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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9月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万6203人（57人増）　世帯数 7万6776世帯（25増）
●男 7万44人（58人増） ●女 7万6159人（1人減）

［うち外国人住民数］3149人（19人増）

 特集 個人情報保護制度 ………………… 10

シニア支え合いポイント制度説明会・研修会 … ❸
エコプラザ（仮称）の整備に向けた市の基本的な考え方（案）がまとまりました … ❹
平成31年度私立幼稚園など園児募集 … ❼

9月はがん征圧月間です

日本人の2人に1人が「がん」になると言われています

がん検診を受けましょう

胃がん検診
対象：満35歳以上の市民
　　＊�妊娠中の方、胃腸の病気で治療中の方、職場など、ほかに受診機会があ

る方はご遠慮ください。
内容：胃エックス線撮影（バリウム検査）　
肺がん検診
対象：40歳以上（平成31年3月末時点）の市民 
　　＊�妊娠中の方、胸部の病気で治療中の方、職場など、ほかに受診機会があ

る方はご遠慮ください。
　　＊�最近6カ月以内に血痰の症状があった方は、直接医療機関で検査を受け

てください。
内容：�問診、胸部エックス線撮影、喀痰細胞診検査（基準に該当する方のみ）
場所：健康づくり事業団（保健センター2階）
申 ハガキ・封書、電子申請または直接健康課まで

実施月 実施日 定員 時間 募集開始日

10月

3日（水）
5日（金）
10日（水）
12日（金）
13日（土）

胃がん検診　80名
肺がん検診�155名

午前8時45分〜11時15分

肺がん検診のみ受診の場合
午前10時45分〜11時15分

申込受付中
（実施月の前月
1日から受付開
始）

※胃がん・肺がん検診は毎月実施しています。市報毎月1日号をご確認ください。
※胃がん検診のみ、肺がん検診のみでも受けられます。

がんり患数（全国推計値）が多い部位
1位 2位 3位

男　性 胃 肺 大腸
女　性 乳房 大腸 胃
男女計 胃 大腸 肺

【資料】国立がん研究センターがん対策情報センター（平成25年）

〒₁₈₀-₀₀₀₁
武蔵野市吉祥寺北町4－8－10　保健センター内
武蔵野市健康課　　行

フリガナ 性　　別

氏　　名 男��・��女

生年月日 明・大・昭

住　　所 武蔵野市

電話番号

＜胃がん検診希望＞
受診希望日をご記入ください（指定日あり）

希望日 第１
希望���／��� 第２希望���／��� 第３希望���／

＜肺がん検診希望＞
受診希望日をご記入ください（指定日あり）

希望日 第１
希望���／��� 第２希望���／��� 第３希望���／

●たばこを吸っている（吸っていた）方
　⇒1日[　　　]本、喫煙[　　　]年

＜乳がん検診希望＞
・平成29年度市の乳がん検診を受診していない�□（�□✓ �をしてください）
・受診希望医療機関を次の4つから1つ選択（�□✓ �）してください。
　□　健康づくり事業団（保健センター2階）
　□　にしくぼ診療所
　□　松井健診クリニック吉祥寺プレイス
　□　メイプルブレストケアクリニック
市から受診票が届いた後、各医療機関に直接連絡し日時を予約してく
ださい。

✂キリトリ線

✂キリトリ線

✂キリトリ線

〒₁₈₀-₀₀₀₁
武蔵野市吉祥寺北町4－8－10　保健センター内
武蔵野市健康課　　行

フリガナ 性　　別

氏　　名 男��・��女

生年月日 明・大・昭

住　　所 武蔵野市

電話番号

＜胃がん検診希望＞
受診希望日をご記入ください（指定日あり）

希望日 第１
希望���／��� 第２希望���／��� 第３希望���／

＜肺がん検診希望＞
受診希望日をご記入ください（指定日あり）

希望日 第１
希望���／��� 第２希望���／��� 第３希望���／

●たばこを吸っている（吸っていた）方
　⇒1日[　　　]本、喫煙[　　　]年

＜乳がん検診希望＞
・平成29年度市の乳がん検診を受診していない�□（�□✓ �をしてください）
・受診希望医療機関を次の4つから1つ選択（�□✓ �）してください。
　□　健康づくり事業団（保健センター2階）
　□　にしくぼ診療所
　□　松井健診クリニック吉祥寺プレイス
　□　メイプルブレストケアクリニック
市から受診票が届いた後、各医療機関に直接連絡し日時を予約してく
ださい。

✂キリトリ線

✂キリトリ線

✂キリトリ線

胃がん検診と肺がん検診の同時受診を希望される場合は、それぞ
れの欄に、同じ日にちをご記入ください（1枚のハガキに貼ってお
申し込みください）。

平成30年度武蔵野市がん検診申込書
（必要に応じて切り取ってハガキに貼付のうえ申し込みください）

電子申請は右記二次元バーコードを
ご利用ください

　誰もが住み慣れたまちで生き生きと暮らしていくためには、健康を維持していくことが
大切です。市では、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がんの5種類のがん検診を実施
し、早期発見につなげています。がんは早期の段階では自覚症状がほとんどありません。「今
のところ健康だから」こそ積極的に検診を受けましょう／問 健康課☎51-0700

がん検診の年間予定がわかる
「がん検診ガイド（申込書付）」
配布中

胃がん検診・肺がん検診以外の検診は次頁をご覧ください

これが
あればよく
わかる

　保健センター、市役所案内、各市政セン
ターなどでがん検診ガイドを配布していま
す。ホームページからもご覧いただけます。
ぜひご利用ください。

費用
無料

胃がん・肺がん
検診

胃がん・肺がん
のセット検診が
できます

（40歳以上の方）



MUSASHINO CITY2 平成30年9月15日号 No.2098

特
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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

この特集に関するお問い合わせは、健康課☎51-0700へ

＊生活保護受給者は免除

実施期間

平成31年2月28日（木）まで

実施期間

10月31日（水）まで

［申込から受診までの流れ］
①�健康課へ申し込
む（受診希望月の
前月1日から申
込可、申し込みの
際、上記医療機関
から1つを選択）

②�健康課から医療
機関ごとの専用
の受診票が届く

③�医療機関に日時
を予約して受診
する（3・4週間後
に結果票が届く）

乳がん自己検診法

5つのうち実践した健康習慣の数

５
つ
の
健
康
習
慣
の
う
ち
０
ま
た
は
１
つ
の
み

実
践
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
を
１
０
０
と
し
た
場
合 0～1

86％

男性
男性で43％リスクが低下
女性で37％リスクが低下女性

86％

72％ 73％
61％

68％
57％

63％

2 3 4 5
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0

禁煙する

節酒する

身体を動かす

食生活を
見直す

適正体重を
維持する

気になることがあれば、専門医の診察を受けましょう。

検体提出期間
（日曜は除く［11/11、3/3は除く］） 定員 募集開始日

11月5日（月）〜16日（金）
各300名

10月1日（月）
平成31年2月25日（月）〜3月8日（金） 31年2月1日（金）

対象： 40歳以上（31年3月末時点）の市民（女性）で昨年度市の乳がん検
診を受診していない方

� ＊�自覚症状のある方、経過観察中の方、妊娠中、授乳中または断
乳後3カ月以内の方、ペースメーカーなどの人工物を挿入され
ている方、豊胸術を受けた方はご遠慮ください。

� ＊�マンモグラフィーの圧迫により乳房の痛みが強く現れるた
め、生理の直前はなるべく避けてください。

内容：問診・マンモグラフィー
場所：◦健康づくり事業団（保健センター2階）
� ◦にしくぼ診療所（緑町2-1-40）
� ◦松井健診クリニック吉祥寺プレイス（吉祥寺東町1-19-23）
	 ◦メイプルブレストケアクリニック（境南町2-11-22）
申�ハガキ・封書、電子申請または直接健康課まで
　�※生活保護受給者は生活福祉課へ直接お申し込みください。

　乳がん検診を受けることと同時に月1回自己検診の習慣をつ
けましょう。乳がんは、唯一自分で発見できる可能性のあるがん
です。妊娠・授乳期などマンモグラフィーを受けられない方でも
行うことができます。

◇鏡の前でチェック
　�　鏡の前に立って、両手を下げてリラックスした姿勢と頭の
後ろに手を組んだ姿勢で、以下のことを確認します。

　　□�左右の乳房の大きさ、形に変化は
ないか

　　□皮膚にくぼみやひきつれはないか
　　□皮膚のただれはないか
◇触ってチェック
　�　親指を除いた4本をそろえ、指の腹で
少し押しながら、「の」の字を書くように鎖骨からわきの下ま
でくまなく触れます。仰向けに寝た姿勢や入浴時にせっけん
をつけて行うとしこりがわかりやすくなります。

　　□乳房やわきの下にしこりや硬いこぶがないか
　　□乳首をつまんで、異常な分泌物がないか

対象： 20歳以上（平成31年3月末時点）の市民（女性）で
昨年度市の子宮がん検診を受診していない方

　　�＊�自覚症状のある方、経過観察中の方はご遠慮く
ださい。

内容：問診、視診、内診、頸部・体部＊細胞診検査
　　�＊�体がん検診は、希望者のうち医師が必要と認めた方に実施しま

す。
場所：市内指定医療機関
申��今年度対象者の方には受診票を送付しています。受診票をお持ちいた
だければ直接指定医療機関で受診することができます。医療機関に
よって予約が必要な場合があるので事前にご確認ください。また、転
入された方や受診票を紛失された方は健康課へご連絡ください。

　この5つの健康習慣を実践する人は、0〜1つ実践する人に比べ、
男性で43％、女性で37％、がんになるリスクが低くなるという推
計が示されています。

5つの健康習慣を実施することで
がんになるリスクが低くなります

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
※�Sasazuki,�S.�et�al.：�Prev.�Med.,�2012;�54（2）：112-6を基に国立がん研究センターがん情報
サービスが作成（より一部改変）

国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループ
科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究を
基に国立がん研究センターがん情報サービスが作成（より一部改変）

費用
1000円

乳がん
検診

費用
無料

費用
無料

子宮がん
検診

大腸がん
検診

対象：�40歳以上（31年3月末時点）の市民で、特定健康診査など、ほかに
受診する機会のない方

内容：便潜血検査（2回法）
場所：健康づくり事業団（保健センター2階）
申��ハガキ・封書、または直接健康づくり事業団
 　☎51-2828（保健センター2階）まで

4カ所で
受診
できます
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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

「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
市民活動推進委
員会

9月25日（火）
午後1時

市役所
812会議室

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

小中一貫教育あ
り方懇談会

9月26日（水）
午後6時30分

市役所
811会議室

20名程度（先着順） 当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

第六期長期計画
策定委員会

9月28日（金）
午後7時

市役所
412会議室

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

自殺対策計画（仮
称）策定委員会

10月2日（火）
午後6時30分

市役所
811会議室

15名（先着順）／計画
策定について

当日、直接会場へ
健康課☎51-0700

教育委員会定例
会

10月3日（水）
午前9時30分

市役所
教育委員会室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

情報公開委員会 10月4日（木）
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

地域包括ケア推
進協議会

10月5日（金）
午後6時15分

市役所
811会議室

10名（先着順）／看護
小規模多機能型居宅介
護の事業所の指定など

当日、直接会場へ
高齢者支援課
☎60-1947

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 文中の敬称略

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

日時 会場
9月25日（火） 午前10時〜正午 市役所111会議室
10月22日（月） 午後2時〜4時 市民会館集会室
11月9日（金） 午前10時〜正午 公会堂第1・2会議室
12月5日（水） 午後2時〜4時 市役所811会議室

策定委員会委員
氏名 所属

◎小林真理 東京大学大学院教授
○渡邉大輔 成蹊大学准教授
　岡部徹 東京大学教授

　久留善武 シルバーサービス振興会事
務局長

　中村郁博 民間有識者（金融機関）
　松田美佐 中央大学教授
　保井美樹 法政大学教授
　大上由紀子 長期計画市民会議選出
　栗原毅 長期計画市民会議選出
　笹井肇 副市長
　恩田秀樹 副市長
◎委員長　○副委員長

長
期
計
画
市
民
会
議

中
高
生
向
け
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ・

無
作
為
抽
出
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

2019
年
２
月

「
討
議
要
綱
」公
表

2020
年
３
月

「
第
六
期
長
期
計
画
」公
表

策定スケジュール

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

圏
域
別
市
民
意
見
交
換
会

な
ど

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

地
域
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
な
ど

2019
年
６
月
　

「
計
画
案
」公
表

策
定
委
員
会
設
置

NOW

路線／バス停番号 名称
5号路線（境西循環、境・
東小金井線）／6番、14
番

境五丁目⇒亜細亜
大学前（境五丁目）

■�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 ファクス・Eメール（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

■�武蔵野シティECOツアー
　参加者募集
　10月21日
（日）午前8時
30分JR武蔵
境駅集合・午
後4時同駅解
散／小学3〜6年生と保護者／10
組（申込順）／野菜収穫体験、シェ
アキッチンMIDOLINO_で調理
体験・昼食・講座、クリーンセン
ター見学、レンタサイクル（雨天時
はバス）で移動しながら、ごみの循
環を学ぶ／大人2000円、子ども
1000円（昼食・レンタサイクル費
含む）／申 10月10日（必着）までに
ハガキ・ファクス・Eメール（申込要
領参照し、子の氏名、性別、年齢、同
行者数も明記）で㈱JTB東京多摩
支店武蔵野シティECOツアー係

■�ざつがみ（雑紙）を「燃やすごみ」
に出していませんか
　お菓子の紙箱・封筒・メモ用紙・
割りばし袋・シュレッダーした紙
などは透明袋や紙袋などに入れ、
「ざつがみ」と書いて、資源の日（古
紙）に出してください。ボール紙・
包装紙・コピー用紙なども資源に
なります。ただし、油紙・感熱紙・感
圧紙・写真・ビニールコート紙・ア
ルミ加工紙・防水加工紙・臭いや香
りがついた紙などは資源にならな
いため、燃やすごみで出してくだ
さい／問 ごみ総合対策課

■�第六期長期計画の策定を進めています
　市では、平成32（2020）年度から
の10年間を計画期間とする第六期
長期計画の策定を進めています。
策定にあたり、市内在住の学識経
験者や6月から実施した長期計画
市民会議からの選出者などで構成
される第六期長期計画策定委員会
を設置し、検討を進めています。今
後の委員会の日程（傍聴可能）など
については、市報、市ホームページ
でお知らせします／問 企画調整課
☎60-1801

FAX042-521-5558、musashi�
no-ecotour@jtb.com（〒190-
0023立川市柴崎町2-12-24MK立
川南ビル3階）へ／問 クリーンセ
ンター

電池、充電池、カセットボンベなどは有害ごみです
問�ごみ総合対策課

■有害ごみの出し方
　有害ごみ袋もしくは、「有害ごみ」と書いた透明または半透明の袋に入
れて出してください。有害ごみ袋は、市役所案内、ごみ総合対策課、各市政
センター・コミセンで無料配布しています。
　家電製品などの電池や充電池は必ず取り外してくだ
さい。電池の取り外せない小型家電は、本体のみ（部品や
付属品は除く）有害ごみでお出しください。有害ごみは
必ず分別して指定の収集日にお出しください。

■�北多摩地区消防大会を開催します
　9月30日
（日）午前9
時40分〜正
午／武蔵野
中 央 公 園
（八幡町2-4）／荒天時、総合体育
館メインアリーナ（内容は変更）／
消防ポンプ車によるパレード（市
役所〜吉祥寺方面〜武蔵境方面〜
大会会場）、消防ポンプ操法演技、
放水演技、VR防災体験車による
災害疑似体験。北多摩地区17市の
消防団が一堂に会し、日ごろの訓
練成果を披露します／問 防災課
☎60-1820

■�秋の全国交通安全運動
　9月21日（金）〜30日（日）。重点
目標：①子
どもと高齢
者の安全な
通行の確保
と高齢運転

者の交通事故防止②夕暮れ時と夜
間の歩行中・自転車乗用中の交通
事故防止③全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底④飲酒運転の根絶⑤二
輪車の交通事故防止。市内全域で
広報を実施。◎武蔵野交通安全パ
レード：9月17日（祝）午後2時。吉
祥寺駅北口駅前広場ほか。式典、ア
トラクション、パレード／申 当
日、直接会場へ／問 武蔵野警察署
交通課☎55-0110、交通対策課☎
60-1859

■�ムーバス
　バス停名称変更のお知らせ
　10月1日（月）から／亜細亜大学
武蔵野キャンパスの再開発に伴
い、バス停名称を変更します。時刻
表に変更はありません／問 交通対
策課☎60‐1859
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お
知
ら
せ

�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

エコプラザ（仮称）の整備に向けた
市の基本的な考え方（案）がまとまりました

策定主旨 　�学校などにおける適切な教育環境を確保するため、総合
的な観点から学区域見直しの検討を進めています。学区
編成審議会における学区域の変更案を策定しました。

説 明 会 　�9月22日（土）午前10時〜11時／西部コミセン／申�当日、
直接会場へ。

提出方法 　�9月27日（必着）までに郵送・ファクス・Eメール（住所、氏名、
連絡先を明記）で〒180-8777教育支援課、FAX51-9264、
sec-kyouikusien@city.musashino.lg.jpへ。

パブリック
コメント

皆さんの意見をお寄せください
意見は原則公開します。

■桜野小・第二小・第二中・第六中の学区域の変更案
� 問�教育支援課☎60-1900

施設規模 延べ床面積約2000ｍ2

改修コスト
（粗概算）

3階減築：1億1900万円
改修：4億2600万円

変更案 適用開始時期
境2丁目22番の区域を桜野小学校区か
ら第二小学校区へ変更、第二中学校区
から第六中学校区へ変更

平成32（2020）年4月1日以
降の新入学者・転入学者より
＊現居住者には特例措置あり

　エコプラザ(仮称)は、旧クリーンセンターの施設の一部を再利用した環境啓発施設として開設を目指しています。エコプラザ(仮称)検討市
民会議の「検討のまとめ」を受けて、「みんなでつくろう！子どもたちに未来をつなぐエコプラザ」をコンセプトに施設の機能や空間利用など
について、「市の基本的な考え方(案)」をまとめました。
　市の基本的な考え方（案）の全文は、各市政センター・図書館・コミセン、クリーンセンター、環境政策課で配布。市ホームページに掲載してい
ます／問 環境政策課☎60-1841

　市の基本的な考え方（案）やエコプラザ（仮称）の模型・パネルの
説明を行い、皆さんのご意見を伺うオープンハウスを開催します。

提出 �10月9日（必着）までに郵送、ファクス、E
メール（住所、氏名を明記）または直接〒180-8777
環境政策課FAX51-9197、sec-kankyou@city.
musashino.lg.jpへ。

エコプラザ(仮称)とは…
　地球温暖化を背景にさまざまな環境啓発の拠点施設として、環境
に配慮した取り組みや行動を市内
全域に広めることを目指していま
す。敷地内のクリーンセンターと連
携し、取り組みを進めます。

■�「住宅・土地統計調査」に
　ご協力ください
　10月1日を基準日として、総務
省が所管する住宅・土地統計調査
が行われます。この調査は、5年に
1度実施する住宅と土地に関する
最も基本的な調査です。調査結果
は、住生活における基本計画やま
ちづくり施策立案のための重要な
資料となります。対象となった世
帯には、9月中旬から調査書類が都
知事任命の調査員によって配布さ
れます。調査票に記入した内容に
ついては、統計法に基づき秘密が
厳守されますので、ご協力をお願
いします／問�総務課☎60-1808

■�保存樹林などへの助成制度
　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を
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

■�緑の募金にご協力ください
　10月15日（月）ま
で／市役所、各市政
センター・図書館、保
健センターなどの窓口に募金箱を
設置します／緑の募金は、森林の
整備や、緑化の普及啓発に役立て
られ、市では公園などの花植え事
業に充てています。ご協力をお願
いします／問�緑のまち推進課☎
60-1863

■�みんなで長寿を祝おう�敬老福祉の集い
　10月2日（火）・3日（水）／午前の部：11時、午
後の部：2時（両部同内容）／市民文化会館／9
月15日現在76歳以上の方（友愛訪問時に案内
状をお届けしています）／第一部：式典（20
分）、第二部：演芸（コンサート40分）。園まり＆ボニージャックス（＝写真）
／式典は舞台上に手話通訳者が付きます。客席での要約筆記を希望の方
は、事前に高齢者支援課へ／問�高齢者支援課☎60-1940、FAX51-9218

■�都市計画道路概略線図の更新に
伴い測量調査を実施します

　9月中旬から11月末まで／問�ま
ちづくり推進課☎60-1872

開催日 時間 場所
9月16日（日） 午前10時〜午後3時 クリーンセンター
9月26日（水） 午後1時30分〜4時30分 アトレ吉祥寺ゆらぎの広場
10月2日（火） 午後5時〜8時 武蔵野プレイスギャラリー

緑と水の
フィールド
ワーク

●東側
　外部空間

芝生広場

２階

1階

●アーカイブコーナー
　エコプラザ（仮称）で生まれた
活動を未来へつなぐ

　活動の記録を残し、閲覧・活用
できる

●市環境啓発部門
　市の環境啓発と市民の環境活
動などとの多様な連携

1 階

●コミュニティカフェ
　市民同士の交流により、環境
への思いを育む

　人・世代・情報の交流、相談・
支援

●情報コーナー
●スタディルーム
　環境講座、活動ミーティング

旧プラットホーム
　大空間を活用
●フリーゾーン
　子どもたちとエコをつな
げる

　みんなでエコプラザ（仮
称）をつくる

・子どもたちが遊びながら
エコを学ぶ

・エコプラザ（仮称）の活動
成果、市民活動団体の企
画展など

●ものづくり工房ゾーン
　使わなくなった廃材（素
材）を生かして、体験しな
がら楽しく学ぶ

・廃材（素材）ストック棚
・廃材アートワークショップ

●今後のスケジュール
・�平成30（2018）年度:実
施設計

・�31（2019）年度:施設改
修工事

・�32（2020）年秋:オープ
ン（予定）

●エコプラザ（仮称）
　ワークショップ傍聴
 　9月29日（土）午後1時30分〜5
時（施設見学含む）／クリーンセ
ンター見学者コースホール3／
10名程度（先着順）／申�当日、直接
会場へ。

パブリックコメント
皆さんのご意見をお寄せください

エコプラザ（仮称）オープンハウス

クリーンセンター

さ10ｍ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

エコプラザ（仮称）

エコプラザ(仮称)イメージ図
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講
座
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講
習
／
募
集

募　集
特に記載のないものは平成31年3月31日まで（試用期間なし。更新の可能性あり）／PC  パソコン
（ワード、エクセル）操作のできる方／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。

■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

管
財
課

当直業務
1名
嘱託職員

夜間、休日などの
窓口・電話対応、戸
籍届出など受領、
庁舎管理、緊急時
の応急処置・関係
機関への連絡・通
報など／PC

12月1日〜／勤務（月10日程度）：平日午後4時
45分〜翌午前8時45分の7時間45分、休日午
前8時30分〜翌午前8時45分の15時間、午後
10時〜翌午前5時15分は仮眠時間／待機（月5
日程度）：平日午後3時45分〜5時45分、休日午
前7時30分〜9時30分の各2時間／月額18万
7600円／別途超過勤務手当あり／交

書類審査、
面接：
10月11日（木）

申·問 9月28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管財課
☎60-1815へ

市
民
活
動
推
進
課

男女平等推
進センター
1名
嘱託職員

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

11月1日〜／週4日（月
〜金曜。木曜除く）午前9
時〜午後5時。土・日曜出
勤あり（月1〜2回程度）
／同センター／月額22
万4600円／交

書類・作文審査、
面接：
10月9日（火）

申·問 9月29日（土・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、作文「男女平等社会の実現に向けた
センターの役割」（800字程度）を郵送または直接男女平等推進センター☎37-3410（〒180-
0022境2-3-7）へ

図
書
館

中央図書館
昼夜勤務
1名
嘱託職員

図書の貸出・返却、
配架、カウンター、
受付など／PC

12月1日〜／月〜日曜（金曜除く、祝日含む）週
4日交代勤務／平日午後1時〜8時のうち6時間
15分、土・日曜、祝日、館内整理日など午前9時
〜午後5時15分のうち7時間／中央図書館／日
額9600円〜1万2000円／交／事前研修あり

書類審査、
面接：
10月26日（金）

申·問 9月25日（火・必着）までに申込書（各図書館で配布、図書館ホームページから印刷可）、市
販の履歴書（写真貼付）、志望の動機（指定用紙に200字以内）、郵便料金表に基づく額面の切手
を貼付した返信用封筒（住所宛名を記載）を郵送または直接午前9時30分〜午後4時30分に中
央図書館☎51-5145（〒180-0001吉祥寺北町4-8-3）へ

武蔵野かるた　
武蔵野市を表現する百人一首

　「こどもかるた大会」として、百
人一首のかるた取りの大会を実施
していく中で、子どもたちにとっ
ては、以前から行われていた小倉
百人一首よりも、身近で親しみや
すい武蔵野市をテーマにしたかる
たの方がふさわしいのではないか
という話が出てきました。市には
子どもを対象とした生涯学習活動
や文化活動、スポーツ活動の事業
費を補助する「武蔵野市子ども文
化・スポーツ・体験活動団体支援事
業費補助金交付制度」があります。
この制度を利用して、百人一首「武
蔵野かるた」が作られました。
　百人一首作りには、武蔵野市子
供百人一首会が主体となり、市報
などを通じて武蔵野市にまつわ
る短歌を募集しました。これに対
して、市民から174首の作品の応
募があり、その中から武蔵野市ら
しさが盛り込まれている100首が
選ばれました。特徴は、子どもたち
の作った最近の武蔵野市を表す歌
だけでなく、大人の方の視点で、歴
史に目を向けた歌などもあり、非
常にバラエティに富んでいる点で
す。
　全体で見ると、井の頭恩賜公園
や井の頭自然文化園と象のはな
子、玉川上水やその橋、吉祥寺など
をテーマにしたものが多いです
が、神田川、けやき並木、大正通り、
独歩の森、ハーモニカ横丁などの
場所に関するもの、月窓寺、八幡
宮、杵築神社、安養寺、観音院、七福
神など神社や寺院もあり、武蔵野

市の名所とその特徴がよく表現さ
れています。それと共に、武蔵野プ
レイス、ふるさと歴史館など最近
の施設も含まれており、新旧の武
蔵野市らしさが良く表されていま
す。また、ジャンボリーやセカンド
スクール、ハバロフスクとの交流
事業、ムーバスなど市の施策や、北
村西望、国木田独歩、御門訴事件、
むさしのばやし、戦争と中島飛行
場から平和への願いなど歴史や文
化的な面も含まれています。
　読み札には絵や写真が入ってお
り、これにも子どもたちが描いた
武蔵野市の絵が採用されていま
す。さらに今後は点字付きのかる
たを作成する予定となっていま
す。武蔵野かるたはコミセンやあ
そべえ、ふるさと歴史館に置いて
ありますので、遊ぶことができま
す。また、武蔵野市芸術文化協会を
通して、貸し出しも行っています。
　武蔵野かるたは、武蔵野市の名
所・歴史・文化・施策・施設などを、
100人という多くの市民の幅広い
視点で見た、武蔵野市の姿であり、
武蔵野市を学ぶ良い教材です。か
るたとして遊ぶことはもちろんの
こと、手に取って、札を読んでみる
だけでも、たいへん興味深いもの
です。
（取材協力：生涯学習スポーツ課／
執筆者：小町友則）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
生涯学習スポーツ課☎60-1902
へ

市公式ホームページにバナー広告を掲載しませんか？
　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。
　詳細は市ホームページを参照／申·問 〒180-8777秘書
広報課☎60-1804、FAX55-9009へ。

■キャリア養成講座「大人の学び場」〜新しい可能性が見えてくる！
　10月16日〜11月13日の毎週火曜（全5回）／午
後7時30分〜9時（初回のみ9時15分まで）／武蔵
野プレイススペースC／20〜35歳の方／16名（申
込順）／ワークスタイルが多様化する現代。自分自
身のこれからのビジネスキャリア構築について、
ワークショップやトークセッションを通じて考える／見木久夫（［株］ス
イベルアンドノット代表取締役）／6000円（5回分。資料代・初回開催の
交流会費含む）／申·問 Eメール、電話または直接武蔵野プレイス生涯学
習担当☎30-1901、manabiba@musashino.or.jpへ。

■�消費生活講座「自分の家に合う『散らからない仕組み』の見つけ方」
　10月18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）
／カリスマ整理収納アドバイザーに学ぶ「散らかっても
元に戻せる仕組み」「お助け収納グッズ」など／中山真由
美（＝写真。インブルーム［株］取締役）／無料／託児：1歳
〜未就学児、8名／申·問 9月27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、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。市ホームページから申込可。

■�児童虐待から考える〜“家族幻
想”が追いつめるもの

　10月20日（土）午
後2時〜4時／男女
平等推進センター会
議室／ 35 名（申込
順）／虐待やネグレ
クト、ひきこもりなどのケースを
通して現代の個人と家族が抱える
問題と、弱者を救える社会への道
筋を考える／杉山春（＝写真。ルポ
ライター）／無料／託児：8名（市
内在住者優先し超えた場合抽選、
10月8日までに要申込）／申·問  
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。

■�魅力が伝わる団体キャッチコ
ピーのつくり方

　10月21日（日）午
前10時〜午後0時30
分／武蔵野プレイス
スペースC／NPO
の広報に興味のある方／30名（申
込順）／キャッチコピーづくりを
通して団体の価値・魅力を見直し、
効果的な広報を学ぶ／林田全弘
（＝写真、小さなNPOを応援する
デザイナー）／1000円／申·問 E
メール（3頁の申込要領参照）、電
話または直接武蔵野プレイス市民
活動担当☎30-1903、gr-shikatu�
@musashino.or.jpへ。

■�知的障害者（児）ガイドヘルパー
　養成研修
　講義：11月10日・24日（土）／実
習：11月25日（日）〜12月22日
（土）の1日／市内で知的障害者
（児）のガイドヘルパーとして働け
る方／25名（超えた場合選考）／
2500円（テキスト代）、交通費実費
／東京都の修了証明書交付あり／
申·問 10月26日までに申請書（サ
ポートネットあすは、障害者福祉
課で配布）を郵送・ファクスまたは
直接サポートネットあすは☎36-
5151、FAX36-5161（〒180-0011
八幡町1-6-1）へ／問 障害者福祉
課☎60-1847

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

■�男性のための料理講習会
　「1人でも作れるメニュー」
　10月11日・18日・25日／各木曜
（全3回）／午前10時30分〜午後1
時30分／吉祥寺南町コミセン／
市内在住の60歳以上の男性／10
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）
／申·問 9月28日までに高齢者支
援課☎60-1846へ。
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総合体育館 ☎56-2200
FAX51-5493（要受信確認）
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 10/6、12/1・8・15、平成31年1/5・26、
2/2・9 大野田小 各

20名② 小学4～6年生
卓球 小学生 10/13、11/24、12/1・8、平成31年1/ 

12・26、2/9・23 井之頭小 各
30名バドミントン 小学3～6年生 10/6・13・20・27、12/1、平成31年1/ 26、2/2・9 第二小

■スポーツ教室　親子よちよち体操
　11月1日〜12月6日の毎週木曜（全6回）／午前10時〜11時／武蔵野プ
レイス／1人で歩行可能な1〜3歳未満と保護者／15組（超えた場合抽
選）／2400円／申·問 9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、子どもの氏名・生年月日、在勤・在園者は勤務先・園名も明
記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館へ。

ライフル射
撃・ビームラ
イフル

10/6
（土）

午前9時30分／神奈川県立伊勢原射撃
場／小学6年生以上／10名（超えた場合
抽選）／光線銃を使用するので安全／無
料／6・7級検定あり（検定料1000円）

申 9月30日（必着）までに
ハガキ（3頁の申込要領参
照し、競技名、年齢も明記）
で体育協会へ

ターゲット
バードゴルフ

10/6
（土）

午前9時／陸上競技場／18ホール・スト
ロークプレー／予備日：10月11日（木）
午前9時／10円

申 当日、直接会場へ

バス＆
ウオーク

10/21
（日）

午前8時三鷹駅北口出発／三浦半島（小
網代の森）／5kmウオークできる中学
生以上／80名（超えた場合抽選）／貸切
バス使用／10円

申 9月30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、性別も
明記）で体育協会へ

弓道 10/21
（日）

午前9時30分／総合体育館弓道場／中
学生以上の的前経験者および弓道連盟
会員／霞的（一般、三段以下、中・高校生
の部）、色的、八寸的／10円

申 10月4日までに直接体
育協会へ

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

■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 9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・学
年も明記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館へ。

■ユニバーサルスポーツ教室　アクアノルディック体験
　10月14日（日）午前9時50分〜10時50分／温水プール／15歳以上（中
学生を除く）の自力歩行ができる方／15名（超えた場合抽選）／アクア用
ノルディックポールを使って水中歩行を行います／500円／申·問 9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、性別、年齢、
生年月日、在勤・在学者は勤務先・学校名、障害がある方は障害名・等級・介
助者の有無［必要な方は同伴］も明記）または所定の申込用紙（総合体育館
で配布）で総合体育館へ。

■スポーツ教室　ジュニアインラインスケート
　10月27日〜12月8日の毎週土曜（11月3日・17日を除く全5回）／午前
10時〜11時30分／ストリートスポーツ広場／小学生／20名（超えた場
合抽選）／3500円／申·問 9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）または所定の申込用紙（総合体
育館で配布）で総合体育館へ。

■障害者スポーツ教室　ジュニア水泳
　10月21日〜11月25日の毎週日曜（全6回）／午前9時30分〜10時30分／
温水プール（吉祥寺北町5-11-33）／障害者手帳を持つ小学生と保護者（一
緒に参加）／10組（超えた場合抽選）／1000円／申·問 9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、年齢、障害名・等級、学
校名も明記）または所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館へ。

◎大平山～平尾山縦走
11月2日（金）午前8時三鷹駅北口出発・午後5時解散／雨天実施／山梨県南都留郡／貸切
バス使用（添乗員同行）／市内在住・在勤・在学の16歳以上の方／40名／最少催行13名／
富士山を望む縦走ハイキング。初級者向け／累積標高約469m、歩行約5.5km・3時間30
分／市山岳連盟／4700円／昼食を持参
◎親子野あそびクラブ～農業土いじり体験
11月4日（日）午前9時30分～正午／雨天延期／予備日11月23日（祝）午後1時～3時30分／
野菜塾さかい村（境2丁目）集合・解散／市内在住・在学・在園の年長児～小学生と保護者／40
名／最少催行13名／野菜の栽培の話、収穫体験など／武蔵野農業ふれあい村／1組2300円
【共通】定員を超えた場合抽選／申·問  9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・在園者は勤務先・学校名・園名・学年
も明記）または直接同センターへ。ホームページから申込可。電話申込不可。
＊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/

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 ◆

■介護者教室〜だんだん畑
　「老いじたく」
9月27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）／エンディ
ングノートについて／申·問 同
センター☎20-0847
■老いじたく講座
9月28日（金）午後1時30分〜3
時／福祉公社／20名（申込順）
／無料／申·問 同公社☎23-
1165
■�糖尿病講座〜知って得する糖
尿病との付き合い方
9月29日（土）午後2時〜3時30

分／境南コミセン／市内在住の
方／30名／糖尿病の食事につい
て／原純也（武蔵野赤十字病院
栄養課長）／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
■市民交響楽団吹奏楽定期演奏会
9月30日（日）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館大ホール
／富士山、さくらのうた、ミュー
ジカル特集ほか／無料／全席自
由／問  同楽団・太田☎080-
2244-0955
■江戸・TOKYO
　技とテクノの融合展2018
10月2日（火）午前10時〜午後5
時／東京国際フォーラムホール
Ｅ（千代田区丸の内）／285の中
小企業・団体による新技術・新商
品のブース展示。著名講師陣に
よる講演会など／無料／問 東京
信用保証協会ビジネスフェア実
行委員会事務局☎03-3272-
2070、http://www.cgc-tokyo.
or.jp
■なかまほいく2018秋
10月4日〜12月13日の毎週木

曜（11月8日を除く全10回）／午
前10時15分〜午後0時15分／
武蔵野プレイス／0〜3歳と保護
者／12組（申込順）／子どもの預
け合いをプラスしたサークル活
動／800円（1回）／申 Eメール
（「なかまほいく＠武蔵野プレイ
ス参加希望」も明記）で新座子育
てネットワークoffice@ccn01.
mygbiz.comへ。申し込みサイ
トを返信します／問 同ネット
ワーク☎048-482-5732
■成蹊大学後期公開講座
10月6日・13日・20日、11月10日
／各土曜（全4回）／午前10時30
分〜午後0時10分／同大学6号
館401教室（吉祥寺北町3-3-1）
／300名（先着順）／「失われた
日本を求めて－白洲正子の世
界」挾本佳代（同大学教授）ほか
／無料／申 当日、直接会場へ／
問 同大学庶務運営課☎37-3535
■ 成蹊大学公開シンポジウム「ポスト冷
戦と平成デモクラシーの日本政治」

10月6日（土）午後2時〜5時（開場
1時）／同大学6号館501教室／
四半世紀を振り返り今後の日本
政治の行方を考える／清水真人

（日本経済新聞編集委員）ほか／
無料／詳細は https：//www.
seikei.ac.jp/university/caps/
／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
■ 糖尿病教室「外食の仕方・お弁当
の選び方、糖尿病と向き合う」

10月6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／藤田進彦（吉
祥寺藤田クリニック院長）ほか
／申 当日、直接会場へ／問 武蔵
野赤十字病院医療社会事業課☎
32‐3111
■認知症予防研修
①基調講演：10月6日（土）午後1
時30分〜4時30分。武蔵野プレ
イスフォーラム。100名（先着
順）。第1部「脳の年齢チェック」、
第2部認知症の本人・家族・知人
などの交流場所「Dカフェ」につ
いて。無料②脳の健康教室：10月
10日〜12月19日の毎週水曜（全
10回）、午前10時〜正午。市民会
館。20名（申込順）。1000円（資料
代）／申 ①当日、直接会場へ②武
蔵野すこやか／【共通】問 武蔵野

すこやか☎53-5436
■日本獣医生命科学大学
　後期総合文化講座
10月12日・26日、11月9日・30日
／各金曜（全４回）／午後５時〜
６時30分／同大学第一校舎E棟
111講義室（境南町1-7-1）／
100名（先着順）／獣医保健看護
学における消化管研究とその実
際／藤澤正彦（同大学講師）ほか
／無料／申 当日、直接会場へ／
問 同大地域社会生涯学習委員会
☎31-4151
■国際交流協会（MIA）
①国際交流まつり当日ボラン
ティア説明会：10月13日（土）午
前10時〜11時30分。10名。11月
3日（祝）開催の同まつり運営の
ボランティア活動の説明・登録
②世界を知ろうネパール編：10
月6日（土）午前10時〜正午。30
名（申込順）。ネパールの歴史、文
化、日本での生活など。リザル・
スマーン（ネパール出身）／【共
通】同協会会議室／無料／
申·問 2日前までに同協会☎36-
4511 へ。https：//mia.gr.jp/ か
ら申込可。

スポーツ関連のお知らせ
○武蔵野陸上競技場改修工事による使用中止
　観るスポーツ、体験するスポーツの推進に向けて、10月下旬〜平成31年3月下旬ま
で第三種公認検定のための工事・スコアボード設置工事などを行います。期間中はト
ラック、フィールドともに全面使用ができません。ご不便をおかけしますがご協力を
お願いいたします／問 総合体育館☎56-2200、生涯学習スポーツ課☎60-1903
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（10月）
　月〜金曜（1・8・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。
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9月のお知らせ
■�選挙人名簿登録者数（9月定時登録）
　9月3日現在の登録者数は、男5万
8286人、女6万5062人、計12万3348
人です。また、在外選挙人名簿の登録者
数は、男225人、女228人、計453人です
／問 選挙管理委員会事務局☎60-
1893
■�商工会館／1月分申込
　市民会議室、会議所会議室：10月2日

（火）午前9時30分までに申込書提出
（午前9時開場）／商工会館5階会議室。
その後6階事務室で随時／問 商工会議
所☎22-3631
■�国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料納期のお知らせ
　第3期の納期限は10月1日（月）です。
納期内納付にご協力ください／問 保
険課☎60-1836

■小学校給食体験講座
　①10月18日（木）②11月9日（金）（①②同内容）／午前10時30分〜午後
0時45分／北町調理場（吉祥寺北町4-11-30）／3〜5歳児（平成24年4月
〜27年3月生まれ）の保護者／各回25名（市内在住者優先し超えた場合
抽選）／小学校給食調理場の見学、調理実演・試食など／子ども同伴希望
は要問い合わせ（託児なし）／300円／申·問 10月1日まで
に往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、参加希望日、あれば
第2希望、対象児の年齢も明記）で〒180-8777子ども政策課
☎60-1851へ。市ホームページから申込可。

■平成31年度私立幼稚園など園児募集
　3年保育（3歳児）：平成27年4月2日〜28年4月1日生。2年保育（4歳児）：
26年4月2日〜27年4月1日生。境こども園は2年保育のみ／願書配布開始
10月15日（月）／願書受付開始：11月1日（木）／説明会などに参加希望の
場合、不要と記載のあるもの以外は事前に各園に予約などが必要です／
問 子ども育成課☎60-1854

＊詳細は各園に直接お問い合わせください。
幼稚園名 所在地 ☎ 説明会・見学会など 申

樫の実 吉祥寺東町
4-7-2 22-0788

説明会：①9月22日（土）②10月13日（土）、
午後1時30分～2時30分 園

見学：10月15日（月）～31日（水）、平日午前
10時～午後5時＊遠足日の19日（金）（雨天
時22日［月］）除く

不要

武蔵野
相愛

吉祥寺南町
2-31-4 43-5260

説明会：9月28日（金）午後3時～4時
託児あり／室内履きを持参／詳細はホー
ムページ

不要

見学会：説明会参加者で見学希望者は10
月に保育見学可 説明会にて

すみれ 吉祥寺本町
2-32-10 22-2701

説明会：9月26日(水)午後2時／上履きを
持参　 不要

見学：随時　午前10時～10時45分 ☎
武蔵野
中央

吉祥寺北町
4-5-13

52-1136
説明会・見学会は、7、8月に終了しており
ますので、個別にお電話にてお問い合わせ
ください武蔵野

中央第二
吉祥寺北町
4-4-34

けやき 西久保
1-49-4 52-2186 説明会：9月15日（土）午後1時～2時、10月1日（月）午前10時～11時 ☎

聖泉 西久保
3-13-5 53-3374

説明会：10月15日（月）午前10時～11時
／上履きを持参　
見学会：10月15日（月）午前11時～11時
30分／上履きを持参

☎

みやま 緑町
1-6-22 51-6029

説明会：随時電話、メールで質問可

見学会：10月24日（水）午前11時30分「在
園児とふれあいの会」終了後

☎
10/15～22
申込順

武蔵野
東第一

関前
3-29-8 51-3640 説明会：10月13日（土）／武蔵野東第二幼

稚園　
詳細は園ホームページ

不要

武蔵野
東第二

関前
3-37-10 53-4367 不要

栄光乃園 境1-11-6 54-1200
園児募集（3年保育のみ）：若干名
説明会：10月17日（水）午後2時
見学会：10月18日（木）・19日（金）、午前10時
詳細は園ホームページ

園

聖徳 境南町
2-11-8 31-3839

見学会・説明会：10月15日（月）午前10時
～11時30分／2歳以上の未就園児と保護
者／60名／上履きを持参

園

境こども
園 境4-11-6 53-2312 説明会・見学会：9月20日（木）、10月3日（水）・15日（月）、午前9時30分 ☎

■はぜ・海の五目釣り
10月7日（日）午前5時45分市役
所北玄関前、6時三鷹駅北口、6時
10分吉祥寺駅南口集合〜午後5
時解散／千葉県木更津港周辺／
貸切バス使用／市内在住・在勤・
在学で16歳以上の方／40名（申
込順）／2500円／申 9月22日〜
25日に直接体育協会へ／問 釣
魚連合会・大谷☎44-6885
■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：10
月10日（水）・11日（木）、午後1時
30分〜3時30分。2000円②ワー
ド 入 門：10 月 17 日（水）・18 日
（木）、午後1時30分〜3時30分。
2000円③エクセル入門：10月24
日（水）・25日（木）、午後1時30分
〜3時30分。2000円④インター
ネット入門：10月12日（金）午後1
時30分〜3時30分。1000円⑤
ワード活用：10月19日・26日
（金）、午後1時30分〜3時30分。
2000円⑥エクセル活用：10月19
日・26日（金）、午前10時〜正午。
2000円⑦お好みコース「iTunes

で音楽を操作する」：10月24日
（水）午前10時〜正午。1000円⑧
パソコン個別指導：10月11日・18
日・25日（木）、午前10時〜正午。
10月15日（月）午後1時30分〜3
時30分。各1600円【共通】同セン
ター講習室。各5名、⑧のみ各3名
（申込順）。費用はテキスト・教材
費ほか。9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〜中学3
年生。1科目週1回。小学生：国語、
算数、英語、1科目3500円。中学
生：国語、数学、英語、1科目4500
円。入会金2000円。定員あり／
申·問 同センター☎55-1231
■就業支援セミナー
①若者と企業の交流会：10月23日
（火）。29歳以下（学生可）②プラス
ワンセミナー：10月27日（土）③女
性再就職サポートプログラム医
療事務コース：11月14日（水）〜30
日（金）、12月18日（火）。女性／【共

通】東京しごとセンター多摩（国分
寺市南町3-22-10）／予約制／②
③託児あり（要問い合わせ）③選
考あり／詳細はhttp：//www.
tokyoshigoto.jp/tama/ を 参照
／申·問 同センター①☎042-
329-4510②③☎042-329-4524

◆ スポーツ ◆
■ソシアルダンス教室
◎中級教室（タンゴ）：10月5日〜
12月21日の金曜（11月2日・16
日・23日、12月7日除く全8回）。午
後6時55分〜8時40分。5000円
◎初級教室：10月2日〜12月4日
の毎週火曜（全10回）。午後6時55
分〜8時30分。4000円／【共通】
総合体育館／申·問 9月25日まで
にハガキまたは所定の申込用紙
（同館で配布）を同館または電話・
Eメールでソシアルダンス連合
会・島森☎080-6555-2144、t-shi 
ma2000@nifty.comへ。
■むさしのまち歩きツアー
10月14日（日）午前9時50分JR
武蔵境駅改札前集合／30名（申
込順）／ぐるっと散策武蔵境
コース徒歩約4km、2時間／500

円／申·問観光機構☎23-5900
■�5市共同事業子ども体験塾キッ
ズスポーツチャレンジfor2020

11月3日（祝）：三鷹市SUBARU
総合スポーツセンター（三鷹市新
川6-37-1）、17日（土）：小金井市
総合体育館（小金井市関野町
1-13-1）／①オリンピアン・パラ
リンピアンによるスポーツ教室
…3日：朝原宣治・吉田信一、17日：
前園真聖、畠山愛理／②世界記録
への挑戦（17日のみ）／【共通】武
蔵野・小金井・三鷹・国分寺・国立
市に在住・在学の①小・中学生②
小学生〜大人。そのほか当日参加
可能プログラムあり。無料。詳細
は同事務局ホームページ参照／
申 10月5日（必着）までにハガキ
でキッズスポーツチャレンジ事
務局（〒102-0083東京都千代田区
麹町1-8-2階）へ。同事務局ホーム
ページ http：//www.jfn.co.jp/
challenge/から申込可／問 同事
務局☎03-3221-0244
■大人からの初心者水泳教室
平成31年1月11日〜3月22日の
金曜（1月25日、2月15日、3月15
日除く全8回）／午前11時〜午

後0時30分／温水プール／市内
在住・在勤で18歳以上の方／20
名（超えた場合抽選）／3920円
／申 9月30日（必着）までに往復
ハガキ（性別、生年月日も明記）
で体育協会へ／問 水泳連盟・佐
藤☎080-8479-1573

◆ お知らせ ◆
■街頭不動産相談
9月20日（木）午前10時30分〜
午後4時30分／コピス吉祥寺ふ
れあいデッキこもれび（吉祥寺
本町1-8-16）／不動産の売買・賃
貸借・相続・税務・建築など／弁
護士、税理士、一級建築士ほか／
無料／申 当日、直接会場へ／
問 東京都宅地建物取引業協会武
蔵野中央支部☎26-5891
■�弁護士・税理士・行政書士・建
築士による相談会
10月1日（月）午前10時〜午後4
時／コピス吉祥寺ふれあいデッ
キこもれび／不動産契約・相続・
建築リフォームトラブル、税務
相談など／無料／申 当日、直接
会場へ／問 全日本不動産協会東
京都本部多摩東支部☎70-6711

■�無認可幼児施設の保護者への補助金（平成30年度前期分）
　平成30年4月1日以降、市に住民登録のある満3〜5歳の幼児（24年4月
2日〜27年4月1日生および27年4月2日〜28年4月1日生のうち3歳に達
した者）を無認可幼児施設（基準あり）に通わせ、在籍費用を納めている保
護者（幼稚園・保育園の在園者は対象外）／保育料補助金：月額5000円。入
園料補助金：3万円／保育料補助金・前期分（4月〜9月分）を入園料補助金
と合わせて10月26日（金）に交付／申 9月25日までに申請書（通園する施
設で配布）を各施設に提出／問 子ども育成課☎60-1854

■10月は◯乳・◯子医療証の切り替え月です
　現在お使いの薄オレンジ色の◯乳乳幼児医療費助成・◯子義務教育就学児
医療費助成の医療証の有効期限は9月30日です。引き続き対象になる方
には10月1日から有効の新医療証（若草色）を9月14日に郵送（転送不要）
します。切り替えに伴う手続きが必要な方へは個別に連絡しています／
市内在住で中学生以下（所得制限なし）を対象に保険診療にかかる自己負
担分（食事療養標準負担額除く）を全額助成します／透明カバーが必要な
方には子ども家庭支援センター、各市政センターで配布します／現医療
証（薄オレンジ色）は10月1日以降に子ども家庭支援センターまたは各市
政センターに返却してください／◯乳・◯子医療証をお持ちでない方または
医療証が届かない場合はお問い合わせください。＊生活保護を受給して
いる場合は医療扶助が優先のため医療証は使えません。必ずご連絡くだ
さい／問 子ども家庭支援センター☎60-1852
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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●マミー吉祥寺東…吉祥寺東町3-1-2☎27-5541●うぃず吉祥寺第一…吉祥寺本町2-35-12☎27-1565●うぃず吉祥寺第二…吉祥寺本町
2-23-4☎27-5468●ひまわり…境4-7-12☎56-8732●境南すみれ…境南町1-21-6☎30-9581　【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
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施設

子
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子 ど も 講師の方などの敬称略

日程 コース 時間 会場 対象／定員

10月13日（土）
＊荒天時、14日
（日）に実施

A 午前10時～11時30分
境南ふれあい広場公園
（境南町2-3）

市内在住・在学の
小学1～6年生（保
護者同伴）／各10
名（超えた場合抽
選）

B 午後0時30分～2時

C 午後2時30分～4時

保育園 申 9月18日から各保育園へ（月～金曜午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

プレママのひろば・
あかちゃんのひろば

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

会場 日程 時間 プレママ 申 あかちゃん 申
境保育園 9/21(金）午前10時～11時 ◎ ◎

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

北町 見学会
9/21（金）

予約時にお伝えします 5組
10/5（金）

南 誕生会 9/25（火）午後4時～4時30分 就学前の子と親

東
誕生会

9/26（水）

午前9時45分～10時（終
了後園庭あそびをどうぞ）0歳児～

一緒に遊ぼう1歳2
歳 午前10時～11時 平成27年4月～

29年3月生

吉祥寺 1歳のひろば 9/27（木）午前10時～11時 1歳児～1歳11
カ月児

ふじの実 運動会 10/6（土）
午前9時～午後2時（詳細
時間は予約時にお伝えし
ます）

未就学児

ニチイキッズ
武蔵野やはた 離乳食講座（中期） 9/27（木）午前10時～11時 0歳児～2歳児

桜堤 誕生会 9/25（火）
午前9時45分～10時15
分（終了後園庭あそびをど
うぞ）

0歳～就学前児
の親子

境南
誕生会 9/27（木）午前9時45分

0歳児～
ほっとタイム 9/28（金）午後1時15分～2時15分

境
誕生会 9/27（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（給食
を食べましょう） 9/28（金）午前10時～11時45分給食費350円

2歳児（27年4月
～28年3月生）

境南すみれ 誕生会 9/28（金）午後3時15分～3時45分 0歳児～

幼稚園・連絡先・事業 日程・対象 申
武蔵野相愛
吉祥寺南町2-31-4 
☎43-5260

たまごの会
(親子クラス）

10月3日・10日・17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

☎

すみれ
吉祥寺本町2-32-10
☎22-2701

運動会
10月20日（土）午前10時／総合体育
館サブアリーナ／2歳以上未就園児と
保護者／50組／上履きを持参

不要

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

ミニ見に
シアター

10月24日（水）午後1時～2時／2・3歳
児と保護者／20組／1人100円

☎
9月18日～

園庭開放
10月4日・11日・25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

秋にあそぼう
10月10日（水）午後1時～2時30分／
2・3歳児と保護者／30組／上履きを
持参（雨天時）

☎
9月18日～

聖泉
西久保3-13-5
☎53-3374

園庭開放 10月24日（水）午後2時～3時／未就
園児と保護者／20組 不要

みやま
緑町1-6-22
☎51-6029

在園児と
ふれあいの会

10月24日（水）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）／親子とも上履き・飲み物を持参

☎
10月15日～
22日

聖徳
境南町2-11-8
☎31-3839

園説明会
10月15日（月）午前10時～11時30分
／2歳以上未就園児と保護者／60名
／上履きを持参

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

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（土）午前9時（はらっぱは16日
［日］午前9時）電話または直接各施設へ＊ぐるりんは火～土曜午前10時～午後4時＊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／10月10日（水）・
20日（土）・30日（火）／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／10月10日
(水)・30日（火）／午前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば

吉祥寺：色々なおもちゃで遊ぼう／10月11日（木）午前10
時30分～11時15分／1歳と親

不
要�

はらっぱ：身体を使って遊ぼう／10月1日（月）・11日（木）
／午前10時30分～11時15分／1歳と親

不
要�

1歳ひろば
～お父さんとあ・そ・ぼ

はらっぱ：10月21日（日）午前10時30分～11時15分／1歳
と父親／15組 ◎

2歳3歳ひろば

吉祥寺：お父さんとクッキング～かぼちゃもち／10月13日
（土）午前10時～11時／2～3歳児と父親／15組／エプロ
ン・三角巾・皿・フォーク・飲み物を持参

◎

はらっぱ：みんなで運動会／10月23日（火）／①午前10時
～10時45分②午前11時～11時45分（①②同内容）／2～3
歳児と親／各15組／動きやすい服装で

◎�

先輩ママと語ろう！ 吉祥寺：祖父母とのつき合い方／10月12日（金）午前10時
～11時30分／0～3歳児の親／15名 ◎�

0歳からのコンサート
～フルート＆チェロ＆
ピアノ

はらっぱ：10月15日（月）午前11時～11時40分／0～3歳児
と家族、地域の方／Baby&Mama ART（東京藝術大学生）

不
要

手作りおもちゃの会

ぐるりん：トリックオアトリート！パクパクスティックを
つくろう／10月9日（火）～13日（土）／午前10時30分～午
後3時30分（受付）／牛乳パックとストローを使って、口が
パクパク動くおもちゃ作り／牛乳パック2本（切り開かずに
お持ちください）を持参

不
要

coco（0歳）コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／10月2日・16日
（火）／午前10時～10時45分（9時50分集合）／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：季節の飾りを作ろう／10月17日・24日（水）（両
日同内容）／午前10時～10時45分／1歳と親／各10組 ◎

nico（2歳）コース いこっと：こども園の2歳児と遊ぼう／10月26日（金)午前
10時～10時45分／2・3歳と親／10組 ◎

■子ども体験講座「大昔の暮らし体験.食」
　10月27日（土）午前10時～午後1時30分／鎌田公園
（吉祥寺南町1-22）（雨天時、市民会館料理室）／市内在
住・在学の小学3～中学3年生（小学生は保護者同伴）／
12名（超えた場合抽選）／縄文時代の生活の解説や縄文
鍋などの体験、食材に木の実、イモ類、はちみつなどを使
用／林徹（=写真、国際基督教大学講師）／申·問10月10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、保護者氏名も明記）または返信用ハガキを持って直
接ふるさと歴史館☎53-1811へ。専用フォームからの申
込可。

■境こども園3歳児向け事業「りんご組」平成31年度入会者募集
　受付：10月22日（月）午前9時30分～10時／平成27年
4月2日～28年4月1日生の市内在住の未就園児と保護者
／20名程度（超えた場合抽選）／親子で集団遊びや園児
との交流に参加（月2～3日）。入会者は32（2020）年度境
こども園1号認定子ども枠へ優先的に入園可／申申込書（9月20日［木］か
ら境こども園で配布）を持って直接境こども園へ。◎見学会・説明会：9月
20日（木）午前9時30分／要予約／申·問 境こども園☎53-2312

■ツリークライミングで木登り体験
　専用のロープ、サドル（安全帯）を使って木に登
り、自然との一体感を味わう体験活動／無料／汚
れてもよい長そで・長ズボン・運動靴で／申·問 9
月25日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領
参照し、希望するコース、学校名・学年、保護者氏
名［ふりがな］も明記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1864へ。

専用フォーム
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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

イベ ン ト 文中の敬称略

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

「結城座…親子公演」 9月18日(火)

「松露の『茶の湯』」「ダンテ弦楽四重奏団」「ベニー・グリーン」「青木尚佳＆
ウェン・シン・ヤン」「ザ・イースト・ポインターズ」「エル＝バシャ」「結城座…
一般公演」

9月21日(金)

＊…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の取り扱い。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。

松露の「茶の湯」
　11月25日（日）午前10時＊、11時、午後1時30分、2時30分／松露庵／
席主：森山宗勝（裏千家）／席料700円／＊初めての方が主な対象

ダンテ弦楽四重奏団
　11月26日
（月）午後7
時開演／市
民文化会館
小ホール／ベートーべン：弦楽四
重奏曲第9番「ラズモフスキー」、
ショスタコービッチ：弦楽四重奏
曲第3番／全席指定2000円、◯友  

1800円

ザ・イースト・ポインターズ
カナディアン・ケルト・バンド
　12月6日（木）午
後7時開演／スイン
グホール／ティム・
チェイソン（フィド
ル、ボーカル）、コーディ・チェイソ
ン（バンジョー）、ジェイク・シャロ
ン（ギター）／プリンス・エドワー
ド島のケルト音楽バンド／全席指
定3000円、◯友  2700円、25歳以下
1000円（要証明・枚数限定・友の会
割引なし）
エル＝バシャ
60歳記念2夜連続ピアノ・リサイタル
　12月13日（木）・
14日（金）／午後7
時開演／市民文
化会館小ホール
／バッハ：平均律クラヴィア曲集
より、ショパン：24の前奏曲、ラフ
マニノフ：24の前奏曲／全席指定
2日券4000円、◯友  3600円、1日券
2500円、◯友  2000円

結城座 宮沢賢治の写し絵劇場「注文の多い料理店」
◎親子公演：平成31年1月12日（土）午後2時開演／
芸能劇場／全席指定4歳〜高校生500円・保護者
1500円（友の会割引なし）
◎一般公演：1月13日（日）・14日（祝）／午後2時開演
／芸能劇場／全席指定3200円、◯友  2800円

ベニー・グリーン
ジャズ・ピアノ・トリオ
　11月29日（木）
午後7時開演／
スイングホール
／ベニー・グリーン（ピアノ）、ピー
ター・ワシントン（ベース）、ルイ
ス・ナッシュ（ドラムス）、ゲスト：井
上智（ギター）／全席指定5000円、
◯友  4000円、25歳以下1000円（要証
明・枚数限定・友の会割引なし）
青木尚佳＆ウェン・シン・ヤン
デュオ・リサイタル
　12月 4日
（火）午後7
時開演／市
民文化会館
小ホール／

「どうぞのいす」作：香山美子 絵：柿本
幸造 ひさかたチャイルド1981年

吉祥寺美術館 柿本幸造展関連イベント
　10月7日（日）午後2時〜2時40分／同館音楽
室／70名／大型絵本「どうぞのいす」の読み聞
かせと「どんくまさん」の人形操演／チェル
シー舞花（モデル）・山田はるか（人形操演）／
要入館券／申 9月22日午前10時より電話で吉
祥寺美術館へ。1回2名まで申込可／問 吉祥寺
美術館

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10月・11月 10/1（月）午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2019年4月 10/1（月）午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2019年5月・6月 11/1（木）午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2019年4月

10/3（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 10/5（金）午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 10/11（木）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 10/1（月）午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2019年5月・6月 11/1（木）午後2時 会議室

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
上演

5日以上使用 劇場 2020年2月・3月 10/1（月）
～10（水） 午前9時

中2階
事務室

5日未満使用 劇場 2019年10月・11月
★ 10/1（月）午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2019年4月★ 10/1（月）午前11時
舞台芸術以外で使用 2019年1月★ 10/1（月）午後2時

★は優先分（自主事業・貸館）のためけいこ場のみ受け付け。
＊…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。

■むさしの自然観察園
　クッシー探検隊〜子ども自然発見
　10月7日
（日）午前10
時〜正午／
4歳〜小学3
年生／15名
（申込順、小学2年生以下は保護者
同伴）／名物講師のクッシーが案
内する自然探検／雨天時は屋内で
別プログラムを予定（身近な果物
バナナについて楽しく学ぶ）／主
催：武蔵野市／申·問 むさしの自
然観察園☎55-7109（吉祥寺北町
3-12、午前10時〜午後5時）

■ 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」（第3回）

　9月30日（日）午後1時30分・2時
30分の口演（各回3話ずつ）／同
館市民スペース／武蔵野にまつ
わる昔話の紙芝居口演。特集展示
「新指定の文化財」に関連した杵築
大社や昔の教育、また10月からの

■ 友好都市・遠野市への市民ツアー
　つながりに感謝 遠野＆陸前高田の旅
　11月23日（祝）午前6時45分
東京駅集合〜25日（日）午後6時
30分同駅解散／岩手県遠野市／
JR、貸切バス使用／宿泊：あえり
あ遠野（男女別相部屋）／市内在
住・在勤・在学の方／20名（初参
加者優先し超えた場合抽選）／市
立博物館、遠野ふるさと村、伝承
園、カッパ淵など／3万6000円／
申·問  10月1日（必着）までにハガ
キ・ファクス・Eメール（3頁の申込
要領参照し、性別、年齢、複数参加
は続柄、在勤・在学者は勤務先・学
校名も明記）または電話で〒180-
8777 交 流 事 業 課 ☎ 60-1806、
FAX51‐9408、sec-koryu@city.
musashino.lg.jpへ。

「中島飛行機関係資料展示」に合わ
せ、中島飛行機関係のお話を予定
／無料／問 ふるさと歴史館☎53-
1811

官 公 署 だ よ り
■東京都都市計画審議会
　11月20日（火）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 10月30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東
京 都 都 市 整 備 局 都 市 計 画 課 ☎ 03-
5388-3225へ。
■LED電球への交換制度が変わりました
　今まで電球2個との交換であったも
のが電球1個との交換になります／都
内の参加協力店で、白熱電球または電
球型蛍光灯1個とLED電球1個を交換
／切れている電球でも交換可能／18歳
以上の都民／1人1個1回限り／以前の
制度で交換した方も交換可／運転免許

証や健康保険証など本人確認書類が必
要／電球交換と同時に省エネアドバイ
スを実施／問 交換できる家電店の一覧
や交換手順などの詳細は、クール・ネッ
ト東京のホームページまたはコールセ
ンター☎0570-066-700へ。
〇市内の参加協力店

店名 住所 営業時間
電話番号

有限会社やまと
家庭電器DO-
やまと21

緑町1-5-14
午前9時30分
～午後8時（木
曜定休）
☎52-3283

ヨドバシカメラ
マルチメディア
吉祥寺店

吉祥寺本町
1-19-1

午前9時30分
～午後10時
☎29-1010

ヤマダ電機
LABI吉祥寺

吉祥寺南町
2-3-13

午前10時～午
後10時
☎70-3851

コダーイ：バイオリンとチェロの
ための二重奏曲、オネゲル：バイオ
リンとチェロのソナチネ／全席指
定2000円、◯友  1800円
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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

　

開催日 審議内容 審議結果

第1回
4月20日

1．�個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う対応および武蔵野市個人
情報保護条例の一部改正について 承認

報告事項 保有個人情報取扱事務届出書について

第2回
8月7日

1．自動音声電話催告システム導入における個人情報の取り扱いについて 承認
2．�ファミリー・サポート・センター事業実施に係る個人情報の収集および
電算処理について 承認

3.①�母子および父子福祉資金償還金ならびに女性福祉資金償還金のデータ
伝送方式による口座振替実施について

　②育成料および延長育成料の口座振替データ伝送方式導入について
承認

第3回
9月25日

1.�被災者生活再建支援システムの導入について 承認
2．市立小中学校　ドリル型デジタル教材の導入について� 承認

第4回
30年
1月29日

1．市立保育園の登降園管理事務における個人情報の電算処理について 承認
2．介護予防支援給付業務に係る東京都国民健康保険団体連合会へのデー
タ伝送について 承認

実施機関 件数
請求内容 決定内容 審査

請求開示 訂正 消去 停止 認める 一部
認める 認めない 不存在

市長部局 71 71 0 0 0 37 14 1 19 0
教育委員会 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
その他 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
計 74 74 0 0 0 37 16 2 19 0
＊29年度は特定個人情報の開示等請求はありませんでした。

市民の個人情報を保護し
適正な管理と運用を行っています

個人情報保護制度

　市は、市民の皆さんから預かった個人情報を用いて、市民生活に密着したさまざまな業務を行っています。個人情報保護制度は、市個人
情報保護条例で規定されています。この条例では、市が個人情報を取り扱う際のルールやチェック体制について定めるとともに、市が保
有している個人情報について、本人が開示請求などをする権利を保障しています。また、マイナンバー制度によるマイナンバー（個人番
号）やマイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）については、より厳しい措置を講じ、取り扱っています。

◦「個人情報」とは
　�　個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報のことです。
　�　具体例としては、住民基本台帳、戸籍、税、国民健康保険、介護保険、市立学校の
児童生徒の成績などの情報のほか、国民健康保険や介護保険の被保険者証の記
号・番号も、個人識別符号として、記号・番号のみで個人情報となります。個人情
報の中でも、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪などの情報は要配慮個人情報と
なり、収集に制限がかかります。

◦個人情報取扱事務届出書の公開
　�　新たな業務を始めるときに、個人情報や特定個人情報を取り扱う場合には、収集
の目的、対象者の範囲、記録する項目などを記載した届出書を作成します。この届出
書は、市政資料コーナー（市役所西棟7階）で公開しています。市では平成30年4月1
日現在、660の事務で個人情報を、38の事務で特定個人情報を取り扱っています。
◦個人情報の取り扱いについてのルール

◦原則として本人から直接収集します
◦�収集目的を明らかにし、必要かつ最小限の範囲で適法かつ公正な方法で収
集します
◦�要配慮個人情報は原則として収集しません

　個人情報の取り扱いが適正に行われているか第三者の視点でチェックするた
め、「個人情報保護審議会」と「外部団体による監査」の制度を設けています。
　また、庁内に設置した個人情報取扱事務関係課調整会により、個人情報を取り扱
う事務についてセルフチェックを実施するなど全庁的な取り組みを行っています。
◦個人情報保護審議会
　�　個人情報を保護し公正な運用を図るため、弁護士、大学教授、医師など学識経
験者5名、市民委員3名で構成する個人情報保護審議会を設置しています。審議
会では、市長の諮問に応じ個人情報の取り扱いについて審議し、市長に答申を行
います。
◦電子計算システムの外部監査
　�　電子計算システムで保有している個人情報のセキュリティ対策を客観的に検
証するため、外部団体による監査を受けています。平成29年度は、住民情報系シ
ステム（e-SUITE）について外部監査を行いました。監査の結果、運用面、セキュ
リティ状態はおおむね適切である旨の報告がされました。監査の中で確認され
た脆弱性については年度内に対応するよう進めています。

　市が保有している市民の皆さんの個人情報については、
本人が開示請求をすることができます。また、場合により訂
正や消去、利用の停止などを求めることもできます。
◦請求から決定まで
　�　開示などの請求は本人のみができます。市が保有し
ている自己情報（自分の個人情報）について開示などを
希望するときは、市民活動推進課（市役所西棟7階）で請
求を受け付けています。本人確認が必要なため、免許証、パスポート、マイナン
バーカードなどをご持参ください。印鑑は不要です。
　　本人に対しても開示できない、以下などの情報もあります。
　　①請求者以外の個人情報が含まれる情報
　　②法令や条例で開示できないとされている情報
　　③市が行う事務の適正な遂行に著しい支障が生じるおそれのある情報

◦正確かつ最新の状態で管理します
◦漏えい、改ざんなどの事故を防止します
◦必要がなくなった際には、速やかに廃棄します
◦�収集の目的を越えて市内部で利用することや、市外部への提供は、原則と
して行いません
◦�個人情報を取り扱う業務を外部事業者に委託するときは、その事業者が個
人情報を保護するために必要な措置を講ずることを条件にします

◦特定個人情報の規制について
　�　マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）については、通
常の個人情報よりも厳しい規制が設けられています。
◦�法令や条例で定められている場合を除いて、収集、保管することは禁止されています。
◦�マイナンバーの利用範囲は法令や条例で限定されており、人の生命、身体もしく
は財産の保護のために必要がある場合を除いて、異なる目的で利用することは
禁止されています。
◦�法令や条例で定められている場合を除いて、外部に提供することは禁止されて
います。
◦�不正な目的でのマイナンバーの取得や特定個人情報の漏えいなどの違法行為に
対して、市個人情報保護条例よりも重い罰則が定められています。

◦個人情報取扱事務関係課調整会
　�　市では、個人情報漏えいなどの事故防止のため、関係課による調整会を設け、
全庁的な取り組みを実施しています。
　�　29年度は、①個人情報を取り扱う事務についてのセルフチェック②リスクマ
ネジメント強化月間を実施しました。
◦平成29年度個人情報保護審議会の開催状況

　�　開示などの請求があると、実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査
委員、議会など）が請求について取り扱いを決定し、本人に開示などを行います。
その決定に不服があるときは、情報公開・個人情報保護審査会へ審査請求をする
ことができます。

◦平成29年度自己情報の開示などの請求

◦開示など請求された自己情報の例
　�　29年度は、住民票の写しや全部事項証明などの交付にかかる「住民票写し等
請求書」「戸籍に関する証明書の請求書」、介護保険の「認定調査書」「主治医意見
書」などについて請求があり開示を行いました。
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個人情報の取り扱いのチェックと取り組み

自分の個人情報を確認したいときは

市が保有する個人情報と取り扱いのルール1

2

3
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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。
　�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 ☎

16日（日）
○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町4-7-9 22-8937
○武蔵野はなケアクリニック 内科 八幡町3-1-25 52-6600
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

17日（祝）
○古谷クリニック 内科・小児科 緑町1-6-27 55-7778
○吉祥寺駅前クリニック 内科 吉祥寺南町2-2-5 72-3088
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

23日（祝）
○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町1-23-3 22-5755
○むさしの共立診療所 内科 西久保2-17-11 52-2512
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

24日
（振休）

○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
○第一臼田医院 内科 西久保1-18-16 54-1032
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

30日（日）
○武居小児科医院 小児科 境南町2-8-17-2階 32-4152
○石澤敦クリニック 内科 吉祥寺本町1-21-2 20-0755
◎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
9月16日（日）午前0時から午後4時まで、電子カルテシステムメンテナンスのため、
診察に時間を要することが予想されます。詳細は、同病院ホームページをご確認ください。

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
16日（日）花井デンタルクリニック 西久保3-2-1�アルベルゴ武蔵野103 ☎55-7279
17日（祝）林歯科医院 中町1-13-1�駅前田辺ビル5階 ☎54-3011
23日（祝）グリーンパレス歯科医院　 境2-13-7�グリーンパレス1階　 ☎52-0181
24日（振休）日高歯科医院 吉祥寺本町1-9-8�ナカヤビル3階 ☎21-4118
30日（日）兵頭歯科医院　 境1-14-8　 ☎53-7268

休日の医療機関� 9/15（土）～30（日）

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

東京版救急受診ガイド

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

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

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

健　康

　9月に入っても、気温が高い日がありますので、引き
続き熱中症に注意しましょう。
　夜間と日中の気温差が大きくなると、体調を崩しやす
くなります。日ごろから十分な睡眠をとり、栄養バラン
スの良い食事を心がけるなど、健康管理をしっかりして
おきましょう。

引き続き熱中症に気をつけましょう

母子保健

健康づくり事業団
◎人間ドック（定期的な健康管理のチェックを）
実施日：火・木曜／午前中に検査、午後に医師による結果説明。健康相談可／オ
プション検査（別途料金）：胸部CT、乳房X線、頚動脈超音波、腫瘍マーカー、甲
状腺ホルモン検査など／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
◎けんこう★からだづくり�食育出前型教室
①チャレンジキッズ教室：保護者はスポーツ栄養の講座、子どもは元気キッズ体操②親子
食育ウオーキング教室：畑を通るウオーキングと買い物ゲームと買ったおやつで食育講座
③食べ力のびのび教室：食事バランスガイドについて学ぶ講座とアイスクリームづくりな
どの体験
【共通】①〜③のうち1つを出前で実施／市内在住・在学・在園のおおむね5歳〜小学生と保
護者の5組10名以上の小グループ／会場は申請者が手配／運営：健康づくり推進員／講
師：健康づくり人材バンク／実施後報告書を提出／①③無料②200円（買い物ゲーム代）／
申·問�実施希望日の3カ月〜3週間前に所定の申請書（同センターホームページから印刷
可、同窓口で配布）を郵送・ファクスまたは直接健康づくり支援センターFAX51-0730へ

＊
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■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　10月15日（月）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 10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。

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　10月23日（火）
午前10時15分〜
11時30分／平成
30年1月〜3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）、歯のお手入れの話／
母子健康手帳を持参／申·問 10月
16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

■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

■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

■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）：①10月15
日（月）妊娠中か
ら産後の過ごし
方、赤ちゃんとの
関わり②10月29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 10月5日までに。
◎土曜日クラス：10月20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 10月12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。

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

■土曜の午後の映画会
　9月22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）／「セバスチャン・サルガド」（2014年、フ
ランス・ブラジル・イタリア、110分、カラー、字幕版、監督：ヴィム・ヴェン
ダース、ジュリアーノ・リベイロ・サルガド、出演：セバスチャン・サルガ
ド）／無料／申 当日、直接会場へ／問�中央図書館

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

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



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

MUSASHINO CITY12 平成30年9月15日号 No.2098

◦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　11/1号…10月1日、11/15号…10月16日

掲
載
希
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の
方
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　毎年、桜堤コミセンでは、夏休みに3つのイベント
を開催しています。「じろっぽさんによる人形劇」、
「子どもとおとなの輪投げ大会」、「夏まつり」です。
　「人形劇」は、赤ちゃんから小学生の子どもが楽し
める内容で、親子連れの皆さんでお部屋がいっぱいになります。
　「輪投げ大会」は、大人3人と子ども1人がチームとなり同じ色のビブスを
つけて戦います。ゲーム中に声をかけあったり、励ましあったりとプレーに
も応援にも力が入ります。表彰後のお昼ご飯では年の差も関係なく試合の
話で盛り上がっていました。夏休みの最後は「夏まつり」。地域の皆さんや多
くの団体さんにもご協力いただき、コミセン前の上水北公園に11のお店を
開き、盆踊りも踊り、大勢の人出でにぎわいます。
　秋から冬に向けても文化祭などいろいろなイベントを企画中。小金井公
園へのお散歩の際にぜひ、お立ち寄りください。

桜堤コミュニティ協議会コミュニティ・
レポート

市民が市内で活動しているサークルなど
入 は入会金。特に表記のないものは無料

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／ 申·問 備考
なかよしファミリー
コーラス

木曜（水・金曜の時もあり）
／午前10時〜正午／吉祥
寺美術館音楽室

月3000円
内田47-6928

いろいろな歌を楽しく
歌っています。シニアの
方・男性もどうぞ

さくら会カラオケ腹
式発声法。歌って楽
しく健康作り

月2回第1・3土曜／午後1時
30分〜3時30分／境南コ
ミセン／見学大歓迎

月2000円
長尾
090-6511-1711

60〜85歳
歌謡演歌若返る仲間、
大きな声で気分爽快

仲間あつまれ

「桜堤コミセン、夏の三大イベント」

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9

吉　東

募集 ■太極拳を楽しむ会　10月〜平成31年3月23日の毎週土曜／午後7時
50分〜9時／6名／初心者歓迎／運動用上履きを持参／申 窓口

24日（振休）■コミュニティのつどい「東町の昭和史」　戦中・戦後の食糧事情・暮ら
しを語り合おう／午後2時〜4時

25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／
500円／申

本　宿 10/12（金）
■地域フォーラム「みんなで考えよう！認知症 地域で支え合うに
は？」　午後2時〜3時30分／共催：ゆとりえ在宅介護・地域包括支援セ
ンター／申

本　町 24日（振休）
■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／15名／吉祥寺本町・吉祥寺東町在住の方優先／ス
トレッチ／桑島恵子／タオル・水分補給飲料を持参／申 当日窓口へ

吉　西

22日（土）
■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホっとCaféシェ・モア」
でいれたてのコーヒーをどうぞ（1杯100円）／同時開催サロンイベン
ト「水車のはなし」／浅見孝男

27日（木） ■あるこうかい「高麗・巾着田周辺の散策」　午前9時／アトレ吉祥寺は
なびの広場集合／申 22日まで

28日（金） ■認知症のカギセミナー「認知症の予防と対応」　午後2時〜3時／高
野喜久雄（吉祥寺本町クリニック院長）

吉　北
15日（土） ■お話しの会「さくらんぼ」　午後2時／「秋を楽しもう」、紙芝居、パネ

ルシアター、工作はどんなおもちゃかお楽しみに
18日（火） ■にこカフェ　午後1時30分〜3時30分／毎月第3火曜／コーヒーな

ど無料

けやき

15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紅
茶、スイーツでティータイム

20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（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
22日（土） ■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小中高生（親子可）／卓球台2台

あり。自由に遊べます／ラケット持参可

10/14（日）
■一日茶道体験教室　午前10時〜正午／茶室／小・中学生〜大人／15
名／和室の作法、茶道の基本（箸の扱い方・抹茶の飲み方）／中川宗文／
ソックス（あれば白）・茶道扇子（貸出あり）を持参

中　町
集会所 10/1（月） ■中町ストレッチ教室　午前10時30分〜正午／動きやすい服装で、水

分補給飲料・バスタオル・タオルを持参

西久保

29日（土） ■子ども科学教室「科学はマジック！〜不思議を体験しよう」　午後2
時〜4時／小学3年生以上／30名／申 

30日（日） ■囲碁大会　午前10時／40名／100円（弁当希望別途400円）、豚汁あ
り／申 段・級・参加費を添えて窓口へ

10/6（土） ■生活習慣病予防料理講習会「ヘルシーなおつまみ」　午前10時30分
／10名

八幡町

15日（土） ■わくわくタイム「みんなでわくわくルームの飾りを作りませんか」　
3月までの毎月第3土曜／午前10時〜11時30分

15日〜30日
（土・日）

■コーヒーの日　期間中の土・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

10/11（木）■生活習慣病予防料理講習会「骨を育てる食生活」　午前10時／8名／
申 10/7まで

関　前

25日（火） ■「ゆっくりピラティス＆ストレッチ」　午前10時〜11時30分／10名
／ヨガマットか大判バスタオル・汗ふきタオル・飲み物を持参／申 

29日（土） ■パパとママと一緒にリトミック　午前10時30分〜11時30分／1歳
６カ月〜３歳未満と親／12組／タオル・水分補給飲料を持参／申 

30日（日） ■関前手打ちうどん作り　午前11時〜午後1時30分／20名／300円
／エプロン・三角巾・マスクを持参／親子での参加も可／申 

10/5（金） ■「音楽とおしゃべりのティータイム」　午後1時30分〜3時／「心地よ
い眠りをあなたへ」、素敵な音楽と午後のお茶のひととき

境　南 24日（振休）・
10/8（祝）

■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう　午前10時30分〜11時30分／0
歳〜未就学児と保護者／わらべうたの会「げっくりかっくり」

桜　堤 28日（金） ■絵本であそぼう　午前10時30分〜11時／0〜3歳くらい／よみきか
せや手あそびであそぼう

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 ■吉祥寺アニメワンダーランド 2018
ギャラリー創イベント
9月27日（木）〜10月3日（水）／正午〜午後6時（3日は5時まで）／
リベストギャラリー創／TVアニメ「どろろ」展
公会堂イベント
9月29日（土）午前10時30分〜午後6時30分／「チェブラーシカ」
ほかパペットアニメ映画の上映会（4部構成）／一日通し券：大人
3000円、小・中学生1500円。1部券：大人1000円、小・中学生500円
吉祥寺おもちゃ市場
9月29日（土）・30日（日）／午前10時〜午後7時／荒天中止／東急
百貨店吉祥寺店北側広場／懐かしいおもちゃ、輸入雑貨、キャラク
ター雑貨販売、漫画ワークショップ
まちなかファミリーステージ
9月29日（土）・30日（日）／午後1時〜5時ごろ／荒天中止／コピス吉祥寺ふれあいデッキ
こもれび／ビッグバンドなどがアニメソングを演奏
森のわくわくステージ（「わくわくバザール」「映画館」同時開催）
10月6日（土）・7日（日）／午後1時〜7時／荒天中止／井の頭公園野外ステージ／着ぐる
みの登場やアニメソングコンサートなど多数／森の映画館：午後5時30分〜手塚治虫の
遺作「森の伝説」などアニメ作品上映
手塚治虫生誕90周年スタンプツアー
10月6日（土）・7日（日）／午前11時〜午後5時ごろ／井の頭公園野外ステージ横本部ブー
スでスタンプシート配布
夜の手塚治虫〜ここでしか語れない、黒くて妖しいオサムのこと
10月12日（金）午後7時〜9時（開場6時30分）／吉祥寺シアター／出演：山田玲司、きたが
わ翔、田中圭一、手塚るみ子ほか／前売り3000円、当日3500円
手塚治虫名作アニメ上映＆トークショー
10月13日（土）午後4時〜6時（開場・販売3時30分）／吉祥寺シアター／長編アニメ作品
「海底超特急マリン・エクスプレス」、出演：竹熊健太郎、津堅信之／大人1000円、小・中学
生500円
第14回吉祥寺アニメーション映画祭
10月14日（日）入場終了次第上映開始〜午後8時（開場5時30分）／吉祥寺シアター／公募
作品の上映・グランプリ発表・受賞式／審査委員長：竹熊健太郎、ゲスト審査員：笹川ひろ
し、森本晃司、青木純

【共通】入場料・開催時間・内容変更の場合あり。詳細は公式ガイドブック参照／問 観光機
構☎23-5900（午前9時〜午後6時）、http：//kichifes.jp/wonderland/

ⒸTezuka Productions

■ トレジャーハンティング9〜探偵ムサシとナゾめく宝島！？
　9月22日（土）〜11月4日（日）／市内全域の理解を高め盛
り上げる周遊型体験イベント。市の施設や歴史を感じる場
所を巡り、隠された謎を解く。市内飲食店やアニメ関連企
業とも連動／問 観光機構☎23-5900（無休、午前9時〜午
後6時）

子どもとおとなの輪投げ大会

■境南ふれあい広場公園イベント 親子天体講座
　10月21日（日）午後5時〜7時30分／武蔵野プレイスフォーラム、境南
ふれあい広場公園／小学生と保護者2名1組／20組40名（市内在住・在学
者優先し超えた場合抽選）／望遠鏡を作って秋の夜空を楽しもう／高梨
直紘（東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム特任准教授）
／1組4000円（参加費1000円、キット代3000円）／申·問 10月5日（必着）
までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、親子の氏名［ふりがな］、性別、
生年月日、学校名・学年も明記）または返信用ハガキを持って直接武蔵野
プレイス生涯学習支援担当☎30-1901へ。http://www.musashino.
or.jp/から申込・当落確認（10月12日〜21日）可。＊同日開催…①天体観
望会：午後7時30分〜8時。荒天中止②4mのバルーンに映し出される新感
覚天体ショー：午後8時〜9時。荒天時会場変更あり。明星大学天文愛好会
すばる・国立天文台の専門員が解説／申 当日、直接会場へ。
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