方：未就学児（2名まで）、病弱者、泳げな
い方、午後6時以降に利用する中学生以下／ロッカーは10円の返却式／水泳帽
を必ず着用／夏休み期間中（特に午後1時～4時）は混雑のため入場制限あり

（定員1400名）／悪天候・教室開催などにより中止・一部使用不可の場合あり
／持ち物に制限あり

休
場
な
ど

7月17日（火） 全日 定期休場日
9月1日（土） 屋外プール：午後1時～ 市民水泳大会準備
9月2日（日） 屋外・屋内プール：午前9時～午後6時 市民水泳大会
9月7日（金） 屋外プール午後1時～ アクアスロン大会準備
9月8日（土） 屋外・屋内プール：午前9時～午後2時 アクアスロン大会

※9月2日午前9時～午後6時、9月8日午前9時～午後2時は四中プールを代替で開放

50mプール 50×25m深さ0.8～1.8m 小学生以上の泳げる方、一部未就学児使用可
幼児用プール 直径12m深さ0.3～0.4m 未就学児と責任者

25mプール 25×15m深さ1.2～1.4m 小学生以上の泳げる方
（3年生までは責任者の付き添いが必要）

15mプール 15×8m深さ0.9～1.0m ―

■ブックスタート講演会
　6月25日（月）午
前10時〜11時30分
（開場9時45分）／
中央図書館視聴覚
ホール／70名（先
着順）／絵本で子育
てを〜スギヤマカ
ナヨが語る、絵本づくりのうらば
なし／スギヤマカナヨ（絵本作家）
／無料／託児：6カ月以上、21名
（申込順）、6月16日〜20日に電話
または直接同館カウンターへ申し
込み／申 当日、直接会場へ／問�中
央図書館

■むさしのブックスタート
　ボランティア募集
　①説明会：6月26日（火）午前10
時〜11時30分②研修：7月3日
（火）・17日（火）のうち1日、午後1

■土曜の午後の映画会
　6月23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）／「天使の入江」
（1963年、フランス、85分、モノク
ロ、監督・脚本：ジャック・ドゥミ）
／無料／申 当日、直接会場へ／
問 中央図書館

時〜2時／①中央図書館視聴覚
ホール②保健センター／応募条
件：研修終了後ブックスタートボ
ランティアとして登録、月1回程
度活動できる市内在住の方（活動
は8月以降を予定）／20名程度／
申 当日、直接会場へ／問�中央図
書館
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チケット予約専用電話☎54-2011
ホームページ www.musashino-culture.or.jp

＊小学生以上に限る
　（夏休み親子・子ども向け企画は除く）
＊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
「イザベラ・ラングレン」「ランディ・イングラム＆マット・ブリューワー」「ルート
ヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズ」「オイストラフ弦楽四重奏団」「吉井瑞穂＆北
谷直樹」「ビリー・エイディ」

6月21日(木)

夏休み親子・子ども向け企画（友の会割引なし）　①「ピアノの秘密、調律の不思
議」②「オルガン・ワンダーランド ワークショップ」③「オルガン・ワンダーランド 
ファミリーコンサート」④「親子で楽しむ爆笑寄席」⑤「田楽座」⑥「ラウラ・ファ
ン・デル・ヘイデン チェロ・ファミリー名曲リサイタル」

6月23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

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8月・9月 8/2（木） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2019年1月 7/1（日） 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

2019年1月

7/4（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 7/5（木） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 7/10（火）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 7/1（日） 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12月・
2020年1月 調整中

詳細は市報7月15日号 中2階
事務室5日未満使用 劇場 2019年8月・9月

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2019年1月★ 7/1（日） 午前11時
舞台芸術以外で使用 2018年10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。

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

吉祥寺美術館：7月19日(木)・24日(火)は、展示替えのため休館。

官 公 署 だ よ り
■6月は就職差別解消促進月間
　就職差別など企業内における人権問
題について考えてみましょう。◎講演
と映画の集い：6月21日（木）午後1時
30分〜4時30分／帝京平成大学冲永記
念ホール（豊島区東池袋2-51-4）／
1000名（先着順）／講演「人権に配慮し
た職場づくりのために〜ハラスメント
予防と対策〜」岡田康子（株式会社クオ

レ・シー・キューブ代表取締役会長）、映
画「だれにでも開かれていますか？〜
公正な採用選考を求めて〜」／無料／
問 都 産 業 労 働 局 労 働 環 境 課 ☎ 03-
5320-4649
■都都市計画審議会
　9月5日（水）午後1時30分／都庁会議
室／15名（超えた場合抽選）／個人の
プライバシーに関わる案件など一部非

公開となる場合あり／申·問 8月15日
（消印有効）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、1人1通）で〒163-8001
都都市整備局都市計画課☎03-5388-
3225へ。
■平成31年春採用自衛官募集
　◎海上・航空自衛隊航空学生…応募
資格：（海）18歳以上23歳未満の者（空）
18歳以上21歳未満の者。1次試験：9月

17日。受付期間7月1日〜9月7日。◎陸
海空の一般曹候補生…応募資格：18歳
以上27歳未満の者。1次試験9月21日
〜23日（指定する1日）。受付：7月1日〜
9月7日。◎陸海空の自衛官候補生…18
歳以上27歳未満の者。試験：受付時に
通知。受付随時／問 自衛隊西東京地域
事務所☎042-463-1981

イザベラ・ラングレン
ジャズ・ヴォーカルの午後
　9月23日（祝）午
後3時開演／スイ
ングホール／フィ
リップ・エケスツー
ベ（ピアノ）、ニクラ
ス・ファーンクヴィスト（ベース）、
ダニエル・フレデリクソン（ドラム
ス）／「センチメンタル・ジャー
ニー」「オン・ア・スローボート・トゥ・
チャイナ」ほか／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）

オイストラフ弦楽四重奏団
　10 月 16
日（火）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38番「冗談」、ボロディン：
弦楽四重奏曲第2番／全席指定
2000円、◯友  1800円
吉井瑞穂＆北谷直樹
オーボエ＆チェンバロ・デュオ・リサイタル
　10月21日（日）
午後3時開演／
市民文化会館小
ホール／バッハ：
オーボエ・ソナタ
BWV1030、クープラン：組曲ハ
調ほか／全席指定2000円、◯友  

1800円
ビリー・エイディ　
ピアノ・リサイタル
　11月1日（木）午後6
時30分開演／市民文
化会館小ホール／レ
イナルド・アーン：「当
惑したナイチンゲール」全曲／全
席指定1500円、◯友  1000円

ランディ・イングラム＆マット・ブリューワー
ジャズ・デュオ・ライブ
　9月28日（金）午
後7時開演／スイン
グホール／ラン
ディ・イングラム
（ピアノ）、マット・ブリューワー
（ベース）／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）
ルートヴィヒ・チェンバー・
プレイヤーズ
　10 月 9 日
（火）午後7時
開演／市民文
化会館小ホール／シューベルト：

問 文化事業団事務局

八重奏曲、モーツァルト：ポストホ
ルン・セレナード／全席指定3500
円、◯友  3150円

① ピアノの秘密、調律
の不思議～調律師に
よるピアノのお話

8月3日(金)…◎ピアノ組立工場：午後4時。小・
中学生。100名。スタインウェイ・ピアノを組み
立てながら、ピアノの音の出る仕組みを探って
みよう。500円。◎大人の夏休み自由研究－ピ
アノ篇：午後7時。100名。スタインウェイ・ピア
ノの美音の秘密や調律について。1000円。【共
通】市民文化会館大ホール。岩崎俊（＝写真。コ
ンサート・ピアノ調律師）

② オルガン・ワンダー
ランド ワークショッ
プ

8月4日(土)／午前10時、午後1時／市民文
化会館小ホール／小・中学生／各30名／
オルガンを間近に見学し、仕組みを学び実
際に音を出してみよう／中田恵子（＝写
真。パイプオルガン）／500円

③ オルガン・ワンダー
ランド ファミリーコ
ンサート

8月4日（土）午後5時開演／市民文化会館小ホール／中田恵子
（パイプオルガン）／バッハ：トッカータとフーガニ短調ほか／
全席指定4歳～高校生・保護者500円

④ 玉川太福＆桂宮治
　親子で楽しむ爆笑
　寄席

8月6日（月）午後4時開演／芸能劇場／玉川
太福（＝写真左。浪曲）、玉川みね子（曲師）、
桂宮治（＝写真右。落語）／全席自由4歳～高
校生・保護者500円

⑤ 田楽座
　 親子で楽しむ“にっ

ぽんの郷土芸能”

8月21日（火）午後2時開演／スイングホー
ル／太神楽、花笠音頭、獅子舞、水口囃子、
ソーラン節ほか／全席自由0歳～高校生・
保護者500円

⑥ ラウラ・ファン・デ
ル・ヘイデン

　 チェロ・ファミリー
名曲リサイタル

8月24日（金）午後2時開演／市民文化会館
小ホール／新居由佳梨（ピアノ）／サン＝
サーンス：「白鳥」、バッハ：「G線上のアリア」
ほか／全席指定4歳～高校生・保護者500
円

⑦親子茶道体験教室

8月25日（土）／A：午前10時30分～正
午、B：午後1時30分～3時／松露庵／小
学生（A：1～3年生、B：4～6年生）と保護
者／各10組20名（超えた場合抽選）／市
茶道連盟(裏千家)／1組1000円（抹茶代・
菓子代込み）申7月15日までに文化事業
団ホームページへ

⑧ 吉祥寺シアター
　ダンス部2018

7月30日（月）～8月4日（土）（8月3日[金]は
除く）／午後1時～6時（予定）／吉祥寺シア
ターけいこ場など／高校生に相当する年
齢の方、経験不問／15名程度／Aokid（ダ
ンサー）

⑨ 吉祥寺シアター
　演劇部2018

8月8日(水)～12日(日)／午後1時～5時／吉祥寺シアターけい
こ場／中学生に相当する年齢の方、経験不問／15名程度／額
田大志（演出家）

【⑧⑨共通】定員を超えた場合抽選、1500円／申⑧7月8日⑨15日までにEメール・ファ
クス（3頁の申込要領参照し学校名・学年、性別、Eメールアドレス、保護者氏名、⑧ダン
ス・⑨演劇経験の有無、応募動機も明記。Eメールの件名は⑧・⑨の企画名）でtheatre@
musashino-culture.or.jp、FAX22-0977へ／問吉祥寺シアター

夏休み 親子・子ども向け企画



イベ ン ト

　武蔵野プレイスは「図書館」「生涯学習支援」「市民活動支援」「青少年活動支援」の４つの機能を備えた複合機能施設です。今年も、複合機能施設ならで
はの総合イベント「プレイス・フェスタ2018〜新しい出会いを」を開催します。武蔵野プレイスが目指すアクションの連鎖「気づく」「知る」「参画する」
「創造する」をプレイス・フェスタで体験してみませんか？／【共通】特に記載のないものは無料。当日、直接会場へ（先着順）。
　詳細は特設ホームページhttp://www.placefesta.jp/参照／問 武蔵野プレイス☎30-1901

日時 	 7月9日（月）～16日（祝）
	 午前9時30分～午後10時
会場 	 ギャラリー
内容 	 青少年
による、地下2
階青少年フロ
ア（B2）の活
動、魅力を伝
える展示イベ
ントを実施します。B2を利用する青
少年の気持ちになってお楽しみくだ
さい。

日時 	 7月14日（土）午後3時～4時45分
会場 	 フォーラム
対象 	 高校生以上
定員 	 	50名（市内在住・在勤・在学者を優先し超えた場合抽選）
	 託児あり（月齢3カ月～未就学児、5名、3050円）

申	6月30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、在勤・在学の方は勤務先・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同館生涯学
習支援担当へ。http：//www.placefesta.jp/から申込・当落確認(7月6日
～14日）可。

内容 	 	カズオ・イシグロ作品の名訳で知られる土屋政雄
さんを講師にお迎えします。

日時 	 7月7日（土）
	 午前11時～午後4時
会場 	 	武蔵野プレイス館内ほか、
	 境南ふれあい広場公園
内容 	 地域で活動している市民
の団体が紹介ブースを多数出展
します。パネル・作品展、ワーク
シ ョ ッ プ、
フィルム上映
会、読み聞か
せ、屋外イベ
ント、景品交
換あり。

日時 	 7月5日（木）～16日（祝）
会場 	 館内各所＊スタートは公園側入り口
内容 	 	探検しながら、謎解きに挑戦しよう。かんたん

コースとチャレンジコースがあり、ゴールでア
ンケートに答えるとプレイス特製しおりがもらえます。（特製しお
りのプレゼントは無くなり次第終了）。

イベント・講演会終了後、それぞれの会場で開催します。飲み物や
お菓子を用意してお待ちしていますので、一息つきながら、皆さん
がプレイスについて感じていることを聞かせてください。

B2参画プロジェクト
「ひらけ！B2の扉」

講演会
「翻訳家 土屋政雄が語る 翻訳、文学、カズオ・イシグロ」

コミュニティマーケット
　～ひと結び

プレイス探検イベント～浦島太郎をすくえ！！

プレイス利用者こん談会　
プレこんカフェ「プレイス、もっとよくしよう。」

①影絵ワークショップ
日時 	 7月8日（日）
	 午後1時15分～
	 4時20分（上演も含む）
会場 	 ギャラリー
対象 	 	小 学 生 ～ 大 人（カ ッ

ター・はさみを使用。小
学1・2年生は保護者同
伴）

定員 	 15名（申込順）
参加費 	500円
内容 	 劇団かかし座から影絵
を学びます。申·問	電話または
直接同館生涯学習支援担当へ。

②上演＆パフォーマンス
日時 	 7月8日（日）
	 午後4時～4時20分
	 （開場3時50分）
会場 	 ギャラリー
定員 	 30名程度（立見も可）
内容 	 ワークショップ参加者
によるプレイス版「おおきなか
ぶ」の上演と劇団かかし座によ
るミニパ
フォーマ
ンス。

みんなでチャレンジ！！プロから学ぶ影絵の世界

（イメージ）

◎友好都市フェアの開催予定

6月16日(土) 長野県
安曇野市 たまねぎ

6月22日（金） 長野県
川上村 葉物野菜

6月23日(土)・
24日（日）

山形県
酒田市 さくらんぼ

6月28日（木） 千葉県
南房総市 花

7月7日（土）・
8日（日）

鳥取県
岩美町 海産物

7月13日(金)～
15日(日)

岩手県
遠野市 ジェラート

＊天候などの都合で変更あり

アンテナショップ「麦わら帽子」  とれたて通信

川上村のレタス畑

■農業ふれあい公園「夏まつり」
　7月7日（土）午後3時〜5時／雨天時8日（日）
／農業ふれあい公園（関前5-19）／トマト、キュ
ウリ、ジャガイモなどの農作物無料収穫体験（多
数の場合抽選）、野菜の無料・格安提供、武蔵野に
いだんご汁の格安提供、ハーブティー・ジャム
クラッカーの無料提供、地元和太鼓、フラダン
スなど／申	当日、直接会場へ／問 コミュニティファーム☎090-4923-
8432、machidak@jcom.zaq.ne.jp、緑のまち推進課☎60-1863

■むさしの自然観察園
　クワガタ幼虫飼育にチャレンジ
　7月14日（土）午前
10時〜正午／小学生
以上／15名(小学1〜3
年生は保護者同伴。超えた場合抽
選)／主催：武蔵野市／申·問	6月
22日までに武蔵野自然観察園☎
55-7109（吉祥寺北町3-12）へ。

■未就学親子野菜収穫体験
　7月8日（日）・
22 日（日）、8 月
5日（日）／各午
前10時〜正午
／小雨実施／
農業ふれあい公園（関前5-19）／
市内在住・在園の2歳以上で収穫
体験に参加できる未就学児童(ベ
ビーカーは畑に入れません)と親
／各20世帯（超えた場合抽選）／
ミニトマト、キュウリなど／800
円程度／手袋・はさみ・タオル・ハ
ンカチ・レジ袋3枚程度・水筒を
持参／帽子、汚れてもよい長袖・
長ズボン、靴（長靴）など／申	6月
22日までにEメール（3頁の申込
要領参照し、参加希望日［いずれ
か1日］、Eメールアドレス、全員

の名前、年齢、性別、在園者は園名
も明記）で武蔵野農業ふれあい村
jimukyoku@agrifureai.comへ。
2営業日以内に受信した旨を返
信（返信が無い場合は電話で問い
合わせ）、結果は6月29日までにE
メールで通知／問 武蔵野農業ふ
れあい村☎ 080-4152-9669、緑
のまち推進課☎	60-1863

　市と友好都市の特産品を販売して
います。
問	麦わら帽子☎29-
0331（吉祥寺本町2-	
33-1中道通り商店会
内。午前10時30分〜
午後6時30分。水曜定
休）



一部負担金の割合 平成30年度住民税課税所得

1割 本人および同じ世帯内の被保険者が、いずれも145万円未満の場合

3割 本人または同じ世帯内の被保険者が、145万円以上の場合

＊住民税とは都民税と市民税の総称です。

本人または同じ世帯内の被保険者の住民税課税所得が145万円以上=3割

各々の方の収入の合計額が520万円未満

申請により認定されれば1割負担

後期高齢者医療制度の
被保険者が本人のみの
世帯

後期高齢者医療制度の被保
険者と70歳から74歳まで
の方がいる世帯

後期高齢者医療制度の
被保険者が2人以上い
る世帯

収入額が383万円未満

表1

※本人または同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得が145万円未
　満の場合には、申請をしなくても１割負担となります。

表2� （平成30年8月1日から）

負担
割合 所得区分 食費

（療養病床以外・1食あたり）
自己負担限度額（1カ月ごと）

外来（個人ごと） 入院+外来（世帯ごと）

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

460円  ＊1

25万2600円+（10割分の医療費−84万2000円）×1% ＊3
［14万100円＊6］

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

16万7400円+（10割分の医療費−55万8000円）×1% ＊4
［9万3000円＊6］

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

8万100円+（10割分の医療費−26万7000円）×1% ＊5
［4万4400円＊6］

1割

一般 460円  ＊1 1万8000円
（14万4000円＊2）

5万7600円
［4万4400円＊6］

（住民税非課税
など）低所得者

区分Ⅱ

210円
長期該当（過去12カ月で入
院日数が90日を超えた場
合）は申請により160円

8000円
2万4600円

区分Ⅰ 100円 1万5000円

＊1  指定難病患者、精神病床へ平成27年4月1日以前から継続し
て入院した患者の方は、当面1食260円に据え置かれます。

＊2  計算期間1年間（毎年8月1日〜翌年7月31日）のうち、基準
日時点（計算期間の末日）で一般区分または住民税非課税
区分である被保険者について、一般区分または住民税非
課税区分であった月の外来の自己負担額（月間の高額療
養費が支給されている場合は支給後の額）を合算し、14万
4000円を超える場合にその超える分を支給します。

＊3  「10割分の医療費」が84万2000円以下の場合は、限度額
が25万2600円となります。

＊4  「10割分の医療費」が55万8000円以下の場合は、限度額
が16万7400円となります。

＊5  「10割分の医療費」が26万7000円以下の場合は、限度額
が8万100円となります。

＊6  過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4
回目以降から適用になる限度額（多数回該当）。
　ただし、「外来（個人ごと）の限度額」による支給は、多数
回該当の回数に含みません。なお、平成30年8月診療から
は現役並み所得の「外来（個人ごと）」が廃止されるため、現
役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院

（世帯ごと）」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に
含みます。

8月1日から後期高齢者医療制度の被保険者証（保険証）が
新しくなります
　新しい被保険者証（青竹色。有効期限：平成32年
［2020年］7月31日）は7月中旬に簡易書留で送付しま
す。郵便局に届出をしていても転送されません。
　避暑などで一時的にご不在となる場合でも、送付先
の変更ができます。変更には所定の手続きが必要とな
りますので保険課後期高齢者医療係へお問い合わせく
ださい。
◎一部負担金の割合を再判定します。
　毎年8月1日に新しい年度の住民税課税所得などに応じて、保険者であ
る東京都後期高齢者医療広域連合が一部負担金の割合（1割・3割）を決め
ています。
※�住民税課税所得とは、総所得金額などから各種所得控除を差し引いて
算出します。住民税の通知には「課税される金額（課税標準額）」と表示
されています。

◎3割負担の方の基準収入額適用申請
　平成30年度住民税課税所得が145万円以上の方でも、表1に該当する
場合、申請により1割負担に変更となります。
　該当する可能性のある方には7月2日に申請書を発送します。7月20日
までに29年中の収入状況がわかるもの（確定申告書の控えなど）を添え
て保険課後期高齢者医療係に申請してください。

保険料について
　保険料率見直しにより、所得割率が9.07％から8.80％に、均等割額が4
万2400円から4万3300円に変更になり、保険料額について均等割額の軽
減対象が拡大されました。保険料の限度額は57万円から62万円に変更に
なりました。保険料額の計算は東京都後期高齢者医療広域連合で行いま
す。7月中旬に後期高齢者医療制度の被保険者全員に発送する納入通知
書をご確認ください。
◎保険料の減免について
　失業などにより収入が著しく減少した方などで、分割納付などでの納
付が困難と認められる場合は、保険料が減額または免除される場合があ
ります。納期限の7日前までの申請が必要です（収入・資産・預貯金などに
ついて調査をした上で決定します）。

高額療養費制度
　同じ月の中で、医療機関などに支払った保険適用の医療費の自己負担金
を合算して、表2の自己負担限度額を超えた場合は、後日、超えた額が高額
療養費として支給されます。初回支給時に東京都後期高齢者医療広域連合
から高額療養費支給申請書が送付されますので、手続きをしてください。
　また、3割負担（ただし、表2の現役並み所得Ⅱと現役並み所得Ⅰ）の方
は「限度額適用認定証」、1割負担（ただし、表2の区分Ⅱと区分Ⅰ）の方は
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などで提示すると、窓口
負担がそれぞれの区分に対応した限度額までとなります。
◎3割負担の方の限度額適用認定証の申請（30年度8月から新設）
　8月1日以降の一部負担金の割合が3割となる方のうち、同じ世帯の後
期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の
方は、申請により、限度額適用認定証の交付を受けることができます。該
当する可能性のある方には、後日、ご案内を送付する予定です。
◎1割負担の方の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
　世帯の全員が住民税非課税の場合、入院などの際に同認定証（白色）を
提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額と食費が減額されます。
　対象となる方は区分Ⅱと区分Ⅰの方です。すでにお持ちであり、該当とな
る方には改めて申請をしなくても、新しい認定証を7月末までに郵送しま
す。ただし、区分Ⅱの方で過去12カ月に90日以上入院している場合（ほかの
健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば通算可）
は、申請が必要です（入院日数のわかる領収書など添付）。新たに申請する
方は、被保険者証をお持ちのうえ保険課後期高齢者医療係で手続きをして
ください。なお、30年1月2日以降の都外転入者は、本人および世帯員の平成
30年度市町村民税非課税証明書を、前住地から取得し添付してください。

平成30年度後期高齢者医療制度のお知らせ
後期高齢者医療制度とは　75歳以上の方と、申請により一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された65歳から74歳まで
の方を対象とする医療制度です。75歳になられた方は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、被保険者証（保険証）が交付されます。加
入手続きは不要です。
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健
康

主なイベント・コーナー一覧

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 ☎

17日（日）
○高橋医院 内科・小児科 中町2-13-25 52-3149
○メディカルフィットネスクリニック武蔵境 内科 境南町2-8-19 39-5654
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

24日（日）
○きくざとファミリークリニック 内科・小児科 中町1-23-3 56-3255
○よしかた内科 内科 八幡町3-1-19 50-0351
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
17日（日） レミントン歯科 中町2-1-15�クリオレミントンハウス武蔵野103 ☎36-1491
24日（日） 高村歯科クリニック 境南町5-6-19�富士見ビル2階 ☎32-5520

休日の医療機関� 6/15（金）～30（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

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）：乳房X線、頚動脈超音波、骨塩定量検査など／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
◎健康体操教室水曜クラス（平成30年度より申込制）
8月1日〜11月21日の水曜（全14回）／①ストレッチ＆脳トレ：午前9時20分〜10時10分
②転倒予防＆脳トレ：午前10時45分〜11時35分／65歳以上で集団で運動可能な方で要
介護認定を受けていない方（要支援相談可）／各30名（初参加者優先し超えた場合抽選）／
申·問�6月29日（消印有効）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、年齢も明記。電話申
し込み不可）で郵送または返信用ハガキを持って直接健康づくり支援センターへ

◦マタニティヨガ
◦�赤ちゃんのお風呂（沐浴）
体験

◦ベビーマッサージ
◦妊婦体験ジャケット教室
◦�子育て中の防災グッズ展
示

◦離乳食・幼児食のヒント
◦イクメン講座

◦産後フラダンス
◦抱っこひも体験教室
◦おくちの健康
◦�子どもの身長・体重の測
定

◦親子でダイナミック遊び

■ゆりかごむさしのフェスティバルにお越しください
　7月8日（日）午前10時～午後3時／保健センター／
市内在住の妊婦、乳幼児を子育て中の方
／協力：市助産師会／詳細は市ホーム
ページ参照／申 当日、直接会場へ／問�健
康課

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　7月13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 7月3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。電話申し込み不
可）または直接健康づくり事業団へ。

母子保健
■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）
　7月21日（土）午前
9時30分～正午／40
組（申込順）／赤ちゃ
んの生活、産後の体
と心の変化、沐浴実
習・妊婦体験ジャケット／初妊婦
（受講時に妊娠16～31週の方）と
パートナー／母子健康手帳・バス
タオル・筆記用具を持参／申·問 7
月13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

■�かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　7月24日（火）
午前10時15分
～11時30分／
平成29年8月～

■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

■高齢者への声かけで熱中症予防
　熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の方です。熱中症は、日
中の炎天下だけでなく、室内でも、夜でも多く発生しています。
気温や湿度の高い日には注意し、家族や周りにいる人たちは、積
極的に声をかけてください。熱中症予防には水分補給と暑さを
避けることが大切です。エアコンや扇風機、シャワーや冷やした
タオルでも身体を冷やす効果があります／問�健康課

■母子健康手帳の交付・妊婦面接
　妊娠された方へ母子健康手帳や
妊婦健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

■�もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　7月17日（火）午
前10時15分～11
時30分／平成29
年10月～12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 7月10日
までに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

「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

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

10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 7月17日ま
でに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：6月1日（金）から休館
◦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　8/1号…6月29日、8/15号…7月13日

掲
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方
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  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

コール・エコー演奏会 6月17日（日）午後7時〜8
時30分／市民文化会館
小ホール

伊藤
37-7101

リトルライツクワイア「パ
ワーコーラス体験会」

6月21日（木）午前10時〜
正午／吉祥寺美術館音楽
室

村山54-7720 申し込みは
littlelights2017@
yahoo.co.jp

午後の中田喜直、三好達
治の詩による歌曲ほか

6月29日（金）午後2時開
演／吉祥寺美術館音楽室
／申込不要

石瀬
080-4627-5458

ソプラノ独唱とピアノ
伴奏による音楽会

ゆかた着付講習会（ボラ
ンティアきもの藍の会）

7月4日（水）午後1時30分
〜3時30分／市民会館第
1和室

恩田32-0994 申込締切：7月3日。用
意する物あり

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
むさしの釣友会
（船での釣り）

毎月第2火曜／東京湾、外
房、相模湾など、その時期旬
の魚で7月金谷の黄金アジ

月1000円
河原67-9484

ご自宅近くから船まで
バスで移動／入会前の
お試し釣行歓迎

ボイス・トレーニング
響（ひびき）

第2・4金曜日／午後1時30
分〜3時／望星塾（西久保
1-17-1）

月2000円
高橋
090-4931-1768

体験学習1000円

仲間あつまれ

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
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吉　東

28日（木） ■コミュニティのつどい「東町の昭和史」刊行記念　午後7時／わが
町について語る／読み聞かせを楽しみましょう／原利子

7/3（火）
■九浦の家抹茶の会　午後2時〜3時30分／20名（申込順）／夏向
きの立礼で心静かにお茶をいただきます。初心者歓迎／500円（菓
子付き）／申 窓口へ

7/7（土）
■軽スポーツの日「健康寿命を延ばそう」栄養講座と元気アップ体
操　午前10時〜午後0時10分／20名（申込順）／飲み物・タオル・上
履きを持参／共催：健康づくり支援センター／申 窓口へ

本　宿 30日（土） ■利用者懇談会（避難訓練含む）　午後2時〜3時30分／参加をお待
ちしています

吉　南
24日（日） ■むさしの地区外環問題協議会総会　午前10時／総会と懇談。吉

祥寺東コミセンと本宿コミセンとのネットワーク事業

7/1（日）〜 ■7月のパソコン講習会　毎週土（第3週除く）・日曜　午前10時〜
正午／1回500円／初心者から個別指導まで／申 窓口へ

本　町 25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（介護予防運動指導員）／タオル・水分補
給用飲料を持参／申 窓口へ

吉　西

22日（金） ■健康のカギセミナー「筋力を貯筋しよう」　午後2時〜3時／高野
喜久雄（吉祥寺本町クリニック院長）

23日（土）
■あそぼうよ科学遊び「くうきのじっけんだ」ミニミニくうきぼう
をつくろう　午後1時30分〜3時30分／30名／鉛筆・はさみを持
参／申 16日〜22日

募集

■フリーマーケット出店　7月1日（日）開催／午前10時〜午後1時
／300円／申 27日までに窓口へ
■セトモノ食器リサイクル（フリーマーケットと同時開催）　午前
10時／申 リサイクル品（ガラス食器類不可）の持ち込みは18日〜
27日に窓口へ

7/1（日） ■地元野菜販売　午前10時／朝採り野菜（なくなり次第終了）

吉　北
16日（土） ■お話の会“さくらんぼ”　午後2時〜4時／絵本テーマ：「そらのは

なし」、紙芝居、パネルシアター、工作：パクパクカエル

17日（日） ■お昼のひとときを音楽で　午後0時40分／ピアノ演奏／平山つ
らら

けやき

16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／紅茶も始めました

21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

22日（金） ■生活習慣病予防料理講習会「夏バテ予防の食事」　午前10時30分
／8名／申 

23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 30日（土） ■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小中高生（親子も可）／卓球
台2台あり。自由に遊べます

中　町
集会所

18日（月）・
7/2(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・タオルなどを持参

西久保
7/1（日）

■七夕まつり＆カフェ　午後1時30分〜4時（受付3時30分まで）／
お飾りづくりとカフェ（コーヒー・紅茶・ジュース各100円）／小笹
のお土産あり／共催：西久保福祉の会、川路さんち

7/7（土） ■生活習慣病予防料理講習会「夏に負けない食欲アップメニュー」
　午前10時30分／15名／申 

緑　町
24日（日） ■卓球お楽しみ会　午後1時〜4時／40名／ダブルス戦、個人戦／

誰でも楽しく組めます／動きやすい服装／申 窓口へ

30日（土）〜
■パソコン学習会　8月4日までの毎週土曜（全6回）／午後1時30
分〜3時30分／文字入力できる方／8名、パソコン持参者4名／
3000円／申 窓口へ

八幡町
16日〜30日

■コーヒーの日　16日・23日・30日の土曜、17日・24日の日曜／午
前10時30分〜正午／ホットコーヒー1杯50円／ロビーでホッと一
息を

7/11（水） ■生活習慣病予防料理講習会「夏バテ予防の食事」　午前10時／8
名／申 

西　部 22日（金） ■パソコンセミナー「パソコンのメールの基礎と応用」　午前10時
〜正午／10名／200円／申 窓口へ

7/8（日） ■カラオケ大会　午後1時〜4時／36名／申 25日までに窓口へ

関　前
27日（水） ■七夕づくり「七夕飾りを一緒に作りましょう」　午後2時〜3時30

分／ロビー／折り紙と小さな笹のお土産あり／共催：関前福祉の会

7/2（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／市内在住の6カ月〜1歳未満児と親／15組／水分補給用飲料・
バスタオルを持参／9/3（月）開催予定同時申込可／申 16日〜

境　南

21日（木） ■生活習慣病予防料理講習会「サラサラ血液にして防ぎましょう」
　午前10時〜午後1時／10名／申 16日〜18日 

22日（金） ■親子の運動講座と健康講座　午前10時30分〜11時40分（受付10
時15分）／市内在住の6カ月〜12カ月の乳児と親／15組／申 

25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」

7/1（日） ■七夕まつり　午後2時〜4時／短冊書き、笹飾り作り／お土産あり

桜　堤 29日（金） ■絵本であそぼう　午前10時30分〜11時／3歳ぐらいまで／読み
聞かせや手あそびもあります

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

日時  7月7日（土）午後1時〜3時　 場所  本宿コミセン
　第1部「吉祥寺東部地域のこれから」　
　第2部「市政全般についての意見交換」
　市民と市長が、地域の課題や市政全般について対話する会です。皆さん
の意見に沿って話し合います。どなたでも参加できます／共催：本宿コ
ミュニティ協議会／申 当日、直接会場へ／問 市民活動推進課☎60-1829

申 し 込 み 不 要
第3回 ふれあい市 民 と 市 長 の　　　　  トーク（地域別）

■ほおずき・夏野菜の即売会
　6月18日・25日、7月2日・9日
（月）／午前11時〜売切れ次第終
了／小雨実施／市役所正面玄関前
／ほおずき、枝豆、とうもろこし、
トマト、鉢植えなど。7月2日は夏
野菜品評会入賞野菜の展示・試食
も同時開催／問 JA東京むさし武
蔵野新鮮館☎54‐7150、生活経済
課☎60‐1833

■木の花小路公園七夕まつり
　7月1日
（日）午後1
時〜4時／
雨天中止
／木の花
小路公園（吉祥寺北町3-8）／公園の
竹を使った七夕かざり、水鉄砲あそ
び、楽器演奏・合唱、防災施設の説明、
抹茶のもてなし／配布：ささ竹、防災
備蓄食料（3時から）／共催：生きもの
ばんざいクラブ／問 緑のまち推進

課☎60-1863

　コミュニティ研究連絡会（コミ研連）は、本
年発足40周年の佳節を迎えました。歴代の会
長をはじめ市内16コミュニティ協議会の役
員のご尽力と市民の皆さんのご協力、ご支援
により充実した事業を行ってきました。
　これからもコミ研連の新メンバーで話し
合って、各コミセンが地域のコミュニティづ
くりの拠点として、市民の皆さんに愛され、さらに利用していただけるよ
う創意工夫をしていきます。皆さんのご意見・ご提案をお待ちしています。

コミュニティ研究連絡会コミュニティ・
レポート 平成30年度の各コミュニティ協議会の

代表が決定

各コミュニティ協議会代表の皆さん
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