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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」

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
人口と世帯� 《平成31年1月1日現在、（　）は前月比》

人口 14万6399人（97人増）　世帯数 7万6765世帯（7増）
●男 7万120人（50人増） ●女 7万6279人（47人増）

［うち外国人住民数］3240人（15人増）
＊1月23日（水）、2月1日（金）は放送時間が変わります
 7 : 15 9: 30 12: 00 23 : 00

　本市の名誉市民である伊藤正男（いとう・まさお）氏が平成30年
12月18日、逝去されました。90歳でした。
　伊藤氏は長年にわたって小脳の神経回路の構造・機能の研究を
続けられました。日本の脳研究の第一人者であり、氏の業績は、脳
の学習能力の基礎となる「シナプス可塑性」の発見で、脳の記憶、学習する複雑な
メカニズムに関わる研究全体に新たな進展をもたらしました。
　東京大学医学部長、日本神経科学学会会長、日本学術会議会長、理化学研究所
の脳科学総合研究センター初代所長などを歴任し、平成６年に文化功労者、８年
には文化勲章を受章されました。ここに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

名誉市民　伊藤正男氏　逝去

市民税・都民税、所得税の申告の準備を始めましょう … ❹
障害者支援施設「わくらす武蔵野」通所サービス利用者募集 … ❺
高齢期を心豊かに　老人クラブ会員募集 … ❻
前期武蔵野市寄付講座 ………………… ❼

日時 �2月2日（土）午後1時〜3時
場所 �本町コミセン
対象 �どなたでも
申 �当日、直接会場へ

テーマ
第1部  「本町コミュニティセン

ター周辺の安全・安心（環
境浄化、災害など）」

第2部  「地域のコミュニティづ
くり」

市長への手紙　〜市政へのご意見・ご提案などをお寄せください

第5回市民と市長の
トーク

各年「重点的に進めてほしい施策」の1位は？

第2回 0123はらっぱにて
第3回 本宿コミセンにて

あなたの声を届ける方法があります
市民の多様なニーズやご意見をお聴きし、より良い未来へつないでいきます

市政アンケート調査

平成元年

交通対策
（自転車・違法駐車など）

平成10年・20年

高齢者福祉
平成29年

災害・危機に
強いまちづくり

市民意識調査

　市では、皆さんの多様なニーズや地域が抱える課題などを的確に把握し、より良い市政の参考にしていきたいと考えています。「市長と対話す
る」、「市政アンケート調査に答える」、「市政への意見や提案を手紙で送る」などの方法で、市政へのご意見をお寄せいただくことができます。市政
についてお気付きのことを、ぜひお聴かせください。このたび、今年度実施した市政アンケート調査と市民意識調査の結果速報をお知らせします
／問 市民活動推進課☎60-1829

　「対話」をキーワードとして、市民と市長が
車座になって一つのテーマを少人数で語り
合ったり、コミセンなどを会場に当日自由参
加で、地域や市の課題を広く話し合い、市民の
皆さんのさまざまな意見や提案を今後の市政
運営に生かしていきます。年に４回程度開催
しており、その都度市報で傍聴や参加の方法
についてお知らせしています。

　市政に関する市民の
ニーズの経年的変化など
を把握し、計画的な行財
政運営の参考にするための調査です。50
年以上にわたり、毎年、市内全世帯を対象
に行っています。市の施策18項目の中か
ら、「市の取り組みで評価できるもの」「今
後、重点的に進めてほしいもの」をそれぞ
れ3項目まで選んでいただき、自由意見欄
には市政への具体的なご意見・ご提案な

どもお書きいただけます。
　平成の30年間で「重点的に進めてほしい施策」はその時代の出
来事や社会状況を背景としてこのように移り変わってきました。

　市の将来の基本目標や重要施策を定める「長期
計画」やその「調整計画」の策定にあたり、市民の
皆さんが市政に対してどのような意見をお持ち
か伺うための調査です。今回は、第六期長期計画の策定に先立ち、
平成30年7月に実施しました。
　無作為抽出による満18歳以上の市民3500名に調査票を送付
し、「お住まいの地域のこと」「市政情報について」「市の施策への満
足度・重要度」など17項目にわたる質問に答えていただきました。

　専用の便箋と封筒をコミセンや市政センターなど市の施設に備えていま
す。市販の便箋と封筒・Eメール（市ホームページから）・ファクス・電話でも
受け付けています。�
　平成29年度は347件受理し、特に「子ども・青少年」「生活環境」「市職員関
係」「都市計画・まちづくり」「交通」などの分野について多くのご意見をいた
だきました。いただいたご意見は、市長が拝見するほか、関係部署で検討し、
ご希望に応じてお返事をお送りします。� ��

4年に1度
無作為抽出
（3500名）

毎年（9月）
全世帯に

配布

現在、集計分析を行っています。
次頁で結果速報をお知らせします

平成最後の年の結果は？



平成30年度市政アンケート調査　結果速報

平成30年度市民意識調査　結果速報

（より詳しい内容は
 市ホームページに掲載）

（より詳しい内容は
 市ホームページに掲載）

現在住んでいるところに、これからも住み続けたいと思いますか。
住み続けたい理由は何ですか。

　詳細をまとめた報告書は3月の発行を予定しています。この調査結果は、市政を計画的に進めるための参考資料として活用するほか、すべての自由意見を含
め担当部署へ情報提供します。

　詳細をまとめた報告書は3月の発行を予定しています。この調査結果は、第六期長期計画の策定に向けた議論の基礎資料となります。また、すべての自由意見
を含め担当部署へ情報提供します。

○�「災害・危機に強いまちづくり」、「自転車
対策」、「高齢者福祉」などを重点的に進め
てほしいという声が多く、「災害・危機に
強いまちづくり」は7年連続で第1位に
なっています。
○�「市民活動・文化・生涯学習支援」、「健康づ
くり」、「自転車対策」などへの取り組みが
高く評価されています。

調査の概要
調査対象：市に居住する全世帯（約7万6500世帯）
調査方法：アンケートはがき配布・回収、インター
ネット回答併用
調査期間：平成30年8月29日〜9月25日（市報9月1
日号と同時配布）
調査内容：重点的に進めてほしい施策と、評価できる
施策について（それぞれ18項目から3項目を選択。取
り組み内容についても選択または記入）、自由記述に
よる意見
回収数：4814通（昨年度5065通）、うち287通分が
インターネットによる回答／回収率�6.3%

市全域 吉祥寺地域 中央地域 武蔵境地域 無回答
合計 4814 1816 1273 1548 177

期待するまちの姿
　これからどのようなまち
になることが望ましいか
を12項目から複数回答で
お聞きしました（上位5項
目）。

治安が良く災
害に強い安全
なまち

54.5％

静かで緑豊か
な住環境が広
がるまち

48.7％

医療体制が整い
健康づくりが盛
んなまち

39.5％

年齢や障がいに
関わらず暮らせ
る支え合いのあ
るまち

32.3％

切れ目のない支援
で安心して子育て
しやすいまち

27.5％

住み続けたい理由の上位5項目は次のとおりです（21項目から複数回答）。

5
4321

82.4％の方が
今後も武蔵野
市に住み続け
たいと回答し
ています。

「災害・危機に強いまちづくり」はすべ
ての地域で1位となっている。
吉祥寺地域では「交通環境・道路整備」、
中央地域では「自転車対策」の回答割合
が高かった。武蔵境地域では、「子育て
支援」の回答割
合が他地域より
もやや高くなっ
て お り、5 位 に
入っている。

回答者の内訳 （人）

合計 男性 女性 その他・
無回答

全体 4814 1795 2816 203
20歳代以下 103 42 60 1
30歳代 573 168 393 12
40歳代 790 232 546 12
50歳代 886 311 566 9
60歳代 889 396 487 6
70歳代以上 1397 644 748 5
無回答 176 2 16 158

回答者の内訳 （人）

全体 男性 女性 その他・
無回答

全体 1504 594 886 24
18・19歳 17 8 9 0
20歳代 102 47 55 0
30歳代 214 75 138 1
40歳代 261 78 183 0
50歳代 253 113 140 0
60歳代 250 106 143 1
70歳代 228 109 117 2
80歳代以上 160 57 101 2
無回答 19 1 0 18

調査の概要
調査対象：市に居住する満18歳以上の方
住民基本台帳からの無作為抽出3500名
調査方法：郵送配布・回収、インターネット回答併用
調査期間：平成30年7月19日〜8月13日
調査内容：お住まいの地域のこと、市政に関する情報
提供について、市の施策に対する満足度・重要度など
17項目、自由記述による意見
回収数：1504通（前回26年度1403通）、うち324通
分がインターネットによる回答／回収率43.0％

市全域 吉祥寺地域 中央地域 武蔵境地域 無回答
合計 1504 576 371 536 21

交通の便がよい 71.7％ 買い物が便利 62.0％

公園などが整備され、
緑が比較的多い 60.5％

騒音などの
公害が少ない 32.8％治安が良い 47.7％
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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）

■ 「市報むさしの」は、全戸配布のほか、市の施設、JR3駅な
どに置いてあります。視覚障害の方のために、音声版「声
の市報」も作成しています／問 秘書広報課☎60-1804

市政センター

▽吉祥寺 〒180-000₄ 吉祥寺本町1-10-7商工会館2階 ☎22-1821

▽中央 〒180-000₆ 中町1-2-8 ☎56-3800

▽武蔵境 〒180-0022 境1-1-7 QuOLa2階 ☎53-2200

「自分から　すすんでごみの　ぶんべつだ」　田代碧生さん（第三小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
下水道使用料等検
討委員会

1月22日（火）
午後6時30分

商工会館
消費生活セン
ター講座室

5名程度（先着順） 当日、直接会場へ
下水道課
☎60-1914

環境市民会議 1月24日（木）
午後6時30分

市役所
812会議室

10名程度（先着順）／
地球温暖化対策の最新
動向について（予定）

当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

自殺総合対策計画
策定委員会

1月29日（火）
午後6時30分

市役所
811会議室

15名（先着順）／答申
案について

当日、直接会場へ
健康課
☎51-0700

男女平等推進審議
会

1月30日（水）
午後7時

男女平等推進
センター
会議室

5名程度（先着順）／第
四次男女平等推進計画
策定について

当日、直接会場へ
男女平等推進セン
ター☎38-4825

国民健康保険運営
協議会

1月31日（木）
午後1時30分

市役所
全員協議会室

10名程度（申込順）／平成
31年度国民健康保険事業
会計予算（案）についてほか

前日までに
保険課
☎60-1834へ

情報公開委員会 1月31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

第六期長期計画策
定委員会

2月6日（水）
午前9時30分

市役所
811会議室

10名程度（先着順）／
市議会議員との意見交
換（討議要綱について）

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

教育委員会定例会 2月7日（木）
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

講演会 2月2日
（土）

午後1時～3時 家族・親子などで考える相続
「住まい編～実家・持家を空
き家にしないために」

申 当日、直接会場へ

相談会 午後3時～4時 相続、事前準備、税金、リ
フォームなど

申 前日までに東京都行政書
士会武鷹支部☎30-5899へ。
当日受付可、予約優先

【共通】商工会館／共催：東京都行政書士会武鷹支部、福祉公社
講演会 2月24日

（日）
午後1時～2時30分 「実家の相続」と空き家問題を考

える～空き家等の予防・適正管
理・利活用を進めるために

当日受付可、
予約優先

相談会 午後2時40分～4時10分 空き家の課題全般
【共通】スイングレインボーサロン／共催：空家・空地管理センター／申 空家・空地管理セ
ンター☎0120-336-366

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

クリーン
センター新管理棟等

工事範囲

歩行者・自転車用
仮設出入口

持込み粗大ごみ受付場所

歩行者・自転車用
出入口 利用不可

旧事務所棟
工事範囲

遊歩道

車両専用仮設
入口

正門
車両専用出口

臨時駐輪場

誘導員

粗大ごみ
搬入ルート

テニスコート
　　仮設事務所
１F　ごみ総合対策課
2F　クリーンセンター

煙突

募集対象 市内在住で18歳～20歳代の選
挙権を有する方

予定選挙 市議会議員選挙および参議院議
員選挙

従事時間 午前6時30分～午後8時30分

立会場所 市内23投票所のうち自分が投
票する投票所

報酬 市の条例による日額支給

有効期間
市外への転出またはご本人から
の辞退の申し出がない限り30
歳に達するまで

電池、充電池、カセットボンベなどは
有害ごみとしてお出しください 収集日はこちら→

■クリーンセンターとあそぶ　�はじめようアップサイクル
　1月27日（日）午前11時〜午後3時／クリーンセ
ンター／未就学児は保護者同伴／廃材ワーク
ショップ（アルミ缶鋳造アクセサリー、プラス
チックボトルオブジェほか）、ダンスパフォーマ
ンス／2月の土・日曜（2日を除く）は午前11時〜
午後3時に日替わりで廃材ワークショップ開催／詳細はhttp://mues-
ebara.com参照／無料／共催：（株）むさしのEサービス／申 当日、直接会
場へ／問 クリーンセンター■�複合素材製品ごみの出し方について

　可燃性素材（革製・布製・ビニール製など）の衣類・バッグ・靴などで、小
さな金属製のボタンやファスナーなど取り外しての分別が困難な場合
は、「燃やすごみ」として出してください。フック・バネ部分のみなどに少
量の金属を使用している木製・プラスチック製のハンガー、洗濯ばさみ、
洗濯ピンチハンガーなども同様です。金属部品が多量に付いている製品
は「燃やさないごみ」としてお出しください／問 ごみ総合対策課

■�クリーンセンター内の歩行者および自転車の出入口が変わります
　1月28日（月）〜3月22日（金）（工
事の進捗により多少前後する可能性
あり）／クリーンセンター内の工事
に伴い変更となります。クリーンセ
ンターおよびごみ総合対策課へお越
しの方は北側遊歩道の仮設出入口
をご利用ください（右図）。家庭の粗
大ごみを直接持ち込む際の受付場
所、ルートも変わりますので交通誘
導員の指示に従ってください／問 ごみ総合対策課、クリーンセンター

■�第六期長期計画の討議要綱に関する「無作為抽出市民ワークショップ」を開催
　3月3日・10日（日）詳細は通知に記載／無作為抽出した18歳以上の市
民1500人（1月中旬通知を発送）のうち参加を承諾した方60名程度（超え
た場合抽選）／申·問 通知が届いて参加可能な方は承諾書を〒180-8777企
画調整課☎60-1801まで返送してください。

■�5市市長が語る地域自治体連携
シンポジウム
　2月11日（祝）午後2時〜4時／
商工会館市民会議室／70名（先着
順）／「多摩地域の産業振興〜持続
的な地域活性にむけて」をテーマ
に5市（武蔵野・調布・東村山・福
生・東久留米）の市長が意見交換
し、自治と連携の視点から今後の
あり方を考える／基調講演：福田
敦（関東学院大学教授）／無料／託

■�若い世代の投票立会人を募集します
　若い世代の選挙に
対する理解と関心を
高めるために、選挙
の投票立会人を募集
します／申·問 ハガ
キ・ファクス・Eメー
ル（申込要領参照）で〒180-8777選
挙管理委員会事務局☎60-1893、
FAX51-9259、ofc-senkan@city.
musashino.lg.jpへ。

■�住宅なんでも出張相談会
　2月2日（土）／
①午後2時〜2時
50分②3時〜3時
50分／商工会館
第1会議室／各4組（申込順）／住
宅の建築・リフォーム・耐震化、マ
ンションの維持管理・管理組合運
営、賃貸住宅の契約トラブルなど
／建築士、マンション管理士、宅建
士 な ど が 対 応（1 組 50 分）／
申·問 1月30日までに住宅対策課
☎60-1905へ。 ■今から備える空き家セミナーと相談会を開催

　空き家等を所有している方だけでなく、将来相続の予定がある方、住宅
を所有している方など空き家に関わる可能性がある方を幅広く対象にし
たセミナーと相談会を開催します／無料／問 住宅対策課☎60-1905

■�まちづくり委員会市民委員の募集
　まちづくり委員会は、「まちづくり条例」に基づき、市長が諮問する市の
まちづくりに関する事項について、客観的な意見を述べる第三者機関で
す／市内在住・在勤・在学で20歳以上の方／3名以内／任期：4月1日〜平
成33（2021）年3月31日／課題作文「地域の特色に応じたまちづくりを進
めるために私たちができること」1000字以内（様式自由。返却不可）／
申·問 2月15日（必着）までに郵送・Eメール（住所、氏名、電話番号、在勤・
在学者は勤務先・学校名も明記）で〒180-8777まちづくり推進課☎60-
1870、sec-machidukuri@city.musashino.lg.jpへ。

児：6カ月〜未就学児（2月1日まで
に要申込）／手話通訳あり／申 当
日、直接会場へ／問 秘書広報課☎
60-1800
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●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

担当する町目 在宅介護・地域包括支援セ
ンター

吉祥寺東町、
吉祥寺南町、
御殿山1丁目

ゆとりえ
☎72-0313

御殿山2丁目、
吉祥寺本町

吉祥寺本町
☎23-1213

中町、西久保、
緑町、八幡町

高齢者総合センター
☎51-1974

吉祥寺北町 吉祥寺ナーシングホーム
☎20-0847

関前、境、桜堤 桜堤ケアハウス
☎36-5133

境南町 武蔵野赤十字
☎32-3155

申告受付
会場

2月18日（月）〜3月15日
（金）（土・日曜除く） 午前9時30分〜午後4時30分 市役所802会議室

2月26日（火）・27日（水） 午前9時30分〜午後4時 スイングスカイルーム
＊スイングスカイルームでの申告受け付けは日時が限られます。確認のうえお越しください。

確定申告書
作成会場

2月18日（月）〜3月15日（金）（土
曜は除く、日曜は2月24日［日］・3
月3日［日］は開庁）

午前8時30分〜午後
4時（提出は午後5時
まで）

武蔵野税務署
（吉祥寺本町3-27-1）

＊郵送およびe-Taxは2月16日（土）から受け付け　＊車での来場不可。
税理士による小規模納税者などのための無料申告相談

2月1日（金） 午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
（相談時間：午前は正午、午後は4時まで） スイングレインボーサロン

小規模納税者の「所得税及び復興特別所得税」および「個人消費税」、年金受給者および給
与所得者の「所得税及び復興特別所得税」の申告（土地、建物および株式などの譲渡所得が
ある場合を除く）のための無料申告相談／確定申告に必要な書類、前年の申告書などの控
え、筆記用具、計算機器、印鑑およびマイナンバーに係る本人確認書類（マイナンバーカー
ドまたは番号確認書類および本人確認書類）を持参／混雑する場合は受け付けを早めに
締め切ることがあります／車での来場不可

1月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　日向江美子様／ルーマニアブラウ
ス、テキスタイル、木彫り民芸品ほか／
日本とルーマニアの友好のため／
問 管財課☎60-1815
■�商工会館　5月分申込
　市民会議室、会議所会議室：2月5日
（火）午前9時30分までに申込書提出（9
時開場）／商工会館5階会議室。その後
6階事務室で随時／問 商工会議所☎
22-3631

■�市民税・都民税納期のお知らせ
　第4期の納期限は、1月31日（木）です。
簡単便利な口座振替は、郵送でお申し
込みいただけます。口座振替依頼書は
右記二次元バーコードから請
求可／問 納税課☎60-1827
■�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7期の納期限は1月31日（木）です。
納期内納付にご協力ください／問 保
険課☎60-1836

概 要 　 平成25年度に策定した産業振興計画を改定し、本市の産業
を取り巻く状況の変化や新たな課題などへ対応した産業振
興の取り組みを一層推進する。

計画の位置付け 　 商工業のみならず、農業、観光を含めた産業全般に関する計
画であり、長期計画に基づく個別計画である。

計画期間 　 平成31（2019）年度〜35（2023）年度の5カ年の実行計画とし
て策定する。

閲覧場所 　 商工会議所、市政資料コーナー、各市政センター・図書館・コ
ミセン、観光機構。市ホームページに掲載。

意見提出 　 2月5日（火・必着）までに郵送・ファクス・Ｅメール（3頁の申
込要領参照）または直接〒180-8777生活経済課☎60-1832、
FAX51-9193、sec-seikei@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。

■第二期産業振興計画（案）中間のまとめ
問�生活経済課☎60-1832

■�緊急時にヘルパーを派遣してい
ます（レスキューヘルパー事業）
　病気や怪我などの緊急時に介助
や家事を支援するへルパーを派遣
します／①〜③すべてを満たす方
①おおむね65歳以上の市民②ひ
とり暮らしまたは高齢者のみの世
帯③本人の急病などで一時的に支
援が必要＊介護保険の訪問介護な
どのサービスを利用している方、
利用できる方は除く／通院同行・

　平成30年1月1日〜12月31日の収入や控除の分かる書類を持参。
●市民税・都民税� 問�市民税課☎60-1823

●所得税� 問�武蔵野税務署☎53-1311

◎税務署からのお知らせ
◯医療費控除：29年分の確定申告から医療費領収書の提出の代わりに
「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。（領収書は自宅で5年
間保存）
○IDPW方式によるe-Taxで確定申告：自宅のパソコンやスマートフォン
などを使って、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成
した確定申告書は、ID（利用者識別番号）とPW（パスワード）があれば、
e-Taxで送信（提出）できます。IDとパスワードは、税務署で即日発行可。運
転免許証などの本人確認書類を持参。詳細はhttp://www.nta.go.jp参照。

■�社会保険料控除について�税申告

　平成30年中に納めた介護保険
料、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料は、全額が所得税・住民税
の社会保険料控除の対象になりま
す。確定申告の際、納付額を証明す
る書類の添付は必要ありません。
◎介護保険料…特別徴収の方（年
金から保険料が引き落とされてい
る方）：1月末までに日本年金機構
などから送付される「公的年金等
の源泉徴収票」で金額を確認して
ください。本人の所得からのみ控
除が認められます。普通徴収の方
（納付書で納めている方）：各期別
分の領収書を確認してください。
口座振替を利用している方：1月
下旬に送付する「口座振替済のお
知らせ」を確認してください／
問 高齢者支援課☎60-1845。◎国
民健康保険税・後期高齢者医療保
険料…納めた金額については、 

1月下旬に国民健康保険税は「納
付済のお知らせ」、後期高齢者医療
保険料は「後期高齢者医療保険料
納付済通知書」を送付しますので
確認してください／問 保険課☎
60-1836

■�高齢者の障害者控除対象者認定
書の交付について� 税申告

　所得税・市民税などの申告の際
に障害者控除または特別障害者控
除が受けられる障害者控除対象者
認定書を、該当する方に交付して
います（身体障害者手帳、愛の手
帳、精神障害者保健福祉手帳また
は戦傷病者手帳所持者は申請不
要）／申請書：高齢者支援課で配
布、市ホームページから印刷可／
認定基準日：申告対象年の12月31
日（申請は毎年必要。発行には申請
から1週間程度かかります）／
申·問 高齢者支援課☎60-1925

入浴介助など（身体介護）、掃除・洗
濯・調理・買物など（家事援助）／1
週あたり4時間まで（2週間以内）
／30分につき250円／申 お住ま
いの地域を担当する在宅介護・地
域包括支援センター（下表参照）へ
／問 高齢者支援課☎60-1846

助成対象設備 助成金額（いずれか低い方）
HEMS（住宅用エネルギー管理システム） 5万円または機器購入費用の1／2

太陽光発電システム 3万円×機器の最大出力kW（上限5kW）また
は機器購入費用の1／2

太陽熱温水システム 5万円または機器購入費用の1／2
燃料電池コージェネレーションシステム
（エネファーム） 6万円または機器購入費用の1／2

蓄電池システム 1万円×機器の容量kW（上限6kW）または機
器購入費用の1／2

既築住宅の窓断熱改修 10万円または改修費用の1／10

■�窓断熱など助成の申請はお早めに〜効率的なエネルギー活用推進助成
　創エネ・省エネを推進し、市域の総エネルギー使用量を削減するための
自宅設備の設置、改修にかかる費用の一部を助成します
（※予算上限額に達し次第、受け付け終了）／対象者：平成
30年4月1日〜31年3月31日に対象設備の設置、改修を完
了した方／詳細は市ホームページ参照／問 環境政策課☎
60-1841

■�子どもの学習支援事業を
　実施しています
　貧困の連鎖を防止することを目
的とし、基礎学力の向上を目指し
た補習教室による学習支援を実
施。国語・算数（数学）・英語の3教
科。少人数制／吉祥寺南町・中町・
桜堤の3会場（定員が満員のときは
受講できない場合あり）／①〜③
のいずれかに該当する世帯で、学
習支援が必要な小学3年〜中学生
を対象／①生活保護受給世帯②生
活困窮世帯③児童扶養手当全部ま
たは一部支給世帯／無料（収入・資
産要件あり）／申·問 生活福祉課☎
60-1254

■�武蔵野市議会議員選挙（4月21
日）の立候補予定者説明会
　2月12日（火）午後1時30分／市
役所811会議室／当日、立候補に
必要な関係書類を配布しますの
で、立候補予定者は必ず出席して
ください（代理可）。出席者の印鑑
（受領印）を持参／問 選挙管理委
員会事務局☎60-1893

市民税・都民税、所得税の申告の準備を始めましょう
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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

地産地消で武蔵野市産農産物
のファンに

　市内の畑で「生産緑地」という文
字を目にしたことがあるでしょう
か。
　生産緑地とは、「宅地などへの転
用に厳しい制約を課せられた保全
すべき農地」で、緑・雨水の保全、
ヒートアイランド現象の緩和、災
害時の避難場所、新鮮な農産物の
供給、食育の場など多面的な機能
を持っています。そのようなこと
から、国が都市農地の位置付けを

「宅地化すべきもの」から「あるべ
きもの」に方向転換したことに伴
い、市でも、その農業振興基本計
画において、「安全・安心 武蔵野農
業」を掲げ、農地保全・地産地消・安
定した農業経営をバックアップす
べく、さまざまな事業を展開して
います。
　中でも、農産物の地産地消を促
進し、“武蔵野市産”のファンを増
やすための取り組みには特に力を
いれています。
　例えば、市民が市内農家を訪問
し交流する農家見学会や夏のほお
ずき市、秋には“フレッシュサラダ
作戦”と銘打ち、朝採り農産物を安
価で販売するイベントなどを開
催。また、生まれた時から武蔵野
市産に親しんでもらいたいと、赤
ちゃんが生まれた家庭に市内の農
産物直売所などで交換できる「野
菜等引換券」をプレゼントしてい
ます。
　市立小・中学校の給食にも市内
産農産物が使われており、献立を
考える栄養士が実際に畑を訪れ、
作物の生育状況を見ながら生産者
と搬入時期などについて打ち合わ
せすることもあるとのこと。その
ほか、食育の一環として、市内の小
学生が小麦の種まきから、麦踏み、
収穫・脱穀を行い、その小麦で作っ

た地粉うどんを給食で味わうとい
う、体験学習も行われています。
　代々農業を営み、市の農業委員
会会長を務める榎本一宏さんは、

「市内産の農産物はすべて減農薬
で作っています。農薬や化学肥料
の使用を必要最小限にし、防虫も
農薬ではなく環境に優しい資材を
使う、肥料を使わなくてもいいよ
うな、水はけの良い土壌作りなど、
各地区の農家が集まり勉強しなが
ら、安全・安心な農産物作りに努め
ています。地産地消の一番の良さ
は、その新鮮さです。武蔵野市が発
祥の『東京うど』をはじめ、みずみ
ずしい採れたての農産物のおいし
さを、ぜひ味わってください。ま
た、農地は防災協力農地として、大
規模災害時には避難場所にもなり
ます。市民の皆さんに『武蔵野市に
は農家がなきゃだめだよね』と言
われるように、これからも頑張っ
ていきたいと思っています」と話
します。
　農家の方たちの思いが詰まっ
た農産物は、市内39カ所の農産
物直売所とJA武蔵野新鮮館など
で購入できます。直売所の所在地
を記した「農産物直売所マップ

（※）」も昨秋リニューアルされ、
マップ内の二次元バーコードを
読み取ると、グーグルマップと連
動して直売所への道案内が表示
されます。マップ片手に農産物直
売所を巡ってみてはどうでしょ
うか。思わぬ発見があるかもしれ
ません。（※）市の関連施設やJAな
どで配布

（取材協力：生活経済課／執筆者：
矢後麻美）
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
生活経済課☎60-1833

①出演者：メンバー全員が中学生〜20歳になった年の年度末までの方で武蔵野プレイス
サウンド・パフォーマンススタジオ利用者を含み、会議（2回）、当日運営に参加できること
／ダンス・音楽とも各6組
②運営スタッフ（ボランティア）：中学生〜22歳になった年の年度末までの方／若干名
【共通】超えた場合抽選／無料／申 ①1月31日まで②1月27日までに申込書（武蔵野プレイ
ス地下2階スタジオ受付で配布、同館ホームページから印刷可）を武蔵野プレイス地下2階
スタジオ受付へ／問 武蔵野プレイス青少年担当☎30-1902

募　集

消防演習の様子

■�DANCE�MUSIC�PLACE　出演者・運営スタッフ募集
　3月23日（土）（荒天時は24日［日］に順延）／午後2時開演予定／境南ふ
れあい広場公園（境南町2-3）／青少年たちによるダンスと音楽の野外パ
フォーマンス発表会

■�障害者支援施設「わくらす武蔵
野」通所サービス利用者募集

　①〜③すべてに該当する方①愛
の手帳をお持ちの18歳以上②障
害支援区分3以上（50歳以上の方
は区分2以上）③生活介護サービ
ス（通所）を希望／10名／利用開
始：4月以降／申·問 1月25日（必
着）までに募集要項内の申請書（障
害者総合センター事務局、障害者
福祉課で配布）をわくらす武蔵野
☎54-7673（〒180-0001吉祥寺北
町5-7-5）へ／問 障害者福祉課☎
60-1847

■�障害者グループホーム
　入居者募集
　愛の手帳・身体障害者手帳をお
持ちの18歳以上の方で、企業・通
所施設などに通い自立生活を希望
する方／若干名／入居予定日：4
月以降／市内数カ所／申·問 1月
31日までに募集要項内の申請書

（障害者総合センター事務局、障害
者福祉課で配布）を障害者総合セ
ンター事務局☎54-7666、グルー
プホーム担当・草野☎080-5872-
7120へ／問 障害者福祉課☎60-
1847

■�男女共同参画フォーラム2019の企画募集
　6月15日（土）〜30日（日）に市内公共施設で開催／主に市内で活動して
いる団体、3団体程度（選考あり）／1団体10万円を上限として企画実施、
委託料を後払い／ワークライフバランスの実現、女性の再就職、子どもの
貧困、多様性を認める社会、性別役割意識の解消など男女平等の視点を生
かした講演会・ワークショップ・音楽などの企画および実施団体を募集／
2月25日（月）に審査会実施／申·問 2月13日までに企画書（市ホームペー
ジから印刷可、男女平等推進センター窓口で配布）を郵送・Eメールで男
女平等推進センター☎37-3410、danjo@city.musashino.lg.jpへ。

■�降雪時には自宅前の除雪を
　お願いします
　市では、大雪の場合など、JR3駅
周辺や坂道など歩行者が集中した
り、スリップの危険性の高い場所を
中心に、除雪や融雪剤（塩化カルシ
ウム）の散布を行っています。しか
し、すべての道路を除雪することは
難しいため、自宅前の道路などは、
地域にお住まいの皆さんで雪かき
をするなど、ご協力をお願いしま

す。雪かきをする際の注意点①凍
結などにより足元が滑りやすいの
でご注意ください②通行する人や
車両にご注意ください③かいた雪
はできる限り歩行者や車両の通行
の支障とならない場所に置いてく
ださい。降雪情報について防災・安
全メールやツイッター、フェイス
ブックなどでお知らせします。防
災・安全メールなどの詳細は欄外
参照／問 防災課☎60-1821

協賛金 広告スペース
1口以上 1行20文字以内
3口以上 2×6.2cm＝12.4cm2

5口以上 3×6.2cm＝18.6cm2

10口以上 6×6.2cm＝37.2cm2

■�武蔵野桜まつり協賛金のお願い
　4月7日（日）開催予定の桜まつ
りの費用の一部に充てるため、市
内事業者・団体からの協賛金を募
集します／1口1万円以上。個人名
による協賛は不可／協賛者名掲
載：プログラム（3月下旬に新聞折
込および当日会場で配布予定）へ
は2月中に入金が確認できた場合
のみ、市ホームページにも掲載／
申·問 2月28日までに電話・ファク
スまたは直接桜まつり実行委員会
事務局（生活経済課内）☎60-
1832、FAX51-9193へ。

■1月26日は文化財防火デー
　昭和24年1月
26日に法隆寺
金堂が炎上し、
壁画が焼損した
こ と か ら、1 月
26日は文化財防火デーとされてい
ます。市では標語入り懸垂幕を文
化財所在地などに掲示します／
問�ふるさと歴史館☎53-1811◎消
防演習：1月25日（金）午前10時〜
10時40分（予定）／稲荷神社（緑町
1-6-5）／地域の市民と武蔵野消防
署の連携で実施／問�武蔵野消防署
☎51-0119

■�都市計画の変更と縦覧
　1月21日付で生産緑地地区に関
する都市計画の変更を行い、関係
図書を縦覧します／削除2件（八
幡町三丁目、境南町二丁目）、追加
2件（境南町五丁目、境一丁目）／
縦覧場所：まちづくり推進課／
問 まちづくり推進課☎60-1872

■�4つの市民農園使用期間の満了
　1月31日で北町・関前ふれあい・
関前第2・境南市民農園は使用期間
が満了します。1月中に野菜などを
収穫し、資器材などを持ち帰ってく
ださい。使用期間満了後に残ってい
る物は、放棄したものとして処分し
ます。整備状態の悪い使用者は、次
回の申請を断る場合あり。平成31
年度の募集は市報2月1日号に掲載
予定／問 生活経済課☎60-1833

昨年の訓練の様子

■�吉祥寺で「テロ対策合同訓練」を
実施します

　2月2日（土）
午前11時〜午
後0時30分／
荒天中止／吉
祥寺駅「はなこみち」および平和通
り／東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会を見据え爆破
テロを想定した訓練／武蔵野警察
署、武蔵野消防署、JR吉祥寺駅、関
東バス、吉祥寺活性化協議会、平和
通り商店会協同組合などが参加／
問 安全対策課☎60-1916
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募
集
／
子
育
て
・
教
育

給
食・食
育
振
興
財
団

運転手
若干名
嘱託職員

学校給食の配送作業（運転）など／
中型自動車運転免許または普通自
動車運転免許（3t車の運転ができる
方）所持で、2t車（マニュアル）の運
転経験がある方

4月1日〜／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後4時／北町ま
たは桜堤調理場／月額17万
1200円／8月は勤務・報酬な
し／交通費実費

書類審査、
面接・実技：
2月6日（水）午後
＊運転免許証を
持参

申·問 1月26日（土・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接給食・食育振興財団北
町調理場☎54-2090（〒180-0001吉祥寺北町4-11-30）へ

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

■市および関係団体の嘱託職員・正規職員などの募集

高
齢
者
支
援
課

認定調査員
1名
嘱託職員

介護支援専門員、社会福祉士、介護
福祉士、看護師、准看護師、理学療法
士、作業療法士のいずれかの資格を
有する方または市区町村での認定
調査業務従事経験1年以上ある方

4月1日〜／週5日（月〜金曜）午
前9時〜午後4時（午前8時30分
〜午後6時の間で変動あり。うち
休憩時間1時間。1日の勤務時間6
時間）／月額25万7300円／交

書類審査、
面接：
2月7日（木）

申·問 1月28日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または直接
〒180-8777高齢者支援課☎60-1866へ

高
齢
者
支
援
課

高齢者福祉
に関する事
務
1名
嘱託職員

窓口での福祉サービスに関する説明、申請書の受
付、適切な窓口の案内など。データ作成、管理／社
会福祉士、介護福祉士、看護師、保健師、介護支援
専門員のいずれかの資格を有し、保健、医療、福祉
の相談業務などの経験がある方／PC

4月1日〜／週5日
（月〜金曜）午前9
時〜午後5時／月額
28万700円／交

書類審査、
面接：
2月8日（金）

申·問 1月25日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、資格証明書の写しを郵送または直接
〒180-8777高齢者支援課☎60-1846へ

管
財
課

当直業務
若干名
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

①3月1日〜3月31日（更新の可能性あり）②4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：
1月30日（水）

申·問 1月24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管財課
☎60-1815へ

指
導
課

副校長等事
務補助
若干名
臨時職員

副校長と教員の事
務補助／PC

①3月1日〜7月24日②4月1日〜7月24
日／週2日〜5日（週20時間以内）／勤務
時間、曜日については要相談／市内小・中
学校／時給1000円／交

書類審査（書類審査
合格の場合、配置予
定先校長と面接）

申·問 ①2月1日（金・必着）、②2月15日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、①または②を
明記）を郵送または直接〒180-8777指導課☎60-1241へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

資
産
活
用
課

普通財産維持
管理・一般事務
1名
嘱託職員

財産台帳の整理・データ入力、窓口相談・受
付、境界立会、伝票処理など／PC／測量・
登記などの事務所業務経験者。測量士また
は土地家屋調査士資格があればなお可

4月1日〜／週5日（月
〜金曜）午前9時〜
午後5時／月額28万
700円／交

書類審査、
面接：
2月14日（木）

申·問 1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資産活
用課☎60-1973へ。面接7日前までに通知（届かない場合要連絡）

保育嘱託
一時保育／弾力化
若干名

保育業務／保
育士資格を有
する方

4月1日〜／週5日（月〜金曜）午前8時30分〜
午後6時のうち7時間／協会が運営する市内認
可保育園／月額22万5300円／交

書類審査、
面接：
2月14日（木）

申·問 1月31日（木・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）を郵送で子ども協会事務局総務課☎
36-0671（〒180-0013西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ。「保育嘱託希望」と明記

子
ど
も
協
会

学童嘱託
支援員
若干名

学童保育業務／次の①②のいずれかを満
たす方。①放課後児童支援員（資格基準を
満たす方含む）、保育士、社会福祉士、また
は幼小中高の教員免許のいずれかを有す
る方②高等学校など卒業者であり、かつ
2年以上学童クラブまたはそれに類似す
る事業に従事したことがある方

4月1日〜／週5日（月〜金曜）
午後0時30分〜6時30分（学
校休業日などは午前8時〜午
後7時のうち9時間・休憩1時
間）1年単位の変形労働時間制
／市内学童クラブ（市立小内）
／月額22万3300円／交

書類審査、
面接：
2月7日（木）

申·問 1月31日（木・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付）を郵送で子ども協会事務局総務課☎
36-0671（〒180-0013西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ。「学童保育業務希望」と明記
調理業務
若干名
嘱託職員

学校給食の
調理作業、洗
浄作業など

4月1日〜／週5日（月〜金曜）午前8時〜午後4時／北
町または桜堤調理場および市内小学校給食施設／月
額21万1300円／8月は勤務・報酬なし／交通費実費

書類審査、
面接・実技：
2月5日（火）午後

ふ
る
さ
と
歴
史
館

学芸員補
1名
嘱託職員

日本近現代史に関する、管理、展示、教育普及活
動などの学芸業務および歴史館運営に伴う一般
事務／大学・大学院で史学などを専攻し、学芸員
資格を有する方または取得見込みの方。庶務事
務ができる方／PC／普免あればなお可

4月1日〜／週5日
（土〜木曜）午前9時
〜午後5時／月額21
万400円／交

書類審査、
面接：
2月13日（水）

申·問 1月30日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文（①博物館における「事実と虚
構」について述べよ［2000字程度］、②当館における中島飛行機関連事業について論評せよ［1000
字程度］、①②をそれぞれ別紙[書式自由]にまとめる）、研究業績、実務経験など一覧（A4書式任意）
を郵送（簡易書留）または直接ふるさと歴史館☎53-1811（〒180-0022境5-15-5）へ

子育て・教育 文中の敬称略

対象
30年4月1日以降、市内に住民登録のある満3〜5歳児（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歳に達した子ども）を私立幼
稚園、幼稚園類似施設（基準あり）、認定こども園（基準あり）に通園させ、入園料・
保育料を納めている保護者（園児と同一世帯）

補助金

入園料補助金 5万円（30年4月1日以降入園の方、1人1回）
保育料補助金 月額5000円〜1万1200円（30年度などの市民税額による）
就園奨励費補
助金

年額6万2200円〜30万8000円まで（30年度の市民税額などが基
準に該当する方）※園、税額などによっては交付されない場合あり

申請締切 1月25日までの申請は3月15日に振込予定。3月22日（郵送は当日消印有効）までに申請がないと、補助金の交付はできません

健
康
課

保健師また
は助産師
1名
嘱託職員

母子保健事業に係る業務／保健師ま
たは助産師資格を有する方／PC／
行政機関における母子保健事業の経
験3年以上あればなお可

4月1日〜／週4日（月
〜金曜のうち4日）午前
9時〜午後5時／月額
27万5000円／交

書類審査、面接・実
技：2月6日（水）応募
多数の場合は2月8
日（金）の実施もあり

申·問 1月30日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、母子保健業務経験があれば内容を具
体的に記載）、資格証明の写しを郵送または直接健康課☎51-0700（〒180-0001吉祥寺北町4-8-
10保健センター内）へ

■市協力栄養士募集
　高齢者食事学研究会に所属し、
市が実施する料理講習会などへの
協力／コミセンなど／栄養士資格
があり、2カ月に1回の定例会（昼
または夜開催）に出席できる方／
事業説明会：1月30日（水）午後2時
〜3時、市役所813会議室／まずは
説明会にご参加ください（都合が

■�青少年によるテーマ展示「私の至
福のひととき」作品制作者募集
　1月14日（祝）〜2月17日（日）／
午前9時30分〜午後9時30分／武
蔵野プレイススタジオラウンジ／
中学生〜20歳になった年の年度末
までの方／50名程度（先着順）／
「私の至福のひととき」をテーマ
に、紙に好きな筆記用具を使って
自由に表現する。作品のコメント
などを添え、後日展示／無料／
申 直接武蔵野プレイススタジオ受
付へ／問 武蔵野プレイス青少年活
動支援担当☎30-1902

■�高齢期を心豊かに　老人クラブ
会員募集
　老人クラブは
仲間づくりを進
めながら、趣味・
スポーツ・社会奉
仕などの活動を
一緒に行うことで、心身ともに健
やかに過ごすことを目的としてい
ます。地域ごとに組織し（市内に
30クラブ）、スポーツ大会、芸能文
化祭、カラオケ発表会、ボウリング
大会、タブレット教室、ウオーキン
グ、清掃奉仕活動、会員の誕生会な
ど多彩な活動を行っています。各
クラブでそれぞれ特色ある活動を
行っていますので、きっとやりた
いことが見つかるはずです／市内
在住で60歳以上の方／申 市民社
協☎23-0701／問 市民社協、高齢
者支援☎60-1940

■�広報誌「季刊むさしの」仕事体験
をする中学生を募集
　市内の会社やお店の仕事を体験
するコーナー「むさしの仕事図鑑」
の中学生記者を募集／仕事：吉祥
寺のホテルのホテルマン・ホテル
ウーマン／市内在住・在学の中学
生／2名（申込順）／取材日時：1月
下旬〜2月中旬の1日（応相談）、日
中2〜3時間程度／発行：春号（3月
下旬）／申·問 秘書広報課☎60-
1804

■私立幼稚園等園児保護者補助金の申請はお済みですか
　平成30年度の補助金申請をしていない方は申請してください。すでに申
請書を提出した方は、手続きの必要はありません。転入の方は申請が必要
です／申·問 申請書（各幼稚園などで配布）を郵送または直接〒180-8777子
ども育成課☎60-1854、各市政センター（夜間窓口を除く）へ／詳細は各私
立幼稚園などで配布される「お知らせ」をご覧ください。

■�子育て講演会「子どもの可能性、どう伸ばす?－幼児期に大事にしたいこと」
　2月26日（火）午前10時〜正午／市役所811会議室／3〜
6歳の未就学児の保護者、関心のある方／150名（超えた場
合抽選）／子育てのコツなどについて専門家による話／汐
見稔幸（＝写真、東京大学名誉教授）／無料／託児：6カ月〜
未就学児、30名（市内在住者優先し超えた場合抽選）／
申·問 1月25日（必着）までに、ハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、
託児希望は子の氏名［ふりがな］・生年月日・性別、託児落選の場合の参加
の有無または子どもの同伴聴講希望の有無も明記。電話申込
不可）で〒180-8777子ども政策課☎60-1239、FAX51-9417
へ。市ホームページから申込可。

つかない場合は応相談）／申·問  
1月25日までに高齢者支援課☎
60-1846へ。

■�山形県・酒田市市民交流ツアー美食探訪　酒田ぶらり町歩きの旅
　3月15日（金）午前8時50分東京駅集合〜17日（日）
午後7時東京駅解散／2泊3日／新幹線・貸切バス使
用／宿泊：ホテルリッチ＆ガーデン酒田（シングル部
屋）／市内在住・在学の大学生・大学院生、または市
内在住・在勤の方（グループ参加可）／20名（初参加
者優先し超えた場合抽選）／1日目：初孫資料館、せんべい焼き体験。2日目：
傘福制作体験、舞娘演舞鑑賞、山居倉庫など酒田町歩き、交流会。3日目：加
茂水族館など／3万8000円（旅行保険代込み）／申·問 2月4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、過去参加
有無、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。
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市立小学校
住　所

●第一小：吉祥寺本町4-17-16　●第二小：境4-2-15　●第三小：吉祥寺南町2-35-9　●第四小：吉祥寺北町2-4-5　●第五小：関前3-2-20　●大野田
小：吉祥寺北町4-11-37　●境南小：境南町2-27-27　●本宿小：吉祥寺東町4-1-9　●千川小：八幡町3-5-25　●井之頭小：吉祥寺本町3-27-19　●関
前南小：関前3-37-26　●桜野小：桜堤1-8-19

学校名 ☎ 日時（開始時間・午後）
第一小 22-1421 2/18（月）2時
第二小 51-4478 2/4（月） 2時
第三小 43-2322 1/22（火）2時45分
第四小 22-1423 2/5（火） 2時
第五小 51-2196 2/1（金） 1時40分
大野田小 51-0511 2/12（火）2時
境南小 32-3401 2/14（木）2時
本宿小 22-4723 2/14（木）2時30分
千川小 51-3695 2/19（火）3時
井之頭小 51-7188 2/1（金） 2時15分
関前南小 53-7655 1/29（火）2時30分
桜野小 53-5125 2/8（金） 2時

①�平成31年2月1日現在市内に在住して
いること

②�経済的理由により修学が困難（就学援
助制度による認定基準に該当する世帯
［所得制限あり］）。詳細は問い合わせて
ください

③�31年4月に高等学校、特別支援学校、高
等専門学校、専修学校の高等課程への
進学が決定した生徒のいる世帯

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

対象 市内在住・在勤・在学で18歳以上の方および武蔵野地域自由大学学生
定員 各大学50名（超えた場合抽選） 費用 5000円（資料代）

申·問

2月4日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、希望大学名、生年月日、性
別、在勤・在学者は勤務先・学校名、自由大学学生は学籍番号も明記、1講座1枚）で
郵送またはハガキを持って直接武蔵野プレイス自由大学事務局☎30-1904へ／
http：//www.musashino.or.jp/から申込・当選確認（2月12日〜各大学開講日）
可。自由大学学生は電話申込可（午前9時30分〜午後10時）

必要
書類

受講決定後、講座ごとに①健康診断書（結果票）（平成30年2月1日以降に受診した
胸部レントゲン検査結果、医師の総合所見のあるもの、コピー可）②証明写真③受講
同意書を提出

＊市の寄付による特設講座＊自由大学履修対象講座（各大学4分の3以上の出席で1ポ
イント）＊詳細は自由大学通信Vol.61または自由大学ホームページhttp：//www.jiyu-
musashino.org/参照

トピックス �「二俣尾・武蔵野市民の森事業」と「奥多摩・武蔵野の森事業」
が表彰されました

　多摩地域の森林は、ニホンジカによる植栽木への食害や、森林に手入れ
が行き届かないことなどによる荒廃が深刻化しています。市では、都市生
活を営むうえで森林から多くの恩恵を受けているとの考えから、森林を守
るため平成13年から「二俣尾・武蔵野市民の森事業」、16年から「奥多摩・武
蔵野の森事業」の二つの事業に取り組んできました。その功績が認められ、
第42回全国育樹祭において、森林整備・森林保全部門の「東京都緑化等功
労者」とふれあいの森林づくり優良市町村等の「国土緑化推進機構会長
賞」として表彰されました／問�緑のまち推進課☎60-1863

日付 テーマ
①2月19日 子育て中の私、今の気持ち
②2月26日 身近な人・社会との関係を考える

③3月5日 ライフキャリアプランを作ろう「自分
らしい」未来のために今できること

17年度苔玉づくり 29年度

奥多摩・武蔵野の森事業二俣尾・武蔵野市民の森事業

■小学校新1年生の保護者説明会
　4�月に小学校に入学する児童の
保護者説明会を行います／1時間

■音楽療法見学会
　2月23日（土）午後2時・3時、2月
25日（月）3時5分・4時45分、（1セッ
ション45分間、いずれか1セッショ
ン）／障害者福祉センター／市内
在住で音楽療法（5月〜平成32
［2020］年3月）を希望する愛の手
帳を持つ小学生の保護者／音楽を
楽しみながら発達を促す活動の見
学／無料／受講者募集は市報4月1
日号に掲載予定／主催：武蔵野市
／申·問�2月13日午後5時までに障
害者福祉センター☎55-3825へ。

■�新小・中学生の入学通知書を送付します
　市立小・中学校の入学通知書を送付します／①〜⑥の
いずれかに該当する方は教育支援課へ連絡してください
／①入学通知書が1月31日までに届かない②市内転居・
市外転出を予定③私立・国立小学校在籍者で市立中学校入学予定④病弱
などで就学猶予・免除を希望⑤私立・国立・都立小・中学校に入学が決まっ
た（2月12日までに同課へ電話、後日入学承諾書を提出）⑥指定学校の変
更を希望（入学する学校は住所に応じて指定しますが、指定学校以外の学
校へ通学を希望する場合には一定の基準内で変更を承認しています。�
1月25日までにお申し出ください）／問�教育支援課☎60-1900

■�高等学校等入学準備金の申請を受け付けています
対象：高等学校などへ進学を予定し
ている中学3年生がいて、右記①〜③
の要件をすべて満たす世帯／金額：6
万円／申·問�3月15日までに申請書
（教育支援課で配布、市ホームページ
から印刷可）、認印を持って直接教育
支援課☎60-1900へ。すでに就学援
助制度による認定を受けている方は申請の必要はありません。

■前期武蔵野市寄付講座
◎日本獣医生命科学大学「動物資源科学概論」…4月15日〜7月22日の月
曜（全14回）／午前10時30分〜午後0時10分／同大学（境南町1-7-1）／
コーディネーター：小柳円（応用生命科学部講師）／「『特用家畜』の話〜ヤ
ギ・アルパカの魅力」、「動物バイオテクノロジーの現状と未来」、「草をミ
ルクに変える動物たち」など
◎武蔵野大学「薬とは？」…4月12日〜7月26日の金曜（全15回）／午後2
時40分〜4時10分／同大学（西東京市新町1-1-20）／コーディネーター：
廣谷功（薬学部教授）／「自然が生み出す薬」、「薬を化学的視点で見る」、
「薬のさまざまな形と機能性製剤・錠剤ができるまで」など

■珈琲のおいしい入れ方講座
　2月10日（日）午前10時〜正午／
市民会館料理室／市内在住・在勤・
在学の方（子連れ不可）／12名（超
えた場合抽選）／珈琲の製法・種
類・入れ方を知る。珈琲タイムあり。
珈琲豆の土産付／亀岡俊樹（亀岡
珈琲オーナー）／1000円／詳細は
市ホームページ参照／申·問1月30
日（必着）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、年齢、性別も明記）
で郵送または返信用ハガキを持っ
て直接市民会館☎51-9144へ。

■�子育ても自分の生き方も〜ママのためのライフキャリア講座
　各火曜／午前10時〜正午／
①③男女平等推進センター②
市民会館第一学習室／未就学
児の母親（全回参加）／20名
（申込順）／荻野佳代子（神奈
川大学教授）／託児：6カ月〜未就学児、15名（市内在住者優先し超えた場
合抽選。2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、年齢、育児休業中か否か、応募動機［200〜400字程度］、託児希
望は子の氏名［ふりがな］・参加当日の月齢も明記）で男女平等推進セン
ター☎37-3410、FAX38-6239、danjo@city.musashino.lg.jpへ。市
ホームページから申込可。

■�消費生活講座「元気なうちに“シューカツ”を〜エンディングノートの活用」
　2月21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）／これか
らの人生をシミュレーションする。老後の暮らし方から葬儀・
お墓まで／佐々木悦子（日本エンディングサポート協会理事
長）／無料／託児：1歳〜未就学児、8名／申·問�2月4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。連名での申込可。市ホームページから申込可。

■�プロに学ぶパンケーキ講座〜ミック
スからパンケーキを作ってみよう

　2月17日（日）午後2時〜4時／武
蔵野プレイスクラフトスタジオ／
中学生〜20歳になった年の年度末
までの方／10名（超えた場合抽選）
／鈴木佳範（パブリック・スペース
株式会社代表取締役）／無料／
申�2月2日までに申込書（同館スタ
ジオ受付で配布、同館ホームペー
ジから印刷可）を直接武蔵野プレ
イス青少年担当☎30-1902へ。

■�少しのことでこんなに変わる〜子
育て夫婦のパートナーシップ講座

　3月2日（土）午前
10時〜正午／武蔵
野プレイスフォー
ラムA／小学生まで
の子の親、妊娠・妊
活中の夫婦（1名での参加可）、子
連れ不可／30名（市内在住・在勤
者優先し超えた場合抽選）／子育
て夫婦のコミュニケーションのコ
ツ、教えます／村上誠（=写真、
ファザーリングジャパン理事）／
1000円（夫婦は2名で1500円）／
託児：6カ月〜未就学児、10名
（3000円）／申�2月11日（必着）ま
でに往復ハガキ（3頁の申込要領
参照し、性別、生年月日、子の年齢
または出産予定日、応募動機、在勤
者は勤務先、託児希望は子の氏名
［ふりがな］・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（2月18日〜3月2日）可。

30分〜2時間程度／筆記用具・上
履き・靴袋を持参／桜野小は自転
車での来校不可／申�当日、直接会
場へ（各校の住所は欄外参照）／
問�各校、教育支援課☎60-1900
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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
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子 育て
施設

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 ◆

■�テンミリオンハウスきんもく
せい「初笑い落語会」
1月19日（土）午後1時30分〜2
時30分／20名（申込順）／山柳
山柳／300円（お茶と汁粉付）／
申·問きんもくせい☎50-2611
（境4-10-4）
■テンミリオンハウス月見路
　口腔ケア講座
1月25日（金）午後1時30分〜3
時30分／10名（申込順）／口腔
ケアでインフルエンザを防ごう
／有田眞由美（有田歯科医院医
師）／無料／申·問 1月24日まで
に月見路☎20-8398（吉祥寺北
町1-11-7）へ。
■老いじたく講座
1月29日（火）午後1時30分〜3
時／福祉公社会議室／20名（申
込順）／老いじたくの基礎知識
／無料／申·問 福祉公社☎23-
1165
■�地域認知症講座「ききたいこ
とをきいてみよう！認知症」

2月1日（金）午後2時〜3時30分
（受付1時30分）／西部コミセン
／市内在住の方（境・関前・桜堤
の方優先）／30名（申込順）／住
み慣れた地域で安心して暮らし
続けるために、認知症に関する
不安や疑問に専門医が答えます
／繁田雅弘（東京慈恵会医科大
学教授）／無料／申·問 1月29日
までに電話または直接桜堤ケア
ハウス在宅介護・地域包括支援
センター☎36-5133（桜堤1-9-
9）へ。
■�糖尿病教室「糖尿病と心疾患、
糖尿病と眼疾患」
2月2日（土）午後1時〜3時（受付
0時30分）／武蔵野赤十字病院
山﨑記念講堂（境南町1-26-1）／
野里寿史（同院循環器科医師）ほ
か／無料／申 当日、直接会場へ
／問 同病院医療社会事業課☎
32‐3111
■ イマドキは幼児期から　パパ・
ママで知ろう“子どもの性教育”

2月2日（土）午後2時〜3時30分
／市民会館講座室／主に小学3
年生までの子の親／30組（申込
順）／幼児期から教えられるこ
と、性の話題をタブーにしない
親子関係作りなど／大田静香
（市助産師会会長）／無料／託児
あり（1月21日までに要申込、
300〜500円、定員あり）／申 境
おやこひろばホームページhtt
ps：//ameblo.jp/oyakohiro 
ba-sakai/へ／問同団体infosak

aioyako＠gmail.com
■商工会議所金融業部会講演会
2月5日（火）午後3時30分〜5時
／商工会館市民会議室／90名
（申込順）／「2019年、経済動向
をよむ」／野間口毅（大和証券
［株］投資情報部株式ストラテジ
スト）／無料／申·問 1月30日午
後5時までに同会議所金融業部
会担当☎22-3631（土・日曜、祝
祭日除く）へ。
■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：2
月6日（水）・7日（木）。午後1時30
分〜3時30分。2000円②ワード
入門：2月13日（水）・14日（木）。
午後1時30分〜3時30分。2000
円③エクセル入門：2月20日
（水）・21日（木）。午後1時30分〜
3時30分。2000円④インター
ネット入門：2月8日（金）午後1
時30分〜3時30分。1000円⑤
ワード活用：2 月 15 日・22 日
（金）。午後1時30分〜3時30分。
2000円⑥エクセル活用：2月15
日・22日（金）。午前10時〜正午。
2000円⑦お好みコース「ウィン
ドウズ10のアップデートにつ
いて」：2月27日（水）午前10時〜
正午。1000円⑧パソコン個別指
導：2月14日・21日・28日（木）。
午前10時〜正午。2月18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（個別指導は各3名）
（申込順）。費用はテキスト・教材
費ほか。1月15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
■十色カフェ吉祥寺
2月8日（金）午後1時30分〜3時
／吉祥寺本町在宅介護・地域包
括支援センター（吉祥寺本町
4-20-13）／20名程度／お菓子
とお茶やコーヒーを飲みなが
ら、気軽に話しませんか／無料
（飲食代実費負担）／申·問  同セ
ンター☎23-1213・FAX23-12 
38
■国際交流協会（MIA）
①中国墨絵体験教室：2月15日
（金）・19日（火）・26日（火）（全3
回）。午後2時〜4時。同協会会議
室。18歳以上で初心者の方。15
名（申込順。10名以上で開催）。
墨絵の基礎練習と作画。培霊（中
国出身）。2600円（同協会会員は
1400円）②世界を知ろうタイ
編：2月23日（土）午後2時〜4時。

同協会会議室。30名（申込順）。
タイの歴史、文化、日本での生活
など。セーンウライ・ティティ
ソーン（タイ出身留学生）。無料
③留学生むさしのファミリープ
ログラム実践講座：2月2日（土）
午後2時〜4時。スイングスカイ
ルーム。留学生とのホームビ
ジットでの交流に興味のある
方。30名（申込順）。留学生の先
輩に聞く、日本で働くこと。無料
④語学ボランティア募集：2月9
日（土）午後3時〜5時30分。同協
会会議室。5月開催の「在住外国
人のための法律と心理の相談
会」での通訳に関心がある方。特
にタガログ語、ネパール語、ベト
ナム語が不足。25名。法律相談
の再現劇と活動のオリエンテー
ション。別途研修あり。弁護士、
語学ボランティアほか。オリエ
ンテーション無料。登録は会費
2500円。筆記用具を持参⑤多文
化ミュージアム多文化おうち
編：2月9日（土）午後1時〜11日
（祝）午後7時。武蔵野プレイス
ギャラリー。亜細亜大学多文化
コミュニケーション学科学生に
よる企画展示、同大学・同協会の
パネル展示、モンゴル民族音楽
演奏など／申·問 ①2月13日ま
で②2月21日まで③1月31日ま
で④2月7日までに同協会☎36-
4511 へ。https：//mia.gr.jp/ か
ら申込可。

子 ど も 講師の方などの敬称略

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

■土曜学校「東京女子大学パイプオルガン探検隊」
　2月16日（土）午後1時〜3時／同大学（杉並区善福
寺2-6-1）／市内在住・在学の小学4年〜中学3年生／
20名（超えた場合抽選）／パイプオルガンについての
話、ミニコンサート、体験／中内潔（同大教授）／無料
／主催：市教育委員会／申·問 1月29日（必着）までに往復ハガキ（3頁の
申込要領参照し、性別、生年月日、学校名・学年、保護者氏名も明記）で郵送
または返信用ハガキを持って直接武蔵野プレイス生涯学習支援担当☎
30-1901へ。http://www.musashino.or.jp/から申込・当落確認（2月5
日〜16日）可。

■特別支援学級紹介・作品展
　1月25日（金）〜2月5日（火）（土・日曜を除く）／午前8時30分〜午後5時
（5日は3時まで）／市役所ロビー／特別支援学級設置校10校14学級の紹
介と児童・生徒の作品展（絵画、工作、手芸など）／問 教育支援課☎60-
1908

■国際交流協会（MIA）こども国際交流クラブ料理コース
　2月23日（土）午前10時〜午後1時／市民会館料理室／5
歳〜小学生と保護者（10歳以上は子どものみも可）／18名
（申込順）／グエン・ハイ・ヴァン（＝写真、ベトナム出身）／
ベトナム式米粉クレープほか／子どもと大人各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／申·問 2月21日までに
国際交流協会☎36-4511へ。https：//mia.gr.jp/から申込可。

保育園 申 1月15日から各保育園へ（月〜金曜午前10時〜午後4時）
定員のある園もあります

プレママのひろば・
あかちゃんのひろば

＊ プレママ：妊娠5カ月以上の健康な方、出産後の育児をイメージで
きるよう妊婦同士、保育士や看護師と一緒に交流します

＊ あかちゃん：0歳～1歳3カ月児と親、あかちゃんと親同士で交流し
ます。ちょっとした疑問や悩みは保育士に相談できます

会場 日程 時間 プレママ 申 あかちゃん 申
北町保育園 1/23（水） 午前10時～11時 ◎
境南保育園 1/31（木） 午前10時～11時 ◎ ◎

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）

2月6日・20日・27日（水）／午後1時
30分～3時／2歳以上の未就園児と
保護者／20組／1回500円／詳細
は園ホームページ参照

☎

けやき
西久保1-49-4
☎52-2186

ミニ見にシアター 2月6日（水）午後1時～2時／2・3歳
児と保護者／20組／1人100円 ☎

聖泉
西久保3-13-5
☎53-3374

園庭開放 2月27日（水）午後2時～3時／未就
園児と保護者／20組 不要

武蔵野東第二
関前3-37-10
☎53-4367

幼児教育学習会「子ど
もの成長について先生
たちによる研究発表」

2月16日（土）午前10時～11時30
分／未就園児の保護者／30名／上
履きを持参／託児なし

☎

幼稚園 費用はおやつ・教材費など／申·問�各園

■�市民活動講演会「あなたが動く、社会
が変わる〜あなたからはじまる一歩」
　2月15日（金）午後
7時〜9時30分／武
蔵野プレイスフォー
ラム／ 80 名（申込
順）／社会や日々の暮らしのさま
ざまな問題に対し、私たちの本当
の力や可能性を語ります（懇談あ
り、茶菓子付き）／湯浅誠（=写真、
社会活動家）／無料、軽食希望は
300円（2月8日までに要申込）／
同時開催：市民活動団体紹介展示
／申·問 Eメール（3頁の申込要領
参照し、懇談参加・軽食希望の有無
も明記）・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。

■市民活動団体企画講座
　「モノの価値、ヒトの価値」
　2月17日（日）午後2時〜4時30分
／武蔵野プレイスフォーラム／80
名（申込順）／フェアトレードな暮
らしがまちを変える。本当にゆた
かな暮らしを買い物から考えてみ
よう／Wa-shoiパートナーシップ
／500円（フェアトレードのコー
ヒーと菓子）／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@musashi�
no.or.jpへ。
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■�商工会議所
　異業種交流プラザ講演会
2月13日（水）午後6時30分〜7
時45分／商工会館会議室／30
名（申込順）／メジャーリーガー
「大谷翔平選手」も実践“9つのマ
ス”を埋めるだけで、集まる売れ
る商品の企画ができる発想法／
山中洋史（デザイニック［株］代
表取締役）／無料／申 2月6日午
後5時までに同会議所ホーム
ペ ー ジ http：//www.musashi 
no-cci.or.jp/へ／問 同会議所☎
22-3631（土・日曜、祝祭日除く）
■�精神障害者ホームヘルパー等
支援者研修

2月17日（日）午前10時〜午後5
時／ライフサポートMEW（中町
3-4-9ディアハイム武蔵野）／市
内事業所または市民の支援を実
施している事業所所属のホーム
ヘルパー・相談支援専門員・ケア
マネージャー／20名（申込順）／
精神障害者支援の基礎知識／精
神科医、訪問看護師、精神障害当
事者など／無料／主催：武蔵野
市／申·問 2月16日までにライ
フサポートMEW☎36-3830へ。
■日本獣医生命科学大学
　語学講座（フランス語）
4月9日〜7月16日の火曜（全14
回）／午後6時〜7時30分／同大
学第一校舎B棟313講義室／仏語
を1年以上学んだ経験がある社会
人／50名（申込順）／大柳貴（同大
学非常勤講師）／無料／申·問 2

月8日（必着）までに往復ハガキ
（年齢、性別も明記）で同大学教務
課☎31-4151、r-igai@nvlu.ac.jp
（〒180-8602境南町1-7-1）へ。
■東京女子大学
　2019年度社会人英語講座
4月〜7月、10月〜平成32（2020）
年1月（1回90分、週1回、全24
回）／上級：水曜午前10時55分、
木曜午後1時15分、中級上：火曜
午前10時55分、木曜午前10時
55分、中級：水曜午後1時15分、
木曜午前9時、木曜午前10時55
分、準中級：火曜午前9時、木曜午
前9時／ブリティッシュ・カウン
シルの講師によるオールイング
リッシュのレベル別講座／10万
円（年額）／申·問 2月12日まで
に所定の申込書を同大学教育研
究支援課☎03-5382-6453（〒 
167-8585杉並区善福寺2-6-1）へ。
http：//www.twcu.ac.jp/から
申込可。

◆ スポーツ ◆

■市老人クラブ連合会
◎椅子を使った介護予防体操講
習会：1月17日（木）午前10時。ス
イングレインボーサロン。80名
（先着順）。無料。運動のできる服
装で、タオル・飲み物を持参。◎
棒体操講習会：1月30日（水）午
後1時30分〜3時。総合体育館サ
ブアリーナ。60名（先着順）。運動
のできる服装・靴で、飲み物を持
参／【共通】市内在住で60歳以上

の方／申 当日、直接会場へ／
問 市民社協☎23-0701
■いきいき太極拳体験教室
1月29日、2月12日・26日、3月5
日・26日、4月2日・16日の火曜
（全7回）／午前10時〜11時15
分／総合体育館剣道場・柔道場
など／市内在住・在勤の方／無
料／運動できる服装で、室内履
き・タオル・飲み物を持参／申 当
日、直接会場へ／問 太極拳武蔵
野会・小泉☎070-6430-8201
■むさしのまち歩きツアー
2月10日（日）午前9時50分JR吉
祥寺駅中央改札前集合／30名
（申込順）／むかし武蔵野歴史散
策コース徒歩約4km、2時間／
500円／申·問 観光機構☎23-
5900
■�グループ対抗戦バドミントン大会
2月16日（土）午前9時／総合体
育館メインアリーナ／市内在
住・在勤・在学の高校生以上／3
複団体戦（男子・女子共1部・2
部）／2000円（加盟団体1000
円）／シャトル持ち寄り／申 1
月27日（必着）までに申込書（体
育協会で配布）を寺井直美（〒 
180-0012緑町2-1-4-404）へ。要
項・申込書は体育協会ホーム
ページ（バドミントン連盟）から
ダウンロード可／問 バドミント
ン連盟・沼尻☎55-2675
■スキー講習会とバッジテスト
3月1日（金）午後7時30分市役所
発〜3日（日）午後8時30分解散

／かたしな高原スキー場（群馬
県）／貸切バス使用／尾瀬倶楽
部みなもと泊／小学生以上（小
学生は保護者同伴）／25名（申込
順）／講習、バッジテスト（1〜5
級）／3万1000円、小学生2万
5000円（保険料含む）／1週間前
よりキャンセル料あり／申 1月
16日〜2月17日までに体育協会
（実施要項・申込書配布）へ／
問 武蔵野スキークラブ・望月☎
51-4318

◆ お知らせ ◆

■�湖南衛生組合競争入札参加
　資格登録申請受付
2月1日（金）〜28日（木）／午前9
時〜午後4時／同組合事務室（武
蔵村山市大南5-1）／平成31
（2019）・32（2020）年度に建設
工事など（工事請負、設計など）
の入札参加資格登録申請を受け
付け／申請用紙など詳細は要問
い合わせ／問 同組合☎042-
561-1551、FAX042-565-2971
■合同就職面接会
◎事前対策セミナー：2月7日
（木）午後2時〜4時。ルネこだい
ら（小平市美園町1-8-5）。30名
（申込順）。◎合同就職面接会：2
月13日（水）午後1時〜4時（受付
0時30分〜3時）。西東京市南町
スポーツ・文化交流センターき
らっと（西東京市南町5-6-5）。参
加企業10社程度（1週間前にし
ごとセンター多摩ホームページ

に掲載）。履歴書を持参（希望企
業数分）／入退場自由／【共通】
無料／主催：東京しごとセン
ター多摩、共催：武蔵野・西東京・
小平・東久留米市／申·問 同セン
ター☎042-329-4524
■司法書士による法律相談会
2月9日（土）午後1時〜4時／公会
堂／登記、相続、遺言、成年後見、
債務整理、空家問題など／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。
■合同就職面接会
2月22日（金）午後1時〜4時（受
付0時30分〜3時30分）／東京し
ごとセンター多摩（国分寺市南
町3-22-10）／全年齢／詳細は
http：//www.tokyoshigoto.
jp/tama/参照／申 当日、直接会
場へ／問 同センター☎042-
329-4524
■�平成31年度武蔵野プレイス・
ワーキングデスク年間会員募集

1カ月に8コマが会員料金のみで
利用可（会員以外の通常利用は1
コマ400円）／同館利用登録をし
ている個人で図書館カードの交
付要件を満たす方（中学生以上）
／120名／年額2万4000円（申込
後一括払い）／申·問 1月15日〜
31日に抽選申込書（同館市民活
動カウンターで配布、同館ホーム
ページから印刷可）を直接同館
市民活動カウンター☎30-1903
へ。定員に満たない場合は2月15
日から先着順で受け付け。

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

離乳食講座 1/24（木）午後1時15分～2時15分 4～10カ月児の
親子／5組

誕生会 1/29（火）午前9時45分～10時 0歳児～

豆まき 2/1（金） 午前9時45分～（終了後は
園庭遊びをどうぞ） 2歳児～／5組

南 誕生会 1/25（金）午後4時～4時30分 未就学児の親子
／5組

武蔵野
赤十字 体験保育 2/5（火） 午前9時～11時30分

300円（給食費）
1歳児（平成28年
4月2日～29年4
月1日生）／2組

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

精華第二 離乳食 1/23（水）午後1時～2時
300円

妊婦・離乳食中の
親子

ありんこ 育児講座 1/26（土）午後1時30分～3時30分 未就学児の親子
千川 誕生会 1/24（木）午前10時30分～11時 未就学児の親子
吉祥寺 豆まき 2/1（金） 午前10時30分 2～3歳児

境南

一緒に遊ぼう 1/22（火）午前9時45分～10時45分 1歳児～
誕生会 1/24（木）午前9時45分 0歳児～

2歳のひろば 1/29（火）午前10時～11時 2歳児（28年2月
～29年1月生）

豆まき 2/1（金） 午前10時～11時 1歳児～
一緒に遊ぼう 2/5（火） 午前9時45分～10時45分 1歳児～

境南第2

一緒に遊ぼう（小
麦粉粘土など） 1/23（水）午前10時～11時 1・2歳児の親子

救急法講座 1/29（火）午後1時15分～2時15分 4カ月～1歳3カ
月児の親子

豆まき 2/1（金） 午前9時30分～10時 1歳児～
誕生会 2/5（火） 午前9時30分～10時 0歳児～

桜堤 観劇 1/23（水）午前10時～11時 2歳児～未就学児
の親子

豆まき 2/1（金） 午前10時15分～10時45分 未就学児の親子

境

ほっとタイム（の
んびりおしゃべ
りしませんか）

1/24（木）午後2時30分～3時30分 0歳児～

2歳のひろば(リ
ズム運動） 1/25（金）午前10時～11時 2歳児（27年4月

～28年3月生）
男の食講座
(離乳食編） 1/26（土）午前9時45分～11時15分 11カ月児までの

パパ・プレパパ

誕生会 1/29（火）午前9時40分～10時（終了
後は園庭あそびをどうぞ） 0歳児～

豆まき 2/1（金） 午前10時ごろ 2歳児（27年4月
生）～

境南すみれ 誕生会 1/25（金）午後3時15分～3時45分 0歳児～
グローバル
キッズ武蔵境

ふれあい広場
豆まき 2/1（金） 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（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 15日（火）午前9時から電話または直
接各施設へ＊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／2月20日（水）午前10時
30分～11時15分／0歳と親

不
要�

はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／2月10日（日）・20日
（水）／午前10時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

0歳ひろば
～講師を迎えて
の講座

吉祥寺：知っておきたい子どもの足と靴選び／2月15日（金）午前10
時30分～11時30分／0歳と親／15組／吉村眞由美（早稲田大学人
間科学学術院eスクール教育コーチ）／子の靴・母の紐靴を持参

◎�

1歳ひろば
吉祥寺：音で遊ぼう／2月1日（金）・21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／2月21日（木）午前10時30分～11
時15分／1歳と親

不
要�

2歳3歳ひろば

吉祥寺：みんなで音遊び／2月19日（火）午前10時～11時／2～3歳
児と親／15組 ◎�
はらっぱ：お父さんとクッキング～大根もち作り／2月17日（日）午
前10時～11時15分／2～3歳児と父親／15組／親子ともにエプ
ロン・三角巾・手拭きタオル・皿・フォーク類を持参

◎

0123×地域
～地域と協働す
る子育て支援

吉祥寺：2月16日（土）午前10時～11時30分／0～3歳児の親／12
名／保育園のママたちと共に職場復帰後の生活や保育園などにつ
いて語り合う

◎

先輩ママと語ろ
う

吉祥寺：わかっているけどやめられない～スマホ・お菓子・DVD／
2月14日（木）午前10時～11時30分／0～3歳児の親／15名 ◎�

手作りおもちゃ
の会

ぐるりん：へんしんお面をつくろう／2月12日（火）～16日（土）／
午前10時30分～午後3時30分(受付)／紙皿を使ったお面作り

不
要

ぐるりん座談会
ぐるりん：どうしよう？聞いてみよう！母乳育児いろいろ／1月25
日（金）午前10時30分～11時30分／市内在住の未就学児の保護者
／15名／助産師を囲んでの母乳育児の悩みに関する座談会／大田
静香（市助産師会会長）

◎

手作りファース
ト・トイ

ぐるりん：赤ちゃんにファースト・トイを作ろう／2月9日（土）午後
1時30分～2時30分／市内在住の妊娠6カ月の方～生後5カ月ごろ
までの子と保護者／10組／おもちゃ（にぎにぎチューブ）作りおよ
びぐるりんの紹介／無料 

◎

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとお話しタイム／2月12日・26日（火）／午前
10時～10時45分（集合9時50分）／0歳と親

不
要

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

ico（1歳）
コース

いこっと：見合いこっとでひな祭りの飾りを作ろう／2月13日・27
日（水）（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：音楽ムーブメント／2月18日（月）／①午前10時～10時
45分②11時～11時45分（同内容）／各12組／前田典子（クリエイ
ティブ音楽ムーブメントインストラクター）

◎

講演会
(親子防災講座）

いこっと：2月14日（木）午前10時30分～11時30分／0～5歳児の
親／20組／災害に対する意識を深め、事前準備や具体的な行動に
ついて学ぶ／上沢聡子（赤ちゃんとママの防災講座代表）／託児な
し（同室可）／筆記用具を持参

◎



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
「吉祥寺ダンスLAB.vol.1」 1月19日（土）
「松露の『茶の湯』」「オマー・アビタル＆ヨナタン・アビシャイ」「松露寄席」
「ロバータ・ガンバリーニ」 1月22日（火）

＊�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。

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

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 2020年2月・3月 2/1（金） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2019年8月 2/1（金） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2019年9月・10月 3/1（金） 午前10時 小ホール
公会堂 ホール、会議室、和室

2019年8月

2/6（水） 午前9時30分 2階会議室
スイング
ホール

スイングホール、レイン
ボーサロン、スカイルーム 2/5（火） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 2/10（日）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 2/1（金） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2019年9月・10月 3/1（金） 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6月・7月 2/1（金）～
2/10（日）午前9時

中2階
事務室5日未満使用 劇場 2020年2月・3月 2/1（金） 午前9時

舞台芸術の上演以外使用 劇場・
けいこ場

2019年8月◆ 2/1（金） 午前11時
舞台芸術以外で使用 2019年5月◆ 2/1（金） 午後2時

◆は優先分（自主事業・貸館）のため劇場は空きなし。
＊�市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホールおよびスイングホール（イベントホール）は毎月
第1木曜～翌週火曜、シアター劇場は奇数月24日～同月末、非営利の市内アマチュア芸術文化団体
の優先期間です。受付開始時に対象団体の申し込みのない場合は一般の申し込みを受け付けます。

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
　1月26日（土）午後2時30分（開場2時15分）／中央図書館視聴覚ホール
／中学生以上／70名（先着順）／「冬構え」（2013年、日本、100分、カラー、
監督：山田太一、出演：笠智衆ほか）／無料／申 当日、直接会場へ／問 中央
図書館

■暮らすまちに〝いっぽ〟ふみこむと人生ひろがるかも講座
　1月26日（土）午後3時30分〜5時／吉祥寺図書館まなびとつどいのへ
や／中学生以上／25名（先着順）／リニューアルオープン記念講演。暮ら
す街が今より魅力的に思えたら人生はもっと楽しくなる。「まちとつなが
る」生き方の話／川井信良（株式会社文伸代表取締役社長）／無料／申 当
日、直接会場へ／問 吉祥寺図書館＊市域映像アーカイブ「太陽に輝くま
ち 吉祥寺」「明日に向かうまち 吉祥寺」を上映：午前9時30分〜午後7時
（講演会の時間は除く）

スポーツ関連のお知らせ
○未就学児（生後5カ月以上）の一時保育（2月）
　月〜金曜（1日・11日・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。
○スポーツ施設臨時休場のお知らせ
　1月21日（月）〜25日（金）：総合体育館、温水プール、野球場、庭球場、緑町スポーツ
広場、ストリートスポーツ広場（陸上競技場は3月末まで）／点検・整備のため／期間
中総合体育館窓口業務は実施（午前9時〜午後9時30分）／問�総合体育館☎56-2200

■はじめての親子テニス体験
　2月23日（土）／①午後2時②3時30分（各1時間）／総合体育館サブア
リーナ／①年中児と保護者②年長児と保護者／各32組（超えた場合抽
選）／各1000円／申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の
申込要領参照し、生年月日、在園者は園名も明記。FAXは要受信確認）ま
たは所定の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館☎56-2200、
FAX51-5493へ。http：//www.musashino.or.jp/から申込可。

■障害者のためのスポーツ広場のお知らせ
　1月28日、2月18日、3月4日（月）／午後1時〜5時／総合体育館メイン
アリーナ半面／40名程度（先着順）／障害のある方と介助者・保護者・引
率者が一緒にボッチャ、マット運動などさまざまなスポーツができます
／出入り自由／400円、プラチナカードで無料／室内履きを持参／問 総
合体育館☎56-2200

◎アウトドアカレッジ～ユニバーサルキャンプ、誰もが楽しめるキャンプを考える
2月24日（日）午後1時集合・4時解散／総合体育館／サポートスタッフ登録者または興味の
ある18歳以上の方（高校生不可）／20名（登録者優先し超えた場合抽選）／最少催行6名／
障害のある参加者を受け入れるためにはどうすれば良いかを学びます／（株）jecウエルプ
ランニング／登録者1500円、一般3000円（交通費別途）

◎スニーカーで出かけよう・春～鎌倉の古道散策
3月8日（金）午前8時三鷹駅北口出発・午後6時解散／神奈川県鎌倉市／貸切バス使用（係員
同行）／市内在住・在勤・在学の16歳以上の方／30名（超えた場合抽選）／最少催行10名／
初級者向け／現地ガイドとゆったり散策／累積標高約279m、歩行4.8km・3時間／5000
円／昼食を持参

◎親子野あそびクラブ～動物博士になろう
3月9日（土）／①午前9時30分～正午②午後1時30分～4時／井の頭自然文化園集合・解散
／①市内在住・在学・在園の年中児～小学2年生と保護者②市内在住・在学の小学3～6年生
と保護者／各20組（超えた場合抽選）／最少催行6名／解説員と歩き、意外と知らない動物
の秘密を発見してみよう／同園動物解説員／大人500円、子ども無料（交通費別途）

申·問 1月31日（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、参加者全員の生年月
日、在勤・在学者は勤務先・学校名・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

＊旅行条件説明書はホームページまたはDo�Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513
号一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

■ 野外活動センター☎54-4540、FAX51-9810、http://www.musashino.or.jp/スポーツ
■ 「東京ラグビーキャラバン」を開催
　1月19日（土）午後3時30分〜3時50分（交通事情により時間変更あり）／吉
祥寺駅前／9月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019™日本大会チ
ケットの一般先着発売が開始となる同日に大会公式マスコット「レンジー」
とゲストが、皆さんに会いに都内を都営バスで巡るキャラバン／日本青年館
前（新宿区）を出発〜町田・府中・三鷹・武蔵野市〜調布駅前広場でゴール／
主催：東京都、ラグビーワールドカップ2019組織委員会／問 東京都オリン
ピック・パラリンピック準備局
ラグビーワールドカップ開催準
備課☎03-5320-7841

武蔵野市Sports for All情報 Monthly News
　月に一回、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などに関す
る情報、市の関連イベントなどをお知らせします／問 企画調整課オリン
ピック・パラリンピック担当☎60-1970

松露の「茶の湯〜雛祭り茶会」
　3月3日（日）午前10時（初めての
方が主な対象）、11時、午後1時30
分、2時30分／松露庵／席主：石井
宗香（表千家）／席料700円
吉祥寺ダンスLAB.vol.1 

「シノシサム」
　3月16日（土）午後7
時、17日（日）午後2時
開演／吉祥寺シア
タ ー ／ 出 演：ASA-
CHANG（音楽）、北尾
亘（ダンス）／全席自由・整理番号
付一般2700円、◯友  2500円、当日
3000円、29歳以下2000円、高校生
以下1000円（当日、29歳以下、高校
生以下は友の会割引なし）
オマー・アビタル＆ヨナタン・アビ
シャイ ジャズ・デュオ・ライブ
　3月17日（日）午後3時開演／スイ
ングホール／オマー・アビタル（ベー

ス）、ヨナタン・アビシャ
イ（ピアノ）／全席指定
3500円、◯友  3150円、25
歳以下1000円（要証明、
枚数限定、友の会割引なし）
松露寄席　桂伸三 落語・独演会
　3月24日（日）午後2時
開演／松露庵／出演：桂
伸三（落語）／全席自由
（限定35名・座布団席）
1700円、◯友  1500円
ロバータ・ガンバリーニ
ジャズ・ボーカルの午後
　5月12日（日）午後3時
開演／スイングホール
／ロバータ・ガンバ
リーニ（ボーカル）、ジェ
ブ・パットン（ピアノ）／
全席指定4000円、◯友  3600円、25歳
以下1000円（要証明、枚数限定、友
の会割引なし）
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■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　2月15日（金）午後1時30分／平成30年度40・45・50・55・60・65・70・
75歳になる方／10名（申込順）／過去に検査を受けた方、ピロリ菌除菌治
療を受けた方、外科的胃切除を受けた方、腎不全や透析治療中の方、胃の
痛みや胸やけなど胃腸の調子の悪い方、現在食道、胃、十二指腸などの病
気で治療中の方は不可／市国保・後期高齢者医療制度の加入者は健診時
に実施／500円（生活保護受給者免除）／申·問 2月5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。

初期救急（入院を要しない急病）� ○印＝午前9時〜午後5時　◎印＝午前9時〜午後10時
※症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
　�なお、午前9時〜午後5時までの間に1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

20日（日）
○前澤クリニック 内科・小児科 境南町3-15-21 30-2861
○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
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

27日（日）
○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町1-23-3 22-5755
○第一臼田医院 内科 西久保1-18-16 54-1032
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
20日（日）内山歯科医院 吉祥寺南町4-27-10 ☎48-2094
27日（日）内海歯科クリニック 境1-5-14�プチメゾン1階 ☎51-6487

休日の医療機関� 1/15（火）～31（木）

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

東京版救急受診ガイド

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

母子保健
■�母子健康手帳の交付・妊婦面接
　妊娠された方へ母子健康手帳や
妊婦健康診査受診票などを交付し
ます。専任の保健師などが面接し、
妊娠中の疑問や不安にお応えしま
す。妊娠がわかったら保健セン
ターに届け出てください。子育て
中も地域で安心して生活していた
だけるよう、妊娠期から一人ひと
りに寄り添い、地域とつなぐサ
ポートをします。転入された妊婦
もお越しください／問�健康課マタ
ニティ安心コール☎51-0703

■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

■2人目育児講座
　2月2日（土）午前10時〜11時30
分／妊娠中〜子育て中の市民（子
連れ可）／25組（申込順）／上の子
の赤ちゃん返りってどんなの？2
人目育児のヒント／臨床発達心理
士／申·問 1月25日までに電話ま
たは直接健康課へ。

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・木曜日／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、頚動脈超音波、甲状腺ホルモン検査、乳
房検査セット（乳房X線＋乳房超音波）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
◎シニアのためのボクシングエクササイズ
1月28日（月）午前10時〜11時15分（受付9時45分）／市民会館／60〜70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／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
◎学んで実践　ウオーキング教室〜日常の歩きの質を高めるウオーキング
2月5日（火）午前10時〜11時30分／小雨決行／吉祥寺南町コミセン〜井の頭公園／市内
在住の20〜64歳の女性／15名（申込順）／託児：4カ月〜未就学児、9名（申込順）／健康づ
くり人材バンク／動きやすい服装・靴・帽子で、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
◎インボディ測定会
2月16日（土）／①午後2時②2時45分／各2時間程度／武蔵野プレイス／①60歳代以上
の男性②おおむね50歳代までの男性。ペースメーカー使用者・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）／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／申·問�電話または直接健康づくり支援センターへ
◎腰痛予防・背骨コンディショニング教室
2月18日・25日、3月4日（月）／全3回／午前10時〜正午／市内在住の20歳以上でうつ伏
せになることが可能な方（運動制限のある方、腰痛急性期の方、日常生活で介助を要する方
は不可）／30名（新規の方優先し申込順）／腰痛予防や腰痛緩和の講座と実技、自宅でもで
きる運動方法の紹介／健康づくり人材バンク／動きやすい服装で、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

■もうすぐパパ・ママのための
　こうのとり学級（土曜日クラス）
　2月9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（申
込順）／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／母子健康手帳・バス
タオル・筆記用具を持参／申·問 2
月1日までに電話または直接健康
課へ。

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

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　2月19日（火）午前10時15分〜
11時30分／平成30年5月〜7月生
まれの第一子と親／36組（申込順）
／離乳食（2回食）の話（簡単な試食
あり）、歯の手入れの話／母子健康
手帳を持参／申·問 2月12日まで
に電話または直接健康課へ。

■かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　2月26日（火）午前10時15分〜
11時30分／平成30年3月〜5月生
まれの第一子と親／36組（申込
順）／離乳食（3回食）の話（簡単な
試食あり）、歯の手入れの話／母子
健康手帳・歯ブラシ（お持ちの方の
み）を持参／申·問  2月19日まで
に電話または直接健康課へ。

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 文中の敬称略

■肺炎球菌予防接種はお済みですか
　３月31日までに接種して
ください／過去に接種した
ことのない方で平成30年度
中に右表の年齢となる方／
自己負担金5000円（生活保
護受給者は免除）／申·問 ハ
ガキ・封書（高齢者肺炎球菌
予防接種希望と明記）また
は直接健康課（生活保護受
給者は生活福祉課）へ。市
ホームページから申請可。

60歳
〜

64歳

昭和29年4月2日生〜34年4月1日生の方で
心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を
有する者（身体障害手帳1級相当の方）

65歳 昭和28年4月2日生〜29年4月1日生の方
70歳

経
過
措
置
対
象

昭和23年4月2日生〜24年4月1日生の方
75歳 昭和18年4月2日生〜19年4月1日生の方
80歳 昭和13年4月2日生〜14年4月1日生の方
85歳 昭和8年4月2日生〜9年4月1日生の方
90歳 昭和3年4月2日生〜4年4月1日生の方
95歳 大正12年4月2日生〜13年4月1日生の方
100歳 大正7年4月2日生〜8年4月1日生の方
＊今年度末まで５歳刻みで経過措置が設けられています

■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

■2月は冬季献血強化月間
　寒い時期は、献血者が減少し輸
血用血液が不足します。輸血を必
要とする患者のため、400ml献血

■�今日からはじめる予防歯科のスス
メ〜単純で確実な5つの予防法
　2月14日（木）午後1
時30分〜3時30分／市
民／50名（申込順）／
予防歯科の重要性、口腔ケアグッ
ズの紹介、使い方ミニ講座／高橋
周一（市歯科医師会）／無料／
申·問 電話または直接健康課へ。

や成分献血へのご協力をお願いし
ます／問 献血ルーム吉祥寺タキ
オン☎21‐9000（吉祥寺本町1-�
15-2）
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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 ････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

◦けやき（吉祥寺北町5-6-19） ･････････ ☎54-8719
◦中央：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

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　3/1号…1月29日、3/15号…2月13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

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
英会話サークル
Jack先生と学ぼう

月2〜3回水曜／午前10時
〜正午のうち１時間／吉祥
寺南町コミセン

1回1000円　
北上
090-8497-1290

入 500円

仲間あつまれ

吉　東

22日（火） ■吉祥寺東落語会　午後2時（開場1時30分）／60名／春風亭三朝独
演会／木戸銭500円／申 

24日（木） ■コミュニティのつどい「ごみの分別（小型家電含む）と収集日につ
いて」　午後7時〜9時／ごみ総合対策課

27日（日） ■新春もちつき大会「もちつきと百人一首かるたとり」　午前11時
〜午後1時／つき手歓迎。来館は徒歩で

2月2日（土） ■タイの今を知る「日タイ関係の歴史と今後の展望」　午後2時／柿
崎一郎（横浜市立大学教授）／タイの茶菓子付き

吉　南

25日（金） ■講演会「野川に気泡発生～外環トンネルのシールド工法は問題な
いのか」　午後7時／本宿・吉祥寺東コミセン合同 

26日（土） ■講演会「これからの学校に向けた武蔵野市の取り組み」　午後2時
／教育企画課教育調整担当課長

2月2日（土） ■講演会「吉祥寺における病院機能の現状と課題」　午後2時／120
名／健康福祉部長ほか 

御殿山 2月1日（金） ■みんなでカフェ　午後2時〜4時／誰でも自由に、いれたてのコー
ヒーとお菓子で楽しいひとときを／100円

お知らせ ■2月1日（金）から通常利用。和室よしきりは3月1日（金）から利用可。

本　町 28日（月）
■ふれあい講座「わくわく体操でからだをほぐそう」　午前10時30分
〜11時30分／和室／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 窓口へ 

お知らせ ■2月25日（月）〜3月6日（水）内装改修工事のため休館

吉　西

19日（土）、
2月3日（日）

■井ノ頭通り美化活動（第1日曜・第3土曜）　午前9時30分コミセン
窓口集合／一緒に井ノ頭通りをきれいにしましょう

25日（金） ■健康セミナー「血液検査について」　午後2時〜3時／高野喜久雄
（吉祥寺本町クリニック院長） 

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

2月2日（土） ■あそぼうよ「豆まきとゲーム大会」　午後1時30分〜3時30分／大
きな鬼の口の中にボールがいくつ入るかな。ゲームもあります

吉　北

19日（土） ■おなはしの会「さくらんぼ」　午後2時〜／テーマ：おおさむこさむ、
工作：レーシングカーを作ろう

2月23日（土）■ラテンコンサート“ラ・カーニャ”　午後2時（開場1時30分）／160名／500円

お知らせ ■2月5日（火）〜19日（火）（予定）空調設備更新工事のため全館利用
不可。予約は通常通り受け付け

けやき

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

19日（土） ■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒーと
イングリッシュティー、スイーツでティータイム

26日（土） ■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ聞か
せ、折り紙で遊ぼう

2月3日（日）
■ミニコンサート　午後1時〜5時／ゆっくりお茶を飲みながら／
地域で活動のゴスペル、コーラス、ハンドベル、アカペラ、木管アンサ
ンブル、マジックなど出演

2月8日（金） ■生活習慣病予防料理講習会「体をあたためる食事」　8名

中　町
集会所 30日（水）

■歩こう会（歴史探訪）大國魂神社から郷土の森博物館　午前8時45
分三鷹駅改札前集合／15名／歴史ガイド案内で散策後観梅／交通
費、昼食自己負担／申 15日午前10時〜

西久保
2月2日（土） ■生活習慣病予防料理講習会「骨を丈夫においしいレシピ」　10名

2月3日（日） ■人形劇　午後2時〜3時／「ゆかいなブータ君」「歌のファンタジー」
／幼児（保護者同伴）／人形劇団じろっぽ／共催：西久保福祉の会

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

八幡町
19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

27日（日） ■はちコミ映画館「終わった人」　午後1時30分〜（128分）／40名
／申 

関　前
26日（土）

■講習会「男の休日」　午前10時30分〜午後1時30分／12名（初心
者歓迎）／巻き寿司と簡単なおつまみを作り、試食と歓談のひととき
を／600円／エプロン・三角巾を持参／申 

お知らせ
■2月12日（火）〜3月5日（火）（予定）まで空調設備更新工事のため
本館・分館ともに休館。3月12日〜4月5日の予約については要問い
合わせ

境　南
27日（日） ■もちつき大会　午前11時〜午後1時／もちつき体験、つきたての

おもちを食べながら楽しみましょう／共催：もちつき保存会

28日（月） ■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう　午前10時30分〜11時30分
／0歳〜未就学児と保護者／わらべうたの会「げっくりかっくり」

桜　堤
21日（月）〜 ■パソコン学習会（個別指導）　3月18日までの毎週月曜（2月11日

［祝］は除く）／午後1時30分〜4時／参加者の質問に答える勉強会

27日（日） ■新春歌声喫茶「ホワイトイーグル山元全さんと一緒に歌おう」　午
後1時30分〜2時30分

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

　平成元年2月の開館以来設置されていた井之頭こどもクラブ（学童ク
ラブ）が、22年10月に井之頭小に移転し、25年9月22日待望のサロンが完
成しました。サロンは皆さんが打ち合わせや勉強、趣味、イベントを気軽
に楽しめる場所として、幅広く利用できるようにしました。今年度の開館
30周年記念イベントとして、9月に「水車のはなし」、12月に「歌声喫茶」
を開催し、31年2月には「戦国武士の時代と人間太田道灌」を太田家18代
目太田資暁氏（吉祥寺本町3丁目在住）の講演があります。
　また、サロンでのイベントと合わせて2カ月に一度、第4土曜開催のコー
ヒータイムが人気です。「ホっとCaféシェ・モア」ではコミセンマスターがい
れる本格ドリップコーヒーを楽しむことができます。（1杯100円）

吉祥寺西コミュニティ協議会
コミュニティ・
レポート 「サロンでイベントと

コーヒー」を楽しもう

■ 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5回）
　1月27日（日）午後1時30分・2時30分（各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。下記学校教育連携展示に合わせた話などを
予定／無料／問 ふるさと歴史館☎53-1811

■ むさしの自然観察園「木の実やタネでかわいい
ウエルカムボードを作ろう」
　2月9日（土）午前10時〜正午／小学3年生以上／
15名（申込順）／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）

■ むさしの鳥・蝶（ちょう・ちょう）
しらべ〜冬の鳥を観察しよう

　2月16日（土）午後1
時〜4時／市役所周辺
（予定）／市内在住・在
勤・在学の小学生以上
（小学4年生以下は保護者同伴）／
30名（超えた場合抽選）／身近に
いる鳥を一緒に観察／日本生態系
協会調査員／無料／申·問 1月30
日までに郵送・ファクス・Eメール
（3頁の申込要領参照し、年齢、同
伴者の氏名も明記）で〒180-8777
環境政策課☎60-1841、FAX51-
9197、sec‐kankyou@city.musa 
shino.lg.jpへ。

■ 学校教育連携展示
　「古老が語る、武蔵野のくらし」
　1月19日（土）
〜4月25日（木）
／午前9時30分
〜午後 5 時／
ふるさと歴史館企画展示室／明
治・大正期に生まれ、武蔵野の土地
で暮らしてきた古老たちによる暮
らしの様子についての語りを中心
に、市域で使われていたさまざま
などうぐを展示／無料／問 ふる
さと歴史館☎53-1811

■ 市立小・中学校書き初め展
　1月26日（土）〜
28日（月）／午前
10時〜午後4時
30分（28日は3時30分まで）／市民
文化会館展示室／小学3〜6年生、
中学全学年の毛筆作品約750点と
小学1・2年生の硬筆作品約250点
を展示／問 指導課☎60-1897

■ 市立小・中学校美術展
　2月1日（金）〜5日（火）／午前
10時〜午後4時30分（5日は正午
まで）／市民文化会館展示室／市
立小・中学校18校の図画工作・美
術作品を展示／友好都市である富
山県南砺市利賀村、長野県安曇野
市豊科の児童生徒も特別展示／
問 指導課☎60-1897

■多摩郷土誌フェア
　1月19日（土）・20
日（日）／午前10時
〜午後5時（20日は
3時まで）／立川市
女性総合センターアイムギャラ
リー（立川市曙町2-36-2）／多摩地
区各市町村の歴史・文化財書籍や
埋蔵文化財報告書などを展示即売
／問 ふるさと歴史館☎53-1811

水車のはなし

展示資料（製茶用焙炉）

会場の販売風景
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