
内容は次頁へ　

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 ※8月22日（土）は放送時間が変わります

毎 日
「むさしのシティニュース」

12 : 159 : 30 13 : 30 16 : 45 18 : 30 21 : 30
11 : 459 : 30 12 : 45 15 : 30 16 : 45 18 : 30
11 : 459 : 30

9 : 30 20 : 30 23 : 0012 : 00

9 : 30 21 : 30 23 : 0012 : 00
＊1月23日（水）は放送時間が変わります
 7 : 15 9: 30 12: 00 23 : 00
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人口と世帯� 《平成30年12月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万6302人（64人増）　世帯数 7万6758世帯（4減）
●男 7万70人（9人増） ●女 7万6232人（55人増）

［うち外国人住民数］3225人（6人減）

　武蔵野市には、古くからクリエーターが住
み、ものを作り、まちににぎわいをもたらし、
産業や文化が発展してまちの魅力を高めてき
ました。これから、さらに武蔵野市を魅力と活
力にあふれるまちとして発展させていくには
どのようにしていけばよいのか、改めて考え

てみることが必要です。
　そこで、市内のそれぞれのエリアで個性豊
かな企業や事業でご活躍されている方々をゲ
ストにお迎えし、市全体の経済活性化やまち
の魅力の向上をテーマに語っていただきまし
た。

内容は次頁へ　

命、最優先！命を守り育む武蔵野へ
　あけましておめでとうございます。本年
も、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈
り申し上げます。
　昨年は、大雪や豪雨、台風、酷暑、地震と
日本各地で自然災害が頻発し、甚大な被害
をもたらしました。犠牲になられた方々の
ご冥福と、被災された皆さまにお見舞い申

し上げますとともに、一日も早い被災地の復旧と復興を
願って止みません。こうした自然災害による被害から、私た
ちは何を教訓とするか、命を守るためにどう備えるか、改め
て一人ひとりが考えて行動しなければならないと思いま
す。いつ何時災害が発生するかは分かりません。健康状態や
生活様式も人それぞれです。災害時にかけがえのない大切
な命を守るのは、まずは自分自身です。食べ物、飲み物、簡易
トイレなどの備蓄や家具の転倒防止をはじめとした自助の
取り組みとともに、日ごろから隣近所と挨拶をする、声を掛
けあう、防災訓練を行うなどの共助の取り組みを進めてい
ただきたいと思います。行政としても、災害に強いまちづく
りや総合防災訓練などの取り組みを進め、自助・共助・公助
が連携し災害から大切な命を守らなければなりません。
　武蔵野市長に就任し1年が経過しました。さまざまな公務
を経験し、市政の現状や今後取り組むべき課題について認
識を新たにしています。市長の仕事は、市民の皆さまや市民
代表である議会の声、共に仕事を進める職員の声に耳を傾
け、最終的な決断、意思決定を行うことであると実感してい
ます。私は、幸せの定義は人それぞれであり、幸せは一人ひ
とりが追求すべきものと考えます。その反面、病気や貧困な
どによる生活困窮などに対しては、行政が寄り添い、誰もが
安心して暮らすための土台を築くことが重要であると考え
ます。そのためには何をすべきか？何をしてはいけない
か？日々、自問自答し、議論しながら課題解決に向けて取り
組んでいます。市政は多岐にわたり、自分一人では何もでき
ません。いかに思いを伝えて、理解を深め、共に進めていく
か、事業を実行していくか、現状を正確に把握した上で対応
や対策を考え実行することを心掛けています。
　今この瞬間を大切に、命を大切に、未来に向かって進んで
いきたいと思います。

武蔵野市長

提供：井の頭自然文化園

魅力と活力があふれるまちに
〜武蔵野市を元気にする産業振興

新春
座談会
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武蔵野市長 松
ま つ

下
し た

玲
れ い

子
こ

食品メーカー、東京都議会議員（2
期8年）を経て、2017年10月武蔵
野市長就任。

見
け ん

木
も く

久
ひ さ

夫
お

さん
株式会社スイベルアンドノット代
表取締役。26Kブルワリー代表。多
摩美術大学を卒業後、広告制作会
社・ハウスエージェンシーを経て
2010年武蔵境で起業。

遠
え ん

藤
ど う

弘
ひ ろ

満
み つ

さん
2014年、「日本の伝統文化や技術を
リストウェアを通じて世界に伝え
る」ことをテーマに、日本初のカス
タムオーダーWatch「Knot」を設立
し、代表取締役に。

桑
く わ

原
は ら

勇
ゆ う

蔵
ぞ う

さん
1988年日本テレビ入社。社会情報
局、営業局を経て社長室グループ戦
略部長時にタツノコプロのM&Aに
携わる。日本テレビ子会社となった
2014年1月より代表取締役社長。

山
や ま

田
だ

妙
た え

子
こ

さん
株式会社リベスト中道通り店 店
長・吉祥寺南口店 店長、中道通り商
店会副会長。

リベスト中道通り店

Knot吉祥寺ギャラリーショップ

吉祥寺のサンロード

平成31年
新春座談会 魅力と活力があふれるまちに〜武蔵野市を元気にする産業振興

市長　あけましておめでとうご
ざいます。本日のテーマは、武蔵
野市を元気にする産業振興につ
いてです。まずは自己紹介から

お願いします。
見木　スイベルアンドノットの見木です。
2010年に武蔵境で創業しました。もともとは
フリーの制作ディレクターとして横浜市を拠
点に活動していましたが、ご縁があって、武蔵
野市に来ました。
　現在、広告の企画や制作、イベントプロモー
ション、クラフト系に特化したスモールビジネ
スの創業支援、さらに2018年2月にはビール
の醸造免許を取り、武蔵境でクラフトビールの
企画と製造販売を行っています。
遠藤　K

ノット

notの遠藤です。吉祥寺で腕時計の製造
販売を行うメーカーです。2014年3月に吉祥寺
南町の住宅街で創業し、2015年3月に中道通り
の近くに出店しました。昨年11月に社屋と新店
舗を井ノ頭通り沿いにつくりました。
市長　見ましたよ。ガラス張りのビルですね。
遠藤　はい。現在国内
で直営店を8店舗、海
外で9店舗を展開して
います。80年ぶりに生
まれたメイド・イン・
ジャパンの時計メー
カーです。吉祥寺にこ
だわりがありまして、吉祥寺から世界へ羽ばたき
ながら吉祥寺のPRもできたらなと思っています。

桑原　タツノコプロの桑原
です。タツノコプロは昨年
10月19日に創業55周年を
迎えました。アニメ会社の

中でも歴史のある会社で、国分寺で創業してい
ます。2013年3月に三鷹駅北口に移転してき
ました。実は個人的にも、武蔵野市はおろか、中
央線ともほとんど縁がなくて、私も武蔵野市で
は新参者です！ 
　武蔵野市は、アニメの会社が現在28社あり、
クリエーターも多いまちだと思います。ぜひア
ニメを生かしたまちづくりも進めていただき
たいと思います。

山田　不動産会社のリベスト中道通り店で店
長をしています山田です。弊社は1972年創業
で、サンロード店、三鷹店、武蔵境店など6店舗
を展開しています。武蔵野市で生まれ、吉祥寺
に本社を構え、育った企業です。個人的にも子
どもの頃から、遊んだり、友達と集ったり、何か
あると吉祥寺という中で育ちました。さらに勤
務地も吉祥寺と、このまちに縁があります。
市長　現在策定中の産業振興計画の企業ヒア
リングでもご協力をいただいていますね。
遠藤　うちの新店舗もリベストにお世話にな
りました。
山田　ありがとうござ
います。弊社はもともと
社長が、商工会議所、青
年会議所などと共に地
域活動に力を入れてま
ちづくりをしている地域
密着型企業です。中道通り店は、平成3年の出店
当初から、DIY型とか、新しい発想の物件を作っ
たり、集めたりする店舗を目指してきました。
市長　魅力のあるまちづくりに協力していた
だき、ありがとうございます。

吉祥寺は世界でも知名度が高い
市長　武蔵野市の印象や魅力をどう思ってい
ますか？

見木　武蔵境でいうと、引っ越し
されてきた家族が多いですね。地
域のために何かしたいという方
も多く、意識の高いエリアだと思

います。
　一方で、企業が少ないなと感じます。武蔵境
は良くも悪くも学生街の印象があり、会社員が
少ないからか、落ち着いた飲食店はあまりない
ですね。
桑原　三鷹駅北口は横河電機などの大きな企
業もあるので、飲食店は多いと思います。
山田　そうですよね。企業があると違いますね。
遠藤　ものを売る時に、「吉祥寺」なのか、「武蔵
野市」なのかというのがあります。最近、アジア
への出張が多いのですが、空港の本屋などにあ
る東京の観光旅行ガイドにはよく吉祥寺が出

てきます。武蔵野市とは書かれていない。つま
り、武蔵野市がどこにあるのか、武蔵野市の中
に吉祥寺があるということを知っている人は
少ない。知名度では親子が逆転しています。
市長　なるほど。大切な指摘です。
遠藤　吉祥寺の吉祥という文字は縁起が良い。
そんな関係か、私どものショップは住宅街にあ
るのですが、バスツアーにも組み込まれ、多い
日には中国や韓国、台湾の方が30〜40人と来
店されることもあります。それぐらい吉祥寺と
いうのは、アジアでは知名度が高いです。
市長　市としてはそれをもっと生かすことを
考えてもいいですね。
遠藤　吉祥寺は家賃が高騰しすぎて、若い人は
住みにくくなっていますが、やっぱり吉祥寺と
いうブランドを維持し、もっと高める取り組み
は必要だと思います。
桑原　ちょっと話が変わりますが、吉祥寺って
地方の中核都市みたいに、都市に備わっている
ものがすべて揃っているのも魅力だと思います。
私は福岡出身ですが、天神というまちに似てい
ます。だから地方出身の人にとっては懐かしいと
いうか、落ち着くまちに感じるのだと思います。
遠藤　同感です。実は私も月2回ほど福岡に行
くのですが、ブランドショップや公園があり、
飲食店も多く、交通が便利でコンパクトなとこ
ろが似ていると思います。
桑原　県庁所在地の都市
に行くと、必ずアーケー
ドがあってデパートが中
心にある。まさに吉祥寺
と同じような風景が広が
ります。
市長　都市機能が一つのまちに備わっている
ということですね。
遠藤　課題提起すると、吉祥寺の中心地は若い
方が、住宅街の方はどちらかというと高齢者が
多い。二極分化している印象があります。

創業支援で個性的なまちの復活へ
市長　市内のそれぞれのエリアについて話し
をしていただきましたが、武蔵野市における産
業振興についても伺いたいと思います。自治体
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この記事は、新春座談会として約1時間30分にわたって行われたものを秘書広報課が編集・要約しました。

3坪のビール醸造所
「26Kブルワリー」

店舗での接客風景

スイベルアンドノット社
の理念は“人と人　人と
社会をつなげる”

魅力と活力があふれるまちに〜武蔵野市を元気にする産業振興
にとって、産業振興とは、雇用が生まれ、税収が
増えるだけでなく、企業に関わる人たちが食事
や買い物をするなど波及効果があり、重要な政
策だと考えています。今もさまざま取り組んで
いますが、もう一度戦略を練る必要があると
思っています。武蔵野市ならではの産業振興に
ついて意見やアイデアはありますか？
山田　渋谷や原宿、銀座などに買い物に行く
と、慌ただしく買わなきゃいけなくて、何か間
違ったものを買ってしまったり、欲しいものが
見当たらなかったりします。その点吉祥寺は
ゆっくり、ホッとして買えるし、何となくぶ
らっと来て歩いて楽しいまちだと思います。
　でも、さまざまな要因から、個性的な店が少
なくなってきました。10年くらい前には「吉祥
寺にどうしても出したいから待ちます」と待っ
ていてくれた雑貨屋さんが結構いたのですが、
最近は出店待ちの方が少なくなりました。
市長　そうなのですか。

山田　はい。やっぱりものづくり
のまちという面は外せないと思
います。クリエイターの方が多く
住み、まちには個性的な店が多い

という吉祥寺の特徴を死守すべきだと思いま
す。それが武蔵野市ならではの一番の産業振興
だと思います。
遠藤　そうですね。同感です。
山田　そのためには、個性的な店や事業を創業
しようとしている人の場所への支援や移転し
てくれるような環境の整備などが必要だと思
います。
見木　私もそう思います。雑貨店や飲食店以外
にも武蔵野市にはクリエーターやアニメ関連
の方も多いので、クリエーティブな事業をされ
ている企業を活性化させる施策が必要だと思
います。
市長　重要な指摘です。
見木　問題は、総じて武蔵野市は家賃が高いこ
とと場所がないことだと思います。武蔵境地区
でいうと、個人店が入れる小・中規模物件がな
い。逆に大きいところはフランチャイズの店ぐ
らいしか入れない。小規模事業者が入りやすい
物件の開発など、個人店が挑戦しやすいエリア
を施策的に作ってもいいと思います。
桑原　いい事例がありますよ、三鷹駅北口に。
八丁の元スナック街、リアル横丁です。今は若
い人たちが6軒くらいお店を出して人気です。
市長　焼き鳥屋さんとかいい店がありますよ
ね。
桑原　都内屈指の焼き鳥店があります（笑）。そ
のお店に来るために初めて三鷹駅で降りた、と
いう人もいます。あの一角が盛り上がっている
理由は家賃が安いからです。安く貸してくれる
オーナーがいるから、やる気がある人たちが店
を出して、活気のある魅力的なエリアになる。
一つのモデルケースになると思います。
市長　なるほど。
見木　うちの会社は約2年かけてビールの醸造
免許を取ったのですが、要件が非常に厳しく
て、製造する物件用地には
かなり苦労しました。よう
やくJRの高架下で土地を貸
していただき製造できるよ
うになったのですが、そう

いうときに物件の情報や支援があったらス
ムーズだったかもしれません。
遠藤　私も武蔵野市で創業しましたけれども、
何のメリットも感じなかったですね（笑）。最近
では、行政とクラウドファンディングが連携し
ているところも増えています。創業時には何か
と資金が必要です。行政が橋渡し役をするな
ど、お金のかからない支援の仕組みづくりや方
法もあります。
山田　吉祥寺に限らず市内全域で、空き地や空
き家利用、事情のある土地の活用などで、チャ
レンジできる仕組みや取り組みがあるといい
と思います。
市長　いいですね。まだ活用できていない市有
地もあります。やはりどういうまちにするの
か、そのためにどう産業振興をするかの戦略が
必要ですね。

民間連携で低コストでやれることも
桑原　武蔵野市はアニメ会社が
多く、その周りには大勢のフリー
のアニメーターがいます。そうい
う人たちをバックアップするよう

な施策や施設があれば引っ越してくるアニメー
ターも多いだろうし、活性化すると思います。
　三鷹にあるピザ屋さんは、アニメ制作会社の
社長が「アニメ会社であっても地域とつながり
たい」と直営でやっていて、壁にはさりげなく
訪れたアニメーターの人が自然にサインをし
ていくようになり、文化的に価値がある施設に
なっています。それこそタツノコカフェみたい
なお話があれば、積極的にやってみたいなとも
思っています。

語られてきた魅力を事業化する
遠藤　吉祥寺や武蔵野市の魅力などは、大体皆
さんに語り尽くされてきたと思います。その意
味ではもう増やす必要もなく、すでにあると思
います。
市長　生かし切れていないということですか。

遠藤　そうです。これだけクリ
エーターが集まっているまちは、
本当に日本中探してもほかにない
と思います。これらを生かすまち

づくりをやると決め、しっかりコンセプトを立て
て実行すればすごいまちになると思います。
市長　そうですね。まちの方向性を決めて、ま
ちの魅力や価値をもう一段高めていく必要が
あると思います。
遠藤　やっぱりテーマを決めて、絞り込むこと
だと思います。そして明確にビジョンを示して
いただけると、企業も人も乗りやすいと思いま
す。
見木　現状では、武蔵野市のイメージと起業す
るというイメージが結びつきません。でも方向
性が決まり、支援する体制が見えてくれば武蔵
野市で起業する人も増えてくるのではないか
と思います。
山田　もう一つ、シェアオフィスやサテライト
オフィスという視点もあります。働き方改革
で、多くの企業が自宅や社外での作業を認める
方向にあります。職場と自宅の中間地点で仕事
をするということで、武蔵野市でもその需要が
出てき始めました。うちの会社でシェアオフィ

スを作った際、1年間はなかなか埋まらなかっ
たのですが、今は満室になっています。
市長　都心企業のサテライトオフィスですね。
山田　そうです。時差通勤でちょっと武蔵境や
三鷹、吉祥寺で降りて朝の作業を済ませたり、
作業や出張の合間に使ったりという需要が武
蔵野市にはあると思います。
市長　新しい視点ですね。
遠藤　シェアオフィスだけじゃなくて、「ビジ
ネスマン向けの図書館」があってもいいと思い
ます。ビジネス的施設ができると、飲食店も活
気づく方向に動くと思います。
山田　吉祥寺では、これからいくつか商業ビル
が建設される予定があります。こんなところに
も、長いスパンの発想ができる行政が支援して
もいいのかもしれません。
市長　いいですね。さまざまな示唆に富む話を
ありがとうございました。最後にひと言ずつ
メッセージをお願いします。
桑原　ぜひアニメ会社や業
界を活用していただくとと
もに、タツノコプロのキャ
ラクターを武蔵野市の皆さ
んに愛していただきたいと
思っています。
遠藤　国内だけでなく海外
での店舗展開も始めていま
す。「吉祥寺」で生まれた「Knot」というブラン
ド名と共に、世界に「吉祥寺」という地名も発信
していきます。
見木　武蔵境はファミ
リー層が多いのですが、
夫婦だけでなく、その子
どもたちにも武蔵野市
で良かった。ここで育っ
て良かった、と思っても
らえる、いわば「ふるさ
と」のコミュニティがあるまちにしたいです
ね。また、「クラフトビールの会社が地元にあ
る」と自慢してもらえるような会社に発展させ
たいと思います。
山田　地元の不動産会社
としてまちづくりに貢献
できることは多数あると
思います。愛情を持って
武蔵野市に関わりたいと
思います。
市長　地元の方々に愛情を持ってもらえる地
域は幸せです。やっぱりまちは生きていると思
います。いい店や企業もお客さまの厳しい目や
声などにさらされ、舌で試され、応援されなが
ら育っていく。まだまだ武蔵野市には産業が発
展して行く要素は無限にあります。しっかりと
した方向性を打ち出し、武蔵野市を魅力と活力
のあるまちとするため頑張りますので、これか
らもどうぞよろしくお願いします。
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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

「考えよう　ほんとにそれが　必要か」　久保暁三郎さん（第二小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
国民健康保険運営
協議会

1月10日（木）
午後1時30分

市役所全員
協議会室

10名程度（申込順）／財
政健全化計画の基本的
な考え方について

前日までに保険課
☎60-1834へ

第三期学校教育計
画（仮称）策定委員
会

1月11日（金）
午後6時30分

芸能劇場
小ホール

20名（先着順） 当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1894

第六期長期計画策
定委員会

1月15日（火）
午後7時

市役所
811会議室

10名程度（先着順）／
討議要綱について

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

地域自立支援協議
会（親会）

1月16日（水）
午後6時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／
今年度の各部会の活動
についてほか

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

吉祥寺グランドデ
ザイン改定委員会
幹事会

1月16日（水）
午後6時30分

商工会館
市民会議室

10名程度（先着順）／
中間まとめ

当日、直接会場へ
吉祥寺まちづくり
事務所☎21-1118

エコプラザ（仮称）
検討市民会議

1月17日（木）
午後7時

市役所
413会議室

20名（先着順） 当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

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

■1月の燃やさないごみの収集日
町（丁目）名 収集日

吉祥寺東町、吉祥寺本町1丁目 第1・3金曜 4日・18日
吉祥寺南町 第2・3火曜 8日・15日
御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、
吉祥寺北町、中町 第2・3水曜 9日・16日
西久保、関前、境1・3丁目、境南町 第2・4水曜 9日・23日
境2・4・5丁目、桜堤 第2・4木曜 10日・24日
八幡町、緑町 第2・4月曜 14日・28日
※�吉祥寺南町、御殿山、吉祥寺本町2・3・4丁目、吉祥寺北町、中町の本来第
1週の収集日は、1月のみ第2週に振り替えます。

祝日のごみ収集
　14日（月）のごみ収集は
通常通り行います。年間の
祝日（12月31日〜1月3日
および土・日曜の祝日を除
く）・振替休日も通常通り行
います

問 ごみ総合対策課

市議会からのお知らせ
■第4回市議会定例会の結果
　12月4日〜18日の15日間の会期で開かれた第4回定例会では、22名
の議員が一般質問を行いました。10件の市長提出議案が提出され、「武
蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例」などが可決されたほ
か、継続審査となっていた「武蔵野市旅館業者の責務等に関する条例」が
修正可決されました。議員提出議案は5件提出され、「白タク行為へのさ
らなる対策強化に関する意見書」などが可決されました。また、12件の
陳情の採決が行われ、「義務教育終了後から40代までの市独自の健康診
断の実施の検討を求めることに関する陳情」など3件が採択され、「東海
第二原発の再稼働を行わないことを求めることに関する陳情」など9件
が意見付き採択されました。詳しくは2月1日発行予定の市議会だより
または市議会ホームページをご覧ください。
■委員会、全員協議会開催のお知らせ
　右記の日程で、委員会と全員協議会を開催
します／委員会：市役所7階議会委員会室、全
員協議会：市役所7階全員協議会室／傍聴は、
当日議会事務局で受け付けます。大勢でお越
しになる際は、事前に議会事務局までご連絡
ください／問 議会事務局☎60-1883

■�第六期長期計画　関係団体意見
交換会の開催通知を送りました
　2月に同計画策定委員会との関
係団体意見交換会を実施します。
平成30年12月中旬に日ごろ市の
施策・事業に参画している各団体
代表者宛に案内通知を送付しまし
た。ぜひ、ご参加ください。同計画
の討議要綱は市報2月1日号特集
号に掲載予定／問 企画調整課☎
60-1801

■�gomi_pit�BAR＋大人の工場見
学、エコチャット参加者募集
　2月2日（土）午後2時〜4時／ク
リーンセンター／20歳以上／20
名（超えた場合抽選）／ごみについ
て考えながら市クラフトビールな
どを楽しむバーイベント。同セン
タースタッフがクレーンや焼却炉
を紹介するエコチャットを同時開
催／飲食費実費／申 1月29日まで
にファクス・Eメール（5頁の申込
要領参照し、性別、年齢、同行者数
も明記）で（株）ネクストローカル
gomi_pit�BAR係FAX27-1396、

■�住民基本台帳カードの電子証明
書の有効期間が満了になりました
　すべての住民基本台帳カードの
電子証明書の有効期間は平成30
年12月22日で満了となりました
（カード本体は券面記載の有効期
限まで使用可）。今後、電子証明書
を用いてe-Taxなどを利用する場
合はマイナンバーカードを申請し
てください。マイナンバーカード
は申請から交付まで1カ月程度か
かります。利用の予定がある場合
は早めに申請してください／問  
市マイナンバー専用電話☎0570-
001-634、マイナンバーカード総
合サイトhttps://www.kojinba�
ngo-card.go.jp/参照。

■�国民健康保険
◎医療費通知を発送しました：平
成30年3月〜8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し
た。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
ので、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。再発行できませんので大切に

■�公共施設のあり方ワークショップ
　グループ案を発表します
　1月19日（土）午後1時30分〜2
時50分。スイングスカイルーム。
ポスターセッション形式で各グ
ループの提案を発表。入退場自由
／申 当日、直接会場へ。◎公共施
設のあり方ワークショップかわら
ばんを発刊しました：公共施設の
老朽化が進み、建て替えには多額
の費用が必要になります。地域の
課題やその解決方法について、市
民の皆さんからアイデアを提案し
ていただく「公共施設のあり方

■�年始のごみ収集時間について
　年始は回収するごみ量が多いた
め、収集が夕方までかかることが
あります。ご了承ください／問 ご
み総合対策課

■�武蔵野地域自由大学学長を
　新たに委嘱しました
　西尾勝（東京大学名誉教授）／
任期：1月1日〜平成34（2022）年
12月31日／主な職務：市民の多
様な学習意欲に応えるため、市と
武蔵野地域五大学との連携を図
り、高度で継続的・体系的な武蔵
野市らしい生涯学習の機会を提供
する／問 生涯学習スポーツ課☎
60-1902

■�不要な年賀ハガキを回収します
　1月20日（日）〜2月
14日（木）（御殿山コ
ミセンは2月2日［土］
から、吉祥寺北コミセ
ンは2月2日［土］ま
で、関前コミセンは1月29日［火］
まで）／各施設の開庁・開館時間／
市役所、各市政センター・コミセン
（中央コミセンは除く）、市内全郵
便局／年賀ハガキ・そのほかハガ
キすべて（インクジェット紙も可、
写真付きや紙以外は不可）／各施
設の専用ボックスに束ねずに投入
／個人情報厳守／製紙工場でトイ
レットペーパーにリサイクル／
問 ごみ総合対策課

event@next-local.co.jpへ／問
クリーンセンター

■期日・内容�
開会時間（予定）：午前10時
★は午後1時
期日 会議名
1/10
（木）

議会広報委員会（市議会だ
より373号についてほか）

1/21
（月）

議会運営委員会（平成31
年第1回市議会定例会の
日程予定案についてほか）
全員協議会（議会基本条例
の素案などについて）★

ワークショップ」を開催し、その内
容や雰囲気を発信するため「かわ
らばん」を発刊しています。ぜひ、
ご覧ください。市ホームページに
掲載／問 資産活用課☎60-1973

保管してください。◎高額療養費
支給申請：支給申請には病院、薬局
などに支払った領収書が必要で
す。確定申告（医療費控除）などで
領収書を提出する方は、事前にコ
ピーを取っておき、申請時に添付し
てください／問 保険課☎60-1834

■�消防団出初式
　1月13日（日）午前10時／武蔵
野中央公園（八幡町2-4）／荒天
時、式典のみ総合体育館で実施／
式典、消防演技、一斉放水、消防少
年団演技、消防署はしご隊演技、亜
細亜大学吹奏楽団による演奏など
／問 防災課☎60-1820

■�誕生記念樹プレゼント
　出生時、市に住民登録した新生
児対象／樹種：オリーブなど／1
月10日までの申し込みで1月下旬
〜2月苗木店で配付（ほか年3回）
／申·問 生後1年以内に通年受付。
申込書（「こんにちは赤ちゃん訪
問」時に助産師より、または緑のま
ち推進課で配付）を緑のまち推進
課☎60-1863へ。市ホームページ
から電子申請可。



MUSASHINO CITY 5平成31年1月1日号No.2107

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

お
知
ら
せ
／
募
集

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、11頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8777で届きます。住所不要）
● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

記事に「申込要領参照」
とある場合の記入事項
①�行事名（コース）
②�住所
③�氏名（ふりがな）
④�電話番号
⑤�そのほかの必要事項
　�（記事に明示）

●商工会館〒₁₈₀-₀₀₀₄吉祥寺本町1-10-7：観光機構（1階）／吉祥寺まちづくり事務所（2階）／消費生活センター（3階）●市民社協・ボランティアセンター武蔵野／福祉公社〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺
北町1-9-1●障害者総合センター〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町4-11-16●福祉作業所〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町4-12-20●総合体育館〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町5-11-20：野外活動センター・市体育協会（3
階）●シルバー人材センター〒₁₈₀-₀₀₀₆中町3-5-16●高齢者総合センター〒₁₈₀-₀₀₁₂緑町2-4-1●みどりのこども館〒₁₈₀-₀₀₁₂緑町2-6-8●障害者福祉センター〒₁₈₀-₀₀₁₁八幡町4-28-13●国
際交流協会〒₁₈₀-₀₀₂₂境2-14-1スイング9階●市民会館／男女平等推進センター〒₁₈₀-₀₀₂₂境2-3-7●武蔵野プレイス〒₁₈₀-₀₀₂₃境南町2-3-18●武蔵野ふるさと歴史館〒₁₈₀-₀₀₂₂境5-15-5

市関連
施　設

募　集

特に記載のないものは平成32（2020）年3月31日まで（試用期間なし。再度任用の可能性あり）／
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／ 市民雇用創出事業  採用・更新
時に市内に住民登録のある方。

■嘱託職員などの募集

教
育
企
画
課

①学校事務
3名程度
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

A：3月1日〜3月31日（更新の可能性あり）、
B：4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：
1月29日（火）

②学校用務
5名程度
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

A：3月1日〜3月31日（更新の可能性あり）、
B：4月1日または4月13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：
2月13日（水）

申·問 ①1月16日（水・必着）まで②1月31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

生
涯
学
習
振
興
事
業
団

総合体育館
若干名
嘱託職員

野外活動事業など
の企画運営・施設
の管理運営など／
PC

3月1日〜平成32（2020）年3月31日（産休代替・
更新なし）／4週8休（土・日曜、祝日勤務あり）午前
9時〜午後5時（シフト制）／総合体育館／月額22
万6300円／交

書類審査、
筆記・面接：
1月26日（土）
総合体育館

申·問 1月14日（祝・必着）までに申込書（総合体育館、市役所、各図書館・市政センターで配布。
http://www.musashino.or.jp/から印刷および郵送請求可［120円切手貼付の角型2号A4サ
イズ封筒同封］。写真貼付）。返信用封筒（82円切手貼付の長3型）を郵送または直接総合体育館
☎56-2200へ

子
ど
も
育
成
課

保育施設に対す
る巡回支援指導
1名
嘱託職員

重大事故防止のための巡回支援指導
業務／保育士資格を有し、認可保育所
などにおける施設長としての実務経
験がある方

4月1日〜／週2〜4日（月
〜金曜）午前9時〜午後5
時／日額1万400円／交

書類審査、
面接：
2月6日（水）

申·問 1月31日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）・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

教
育
支
援
課

介助員
若干名
嘱託職員

小・中学校特別支援学級に在
籍する児童・生徒の学校生活
の介助、安全管理、学習の指
導補助など

4月1日〜／週3〜5日（月〜金曜）午前8
時〜午後3時30分のうち6時間、年1回宿
泊勤務あり／特別支援学級設置校／日
額1万100円／交

書類審査、
面接：
2月4日（月）

申·問 1月21日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777教育支
援課☎60-1908へ■�桜まつりのイベント「何でも発表ショー」参加者募集

　4月7日（日）／むさしの市民公園内仮設舞台（緑町2-2）／市内在住・在勤・
在学のグループ／3団体程度（多数の場合選考）／1団体15分（準備・撤収含
む）／ダンス、コーラス、民謡、舞踊、マジック、琴演奏など（太鼓・エレキギ
ターなどは除く）／申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（代表者に
ついて申込要領参照し、グループ名、人数、活動内容PRも明記）で〒180-8777
桜まつり実行委員会事務局（生活経済課内）☎60-1832、FAX51-9193へ。

「エコプラザ（仮称）の整備に
  向けた市の基本的な考え方」が
 決定しました

　市役所北側のクリーンセンター敷地内にある、旧クリーンセン
ター（事務所棟・プラットホーム）を再利用した環境啓発施設エコプ
ラザ（仮称）の整備検討を進めています。9月に公表した「市の基本的
な考え方（案）」へのパブリックコメントなどの意見を踏まえて、「市
の基本的な考え方」を決定しました／問 環境政策課☎60-1841

目指すもの

SDGsとは…
基礎となる
考え方

◦施設の位置付け
① ごみをはじめ資源、エネルギー、
緑、水循環、生物多様性など、多様
な環境啓発の拠点施設として環境
に配慮した行動を市内全域に促す
とともに、環境に関する総合的な
ネットワークの拠点とします。

　平成27年9月の国連サミットで採択さ
れた、世界中のすべての人が将来にわ
たってより良い生活を送ることができる
ようにするための17の国際目標です。

　エコプラザ（仮称）では、多様な環境分
野の活動を通じて、持続可能な地域づくり
を目指すことで、ＳＤＧｓの達成に貢献し
ます。

◦スケジュール　 　今後、旧事務所棟3階部分の減築工事、平成31（2019）年度には施設改
修工事を行い、32（2020）年11月の開設を目指します。

■�家計改善支援事業を実施しています
　多重債務や公共料金の滞納によ
り家計収支のバランスが崩れてい
る方など／自立相談支援事業によ
る総合的な相談支援と併せ、支援
員と共に家計および債務状況を把
握し、家計表の作成などにより家
計を「見える化」することで問題を
認識し、自分で家計を管理できる
ようになることを目指します。滞
納の解消や各種給付制度などの利
用に向けた支援も行います／無料
／問 生活福祉課☎60-1254

変更前 変更後
三谷湯
（西久保2-27-15）
午後2時

とらいふ武蔵野
（関前1-2-20）
2時30分

 号
 018  Winter

No.1 5

 行：武蔵野市

 さしの ALK●片桐はいりさん（俳優）

 好都市をつなぐアンテナショップ

 「麦わら帽子」に行こう！

特 集1

 「ありがとう」と言われるシニアライフ
〜シニア支え合いポイント制度〜

特 集 2

 uarterly Magazine Musashino

■�不老体操会場変更のお知らせ
　不老体操の会場と時間が1月10
日（木）から変更になります。

　毎週木曜（年末年始を除く）／市
内在住で60歳以上の方／高齢者
向きの体操（不老体操）／生活体操
研究会／無料／運動のできる服装
で、タオル・飲み物を持参／申 当
日、直接会場へ／問 高齢者支援課
☎60-1846

■�「季刊むさしの」冬号ができました
　特集は、「友好都市
をつなぐアンテナ
ショップ『麦わら帽
子』に行こう！」「『あ
りがとう』と言われる
シニアライフ〜シニア支え合いポ
イント制度」です。市役所、各市政
センター・図書館・コミセンなどの
市内の公共施設や金融機関、病院、
理美容室などで無料配布していま
す／問 秘書広報課☎60-1804

■�生活困窮者の就労に向けた
　準備活動を支援します
　長期間就労をしていないなど、
すぐに就労が困難な方（収入・資産
要件あり）／1年以内の期限で、就
労の前段階として必要な社会的能
力の習得、適職相談、事業所での就
労体験の場の提供や一般就労への
就職活動に向けた知識の取得など
の支援。就職後のアフターフォ
ロー／問 生活福祉課☎60-1254

◦多様な環境に関する啓発
◦市民団体・事業者・市など
　異なる主体の連携
◦市民参加・市民提案
◦進化しながら磨く
◦クリーンセンターの
　歴史の継承と連携

日々の暮らしの中に
環境問題がある
ことを知る

気づきを
環境に配慮した
行動に結びつける

個々の行動をつなげて
地域ぐるみの
取り組みへと広げる

市全域へと拡大し、
より良いまちづくりを
目指す

1

2

3

4② 市民をはじめさまざまな人や
NPO、民間事業者など、誰もが利用
できます。施設に来なくても情報
が得られたり、出張型の取り組みに
も参加できたり、利用にあたってさ
まざまな選択肢があります。

「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」
～コンセプトを表す環境を切り口にした
　4つのキーワード

コンセプト

共に参加する
新しい価値を創り出す
子どもたちに未来を引き継ぐ
交流できる場をつくる

共
創
継
場
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�むさしの防災・安全メール  台風・地震などの災害・防災情報、事件・不審者・
環境などの安全情報ほか／配信不定期／利用方法：パソコンや携帯電話など
から登録ページにアクセス。http://mobile.city.musashino.lg.jp/index.
cgi?page=4／問�秘書広報課☎60-1804

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

無料

開催日 番号・開始時間 会場 締切日
1月31日（木）⑯午後7時30分 市役所811会議室 1月17日
2月9日（土）⑰午前10時⑱午後1時★ スイングレインボーサロン 1月27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

特典
・�自転車安全利用認定証発行（有効期限3年間）
・�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（5頁の申込要領参照
し、⑯〜⑱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。右記二次元バーコードから申込可。

＊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。

子 ど も 講師の方などの敬称略

パラスポーツサーキット

ルーマニアに親しむブース ゲストと
パラスポーツ体験

　ルーマニアからパラアスリートが武蔵野市にやってきます。この機
会に“パラスポーツサーキット”や“ルーマニア文化体験ワークショッ
プ”など、ルーマニアとパラリンピックを目いっぱい感じていただける
イベントを開催します。ぜひ、お越しください／室内履きを持参／プレ
ゼントあり（先着200名）／主催：武蔵野市、市教育委員会、東京2020
大会等市実行委員会／申 当日、直接会場へ／問 交流事業課☎60-
1806、企画調整課オリンピック・パラリンピック担当☎60-1970

特別ゲスト

アレクサンドル・
ボロガ選手

（視覚障がい者柔道）

大橋未歩
（フリーアナウン
サー・パラ卓球
アンバサダー）

ガブリエラ・
コンスタンティン
選手（パラ卓球）

タビタ・
ブルトゥラル選手
（パラ卓球）

ゲスト
ルーマニアパラアスリート

■�子育てひろばボランティア養成講座〜懐かしい子育てから今の子育てを考える
　講義：2月5日・12日・19日（火）、実習：希望する1日／全4回／午前10時
〜正午／市役所111会議室／地域の子育て支援・子育てひろばに興味の
ある方／20名（申込順）／コミセン親子ひろばなどでのボランティア活
動における基礎的な知識習得やスキルアップ／坂本純子（新座子育て
ネットワーク）／無料／申·問 1月22日までにファクス・Eメール（5頁の
申込要領参照）、電話または直接子ども政策課☎60-1239、FAX51-
9417、sec-kodomoseisaku@city.musashino.lg.jpへ。

■�取材と書くことのレッスン〜市民の目で見て、聞いて、書いて
　2月1日〜22日の毎週金曜（全4回）／午前10時〜正午／男女平等推進
センター／市内在住・在勤・在学の方／16名（申込順）／わかりやすい文
章を書くコツや取材・編集の仕方などを学び、自分を発揮してみましょう
／中村泰子（くらしと教育をつなぐWe編集長）／無料／託児：6カ月〜未
就学児、5名（市内在住者優先し超えた場合抽選、1月22日までに要申込）
／申·問 ファクス・Eメール（5頁の申込要領参照し、「この講座に対する希
望や勉強したいことについて（100字程度）」、年代、託児希望は子の氏名
［ふりがな］・月齢も明記）で男女平等推進センター☎37-3410、FAX38-
6239、danjo@city.musashino.lg.jpへ。市ホームページから申込可。

■引きこもりサポート事業
　「それいゆ」家族セミナー
　1月19日（土）午後2時〜4時30
分／総合体育館大会議室／不登
校・引きこもりなどの悩みをもつ
家族など／うちの子、このあとど
うするの？不登校・中退・ひきこも
りからの進路探し／藤井智（文化
学習協同ネットワーク若者サポー
ト事業みらいる担当）／無料／主
催：武蔵野市／申 当日、直接会場
へ／問 文化学習協同ネットワー
ク☎24‐6491

■�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3万8000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

■認知症を正しく理解「認知症サ
ポーター養成講座」
　2月9日（土）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／50名程度（申
込順）／認知症の基本的な知識、認
知症の方への接し方、市の現状な
ど。受講者にはサポーターの証で
あるオレンジリングを進呈／ゆと
りえ在宅介護・地域包括支援セン
ター職員／無料／申·問 2月6日ま
でに高齢者支援課☎60-1846へ。

■武蔵野プレイス天文学講座
　「地球を作る実験・星くずから惑星人」
　2月2日（土）午後5時〜6時30分
／武蔵野プレイスフォーラム／中
学生以上／50名／コンピューター
を用いた模擬実験、シミュレー
ションによって明らかになりつつ
ある地球誕生の物語を最新の成果
を基に解説／小久保英一郎（国立

■�親と子の広場「親子で遊ぶ絵本の世界〜冬のおはなし」
　2月1日〜22日の毎週金曜（全4回）／午前10時〜11時30分／市民会館
／市内在住で2月1日現在1歳6カ月〜2歳6カ月児と親（全回参加）／16組
（初参加者優先し超えた場合抽選）／平川恭子（アフタフ・バーバン専任ス
タッフ）／無料／申·問 1月15日（必着）までに往復ハガキ（5頁の申込要
領参照し、子の氏名［ふりがな］・生年月日・性別も明記）で郵送または返信
用ハガキを持って直接市民会館☎51-9144へ。

ルーマニア・パラアスリート募金で招待することができました
　滞在中は、市内の小・中学校で子どもたちと交流します。さらに募
金活動を継続します。ご協力をお願いします。

　車椅子バスケットボール、ゴールボール、
ブラインドサッカーなどが体験できます。

◦ルーマニアの民族衣装で変身
◦ルーマニアの民芸品
　マルティショール作り
◦ルーマニアの
　イースターエッグ作り
◦ルーマニア語ミニ講座
◦ルーマニア選手応援フラッグ作り

◦柔道体験
◦卓球体験

＊�スタンプラリーあり。東京2020オリンピック・パラリンピックオフィシャルグッズが当たる
抽選会に参加できます。

■�老壮シニア講座「川島豊シャンソン・映画音楽を歌うPart3」
　1月16日（水）午後1時30分〜3時30分（開場1時）／公会堂／350名（先
着順）／川島豊（シャンソン歌手）、黒田聡子（ピアノ）／無料／申 当日、直
接会場へ／問 武蔵野プレイス☎30-1901、老壮連合会・近藤☎52-3384

■�「LIFE�SHIFT」で実現する人生100年時代のキャリアづくり
　2月15日（金）午後7時〜9時30分／武蔵野プレイススペー
スC／20名（市内在住・在勤・在学者優先し超えた場合抽選）
／はたらく大人の方向けのセミナー、著作「LIFE SHIFT」の
レクチャーとワークショップ／芦沢壮一（＝写真、スキル
ノート主宰）／1000円／申·問 1月31日までに往復ハガキ（5頁の申込要領
参照し、性別、生年月日、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）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担当☎30-1901へ。http：//
www.musashino.or.jp/から申込・当落確認（2月5日〜15日）可。

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

天文台教授）／500円／申·問 1月
15日（必着）までに往復ハガキ（5
頁の申込要領参照し、生年月日、性
別も明記）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
習担当☎30-1901へ。http：//
www.musashino.or.jp/から申
込・当落確認（1月24日から）可。
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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

子 育て
施設

中学生講座「15歳までに
知っておきたいお金のこと」

2月23日（土）／市内在住・在学の中学生（保護者見学可）／12名／暮
らしや社会におけるお金の役割、お金を投資することの意味、模擬
企業づくりなど

小学生講座「たましんから
学ぶ　おかねの教室」

2月2日（土）／市内在住・在学の小学5年生（保護者見学可）／25名／
「金融すごろく」をやってみよう。「お金にまつわるクイズ」に挑戦し
てみよう

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

コミセン 日程 担当・運営団体
吉祥寺東 1/11（金） 0123吉祥寺
本宿 ＊ 1/7（月）・21（月） さんりんしゃの会
吉祥寺南町 ＊ 1/8（火）・18（金） 吉祥寺南町コミュ

ニティ協議会ゆとりえ＊◎ 1/11（金）
吉祥寺西 1/22（火）★ 0123吉祥寺
吉祥寺北 ＊ 1/12（土）・25（金） サニーママ武蔵野
けやき 1/10（木） 0123吉祥寺
中町集会所 ＊ 1/11（金）・28（月） いずみの会

西久保 ＊ 1/7（月）・28（月） 西久保コミセンひ
ろばピノキオ

緑町 1/24（木） 0123はらっぱ

八幡町 ＊ 1/12（土）・16（水） はちコミほんわか
隊

関前 1/23（水） 0123はらっぱ
西部 ＊ 1/8（火）・22（火） 境おやこひろば
境南 1/9（水） 桜堤児童館桜堤 1/16（水）

親子ひろば
午前10時～11時30分（ゆとりえ
は午前10時30分～正午／西部
は午前10時30分～午後0時30
分）／中止は当日午前9時30分
までに市フェイスブックでお知
らせ／0歳～未就学児と保護者
／スタッフや地域の方たちと情
報交換やおしゃべりをしながら
自由に遊べるひろば。
＊ cこ 　ら 　ぼ 　のollabonoコミセン親子ひろ
ば（共助による子育てひろば
事業）
◎ コミセン以外の所へ出張して
います
★出張おもちゃのぐるりん
申当日、直接会場へ／問子ども
政策課☎60-1239

コミセン
おはなしひろば 1/7・21・28（月）、9・16・23・30（水）／午前11時30分～45分／乳幼児と

保護者／絵本の読み聞かせ、てあそびほか

トランポリンの日 1/8・15・22・29（火）、10・17・24・31（木）／午前11時30分～正午／1/10
（木）午後2時30分～3時／乳幼児と保護者

卓球教室 1/9（水）午後3時～4時／小・中学生／スポーツ指導員

ちびっこランドオー 1/11（金）午前10時30分～11時30分／1歳未満と保護者／わらべうたで
スキンシップ、おしゃべりタイム

ちびっこランドワン 1/18（金）午前10時30分～11時30分／1歳と保護者／身体を動かして遊ぼう

おはなし玉手箱 1/21（月）午後3時30分～4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素話「かさじ
ぞう」ほか／メルヘンの会

ゆう・遊・グーの日 1/23（水）午前10時30分～11時15分／乳幼児と保護者／ミュージックデ
リバリー♪／こんぺいとう

ちびっこランド
ニャン・3

1/25（金）午前10時・11時／各45分／2・3歳と保護者／各17名（市内在住
者優先し申込順）／親子でリトミック／荻原めぐみ（天野式リトミック講
師）／申 1/24午後5時までに電話または直接  

地域クラブヨガサーク
ル一日体験〜心と体の
リフレッシュを

①1/21②1/28（月）／午前10時～11時30分／各15名（申込順）／子連れ
可／動きやすい服装で、バスタオル・飲み物を持参／①②どちらかのみ／
申 前々日の午後5時までに本人が電話または直接

桜堤児童館 未就学児は保護者同伴／申 特に記載のないものは当日、直接会
場へ／問 同館☎53-2206（月〜土曜午前9時30分〜午後5時）

乳幼児と保護者、小・中学生とも午前9時30分～午後5時／1階ホールは午後4時～5時、小学生のみ
利用／2階育成室は終日、乳幼児と保護者のみ利用

保育園 申 1月4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
南保育園 1/8（火） 午前9時45分～10時45分 ◎ ◎
西久保保育園 1/9（水） 午前10時～11時 ◎ ◎
千川保育園
（場所：関前コミセン） 1/9（水） 午前10時～11時 ◎ ◎

東保育園 1/16（水） 午前10時～11時 ◎ ◎
境保育園 1/11（金） 午前10時～11時 ◎ ◎
境南保育園 1/17（木） 午前10時～11時 ◎ ◎
境南第2保育園 1/16（水） 午前10時～11時 ◎ ◎
グローバルキッズ
武蔵境園 1/9（水） 午前10時～11時 ◎ ◎

桜堤保育園 1/17（木） 午後1時15分～2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

東
いっしょに
あそぼう 1/15（火）午前10時～11時 平成27年4月～29年

3月生の親子
観劇 1/18（金）午前10時～10時40分 2歳児～、5組（申込順）

武蔵野赤十字 体験保育 1/9（水） 午前9時～11時30分
300円（給食費）

1歳児（28年4月2日～
29年4月1日生）と2歳
児（27年4月2日～28
年4月1日生）、各2組

北町 見学会 1/18（金）時間は予約時にお伝えします 5組
精華第一 観劇会 1/9（水） 午前9時45分～10時45分 未就学児
ニチイキッズ武蔵
野やはた 身体測定 1/15（火）午前10時15分～10時45分 0～2歳児

境 1歳のひろば
（リズム運動）1/18（金）午前10時～11時

1歳児（28年4月～29
年3月生）

境南 ほっとタイム 1/10（木）午後1時15分～2時15分 0歳児～
境南第2 誕生会 1/17（木）午前9時30分～10時 未就学児

桜堤 どんど焼き・
誕生会 1/9（水） 午前9時45分～10時15分

（終了後園庭遊びをどうぞ） 未就学児

グローバルキッズ
武蔵境園 冬のあそび 1/10（木）午前10時～11時 1歳児～

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／申 ◎4日（金）（はらっぱは6日［日］）午前9時から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

初めての
利用者説明会

吉祥寺：①1月12日（土）②24日（木）
はらっぱ：①1月16日（水）②24日（木）
①午前10時15分～10時45分②午後2時～2時30分／①②同内容／0～3歳
児と親／初めて「0123施設」を利用される方／この日以外でもご案内します
／お子さんの名前と住所が確認できるものを持参

不
要

幼児安全法
講習会

はらっぱ：2月6日（水）午前10時～正午／0～3歳児の親／20名／日常に
起こりやすい事故やけがの予防と応急手当・子どもの病気と受診時のポイ
ント／日本赤十字社東京都支部幼児安全法指導員／ストッキング・大きめ
のハンカチを持参

◎�

ふたご・みつご
のつどい

【0123施設出張事業】市役所412会議室：1月17日（木）午前10時～11時30
分／多胎児育児をされているご家族のためのつどい。多胎ならではの悩み
を話したり、情報交換など楽しく過ごしましょう。プレママ、先輩ママの参
加も大歓迎。時間内の出入り自由／当日、直接会場へ／問 0123吉祥寺

不
要

おもちゃ病院
の日

ぐるりん：おもちゃドクターによるおもちゃの修理／1月26日（土）当日預
かり午前10時～正午（修理が終わり次第連絡）／1家族1点／申 事前預か
りは17日から直接ぐるりんへ（26日に取りに来られる方のみ）

不
要

■土曜学校

　【共通】午前10時〜正午／市役所412会議室／超えた場合抽選／多摩
信用金庫地域連携支援部／無料／申·問 1月16日（必着）までに往復ハガ
キ（5頁の申込要領参照し、学校名・学年、保護者氏名も明記）で
郵送または返信用ハガキを持って直接〒180-8777生涯学習ス
ポーツ課☎60-1902へ。市ホームページから申込可。

■ 土曜学校ピタゴラスクラブ
　パターンブロックのひみつを発見
　2月2日・9日・16
日（土）／各日同内
容／午前10時〜正
午／市役所811会
議室・412会議室／市内在住・在学
の小学2年生（保護者見学可）／各
35名（超えた場合抽選）／パターン
ブロックで模様作り、図形の観察・
法則の発見／無料／申·問 1月16日
（必着）までに往復ハガキ（5頁の申
込要領参照し、希望日、学校名・学
年、保護者氏名も明記）で郵送また
は返信用ハガキを持って直接〒180-
8777生涯学習スポーツ
課☎60-1902へ。市ホー
ムページから申込可。

■ 国際交流協会（MIA）こども国
際交流クラブ料理コース
　1月26日（土）①午前10時〜午後
1時②2時〜5時／市民会館料理室
／5歳〜小学生と保護者（10歳以
上は子どものみ可）／各18名（申
込順）／①ラタトゥイユほか、アン
リ・ミウ（フランス出身）②ルーマ
ニア式シチューほか、ポパ・ミハイ
（ルーマニア出身）／子ども・大人
各1名1組2000円（同協会会員
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／どちらか1つの
み参加可／申·問 1月4日〜24日
に国際交流協会☎36-4511へ。
https：//mia.gr.jp/から申込可。

■ 大野田公園プレーパーク〜公園
で遊ぼう

　1月11日・18日・25日、2月1日・
8日・15日・22日、3月1日・8日・15
日・22日・29日（金）／午前11時〜
午後5時（片付け終了）／雨天実施
／大野田公園（吉祥寺北町4-11）
／乳幼児〜小・中・高生／子どもた
ちが自由に思い思いに遊ぶプレー
パーク／駐車場なし／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）、
児童青少年課☎60-1853

■新春こどもかるた大会百人一首
　1月27日（日）午後1
時〜3時／市役所8階
和室／市内在住・在学
の小・中学生／30名
（超えた場合抽選）／申·問 1月18
日（消印有効）までに往復ハガキ
（5頁の申込要領参照し、性別、学
校名・学年、保護者氏名も明記）で
郵送または返信用ハガキを持って
直接〒180-8777芸文協（生涯学習
スポーツ課内）☎60-1856（火・金
曜午前9時〜午後4時）へ。
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高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センター：緑町2-4-1／桜堤ケアハウス在宅介護・地域包括支援センター：桜堤1-9-9／教育支援センター：大野田小地下1階（吉祥寺北町
4-11-37）／帰国･外国人教育相談室：四中学習センター3階（吉祥寺北町5-11-41）／ハビット：緑町2-6-8みどりのこども館内／協同ネット：御殿山1-6-8ムサシヤビル1階／市民ここ
ろの健康相談室：中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階／武蔵野三鷹地域センター：西久保3-1-22

1月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制　健康相談は、10頁に掲載

相 談 名 日 時 相談場所 問

高
齢
者

高齢者なんでも電話相談 365日 24時間 ☎36-2123（相談専用電話）

認知症相談＊来所相談
（電話相談はありません）

9日（水）� 予 10時〜正午
1時〜3時

高齢者総合センター 高齢者支援課
☎60-184617日（木）� 予 市役所

23日（水）� 予 桜堤ケアハウス
総合相談� 来所�予 月〜金曜 9時〜5時 福祉公社☎23-1165

（電話相談は随時）法律相談� 予 第4水曜 1時〜4時

子
ど
も・女
性

教育相談� 予 月〜金曜 9時〜5時 教育支援センター☎60-1899
帰国・外国人教育相談 月〜金曜 10時〜5時 帰国外国人教育相談室☎54-8626
子育てに関す
る総合相談

来所・訪問 月〜金曜 8時30分〜5時 子ども家庭支援センター
☎55-9002 0120-839-002電話 月〜土曜 8時30分〜夜10時

発達に関する相談� 予 月〜金曜 9時〜5時 ハビット☎55-8510
若者サポート相談 月・火・水・金・土曜 10時〜6時 協同ネット☎24-6491
ひとり親家庭相談 月〜金曜 9時〜5時 ひとり親支援担当☎60-1850

女性総合相談� 予
第1土曜 1時〜3時50分

男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 夜6時〜8時50分
第4火曜 9時〜11時50分

女性法律相談� 予 第1土曜 10時〜12時

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火〜土曜 9時〜5時

国際交流協会☎56-2922
♣お問い合わせください

中国語 水・金・土曜 10時〜5時
第3木曜 2時〜4時

タイ・ヒンディ・タミル･ドイツ・ロシア・ノルウェー・スペイン語♣
外国人・法律・心理相談� 予 第4土曜 1時〜4時

そ
の
他

ボランティア相談 月〜土曜 9時〜5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援� 予 水曜 10時〜4時 生活経済課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月〜金曜 9時〜5時 商工会議所☎22-3631
野外活動相談 15日を除く毎日 9時〜5時 野外活動センター☎54-4540

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

一般相談（市政に対する意見など）月〜金曜 9時〜5時
市民活動推進課
☎�60-1921（予約専用）
問�60-1829
法律相談、税務相談は2週間
前から予約開始。
人権相談の予約は前日まで
年金・社会保険・労務相談は
当日、市役所1階ロビーへ

法律相談� 予 月･水･金曜 10時〜4時
人権相談� 予 10日（木） 1時〜4時行政相談� 予 10日（木）
交通事故相談� 予 10日・17日（木）1時〜3時30分
税務相談� 予 水曜 1時30分〜4時30分年金・社会保険・労務相談�21日（月）�

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 15日（火） 10時〜4時

住宅改造相談 月〜金曜 9時〜5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談� 予 28日（月） 1時〜4時 保健センター 障害者福祉課
☎60-1904

く
ら
し

消費生活相談 月〜金曜 9時〜4時 消費生活センター☎21-2971
生活困窮に関する相談 月〜金曜 8時30分〜5時 生活福祉課☎60-1254
住まいのなんでも相談室
（空き家・耐震化・不動産・マンション）�予 木曜

9時〜正午
1時〜4時 住宅対策課☎60-1905

高齢者等入居支援相談�予 木曜 2時〜4時

こ
こ
ろ
の
健
康

引きこもり相談 月・火・水・金・土曜 10時〜6時 協同ネット☎24-6491

こころの
健康相談

来所� 予 木曜 1時〜4時
市民こころの健康相談室
☎55-6003電話 木曜 10時〜正午、1時〜4時

第2・4土曜10時〜正午、1時〜4時
心の医療相談� 予

お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-2334アルコール相談� 予

思春期相談� 予

スポーツ 講師の方などの敬称略

駅伝競走大会 健康マラソン大会

対　象 中学の部：60チーム、高校の部・一般の部・混成の部：80チーム／1チーム4名（補欠：混成2名まで・そのほか1名まで）
6000mを40分以内で完走できる
15歳以上（中学生不可）／230名

開会式 午前9時／第四中校庭 午前10時50分／第四中校庭

部　門

①中学男子の部②中学女子の部③高校女子・一般女子
の部④男女混成の部（男女各2名で1区・4区が男性、2
区・3区が女性）：約2900m（1区）＋約3000m（2・3・4
区）／⑤高校男子・一般男子の部：約2900m（1区）＋約
3000m（2区）＋約6000m（3区・4区）

①男女15歳〜29歳の部②男女
30歳〜39歳の部③男40歳〜49
歳の部④男50歳以上の部⑤女
40歳以上の部：約5630m

参加費 1チーム2000円（中学の部無料） 1人500円

■外環本線シールドトンネル掘進工事説明会　1月12日（土）午前10時〜11時30分／1月17日（木）午後7時〜8時30分／本宿小体育館（吉祥寺東町4-1-9）／大泉JCTからの外環本線シー
ルドトンネル掘進に伴う工事説明会を開催／問 NEXCO東日本東京外環工事事務所☎0120-861-305、同中日本東京工事事務所☎0120-016-285、東京外かく環状国道事務所☎0120-
34-1491、まちづくり推進課☎60-1872

スポーツ関連のお知らせ
○1月の市民スポーツデー
　1月20日（日）午後1時〜4時／市立小学校の校庭・体育館（上履きを持参）を一般開
放／開放する小学校：第二・第三・第五・井之頭・関前南／特別イベント…第二：キン
ボール（午後1時〜4時）、井之頭：サッカー（午後1時30分〜3時30分）／問 生涯学習ス
ポーツ課☎60-1903
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（2月）
　午前9時〜午後5時：11日（祝）〜16日・23日（土）・24日（日）／午後1時〜5時：2日
（土）・3日（日）・9日（土）／問 総合体育館☎56-2200

1月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　株式会社さんこう社　代表取締役　
野島善孝様／長崎の被爆についての図
書6冊／小学校児童のため／問 管財課
☎60-1815
■�市民会館　3月分使用申込
　仮申請：1月4日（金）〜15日（火）／公開
抽選：1月16日（水）午後1時30分／仮申請
が重なった場合利用団体などによる公開
抽選／本申請：1月20日（日）〜30日（水）
午前9時〜午後8時／空き室は使用当日
まで申込可／問 市民会館☎51-9144
■�シルバー人材センター
◎入会説明会：1月15日（火）午後1時30
分、同センター会議室。市内在住60歳以

上の健康で働く意欲のある方。就業内
容：家事・子育て援助、庭木の手入れ、除
草、障子・ふすまの張替え、駐輪場の管
理、広報紙の配付、清掃、施設管理など。
年度会費2000円、ゆうちょ銀行の通帳
を持参／申·問 前日までにシルバー人
材センター☎55-1231へ。◎リサイクル
センター営業日：平日午前9時〜午後3
時。第4土曜（1月26日）午前10時〜午後4
時。再生家具などを販売／問 リサイクル
センター☎51-3448◎庭木の手入れ申
込受付：4月〜6月作業分。高木は要相
談。申込多数の場合抽選／申·問 1月31
日（消印有効）までにハガキでシルバー
人材センター植木係☎55-1231へ。

■「武蔵野市ロードレース」参加者募集
　3月10日（日）／スタート：駅伝午前9時30分、マラソン11時15分／1月7日
午前9時から申込順（1月13日までは市内在住・在勤・在学者のみ、駅伝はメン
バー全員が市内在住・在勤・在学であること。駅伝中学の部は抽選）／代理出
走禁止／陸上競技場休場のため、第四中（南門）からスタート／参加賞：
RWCピンバッチ／申·問 所定の申込用紙（http：//www.musashino.or.jp/
から印刷可）をファクス（要受信確認、駅伝中学の部は1月31日午後9時必着）
または直接総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。参加費は直接持参。

■運動していない女性のための「絶対に効果が出るストレッチ」
　3月3日（日）午後2時30分〜4時／総合体育館メインア
リーナ／①フロア参加者：市内在住・在勤・在学の20歳〜
50歳代の女性で運動していない方。100名（託児優先し
超えた場合抽選）②観客席：男性・子ども可。350名（先着
順）／NHK「趣味どきっ！柔軟講座」で有名なフィジカ
ルトレーナーと一緒にストレッチ。初心者向け／中野
ジェームズ修一（＝写真）／無料／託児：1歳〜未就学児、20名（無料）／
申·問 ①1月25日（必着）までに往復ハガキ（5頁の申込要領参照し、年齢、
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］・生年月
日・性別も明記）または返信用ハガキを持って直接〒180-8777
生涯学習スポーツ課「ストレッチ」担当☎60-1903へ。市ホー
ムページから電子申込可②当日、直接会場へ。

◎初心者スケート教室〜大人も子どももウインタースポーツ、スケートに挑戦
2月17日（日）午前9時〜正午／ダイドードリンコアイスアリーナ（西東京市東伏見3-1-
25）集合・解散／市内在住・在勤・在学の小学生以上／大人20名・子ども100名（超えた場合
抽選）／最少催行40名／指導：都スケート連盟／3000円（スケート靴代含む）／申·問�1月
14日（必着）までにハガキ・ファクス（5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
3月8日（金）午後7時三鷹駅北口出発〜10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）／9日スキー場（小海リエックス・ス
キーバレー）に無料送迎あり／申·問�2カ月〜2日前に自然の村の宿泊予約と合わせて直接
野外活動センターへ
＊旅行条件説明書はホームページまたはDo�Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513号
一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

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

■市民体育大会スキーフェスティバル
　2月15日（金）午後7時30分市役所出発〜17日（日）午後8時解散／菅平
高原スキー場（長野県）／貸切バス使用／ホテル第一館泊／市内在住・在
勤・在学の小学生以上（小学生は親同伴）／40名（申込順）／最少催行21名
／16日：スキーコンテスト（大回り、小回り、自己申告タイムレース）。17
日：スキークルージングまたはポールレッスン／2万2000円。家族参加
割引などあり。出発1週間前よりキャンセル料。リフト券・昼食・レンタル
スキー代は各自負担。スキーコンテストのみ現地参加可（5000円）／
申·問 1月4日〜31日に参加費を持って直接体育協会☎55-4119へ／詳
細はhttp://musashino-taikyo.jp/参照。
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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11頁を参照。●講師の方な
どの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■�松籟公園出張プレーパークで
遊ぼう
1月12日（土）・13日（日）／午前11
時〜午後5時（片づけ次第終了）／
雨天実施／同公園（吉祥寺東町
4-3）／木工体験、おやつ作り体験
（12日午後2時）、コマ回し体験
（13日午後2時）／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）
■お父さんお帰りなさいサロン
　「新春おとぱDE初遊び」
1月12日（土）午後2時〜4時／市
民社協会議室／シニア世代の方
／20名（申込順）／大人が楽しめ
るボードゲームの紹介、懇親会
／碓氷美香／無料（懇親会は
500円）／申·問 ボランティアセ
ンター武蔵野☎23-1170、FAX 
23-1180、vcm@shakyou.or.jp
■聴覚障害者協会講演会
1月12日（土）：ろう者、聴者の手
話コミュニケーションのズレ、1
月19日（土）：海外体験記／午後
2時〜4時／西久保コミセン大会
議室／モンキー高野（手話フレ
ンズ代表）／手話通訳・要約筆記
あり／無料／申 当日、直接会場
へ／問 聴覚障害者協会・千葉
FAX90-6167
■0・1・2歳親子ひろばさくらんぼ
1月15日（火）午前10時〜正午／
千川さくらんぼクラブ（八幡町
2-5-3）／市内在住の0〜2歳と
保護者／20組（申込順）／からだ
あそび／石川くに子（おもちゃ
コンサルタントマスター）／無
料／申·問 1月11日までに千川
福祉会☎30-0022へ。
■老いじたく講座
1月15日（火）午前10時30分〜
正午／福祉公社／20名（申込
順）／エンディングノートを書
いてみよう／無料／申·問 福祉
公社☎23-1165

■テンミリオンハウス花時計
◎百人一首をして遊びましょ
う：1月17日（木）午前10時〜11
時30分。16名。無料。◎ハンド
マッサージ：1月24日（木）午後1
時30分〜2時30分。20名。ゴー
ルドフィンガー。300円（オイル
代）／【共通】申込順／申·問 花時
計☎32-8323（境南町2-25-3）
■市民交響楽団室内楽定期演奏会
1月20日（日）午後2時（開場1時
30分）／市民文化会館小ホール
／チェロ・バスーン二重奏、フ
ルート四重奏、管打八重奏、金管
五重奏、ピアノ五重奏／無料／
全席自由／問 同楽団・太田☎
080-2244-0955
■気功教室
1月20日（日）午後2時〜3時30
分／高齢者在宅サービスセン
ター武蔵野館デイルーム／市内
在住・在勤・在学の方／20名（申
込順）／村瀬由美子／無料／上
履き／申·問 同館デイサービス･
梅田☎36-7711
■まちぐるみ子育て応援事業
　「ローズカフェ」
1月22日（火）午前10時30分〜正
午／杵築神社（境南町2-10-11）
／乳幼児親子、関心のある方／
10組（申込順）／本殿見学と同神
社の歴史／窪田隆栄（宮司）／
1000円（弁当・飲み物代）／申·問  
HBB古川（Happy and Boon Bud
dy）☎090-6042-4917、hbb925 
@nifty.com
■�全年齢対象合同就職面接会＆
就職支援セミナー

1月23日（水）。スイングホール。◎
セミナー：午前10時〜正午（受付
9時30分）。60名（申込順）。面接対
策セミナー。神谷敏康（東京しご
とセンター多摩講師）／申 1月4日
から電話もしくは直接ハロー
ワーク三鷹へ。◎面接会：午後1時
30分〜3時30分（受付1時〜3時）。
参加企業：10社程度（約1週間前
にハローワーク三鷹窓口・ホーム
ページで公開）。履歴書複数枚、ハ
ローワーク紹介状、雇用保険受給
資格者証（受給中の方）を持参／
申 当日、直接会場へ／問 ハロー
ワーク三鷹☎47-8617、生活経済
課☎60-1832
■がん患者・家族交流会
　「リンパ浮腫について」
1月25日（金）午後2時〜4時／武

蔵野赤十字病院山﨑記念講堂／
20名（申込順）／西巻佳子（同病
院認定看護師）／申·問 同病院が
ん相談支援センター☎32-3111
■�亜細亜大学地域
　ファミリーコンサート
1月27日（日）午後2時（開場1時
30分）／同大学3号館講堂（境
5-24-10）／バーチュリーバ・ソ
サエティ（同大学吹奏楽団卒業
生団体）による演奏会。「スーパー
マン」のテーマ、ミュージカル
「レ・ミゼラブル」より、映画「アナ
と雪の女王」よりなど／指揮：小
長谷宗一、ゲスト：桜野小吹奏楽
クラブ／子連れ可／無料／申 当
日、直接会場へ／問 同大学地域
交流課☎36-2469
■高齢者総合センター
　新春囲碁・将棋大会
将棋1月29日（火）：40名（申込
順）、囲碁1月31日（木）：90名（申
込順）／午前9時45分〜午後3時
30分／市内在住で60歳以上の
方。級位クラスの方の参加可／
遅刻は不戦敗。成績優秀者に賞
品あり（初参加者は受賞対象
外）。対局時計使用／昼食を持参
／申·問 将棋1月22日までに、囲
碁1月24日までに電話または直
接同センター☎51-1975（日曜、
祝日を除く）へ。
■�市老人クラブ連合会
　フラワーアレンジメント講習会
①1月31日（木）：午前11時30
分、午後1時30分・2時30分。市民
社協会議室。各15名②2月2日
（土）：午前10時30分・11時30
分。境南コミセン会議室。各20名
／【共通】市内在住で60歳以上の
方。定員を超えた場合抽選。
1500円。花ばさみ・持ち帰り用
袋を持参／申 1月15日（必着）ま
でに往復ハガキ（希望日・時間も
明記、時間調整する場合あり）で
同連合会事務局へ／問 市民社協
☎23-0701
■国際交流協会（MIA）
①メキシコ家庭料理教室：2月2
日（土）午後2時〜5時。市民会館
料理室。18名。ポークタコスほ
か。アレハンドロ・パラサンチェ
ス（メキシコ出身）。2000円（同
協会会員1000円）。前日・当日
キャンセルは参加費全額。エプ
ロン、筆記用具を持参／②外国
語会話交流教室〜はじめの一

歩：Aフランス語：2月2日〜3月
23日の毎週土曜。ハレ・ローラン 
（フランス出身）。Bタイ語：2月5
日〜3月26日の毎週火曜。セー
ンウライ・ティティソーン （タイ
出身）。【AB共通】（全8回）午前10
時〜正午。同協会会議室。18歳以
上で当該言語学習歴がない方。
20名（市民、同協会会員優先し超
えた場合抽選）。最少催行10名／
会話入門と文化紹介／6000円
（同協会会員4000円）／申·問 ①
1月31日までに電話②A：1月22
日（必着）B：1月26日（必着）まで
に往復ハガキ（年齢・職業・電話・
Eメールアドレス、会員は会員番
号も明記）で同協会☎36-4511
へ／https://mia.gr.jp/から申
込可。
■商工会議所
　サクセスセミナー講演会
2月4日（月）午後3時〜5時／商工
会館市民会議室／90名（申込順）
／小規模事業者のための2020
年施行民法改正の要点解説／池
田眞朗（武蔵野大学副学長）／無
料／申 1月31日午後5時までに同
会議所ホームページhttp：//
www.musashino-cci.or.jp/ へ
／問 同会議所☎22-3631（土・日
曜、祝祭日除く）
■市認定ヘルパー養成研修
2月13日（水）〜15日（金）／午前
9時〜午後4時（ほかに半日程度
の実習あり）／福祉公社／修了
後市認定ヘルパーとして働ける
方（フォロー研修などあり）／24
名（超えた場合抽選）／高齢者宅
で家事援助（身体介護なし）／無
料／申·問 1月31日（消印有効）ま
でに研修申込書（高齢者支援課、
福祉公社などで配布）を郵送ま
たは直接地域包括ケア人材育成
センター☎20-3741（〒180-0001
吉祥寺北町1-9-1）へ。
■�緑の募金国際緑化事業「植林ボラ
ンティアツアーinハバロフスク」

4月28日（日）成田空港出発〜5
月5日（祝）／15名（初参加者優
先し申込順）／ロシア連邦ハバ
ロフスク地方での植林・自然観
察／18万円（食事付き。ビザ手数
料など別途費用あり。学割あり
要相談）／説明会：1月12日（土）。
武蔵野プレイス／申·問 1月15
日までにファクス・Eメールでむ
さしの・多摩・ハバロフスク協会

☎・FAX23-5351、mail@mtxa.
orgへ。

◆ スポーツ ◆

■アーチェリー教室
昼の部：1月12日・26日、2月9
日・23日、3月9日・23日の土曜。
午後0時15分〜3時／夜の部：2
月5日、3月5日の火曜。午後6時
45分〜9時30分／総合体育館弓
道場／市内在住・在勤・在学の方
／1回400円（学生200円）／
申 当日、直接会場へ／問 アー
チェリー協会・須長☎ 090-
8302-9375
■ソシアルダンスの集いと講習会
1月13日（日）午後1時〜5時10
分／総合体育館ダンス室／プロ
講習会（ルンバ）、ミキシング、武
蔵野サンバ／500円／申·問 ソ
シアルダンス連合会・島森☎
080-6555-2144

◆ お知らせ ◆

■司法書士による法律相談会
1月12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。
■税理士による税の無料相談
　「むさしの」
1月15日、2月12日（火）／午後1
時30分〜4時30分／武蔵野税理
士会館（中町1-23-17）／各4組
（申込順）／相続税など（40分）／
無料／申·問 前日までに東京税
理士会武蔵野支部☎55-2313
へ。
■�司法書士・土地家屋調査士に
よる登記相談会
1月17日（木）午前10時〜午後3
時／市役所ロビー／相続・遺言、
売買、贈与などの不動産登記に
関する相談など登記全般、土地
建物測量、空家問題／無料／
申 当日、直接会場へ／問 東京司
法書士会武蔵野支部・勅使☎27-
6761、東京土地家屋調査士会武
蔵野支部☎54-2666
■むさしのFM放送番組審議会
11月6日（火）午後4時30分より
商工会館で開催しました。詳細
はむさしのFMホームページに
掲載／問 エフエムむさしの☎
23-0782

■むさしのみたか市民テレビ局ケーブルテレビデジタル11ch　1日（祝）〜16日（水）［わがまちジャーナル］1．新年 代表挨拶2．書家 石川香雪3．迎春 和菓子に込めた想い／17日（木）〜31
日（木）［アンコールアワー］乳がんと向き合う 早期発見が私を守る／問 同テレビ局☎79-1434

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

1
月
の
休
館

○�中央：1日（祝）〜4日（金）・11日（金）・18日（金）・25日（金）※14日（祝）は午後
5時まで開館
○�吉祥寺・武蔵野プレイス：1日（祝）〜4日（金）・9日（水）・16日（水）・23日（水）・
30日（水）

日時 対象 内容

シネマ
プレイス

1月20日（日）
午後2時30分

（開場2時15分）
中学生
以上

「怪物はささやく」（2016年、アメリカ・スペイ
ン作品、109分、カラー、字幕版、監督：J.A.バ
ヨナ、出演：ルイス・マクドゥーガル、シガ
ニー・ウィーバーほか）／座布団・クッション
など持参可、自転車の方は駐輪場混雑のため
時間に余裕をもってご来館ください

どっきん
どようび

1月12日（土）
午後2時30分

（開場2時15分）

幼 児・小
学生と保
護者

人形劇「さんまいのおふだ」ほか1本（人形劇
団オフィスやまいも、約55分）

◎民族衣装展・フォークロア写真展
　2月12日（火）〜19日（火）／午前10時〜午後6時30分
◎刺しゅうワークショップ
　2月17日（日）午前10時〜11時、午後2時〜3時／市内在住・在勤・在学
の方／各30名（超えた場合抽選）／イーラーショシュのコースター、す
ずらんのカウント刺しゅうのピンクッション（当日選択）を制作／岩田
由美子／1500円（材料費）／申 1月18日（必着）までにEメール（5頁の申
込要領参照し、希望時間、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）または
電話で交流事業課☎60-1806、sec-koryu@city.musashino.lg.jpへ。
◎トークショー「ルーマニアの刺しゅう、民族衣装を求めて」
　2月17日（日）午後0時30分〜1時30分／50名（先着順）／無料／
申 当日、直接会場へ
【共通】武蔵野プレイスギャラリー／問 交流事業課☎60-
1806

知ってみルーマニア知ってみルーマニア 第3弾

ルーマニアの手しごと

■武蔵野プレイス
【共通】フォーラム／100名（先着順）／無料／申 当日、直接会場へ／問 武
蔵野プレイス
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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 ☎

1日（祝）
○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町3-14-6 31-1155
○時計台メディカルクリニック 内科 吉祥寺本町3-10-14 20-1151
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

2日（水）
○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町3-14-6 31-1155
○かたおか医院 内科 西久保3-2-22 50-5311
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

3日（木）
○わたなべ小児科 小児科 吉祥寺北町1-18-7 28-1222
○甲賀クリニック 内科・小児科 境南町3-12-2 30-7707
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

6日（日）
○かしわでクリニック 内科・小児科

（3歳以上） 境2-15-5 38-7277

○樋口クリニック 内科 中町1-13-1 56-3588
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

13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

14日（祝）
○田原医院 内科・小児科 関前3-3-9 51-8458
○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
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
1日（祝） 池田歯科医院 中町1-23-8�グランヒルズ武蔵野101 ☎51-4675
2日（水） 緑町歯科医院 中町2-2-2�ジュネス武蔵野�2階 ☎51-8241
3日（木） 伊藤歯科医院 緑町1-6-26 ☎55-4660
6日（日） 飯塚歯科医院 吉祥寺東町1-10-11 ☎21-4180
13日（日）岩崎歯科クリニック 吉祥寺北町2-1-15�イオ吉祥寺�1階 ☎23-7522
14日（祝）上田歯科医院 吉祥寺本町4-8-7 ☎22-2211

休日の医療機関� 1/1（祝）～14（祝）

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5頁の申込要領参照

健　康

母子保健
■�もうすぐママのためのこうのと
り学級（平日クラス・全2回）

①2月4日（月）：妊娠中から産後の
過ごし方、赤ちゃんとの関わり②
2月25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（申込順）／母子健康手
帳・筆記用具②は歯ブラシ・手鏡を
持参／申·問 1月28日までに電話

■離乳食はじめて教室
　（4〜6カ月ごろの離乳食）
　2月7日（木）午前10時15分〜11
時30分／3〜4カ月児健診受診後
の平成30年8月〜10月生まれの第
一子と親／25組（申込順）／離乳食
（1回食）の話（簡単な試食あり）、生
活リズムの話／母子健康手帳・バ
スタオルを持参／申·問 1月31日
までに電話または直接健康課へ。

1月申込の
健診・検診

経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診をしてください。詳細
は「がん検診ガイド」、市ホームページ参照／対�対象、定�定員、場�実施機
関、内�内容、費�費用／問�健康課

種　類 受診日／対象者・内容など 申

乳がん
検診

2月受診分受付開始 ハガキ・封書または
直接健康課へ。市
ホームページから
電子申請可
【記入事項】
希望実施機関（①〜
④）、生年月日

対�40歳以上の女性（平成31年3月31日時点）、昨年度市の検診を
受診していない方、ほか要件あり場�①健康づくり事業団②にしく
ぼ診療所（緑町）③松井健診クリニック吉祥寺プレイス（吉祥寺東
町）④メイプルブレストケアクリニック（境南町）内�問診、マンモグ
ラフィー費�1000円（生活保護受給者は免除、生活福祉課へ申し込
み）

胃がん
検診

肺がん
検診

＊40歳以
上の方は
セット受
診可能

2月1日（金）・4日（月）・6日（水）・8日（金）／
午前8時45分〜11時15分（肺がん検診のみ
受診の方は10時45分〜11時15分）

ハガキ・封書（記入事項は以下）または
直接健康課へ。市ホームページから電
子申請可
【記入事項】
「胃がん検診希望」・「肺がん検診希
望」・「胃・肺セット希望」、第3希望日ま
で（時間指定不可）、生年月日
［肺がん検診、セット受診］
①〜③も明記。①たばこを喫煙中（過
去に喫煙）の方は1日の本数と喫煙年
数②過去6カ月以内に痰に血が混じっ
たことがある方は「血痰あり」③ない
方は「なし」

胃：対�35歳以上の方（31年2月1日時点）定�64名
（申込順）内�胃エックス線撮影（バリウム検査）
費�無料
肺：40歳以上の方（31年3月31日時点）定�124
名（申込順）内�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）費�無料
【共通】妊娠中または可能性のある方、職域などほ
かで受診機会がある方は対象外、ほか要件あり

若年層胸
部検診

2月1日（金）・4日（月）・6日（水）・8日（金）／午前11
時15分〜11時30分

ハガキ、封書（第3希望日ま
で、生年月日を明記）または直
接健康課へ。市ホームページ
から電子申請可

対�15歳以上40歳未満の方（平成31年3月31日時点）
定�40名（申込順）内�胸部エックス線撮影費�無料

肝炎ウイ
ルス検診

対�40歳以上の方（31年3月31日時点）、同検診未受診の方、ほかに受
診機会のない方＊市国保、後期高齢者医療制度加入者は健診時に実
施内�血液検査費�無料

電話または直接健
康づくり事業団へ

妊婦歯科
健診

対�妊娠中の方場�市内指定医療機関内�歯科健診費�無料／受診票は母
子健康手帳とともに交付（母と子の保健バッグに同封)

転入の方は
健康課へ

1月の健康相談　＊今月実施しない相談は、次回の予定を掲載。
相　談　名 日　　　時 場　所 問

健康なんでも相談 月〜金曜 午前8時30分〜午後5時 保健
センター

健康課
☎51-0700

ベビーサロ
ン（赤ちゃ
ん相談室）

１カ月健診
終了後〜１歳
未満の乳児

18日（金） 受付時間午後1時30分〜
2時（予約不要・直接会場
へ）

2月15日（金） 市民会館
25日（金） 公会堂

体重
測定会

1歳〜６歳の
幼児（未就学
児）

23日（水）
受付時間午前11時〜11
時30分（予約不要・直接会
場へ） 保健

センター健康相談（予約制） 17日（木） 午後1時15分〜2時30分
マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月〜金曜 午前9時〜午後5時 健康課

☎51-0703
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

健康づくり支援センター
◎インボディ測定会
1月24日（木）①午前10時②10時45分／各2時間程度／公会堂／50歳代までの女性／測
定結果の見方の説明（健康運動指導士）、体脂肪減少や筋肉量増加を目指す栄養講座（管理
栄養士）／健康づくり人材バンク／託児：4カ月〜未就学児、12名（申込順）
◎インボディミニ測定会
1月21日（月）午前10時〜正午／60歳代以上で過去にインボディ測定会に参加したこと
のある方
【共通】ペースメーカー使用者・妊娠中・測定後1年未満の方不可／各10名（申込順）／筋肉
量、体脂肪量、基礎代謝量などの測定（はだしで測定）／申·問�電話または直接健康づくり
支援センターへ
◎強度ある運動　ボクシングエクササイズ
2月3日（日）午前10時30分〜正午（受付10時）／本宿コミセン／20〜50歳代の健康づく
りはつらつメンバー（当日登録可）／20名（申込順）／ボクシングの動きを取り入れた運動
／健康づくり人材バンク健康運動指導士／託児：4カ月〜未就学児、12名（申込順）／動き
やすい服装で、室内用運動靴・水分補給飲料・タオルを持参／申·問�電話または直接健康づ
くり支援センターへ

または直接健康課へ。

■�特定健康診査・特定保健指導を受けましょう
　特定健康診査の受診期限は1月31日です。まだ受診していない方はこの
機会にぜひ受けましょう。診査の結果、生活習慣病発症リスクがあると判定
された方には、保健指導の案内を健康づくり事業団から送付します。申し込
みなど詳細は案内に記載の電話番号へ問い合わせてください／問 国民健康
保険の資格について：保険課☎60-1834、健診について：健康課

官公署だより
■�子育て応援とうきょうパスポートが
もっと便利に

　1月から対象世帯を18歳未満の子や
妊婦がいる世帯に拡大しました◎冬休
み利用促進キャンペーン：1月7日（月）
まで。詳細はホームページhttps://ko 
sodate.pass.metro.tokyo.jp/やアプ
リ参照／問 東京都福祉保健局計画課子
育て応援事業担当☎03-5320-4115
■マンション耐震セミナー
　1月26日（土）／都庁都民ホール／耐震
診断・改修についての実例を交えた講演
会や個別相談会を実施します／共催：耐
震総合安全機構／詳細はhttp://www.
jaso.jp/参照／申 ファクスで耐震総合安
全機構FAX03-6912-0773へ。同法人

ホームページから申込可／問 東京都都
市整備局マンション課☎03-5320-4944
■下水道モニター募集
　意見・要望を聴取し、効率的・効果的
な事業運営を行うため、下水道モニ
ターを募集します／4月1日から1年間
／平成31年4月1日現在、満20歳以上
で都内在住の方（公務員、モニター経験
者、島しょ在住を除く）で、ホームペー
ジの閲覧とEメールの送受信ができる
方／1000名程度／インターネットア
ンケートの回答、施設見学会への参加
など／回答数に応じ図書カード贈呈／
申·問 1月4日〜2月28日に東京都下水
道局ホームページへ／問 同局広報
サービス課☎03-5320-6693

■20歳になったら国民年金　20歳になると、国民年金に加入する義務が生じます。厚生年金などに加入していない方は市役所保険課国民年金の窓口または武蔵野年金事務所で手続きを
してください。届け出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないことがあります／問 武蔵野年金事務所☎56-1411、保険課国民年金担当☎60-1837
■事業主の皆さんへ　家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために　労働者が家族の介護のために離職しないよう育児・介護休業法などに「介護休業（対象家族1人につき3回、通算93日まで。
介護休業給付は休業前賃金の67％）」などが規定されています。利用できる制度の内容や必要な社内手続などを労働者に周知しましょう／問 東京労働局雇用環境・均等部指導課☎03-3512-1611
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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：2月1日（金）から開館
◦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：12月19日（水）から休館
◦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

●武蔵野警察署　☎55-0110
　今年の市内の特殊詐欺（振り込め詐
欺など）の被害件数は41件、被害額は
約6000万円です。犯人は子や孫などの
親族を装うだけでなく、市役所職員、警
察官、銀行員、弁護士、百貨店店員、家電
量販店店員など、さまざまな職業を
装ってだまそうとします。家の電話を
留守番電話に設定し、相手を確認して
から電話をかけなおすなどの防犯対策
をお願いします。また、市内の犯罪（刑
法犯認知件数）の約4割は自転車盗で
す。無施錠の自転車が狙われています。
駐輪する時は必ず鍵をかけましょう。

市内の地域安全情報
●武蔵野消防署　☎51-0119
　1月15日〜21日は、「防災とボラン
ティア週間」です。これは、災害時にお
ける自主的な防災活動やボランティア
活動の認識を深め、災害への備えの充
実強化を図ることを目的としていま
す。東京消防庁災害時支援ボランティ
アは、東京に大きな災害が発生した時
に消防署などに参集し、消防隊の支援
を行います。興味のある方、登録をご希
望される方は、最寄りの消防署へお問
い合わせください。
◦平成30年11月中の災害件数
　火災・救助など33件、救急702件

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　2/15号…1月15日、3/1号…1月29日

掲
載
希
望
の
方
へ

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1
コミュニティセンター 文中の敬称略

  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
映画「いのちの岐
路に立つ」武蔵野
上映会

1月12日（土）午後6時30分／ス
イングホール／樋口健二（報道写
真家、アフタートークあり）

当日1500円
前売1000円
佐藤51-7602

前売券は氏名・住所・
電話・枚数明記で
FAX51-7602へ

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
千川バレー同好会
（ママさんバレー）

毎週土曜／午後3時
30分〜6時30分／
千川小体育館

月1000円
西
090-6007-4324

初心者の方も大歓迎。子連れ可。
yomiryuma@ezweb.ne.jpか
ら申込可。

観世同好会
（謡曲を謡い合い
ます）

毎月第2土曜／午後
1時30分／市民会
館

年1000円
奥33-5876

絵画クラブ
エコルド井ノ頭

春秋年2回の野外絵
画展／そのほか不
定期写生会講習会

月500円
髙野
090-3513-2534

仲間あつまれ

吉　東 18日（金） ■謡曲教室（初心者向け）　午後1時30分〜2時30分／25名／青木健一
（観世流能楽師）／初心謡本を持参（ない方は講師に要相談）

本　宿

19日・
26日（土）

■背骨コンディショニング教室　1月〜3月の第3・4土曜／全6回／午
前10時〜11時30分／3000円（セラバンド代含む）／申 6日〜参加費を
添えて窓口へ

20日（日） ■ニューイヤーダンスパーティー　午後1時30分〜4時

30日（水） ■折り紙教室「お雛様を折ろう」　午前10時／15名／300円／ボンド・
はさみ・ピンセットを持参／申 参加費を添えて窓口へ

御殿山 お知らせ ■予約受付臨時窓口　1月22日〜31日（28日を除く）午後1時〜5時／
2月分から予約受付／1月は部屋の利用はできません

吉　南
21日（月） ■生活習慣病予防料理講習会「今、フレイルを予防するには」　10名／申

22日（火）
■ママのための健康講座～親子de体操（腰痛防止）　午前10時30分〜
11時40分／6〜12カ月児と親／15組／共催：健康づくり支援センター
／申 窓口へ

本　町
6日（日） ■まちをきれいに　午前9時コミセン前集合／地域をきれいにする活

動です

14日（祝）
■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

16日〜
3月20日

■パソコン学習会　毎週水曜（全10回）／初級者コース：午前10時〜正
午／11名／3000円／申 9日・11日に窓口へ／受講経験者の質問・自習
会：午後1時30分〜3時30分／300円

お知らせ ■パソコン学習会は3月末をもって閉講します

19日（土） ■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分コミセン集合／井ノ頭通り歩
道、植え込みの清掃活動をしましょう

吉　北
12日（土） ■子ども映画会　午後2時／「ミッキーマウスと魔法の帽子」「ピーター

パンの冒険」「カバのポトマス」

27日（日） ■新春囲碁大会　午前9時30分／30名／500円（昼食代）／申 11日〜
20日に昼食代を添えて窓口へ

けやき
・
緑町

12日（土）
■どんど焼きとむかしあそび「伝えよう、楽しもう、日本の文化」　午前
10時〜正午／大野田小（吉祥寺北町4-11-37）／どんど焼き（お飾り受
付11時まで。雨天中止）、お汁粉、マシュマロ焼き、よさこい（RIKIOH）、
人力車／共催：大野田あそべえ、青少協

けやき
13日（日） ■けやき囲碁のつどい　午後1時〜4時／自由対局

15日（火） ■ナイトウオーク　午後7時30分コミセン集合／地域をウオーキング
しながらパトロール

中　町
集会所 7日（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

緑　町 19日〜
2月23日

■パソコン学習会　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、ノートパソコン持参者4名／3000円（初日に持参）
／申 9日〜窓口へ

八幡町
9日（水） ■夜間防犯パトロール「住んでいる町を安全な街にしよう」　午後7時

コミセン集合
6日（日）〜
13日（日）

■コーヒーの日　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しませんか

西　部 6日（日） ■新春いけ花コミセンデー　午後2時／いけこみ実演：後藤麗美（草月
流）／11日まで展示

境　南

11日（金）
■くまのこひろば　午前10時〜11時30分／0〜3歳未満（父母、祖父母
の付添可）／読みきかせ、手遊びうた、紙芝居、絵本、手作りおもちゃで
遊ぼう／共催：境南地域社協

20日（日） ■野鳥観察会　午前9時〜正午／都立野川公園／15名／小学生は保護
者同伴／筆記用具、双眼鏡を持参／申 6日〜17日コミセン窓口へ

25日（金） ■ママのための健康講座と親子de体操　午前10時30分〜11時30分
／市内在住の6カ月〜1歳未満の親子／15組／申 

桜　堤 13日・
27日（日） ■囲碁の日　午後1時〜5時／自由対局

担当：市民活動推進課

■生活習慣病予防料理講習会 午前10時30分／市内在住で50歳以上／指導：市協力栄養士／600
円（キャンセルの場合、実費負担の可能性あり）／エプロン、三角巾を
持参／定員に満たない場合、中止にすることがあります

■本町コミセンに新しい備品が入りました
　（一財）自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として、宝くじの
受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により、
テーブルや椅子、ホワイトボードなどの備品を整備しました／問 市民活
動推進課☎60-1830

■特集展示関連ワークショップ「雪の結晶を作って撮影してみよう」
　2月2日（土）午後2時〜3時30分／ふるさと歴史館／
市内在住・在学の小学4年〜中学2年生（保護者見学可）
／30名（超えた場合抽選）／成蹊気象観測所について、
雪の結晶の作成実験と撮影方法のレクチャー／宮下敦
（成蹊大学教授）／無料／デジタルカメラやスマート
フォンなどを持参／共催：市教育委員会・成蹊学園サス
テナビリティ教育研究センター／申·問 1月20日（必着）まで
に往復ハガキ（5頁の申込要領参照し、学校名・学年も明記）
で郵送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。専用申込フォームから申込可。

■市民探鳥会
　1月14日（祝）午前9時45分井の頭恩賜公園野外ステージ前（三鷹市井
の頭4丁目）集合・正午解散／小雨実施（確認は当日午前8時30分以降に
野外活動センター）／市内在住・在勤・在学の方（小学3年生以下は保護者
同伴、未就学児参加可）／100名程度（先着順）／グループに分かれて観
察／むさしの自然史研究会／無料／筆記用具、あれば双眼鏡を持参／
申 当日、直接会場へ／問 野外活動センター☎54-4540

■明るい選挙啓発ポスター展
　1月7日（月）
正 午 〜 11 日
（金）午後1時／
市役所ロビー
／武蔵野市明るい選挙ポスターコ
ンクール出展作品を展示／主催：
明るい選挙推進協議会／問 選挙
管理委員会事務局☎60-1893

■むさしの自然観察園
◎体験しようもち
つきと昔の山村の
食 べ 物：1 月 19 日
（土）午前11時〜午
後1時。小学生以上（未就学児〜小
学3年生は保護者同伴）。保護者と
合わせて35名。いろいろな種類の
餅をついて、昔の食べ物を体験し
よう。飲み物を持参。◎冬ごし中の
生き物を探そう：1月26日（土）午
前10時〜正午。小学生以上（小学
1・2年生は保護者同伴）。15名。冬
は昆虫はどこにいるの？植物はど
んな形に？ゲームをしながら冬の

樹枝六花（#関東雪結晶
プロジェクトより）

専用申込フォーム

自然観察のポイントを教えます／
【共通】申込順／主催：武蔵野市／
申·問 むさしの自然観察園☎55-
7109（1月4日から。午前10時〜
午後5時、吉祥寺北町3-12）
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4月4日（木）
午後2時、6時30分
開演
※両回、同一内容

●�舞台がより楽しめる�
イヤホンガイドあり�
（�700円・日本語・�
当日ロビーにて貸出）

全席指定
一　般��
　特等席�7600円�
　一等席�5400円�
　二等席�3200円�
　三等席�2000円
アルテ友の会��
　特等席�6800円�
　一等席�4800円�
　二等席�2800円�
　三等席�1800円
25歳以下�1000円
（�一、二、三等席のみ、
要証明・枚数限定・�
友の会割引なし）

3月21日（祝） 
午後2時開演

（1時15分開場）  　親子のためのクラシックコンサート
金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦うさぎ…

動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート「音楽の絵本」へようこそ！
予定曲目： ウィリアムテル序曲、愛の挨拶、となりのトトロメドレー、

犬のおまわりさん、闘牛士のマンボ　　ほか

全席指定　
一　般
　�1500円
アルテ友の会
　�1000円
※�0歳より入場可。3歳
以上有料。2歳以下膝
上無料、ただし座席
が必要な場合は有料。

5月16日（木） 
午後7時開演

“天使の歌声”
世界で愛されるピュアな声、
500年以上の歴史を誇る人気合唱団

ウィーン少年合唱団
J.シュトラウスⅡ：美しく青きドナウ、雷鳴と稲妻
ヨーゼフ・シュトラウス：水兵のポルカ　ほか

《最後に1曲、むさし野ジュニア合唱団「風」と共演》

全席指定
一　般
　S席�5000円
　Ａ席�4000円
アルテ友の会
　Ｓ席�4500円�
　Ａ席�3600円
25歳以下�1000円
　（�要証明・枚数限定・�
友の会割引なし）

※�5歳以上入場可、4歳
以下は不可

午後7時開演

公益財団法人��武蔵野文化事業団��事業のお知らせ

大ホール

大ホール

大ホール

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

3月2日（土）～10日（日）    劇団MONO「はなにら」
2019年に結成30周年を迎える京都の人気劇団が総力をかけて挑む新作公演

全席指定
一般 4200円　アルテ友の会 3800円
◎初日割引3700円　※友の会割引なし

公
会
堂

4月6日（土）  午後2時開演

“寄席の爆笑王”登場
紫綬褒章、芸術選奨
文部科学大臣賞受賞

円熟の至芸、満開！
名実ともに現代を代表する名手

全席指定　一般 2300円　アルテ友の会 2000円　見切れ席 1000円
　　　　　25歳以下 1000円（要証明・枚数限定・友の会割引なし）

軽さと重さが両立した絶妙なバランスの会話劇
軽妙でユーモラスな会話の中に、人間や社会の本質的な
問題を潜ませた質の高い作品で多くの支持を集める劇団
MONO。第56回文化庁芸術祭優秀賞などを受賞した土田
英生が、天変地異により親や子供を失った人々が家族に
なっていくさまと、その旅立ちを描きます。

1/6 日チケット予約開始 3月 2土 3日 4㊊ 5㊋ 6㊌ 7㊍ 8㊎ 9土 10日
午後2時 〇 休

演
〇 〇

午後7時 ◎ ★ 〇 ★ ★

2月9日（土） 
 午後１時開演／3時30分開演
 （2回公演／約75分間を予定）

米村でんじろう
サイエンスショー
−おもしろ科楽館

2月8日（金） 午後7時開演

名古屋フィル
－ジブリと映画音楽

1月17日（木） 午後3時開演

ハリウッド・フェスティバル・
オーケストラ
オーケストラで
名作映画音楽を！
（一部映像付き）

全席指定　
前売り　一般 2700円　アルテ友の会 2430円
当　日　友の会、一般共通 3000円

全席指定　一　般　　　　S席 4000円　A席 3000円
　　　　　アルテ友の会　S席 3600円　A席 2700円
　　　　　25歳以下　1000円（要証明・枚数限定・友の会割引なし）

全席指定
一般 4500円　アルテ友の会 3000円

大ホール 大ホール 大ホール

※ 3歳以上有料。2歳以下
膝上無料、ただし座席が
必要な場合は有料。

東京ドリーム
コンサート

1/6 日チケット予約開始

1/6 日チケット予約開始

1/6 日チケット予約開始

予定内容  空気砲実験、液体窒素実験
　　　　風船まきまき実験　ほか

残席わずか
残席わずか

チケット
好評発売中

※内容は変更になる場合があります。 「風と共に去りぬ」
「ティファニーで朝食を」
� ほか

2019 年も、行ってみたかった公演をお近くで体感できるラインナップを多数ご用意いたします。

チケット発売開始時間：午前 10時
発売当日：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（年始は各施設 1月 4日〔金〕から開館）
※小学生以上に限る（音楽の絵本、ウィーン少年合唱団は除く）
※予約チケットの取り消し・変更はできません。

●�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

公益財団法人 武蔵野文化事業団  ☎54-2011 インターネット
予約

電話
予約

松竹大歌舞伎
松本幸四郎改め二代目 松本 白　鸚
市川染五郎改め十代目 松本 幸四郎 襲名披露

一、襲  名  披  露  口
こう

　上
じょう

二、菅
すが

原
わら

伝
でん

授
じゅ

手
て

習
ならい

鑑
かがみ

加 　 茂 　 堤
車 　 　 　 引

三、奴
やっこ

　道
どう

　成
じょう

　寺
じ

吉祥寺美術館

■開館時間／午前10時～午後7時30分
■入 館 料／ 300円

1月12日（土）～2月24日（日）

《
天
啓
の
白
》２
０
１
８
年

岩
本 

拓
郎

す
べ
て
の

い

ろ

と

か

た

ち

1月の休館日：�1日（祝）～11日（金）、30日（水）

作・演出：土田英生　出演：水沼�健、奥村泰彦、尾方宣久�ほか

★�終演後に連続トーク
イベント「30分で
語るMONOの30
年」あり

撮影：谷古宇正彦
トリ：柳家 権太楼

特別ゲスト：
サラ・オレイン（ボーカル）
「となりのトトロ」
「千と千尋の神隠し」より�ほか

中村 梅玉 染五郎改め
松本 幸四郎

幸四郎改め
松本 白鸚

このほかにもさまざまな公演を予定しています。
公演の情報はホームページなどに掲載しています。

入会費不要 年会費1000円
公演チケットが10％割引！

◎チケット申し込みと同時にご加入いただけます（インターネット予約時除く）
みずみずしい表現が多方面から
高く評価されている岩本拓郎。
画面上の色と形が、音楽のよう
に響き合い、新年の展示室を鮮
やかに彩ります。

武蔵野寄席 《春》

1/6 ㊐
チケット予約開始

ア ル テ の友 会
に入りませんか？

気軽に
お得に
アートを
身近に

製
作

松
竹

出演：柳家権太楼、三笑亭夢花、柳家さん光、鏡味味千代（太神楽曲芸）

やなぎや ごんたろう
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