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人口と世帯� 《平成31年3月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万6474人（9人増）　世帯数 7万6795世帯（4増）
●男 7万198人（25人増） ●女 7万6276人（16人減）

［うち外国人住民数］3215人（6人減）

 特集 平成31（2019）年度予算案 … ❺〜❼
武蔵野桜まつり　ジュニアレスリング体験 … ❷
平成32（2020）年度採用市職員募集 …… ❸
DANCE MUSIC PLACE ……………… 12

＊3月16日（土）・27日（水）は放送時間が変わります
 7 : 15 12: 00 20 : 30 23 : 00

施 政
方 針

子ども子育てを応援する
まちへ

　子どもは、家族の大切な一員である
とともに、社会全体にとっても大切な
一員であり、未来であり、希望です。社
会全体で子育て家庭を支え、子どもを
産み、育てやすい環境をつくり、子ども
の最善の利益を尊重し、子ども子育て
を応援するまちへと歩みを進めてまい
ります。
　平成31（2019）年度は、認可保育所3
園を新設し、定員約200名の増を目指
します。
　保育施設内での衛生面の向上と子育
て世帯の負担軽減を図るため、市内の
保育施設を対象とした、使用済み紙お
むつの回収・処分事業を新たに開始し
ます。
　更新期を迎える学校施設について、
今後20年程度を見据えた具体的な整
備計画を策定します。

誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らせるまち

　住み慣れた地域で安心して暮らし続
けるためには、医療と介護の垣根を越
えた連携の強化が重要です。第3期健
康福祉総合計画に掲げた重点的取り組
みを着実に実行し、「誰もがいきいきと
安心して住み続けられる支え合いのま
ち」の実現を目指します。
　武蔵野市には公立病院はなく、民間
の医療法人、医療機関に市民の命を守

る重要な公的な役割を担っていただい
ています。医療機関の現状や課題、要望
を踏まえて必要な支援を行ってまいり
ます。

個性かがやく活力ある
まち

　さらに魅力と活力あるまちになって
いけるよう、コンテンツを活かした新
しい事業連携を検討する連絡協議会
（仮称）の設置を進めます。
　ふるさと納税制度の税収への影響額
が年々増大する中、市の魅力発信や地
域産業振興、寄附金を活用した市民
サービス充実のため、「武蔵野市ふるさ
と応援寄附」事業を開始します。

脱原発、緑あふれるまち

　「スマートシティむさしの」を目指し
て、二酸化炭素のさらなる排出削減を
図るため、蓄電池の整備、公共施設の省
エネ改修などを進めていきます。
　公園や緑地などの緑の拠点を整備す
る事業や、減少傾向にある民間の緑の
質と量を高めるための取り組みを進め
ます。

より進んだ市民参加に
挑戦するまち

　市民自治の原則を継承し、「市民自治

のまち武蔵野」をさらに推進していく
ために、骨子案に基づき自治基本条例
制定の準備を進めます。
　平成32（2020）年度からの10年間を
展望した第六期長期計画の策定を多様
な市民参加と議員参加・職員参加で進
めてまいります。

歩いて楽しいまち、
安全なまち

　全国的に地震被害が多く生じている
中、ハードとソフトの両面から、総合的
な防災力の強化を継続的に行っていく
必要があります。防災情報マップを改
訂するとともに、市内の浸水予想区域
図を更新し、全戸配布します。ブロック
塀等の改善補助金制度を市民に周知
し、改善等を促してまいります。
　歩行者や自転車等がより安全に利用
できる環境を創出するため、自転車走
行空間整備を推進するとともに、自転
車安全教育の充実を図ります。

平和と文化をつくるまち

　文化振興基本方針を具体的に進めて
いくため、よりよい文化行政を実践し
ていく仕組みを検討します。
　戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代
に伝えるとともに、憲法の精神につい
ての認識を深めていただくため、平和・
憲法啓発事業を市民の皆様とともに推
進します。

健全財政を市民のために
活かすまち

　行財政改革の継続的な取り組みを進
め、持続可能な財政運営を維持してい
く必要があります。庁内業務の効率化
を推進し、RPA（ロボティック・プロセ
ス・オートメーション）を試行導入し、
今後の拡大に向けた検証を行います。コミセン親子ひろば

いきいきサロン

第六期長期計画市民ワークショップ

武蔵野アール・ブリュット

平成31（2019）年度一般会計予算総額

679億6600万円

詳しくは5頁へ

前年度比6.9％、44億800万円の増

　平成31年市議会第1回定例会が始まり、松下市長が新年度の施政方針を表明し
ました。現在は、「誰もが住み続けられるまちへ　命を守り育む予算」と位置付けた
予算案の審議が行われています。命を大切に、一人ひとりが安心して暮らすことが
できるための基礎を築くことを目指しています。今回は、施政方針の概要ととも
に、新年度の予算案と主な事業について紹介します／問 企画調整課☎60-1801

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

市政センター

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

▽中央 〒180-000₆ 中町1-2-8 ☎56-3800

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

「3R　大人になってもわすれない」　森田祐希さん（第五小4年）
セカンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム宣言中

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
第二期産業振興計
画策定委員会

3月22日（金）
午後4時

商工会館
消費生活セン
ター講座室

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
生活経済課
☎60-1832

子どもプラン推進
地域協議会

3月22日（金）
午後6時30分
〜8時30分

スイング
スカイルーム

20名程度（先着順）／「第
五次子どもプラン武蔵野
の基本理念について」など

当日、直接会場へ
子ども政策課
☎60-1851

環境市民会議 3月22日（金）
午後6時30分

市役所
812会議室

10名程度（先着順）／市
の 緑 の 施 策 に つ い て

（予定）

当日、直接会場へ
環境政策課
☎60-1841

健康福祉総合計画・
地域リハビリテー
ション推進会議

3月22日（金）
午後6時30分
〜8時30分

市役所
412会議室

20名（先着順）／第3期健
康福祉総合計画の進捗状
況、31年度予定事業など

当日、直接会場へ
地域支援課
☎60-1941

共同募金事業あり
方検討会

3月25日（月）
午 前 10 時 〜
正午

市役所
802会議室

10名（先着順）／報告書
案についてなど

当日、直接会場へ
地域支援課
☎60-1941

地域自立支援協議
会（親会）

3月28日（木）
午後6時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／今
年度の協議会活動の総
括ほか

当日、直接会場へ
障害者福祉課
☎60-1904

第 四 期 コ ミ ュ ニ
ティ評価委員会

3月28日（木）
午後7時

市役所
812会議室

10名程度（先着順） 当日、直接会場へ
市民活動推進課
☎60-1830

吉祥寺グランドデ
ザイン改定委員会
幹事会

3月29日（金）
午後3時

商工会館
消費生活セン
ター講座室

10名程度（先着順）／グ
ランドデザイン改定の
骨子について

当日、直接会場へ
吉祥寺まちづくり
事務所☎21-1118

教育委員会定例会 4月3日（水）
午前10時

市役所
教育委員会室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

第六期長期計画策
定委員会

4月5日（金）
午後7時

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／意
見交換会の総括

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

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

策定主旨 　�一般廃棄物の処理に関する今後の方針を定めるため
閲 覧 　�配布：各市政センター・図書館・コミセン。市ホームページ

に掲載
提出方法 　�4月1日（月・消印有効）までに郵送・ファクス・Ｅメール（3

頁の申込要領参照）または直接ごみ総合対策課FAX51-
9950、sec-gomitaisaku@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。

■一般廃棄物処理基本計画（中間とりまとめ）
� 問�ごみ総合対策課

氏名 所属・役職
玉野和志 首都大学東京教授
佐藤光彦 日本大学教授
深田榮一 コミュニティ研究連絡会

会長
鬼原憲生 コミュニティ研究連絡会

副会長
寺島芙美子 公募市民
小島麻里 市民活動担当部長

永嶋獣医科医院 吉祥寺東町1-5-13
☎22-4021

本宿犬猫病院 吉祥寺東町3-17-1
☎22-7728

おおむら動物病院 吉祥寺本町2-30-9
☎29-7887

三鷹獣医科グループ 中町2-6-4
☎54-5181

サカキバラ動物病院 中町2-13-25
☎53-7215

井の頭通り動物病院 西久保1-38-5
☎38-8963

グリーンパーク動物
病院

緑町1-7-25
☎54-1122

豊田動物病院 境南町2-19-11
☎32-3445

電池、充電池、カセットボンベなどは
有害ごみです
本体から取り外してお出しください

■�ムーバス3号路線（境南西循環）
時刻表の改正について
　4月1日（月）より改正／各停留所
の時刻表は市ホームページをご覧く
ださい／問�交通対策課☎60-1859

■�NPO法人補助金交付事業報告会
　3月23日（土）午後1時30分〜4
時／市役所412会議室／NPOの
活動に興味のある方／平成30年
度補助対象となったNPOによる
補助金交付事業の活動報告会／無
料／申�当日、直接会場へ／問�市民
活動推進課☎60-1830

■�狂犬病予防注射を
　接種してください
　4月1日（月）〜14日（日）／集合
注射会場：市内の獣医師会加盟病
院（右表）、三鷹市内の獣医師会加
盟病院／飼い主は犬の登録後、毎
年の予防注射と注射済票の交付を
受けなければなりません。注射済
票は集合注射会場では接種時に同

■�4月から、ごみ収集の頻度と
　収集日が変更になります
　3月15日以降に「ごみと資源の
収集カレンダー（通称：ごみカレン
ダー）」を全戸配布します。お住ま
いの地区の1年分のごみ出しの曜
日が記載されています。ぜひご活
用ください。今後も翌年度分を毎
年3月に全戸配布します／問�ごみ
総合対策課

■�第四期コミュニティ評価委員会
を設置しました

問�市民活動推進課☎60-1830

■�ごみ分別案内所を開設
　3月25日（月）〜29日（金）／午
前9時〜午後4時（25日は10時〜）
／市役所ロビー／分別方法の案
内・展示、ごみ収集開始手続きの案
内、ごみ減量の取り組み紹介、ク
リーンむさしのを推進する会に
よるごみ分別相談、ごみ収集の頻
度と収集日の変更の案内など／
問�ごみ総合対策課

武蔵野桜まつり第27回

　詳しくは市報4月1日号または「桜ま
つりイベントプログラム」（3月下旬新
聞折込予定）をご覧ください。
主催：桜まつり実行委員会
問�桜まつり実行委員会事務局（生活経
済課内）☎60-1832

　4月3日（水）〜12日（金）／平日午前8時30分〜午後5時15分（桜ま
つり当日も展示）／市役所ロビー／市内在住・在学の小・中学生など
の応募作品42点を展示

桜まつりポスターイラスト応募作品を展示します

4月7日（日）午前10時〜午後4時
会場：�むさしの市民公園、武蔵野陸上競技場およびその周辺、

緑町スポーツ広場ほか

時交付、他病院は注射済証明書を
持参のうえ市役所、市政センター
（休日・夜間を除く）で交付を受け
てください（手数料550円）／問�環
境政策課☎60-1842

■�中央市政センターで臨時の
　休日窓口を開設
　3月31日（日）、4月7日（日）／午前
9時〜午後4時／住民異動届（転入・
転出・転居）、住民票の写し、印鑑証
明書、戸籍（現在・除籍・改製原・附
票）などの証明書の発行、印鑑登
録・廃止、戸籍届出など。＊市税な
どの納付など、一部取り扱いでき
ない業務があります。3・4月は大変
な混雑が予想されますので、時間
に余裕を持ってお越しください／
問�中央市政センター☎56-3800

■武蔵野桜まつり　ジュニアレスリング体験
　4月7日（日）／①午前10時30分〜11時30分②午後1
時〜2時／総合体育館メインアリーナ／小学生／各15
名（超えた場合抽選）／無料／申·問�3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、生年月
日、学校名も明記。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。

■�「まなこ」105号ができました
　特集は「子どもを取り巻く性的
搾取〜スマホに潜む危険性」です。
市役所、各市政センター・図書館・

コミセン・駅、市内医
療機関、理美容院、大
型店舗、金融機関、浴
場など約470カ所で順
次配布／無料／問�男
女平等推進センター☎37-3410
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申込要領 ●  特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人1
回（家族対象のものは1家族1回）の申し込みです
● 往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
●  申込先の市内施設の住所は、見出し部分や頁下の
欄外、最終頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8777で届きます。住所不要）
● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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

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

市関連
施　設

募　集

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／普免 要普通自動車免許／交 交通費あり（上限あ
り）／面接前日までに通知（届かない場合要連絡）、提出書類の返却不可、結果は合否にかかわらず
通知。

■市または関係団体の嘱託職員などの募集

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

児
童
青
少
年
課

一般事務
1名
嘱託職員

青少年体験活動事業の実施、地域
子ども館施設の保守・修繕など／
野外活動経験者・施設営繕経験者
なお可／PC／普免

5月1日〜／週5日（月〜金曜。
土・日曜、祝日勤務あり）午前9
時〜午後5時／月額21万400
円／交

書類審査、
面接：
4月8日（月）

申·問 3月28日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777児童青少
年課☎60-1853へ
児童館業務全
般
1名
嘱託職員

保育士登録証また
は幼小中高の教員
免許いずれかを有
する方／PC

5月1日〜／週5日（月〜土曜。隔週で土曜勤
務あり）4月〜9月：午前9時30分〜午後5時
30分、10月〜3月：午前9時〜午後5時／月
額21万7400円／交

書類審査、
面接：
4月5日（金）

申·問 3月27日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、免許状などの写し、小論文「子どもの
健全育成のための児童館職員の役割」（800字以内）を郵送で桜堤児童館☎53-2206（〒180-0021
桜堤2-1-29）へ

生
涯
学
習
振
興
事
業
団

図書館業務
若干名
嘱託職員

図書カウンター業
務およびそれに付
随する業務など／
司書資格を有する
方／PC

①6月1日〜（産休代替・更新なし）②6月1日〜平
成32（2020）年5月31日／4週8休（土・日曜、祝
日勤務あり）午前8時30分〜午後10時15分のう
ち7時間（シフト制）／武蔵野プレイス／月額22
万6300円／交

書類審査、
筆記：
4月7日（日）
面接：
4月20日（土）

6月1日〜32（2020）年5月31日／4週8休（土・
日曜、祝日勤務あり）午前8時30分〜午後8時15
分のうち6時間（シフト制）／吉祥寺図書館／月
額19万3900円／交

市民活動支
援
若干名
嘱託職員

NPO・市民活動支
援事業の企画・運
営、施設貸出業務
など／PC

6月1日〜32（2020）年5月31日／4週8休（土・
日曜、祝日勤務あり）午前9時〜午後10時15分の
うち7時間（シフト制）／武蔵野プレイス／月額
22万6300円／交

総合体育館
若干名
嘱託職員

体育施設の貸出業
務、庶務、スポーツ
教室の企画・運営
など／PC

6月1日〜32（2020）年5月31日／4週8休（土·
日曜、祝日勤務あり）午前8時30分〜午後10時の
うち7時間(シフト制)／総合体育館／月額22万
6300円／交

申·問 3月29日（金・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（〒180-0001吉祥寺北町5-11-20）へ

文
化
事
業
団

一般事務
1名
正規職員

芸術文化事業（クラシック・コン
サートなど）の企画運営、文化施
設の管理運営業務など／昭和55
年4月2日〜平成9年4月1日生ま
れの方、英語での会話・文書によ
る出演交渉などができる方／PC
／普免なお可

6月1日〜／午前8時30
分〜午後11時のうち7時
間45分変則勤務（土・日
曜、祝日勤務あり）／同
団が管理運営する施設／
月額21万192円（各種手
当、年齢・経験による加算
あり）／交

一次：筆記
4月13日（土）
二次：面接
4月下旬
三次：面接
5月初旬

申·問 試験案内・専用履歴書（市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺美術館、吉
祥寺シアター、かたらいの道市民スペースで配布。http://www.musashino-culture.or.jp/か
ら印刷可）。4月7日（日・必着）までに専用履歴書（写真貼付）を郵送または直接文化事業団☎54-
8822（〒180-0006中町3-9-11市民文化会館内）へ

ふ
る
さ
と
歴
史
館

学芸員補
1名
嘱託職員

中島飛行機関連事業など、資料保存、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・大学院で文学、自然、史学、博物館学な
どを専攻し、中島飛行機関連事業に熱意をもって取り
組める方／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：
3月24日（日）

申·問 3月20日（水）午後3時（必着）までに市販履歴書（写真貼付、電話番号・Eメールアドレスも
明記）、志望動機（書式自由、字数制限なし）、研究業績、実務経験など一覧（A4書式任意）を添えて
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

3月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　株式会社山田洋治商店様：紙パック
回収ボックス15台／紙資源リサイク
ル意識向上のため／問 管財課☎60-
1815
■�選挙人名簿登録者数（3月定時登録）
　3月1日現在の登録者数は、男5万
8317人、女6万5068人、計12万3385
人です。また、在外選挙人名簿の登録

者数は、男219人、女226人、計445人
です／問 選挙管理委員会事務局☎60-
1893
■�商工会館　7月分申込
　市民会議室、会議所会議室：4月2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

区分 職種 試験方式 資格要件 採用
予定者数

上級

一般事務
一般方式（教養
試験） 平成元年4月2日〜平成10年4月1日生まれ 40名程度
WEB試験方式

一般事務
（障害者採用）教養試験

昭和54年4月2日〜平成10年4月1日生まれ／身体
障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている方／通常の勤務時間(原則1
日7時間45分、週38時間45分)に対応できる方

若干名
一般技術
（土木）

専門試験

昭和58年4月2日〜平成12年4月1日生まれ

一般技術
（建築） 昭和58年4月2日〜平成12年4月1日生まれ

保健師
昭和54年4月2日〜平成10年4月1日生まれ／保健
師資格を有する方（平成32［2020］年4月までに取
得予定を含む）

市公式ホームページにバナー広告を掲載しませんか？
　バナー広告を掲載してくださる事業者を募集しています。
詳細は市ホームページ参照／申·問 〒180-8777秘書広報
課☎60-1804、FAX55-9009へ。

■�平成31年度チャレンジ自立生活事業利用者募集
　6月以降順次／市内在住の18歳以上で、愛の手帳を所持し常時医療を
必要としない方／男女各1室／1カ月の宿泊をして自立生活の準備をす
る／募集要項配布：障害者総合センター、障害者福祉課／申 3月29日ま
でに申込書を障害者総合センターへ／問 きたまちハウス・草野☎60-
2661、☎080-5872-7120、障害者福祉課☎60-1847

■�自動交付機・コンビニ交付サー
ビスを停止します
　3月17日（日）・18日（月）／シス
テムメンテナンスのため、証明書
自動交付機・コンビニ交付サービ
スを終日停止します（18日はコン
ビニ交付のみ停止）／問 市民課☎
60-1839

■�生涯学習・子ども対象事業を支援します
　①市の魅力を活用した生涯学習事業②主に市内
に在住・在学の満19歳以下の子どもを対象とした
文化・スポーツ・体験活動事業にかかる経費を補助
します／主に市内で活動し、構成員の半数以上が市
内在住・在勤・在学の団体／補助金額：最大50万円／選考：書類審査、プレ
ゼンテーション／詳細は募集要項（市関連施設に配架、生涯学習スポーツ
課で配付、市ホームページから印刷可）参照／申·問 3月18日〜4月22日
午後5時（必着）までに申請書（募集要項に添付）に必要書類
を添えて郵送・Eメールまたは直接〒180-8777生涯学習ス
ポーツ課☎60-1902、sec-syougaku@city.musashino.
lg.jpへ。

■�地域の学校支援協力者を募集
　学校教育に深い関心を持ち、特技や趣味を生かして児童・生徒への指導
や学校への協力をしていただける方を随時募集しています／申·問 指導
課教育推進室☎60-1241

■�悪質商法被害防止
　街頭キャンペーン
　3月22
日（金）午
後1時30
分〜3時
／雨天実
施／コピス吉祥寺ふれあいデッキ
こもれび（吉祥寺本町1-8-16）、吉
祥寺駅周辺／増加し多様化する悪
質商法の被害防止を広く呼び掛
け、啓発チラシを配布／協力：武蔵
野警察署、市商店会連合会、吉祥寺

■�平成32（2020）年度採用市職員募集
　試験案内：3月15日（金）から市役所案内・人事課、各市
政センター・図書館、市民文化会館、総合体育館、市民会
館、スイングホール、吉祥寺シアター、武蔵野プレイスで
配布、市ホームページに掲載。各施設へは開館日・時間を
確認の上お越しください／申込期間：4月2日（火）午前9時
〜16日（火）午後5時／受験資格、申込方法、試験方式、試験
日など詳細は市ホームページ、試験案内に掲載／問 人事課
☎60-1810

活性化協議会、武蔵野防犯協会、市
消費者運動連絡会、市民安全パト
ロール隊／問 消費生活センター☎
21-2972
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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

◎「自然の村直行バス運行」1泊2日で自然の村へ
5月25日（土）午前8時三鷹駅北口出発〜26日（日）午後5時解散／自然の村（長野県川上村）
宿泊／貸切バス使用（係員同行）／市内在住・在勤・在学の方ほか／25名（申込順）／最少催
行5名／往復4000円（宿泊・食事・施設使用料別途）／25日清里、26日川上村山菜まつり会
場へ／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/

LED街路灯の整備事業
〜安全と安心の明るいまち

　市では、今年度から平成32
（2020）年度の3年度をかけて、蛍
光灯の街路灯を消費電力の少ない
LEDに変えていっています。これ
は、平成11年に策定した環境基本
計画において、環境に配慮した都
市基盤整備として、歩行者と自転
車が動きやすく、環境負荷の少な
い道路空間づくりを掲げており、
それに沿った施策となっています。
今年度は、吉祥寺東町・吉祥寺本
町・吉祥寺南町・中町に設置され、
来年度は、吉祥寺北町・御殿山・境・
境南町、再来年度は、緑町・西久保・
八幡町・関前・桜堤と順次交換する
ことが決まっています。設置する
個数は、毎年度2000基前後です。
　平成16〜18年度に照度アップ
改修工事として、従来よりも照度
が3倍明るい32W相当の蛍光灯
に改修しましたが、その後の施設
の老朽化に伴う経年劣化により
照度の低下が問題となっていま
した。今回の街路灯では、東京都
が街路照明基準としている5ル
クス（歩道の照度）を満たすよう、
100Wの水銀灯での明るさ相当
のLEDへの交換を進めており、更
に明るくなります。近年、環境面の
取り組みに対する社会的要請の高
まりもあり、最新技術のLEDを採
用することで、消費電力は20W相
当に抑えられます。
　LEDへ交換するほかのメリッ
トとしては、維持管理費が低減で
きることです。現在の蛍光灯や水
銀灯では、ランプの寿命が短く、

数年に1
度の頻度
で交換が
必要とな
る た め、
交換に応じて多額の維持管理費
が発生していました。今回交換を
予定しているLEDは10万時間と
いう寿命であり、実使用で約20年
間に渡ってメンテンスの費用が
大幅に抑えられることになりま
す。また、水銀灯に関しては、日本
が主導した水銀条約（水俣条約）
が2013年に合意に至り、平成33
（2021）年以降は一般照明用の高
圧水銀ランプの製造、輸出入が禁
止されるために、入手が困難にな
るといった面での課題解決にも
なります。
　まちが明るくなると、夜間の道
路において、視認性が向上し、歩行
者・自転車・自動車などの安全な通
行につながります。また、安心し
て通行できる環境を作ることで、
より住みやすいまちとなります。
今回のLED化はそれに加えて、電
力、つまりエネルギーを削減でき
ることで、二酸化炭素の排出量な
どの削減につながり、環境負荷を
減らすことができるので、本事業
は人にも環境にも優しい施策であ
ると言えます。
（取材協力：道路課／執筆者：小町
友則）
問 市政資料コーナー☎60-1809
○記事で紹介した内容については
道路課☎60-1857へ

■子ども向けスポーツ教室
　1人1教室／総合体育館（HIPHOPダンスは第二小
［境4-2-15］）／定員を超えた場合抽選／申·問  3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、学校名・学年も明記。FAXは要受信確認）または所定
の申込用紙（総合体育館で配布）で総合体育館☎56-2200、FAX51-
5493へ。http://www.musashino.or.jp/から申込可。

■親子向けスポーツ教室　産後ヨーガ
　5月14日〜7月2日の毎週火曜（全8回）／午前10時〜
11時／総合体育館柔道場／生後3カ月〜1歳未満の子
と母親／25名（超えた場合抽選）／参加者以外の未就
学児（生後5カ月以上）の一時保育あり（1回750円）／
4000円／申·問 3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、親子の生年月日、在勤者は勤務先、保育希望は子の氏名・月齢・性
別も明記。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.musashi�
no.or.jp/から申込可。

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

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（4月）
　火〜木曜（3日・30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。

体 総合体育館
申 当日会場で申し込み
ソシアルダンス 4/14（日）午後1時／体 ダンス室／スタンダード、ラテン 10円

申 直接体育協会で申し込み

水泳 5/19（日）午前9時／温水プール／小学生以上／申 3/16〜4/12 10円

バドミントン 男子複・女子単 4/14（日）午前9時／体 メインアリーナ／中学
生以上／申 3/16～3/28 10円女子複・男子単 4/27（土）

バレーボール

9人制男女 4/13（土）
午前9時／体 メイン・サブアリーナ／
高校生以上／主将会議4/5（金）午後7
時体 視聴覚室／申 3/16～4/4

180円6人制男女・混合
5/19（日）ソフトバレーボー

ル混合・レディー
ス

100円

卓球 5/5（祝） 午前9時／体 メインアリーナ／小学
生以上／申 4/4〜4/17 10円

申 ハガキ（3頁の申込要領参照し、テニス・シングルスは種目も明記）で申し込み

クレー射撃 4/13（土）
午前9時（受付8時30分）／都留市鹿留
射撃場／鉄砲所持許認者／①スキー
ト②トラップ③総合射撃／申 3/16〜
4/2（必着）

2500
円

テニス・
シングルス

男女A
5/5（祝）

午前9時／庭球場／16歳以上／予備
日：6/2・9（日）／ドロー配布4/27～
5/4に体育協会へ／種目A：昨年大会
Aクラスでベスト8以上か自己推薦お
よびBクラスでベスト4以上、B：それ
以外／申 3/30～4/13（消印有効）

1人
1日
10円

ベテラン男子
（60歳以上）
男女B 5/19（日）

男女B勝ち残り 5/26（日）
申 観覧のみ。当日、直接会場へ
民謡舞踊 4/21（日）午後0時30分／公会堂 無料

教室名 日程 曜日 回数 対象 時間 定員 参加費

ジ
ュ
ニ
ア

剣道①

4/17～
7/3 水 各

10

小学生初心者 午後3時30分～4時30分 各
30名

3400円

剣道② 小学生経験者 午後4時45分～6時 3900円

柔道① 小学生初心者 午後3時30分～4時30分 各
20名

3400円

柔道② 小学生経験者 午後4時45分～6時 3900円

HIPHOPダンス 5/9～
6/27 木 8

小学生
午後5時～6時 30名 3200円

器械運動 5/11～
6/29 土 6 午前9時30分～

10時30分 30名 3380円

インラインスケート 5/11～6/22 土 5 小学生初心者 午前10時～11時30分 20名 3500円

休講：5/1・15・25、6/8（インラインスケートは実施）・15（器械運動は実施）

スポーツ
■大人向けスポーツ教室
　総合体育館／15歳以上（中学生を除く。定員を超えた場
合抽選）／★は未就学児（生後5カ月以上）の一時保育あり
（1回750円）／申·問 3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、在勤・在学者は勤務先・学校名、保
育希望は子の氏名・生年月日・月齢も明記。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。

教室名 日程 曜日 回数 時間 定員 参加費
ボディバランス・
エクササイズ★ 5/10～6/28 金 8 午前9時15分～

10時15分 60名 3200円

太極拳 5/10～8/30 16 午後7時～9時 40名 5800円
エレガンスストレッチ 5/13～7/8 月 各8 正午～午後1時15分 各

40名 各2800円やさしいヨーガ 午後1時45分～3時
休講：6/17、8/16
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この特集に関するお問い合わせは、財政課☎60-1803へ

区　分 平成31年度 平成30年度 増減額
市 税 410億5760万円 403億7330万円 6億8430万円
国 庫 支 出 金 90億9187万円 84億4303万円 6億4884万円
都 支 出 金 76億1544万円 69億4223万円 6億7321万円
繰 入 金 26億6271万円 8億0936万円 18億5335万円
地方消費税交付金 25億6400万円 27億3500万円 △1億7100万円
使用料及び手数料 15億9800万円 15億9747万円 53万円
そ の 他 33億7638万円 26億5761万円 7億1877万円

区　分 平成31年度 平成30年度 増減額
民 生 費 308億4894万円 296億1584万円 12億3310万円
総 務 費 89億3415万円 83億8456万円 5億4959万円
教 育 費 84億1532万円 74億2658万円 9億8874万円
衛 生 費 75億0275万円 64億2163万円 10億8112万円
土 木 費 69億6756万円 63億6000万円 6億0756万円
消 防 費 23億1827万円 22億5394万円 6433万円
公 債 費 16億7352万円 18億4911万円 △1億7559万円
そ の 他 13億0549万円 12億4634万円 5915万円

区　分 平成31年度 平成30年度 増減額
扶 助 費 168億4380万円 164億7901万円 3億6479万円
物 件 費 165億6650万円 157億5689万円 8億0961万円
人 件 費 97億8130万円 93億7232万円 4億0898万円
投 資 的 経 費 87億0645万円 64億5587万円 22億5058万円
補 助 費 等 74億8947万円 71億6395万円 3億2552万円
繰 出 金 61億6360万円 57億1875万円 4億4485万円
公 債 費 16億7352万円 18億4911万円 △1億7559万円
そ の 他 7億4136万円 7億6210万円 △2074万円

●会計別予算額●
会計名 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

一 般 会 計 679億6600万円 635億5800万円 44億0800万円 6.9％

下 水 道 事 業 会 計 27億4984万円 27億7994万円 △3010万円 △1.1％

国民健康保険事業会計 130億1816万円 130億3175万円 △1359万円 △0.1％

後期高齢者医療会計 37億4842万円 36億9951万円 4891万円 1.3％

介 護保険事業会計 115億5556万円 113億7664万円 1億7892万円 1.6％

●水道事業会計予算額●
区　分 平成31年度 平成30年度 増減額 増減率

収 益 的 収 入 37億0661万円 37億3895万円 △3234万円 △0.9％
収 益 的 支 出 36億6984万円 36億9553万円 △2569万円 △0.7％
資 本 的 収 入 7230万円 4833万円 2397万円 49.6％
資 本 的 支 出 10億0292万円 8億5600万円 1億4692万円 17.2％

●一般会計　歳入●

●一般会計　歳出　〜目的別（予算を行政目的によって分類したもの）● ●一般会計　歳出　〜性質別（予算を経済的性質によって分類したもの）●

市税（60.4％）
市民税、
固定資産税など

国庫支出金（13.4％）
国からの負担金、補助金など

都支出金（11.2％）
都からの負担金、
補助金など

地方消費税交付金（3.8％）
地方消費税に係る都からの交付金

使用料及び手数料（2.4％）
ごみ処理手数料、道路占用料など

繰入金（3.9％）
基金の取崩しなど

歳入
679億6600万円

その他（4.9％）
市債（市の借金）、
繰越金など

民生費（45.4％）
高齢者、
児童の福祉など

衛生費（11.0％）
ごみ処理、環境政策、
病気予防など

教育費（12.4％）
学校、生涯学習、
スポーツ振興など

土木費（10.3％）
道路、公園の整備など

消防費（3.4％）
消防、防災など

公債費（2.5％）
市債（市の借金）の返済など

その他（1.9％）
議会費、商工費など

総務費（13.1％）
庁舎管理、文化振興など

歳出（目的別）
679億6600万円

物件費（24.4％）
物品費、光熱水費、
委託料など

投資的経費（12.8％）
道路や学校などの
施設整備など

人件費（14.4％）
職員給与、
議員報酬など

繰出金（9.1％）
特別会計などに繰出す
負担金

公債費（2.5％）
市債（市の借金）の返済など

その他（1.0％）
維持補修費、貸付金、積立金など

扶助費（24.8％）
福祉、医療給付費など

補助費等（11.0％）
市民や各種団体への
補助金など 歳出（性質別）

679億6600万円

区　分 平成31年度末残高見込 平成30年度末残高見込

一
般
会
計

財 政 調 整 基 金 61億 439万円 61億 433万円
特
定
目
的
基
金

公 共 施 設 整 備 基 金 134億9140万円 147億7074万円
学 校 施 設 整 備 基 金 116億1068万円 123億3500万円
吉祥寺まちづくり基金 44億3262万円 44億9929万円
公 園 緑 化 基 金 42億2274万円 44億1988万円
その他の特定目的基金 10億3332万円 11億4582万円

一 般 会 計 合 計 408億9515万円 432億7506万円
下 水 道 事 業 基 金 7億5820万円 7億4197万円
介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 6億8462万円 6億8457万円
合 計 423億3797万円 447億 160万円

会計名・団体名 平成31年度末残高見込 平成30年度末残高見込
一 般 会 計 133億2036万円 142億8546万円
下 水 道 事 業 会 計 81億8156万円 82億9876万円
土 地 開 発 公 社 63億7841万円 58億8571万円
合 計 278億8033万円 284億6993万円

◦�市税は、土地の負担調整措置などによる固定資産税・都市計画税の増、納税義務者数の増加や
配偶者控除の見直しの影響による個人市民税の増により、増額を見込んでいます。
◦�国庫支出金は、エネルギー地産地消プロジェクトに係る公共施設等先進的CO2排出削減対策
モデル事業補助金などの増により、増額を見込んでいます。
◦都支出金は、待機児童解消区市町村支援事業補助金などの増により、増額を見込んでいます。
◦繰入金は、基金を充当する事業の増により、増額を見込んでいます。
◦地方消費税交付金は、暦日要因により11カ月分の交付となるため、減額を見込んでいます。
◦その他は、市債の借入の増などにより、増額を見込んでいます。

＊�水道事業は地方公営企業として位置付けられ、経理はその企業活動を正確に把握する必要
があります。そのため、営業に関わる活動を損益取引（収益的収支）、営業活動以外における
資本の増減を資本取引（資本的収支）として明確に分けて予算化しています。

◦�民生費は、民間保育所運営委託および給付費、障害者自立支援給付費などの増によ
り、増額を見込んでいます。

◦�総務費は、市議会議員選挙、参議院議員選挙などの増により、増額を見込んでいます。
◦�教育費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）建設事業などの増により、増額を見込んで
います。
◦�衛生費は、武蔵野クリーンセンター（管理棟など）、環境啓発施設の建設事業、エネ
ルギー地産地消プロジェクトなどの増により、増額を見込んでいます。
◦�土木費は、公園および景観道路の土地購入費などの増により、増額を見込んでいま
す。

○基金（市の貯金）の状況
　老朽化した施設の更新、公園や都市インフラの整備などの財源として活用するため、公共
施設整備基金や学校施設整備基金などを設け、積み立てをしています。

○特別会計などを含めた借入金（市の借金）の状況
　道路や公園、学校など長年にわたり使用する施設の建設費や土地購入費の資金を借り入
れ、毎年公債費として返済をしています。多額な支出による財政負担を年度間で平準化する
ことと、将来の市民にも公平に費用を負担していただくという考えにより、借り入れを行っ
ています。

◦�扶助費は、民間保育所運営委託および給付費、障害者自立支援給付費などの増によ
り、増額を見込んでいます。

◦�物件費は、内部統合情報システム構築作業、道路附属物（大型街路灯・標識）維持管
理などの増により、増額を見込んでいます。

◦�投資的経費は、新学校給食桜堤調理場（仮称）、武蔵野クリーンセンター（管理棟な
ど）、環境啓発施設の建設事業、エネルギー地産地消プロジェクト、公園および景観
道路の土地購入費などの増により、増額を見込んでいます。

◦�補助費等は、保育所等への各種補助金などの増により、増額を見込んでいます。

一般会計予算総額679億6600万円
前年度比6.9％、44億800万円の増

一般会計のあらまし

予算の規模

誰もが住み続けられるまちへ
命を守り育む予算

平成31（2019）年度予算案



主な事業と予算 第五期長期計画・調整計画の分野別と基本施策ごとに主要な事業
と予算を掲載します（一般会計・特別会計を含む）。
◎は新規事業、○は拡充事業です。

支え合いの気持ちをつむぐ
○ いきいきサロン事業 973万円
○ レモンキャブ事業 2769万円
○ テンミリオンハウス事業 1億1030万円

◎ 高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定に係る各種
調査等 915万円

誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進
◎ 成年後見制度利用促進基本計画の策定 331万円
　 在宅医療・介護連携推進事業 894万円
○ 金銭管理支援事業 589万円
○ 生活困窮者自立支援事業 3842万円
◎ エンディング（終活）支援事業 298万円
◎ 障害者計画・第６期障害福祉計画策定に係る実態調査 357万円
◎ 国の構造改革特区を活用した児童発達支援センターの設置 1億2907万円

子ども自身の育ちと子育て家庭への総合的支援
　 第五次子どもプラン武蔵野の策定 338万円
○ すくすく施設事業 1450万円
○ 保育の質向上の取組み 1264万円
◎ 保育施設における使用済み紙おむつの回収 2143万円
　 認可外保育施設入所児童保育助成事業 1億6718万円
◎ 認証保育所の認可化移行 1億4342万円
◎ 多様な保育ニーズへの対応 492万円
○ 保育士等人材の確保及び定着に向けた取組みへの支援 4億4930万円
○ 保育施設の安全対策強化事業 2100万円
○ 認可保育所3園の新規開設 6億5166万円
○ 子ども家庭支援センター事業 5744万円
　 乳幼児及び義務教育就学児医療費助成事業 6億2944万円
　 児童手当・児童扶養手当等支給事業 21億9703万円
◎ 産後ケア（宿泊型・デイケア型）事業 3350万円
地域社会全体の連携による子ども・子育て支援の充実
○ 子育て支援事業 2388万円
◎ 子ども・子育て応援券事業 1326万円
青少年の成長・自立への支援
　 むさしのジャンボリー事業 1952万円
○ 青少年活動育成事業 4271万円
○ 放課後等子ども施策事業の推進（あそべえ・学童クラブ） 6億9417万円
　 児童館運営事業 1951万円

地域社会と市民活動の活性化

　 コミュニティセンターの管理運営・バリアフリー化、
コミュニティ活動 6億392万円

○ 武蔵野市民防災協会を通じた市民の自助共助力の育成強化 2450万円
互いに尊重し認め合う平和な社会の構築
　 平和啓発事業 363万円
　 男女平等推進施策事業 1807万円
市民文化の醸成
○ これからの文化施設のあり方の検討委員会 536万円
　 武蔵野アール・ブリュット2019 264万円
市民の多様な学びやスポーツ活動への支援
○ 東京2020大会等武蔵野市実行委員会 1500万円
○ Sports for All 事業 1250万円
○ 生涯学習計画の改定 700万円
　 むさしのサイエンスフェスタ 305万円
　 文化財保護普及事業 2767万円
　 武蔵野ふるさと歴史館の管理運営 5722万円
　 ひと・まち・情報 創造館武蔵野プレイスの管理運営 5億8991万円
◎ 子どものスポーツ活動を支える指導者等のスキル向上 50万円
◎ 総合体育館・プールの老朽化への対応 7987万円
◎ 誰もがスポーツに親しめる環境づくり 101万円

◎ 武蔵野赤十字病院新病棟建設等補助金 1億5000万円
誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進
　 予防接種事業 4億4284万円
○ がん検診等事業 1億7990万円
◎ 糖尿病重症化予防事業 593万円
誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり
○ 地域包括ケア人材育成センター事業 2759万円
　 ケアリンピック武蔵野2019 150万円
　 シニア支え合いポイント制度の推進 393万円
住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備
◎ 国有地活用による地域密着型特別養護老人ホーム等整備事業 2億4767万円
○ 住宅改修・福祉用具相談支援センターの相談機能拡充 2914万円

◎ 都有地活用（旧くぬぎ園跡）における障害者グループホー
ム整備事業 2000万円

わくらす武蔵野施設整備事業 2600万円

子ども・子育て家庭を支援する体制・施設の整備
　 私立幼稚園等園児保護者に対する補助 3億4238万円
　 私立幼稚園に対する補助及び給付事業 8833万円

一時預かり事業（幼稚園型）の充実 4936万円
0123施設の管理運営 1億403万円

次代を担う力をはぐくむ学校教育
　 学校施設整備基本計画（仮称）の策定 3901万円
○ 第三期学校教育計画の策定 109万円
○ 体育館用冷暖房機の導入 4736万円
○ 市立小学校児童増加への対策 6150万円
○ 学習指導の充実 7769万円
○ 学校の多忙化解消に向けた取組み 2008万円
○ 中学校の部活動のあり方検討 249万円
　 セカンドスクール・プレセカンドスクール 1億4844万円
○ 不登校対策の総合的推進 1830万円
○ 特別支援教育の推進 1億5618万円
　 新学校給食桜堤調理場（仮称）の建設事業 6億7890万円

地域の特性を活かした産業の振興
○ 都市農業活性化支援事業 1129万円
◎ 防災兼用農業用井戸水質調査 146万円
　 商店街チャレンジ戦略支援事業 4468万円
　 中小規模事業者等への補助事業 6628万円
○ まちの魅力発信と産業振興 7649万円
◎ プレミアム付商品券事業 5933万円
都市・国際交流の推進
　 海外・国内友好都市との交流事業 1918万円
　 首長サミットの開催 68万円
　 ホストタウン事業の推進 750万円
　 友好都市アンテナショップ「麦わら帽子」の運営 625万円
災害への備えの拡充
○ 雪害対策事業 700万円
　 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 4億6517万円

　 民間住宅耐震化促進事業
（耐震アドバイザー派遣・耐震化助成） 1億4472万円

○ 消火栓の計画的改修工事 3337万円
◎ 防火水槽の新設 2894万円
○ ブロック塀等の改善促進 717万円
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「施政方針並びに基本的施策」と「武蔵野市予算の
概要」は市政資料コーナー、各市政センターで冊子
を配布しています。市ホームページに掲載。

予算の概要施政方針

市民の自発的・主体的な行動を促す支援
◎ 第五期環境基本計画の策定 400万円
○ 環境啓発事業 785万円
◎ 環境啓発施設の整備・検討 5億828万円
　 緑ボランティア団体事業助成 402万円
　 水の学校関連事業 137万円
環境負荷低減施策の推進
○ 市庁舎照明等改修工事 5980万円
◎ エネルギー地産地消プロジェクト 5億3356万円
　 効率的なエネルギー活用推進助成事業 1385万円
○ 電気自動車の導入、運用 1984万円
「緑」を基軸としたまちづくりの推進
　 生物多様性基本方針の推進 323万円
◎ 特定生産緑地の指定手続き 404万円
○ 公園等建設事業 5億9719万円
　 千川上水整備事業 5713万円
　 保存樹林等の指定 1617万円
　 仙川水辺環境整備事業 1832万円

循環型社会システムづくりの推進
　 集団回収事業 3694万円
　 剪定枝葉資源化事業 1359万円
　 小規模事業者に対する分別資源化調査指導事業 569万円
　 ごみ組成分析 426万円
　 レジ袋削減の推進 231万円
　 ごみ減量協働事業 173万円
　 ３Ｒ環境講座 112万円
　 塵芥処理事業（家庭ごみの収集運搬） 13億7688万円
　 武蔵野クリーンセンター建設・整備事業 8億1142万円
生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応
　 放射線に関する対策 1140万円

地域の特性に合ったまちづくりの推進
○ 都市計画マスタープランの改定 1628万円
　 都市計画に関する基礎調査等 870万円
◎ バリアフリー基本構想の改定 600万円
　 景観道路事業 5億5555万円
都市基盤の更新
◎ 区画道路の再検証 378万円
　 公共基準点測量 2504万円
　 小型街路灯ＬＥＤ化事業 2億947万円
　 道路新設改良事業 3億1873万円
　 環境舗装事業 8700万円
　 橋りょう長寿命化事業 2292万円
利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備
　 放置自転車等対策事業 1億9937万円
　 自転車走行環境づくり 3891万円
○ 自転車等総合計画の改定 555万円
　 ムーバス運行事業 1億660万円
◎ 地域公共交通網形成計画の策定 860万円

道路ネットワークの整備
　 都市計画道路（天文台通り）の整備促進 1億6735万円
　 生活道路等交通量調査 810万円
　 区画道路整備事業 2億4440万円
　 狭あい道路拡幅整備事業 7639万円
下水道の再整備
○ 雨水浸透施設等助成事業 3560万円
○ 臭気抑制対策助成等事業 1741万円
　 公共下水道管きょ清掃・点検・調査 5390万円
　 石神井川排水区雨水幹線整備事業 1億7138万円
　 雨水貯留浸透施設設置事業 8790万円
住宅施策の総合的な取組み
○ 第四次住宅マスタープランの策定 759万円
○ 市営住宅長寿命化計画の策定 403万円
三駅周辺まちづくりの推進
　 吉祥寺グランドデザインの改定 575万円
○ 三鷹駅北口街づくりビジョンの推進 2000万円
　 都市計画道路3･3･14号線南口駅前広場事業 6700万円
安全でおいしい水の安定供給
　 配水管網整備推進事業 3億8527万円
　 浄水場・水源施設維持更新事業 1億854万円

○ 緊急医療救護所の体制整備 1043万円
○ 防災行政無線デジタル化 1億731万円
○ 防災情報システムの更新 4500万円

◎ 防災情報マップの改訂及び全戸配布 335万円
多様な危機への対応の強化

生活安全対策事業 1億2531万円

市政運営への市民参加と多様な主体間の柔軟な連携と協働の推進
　 自治基本条例（仮称）の制定に向けた検討 35万円
市民に届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり
◎ 道路通報システムの試行導入 26万円
　 市民と市長のふれあいトーク 80万円
公共施設の再配置・市有財産の有効活用
○ 公共施設等総合管理計画の推進 500万円
○ 吉祥寺東町市有地の利活用検討 213万円
　 公共施設の改良保全整備・劣化保全整備 7億5815万円
社会の変化に対応していく行財政運営
　 第六期長期計画の策定 1362万円
◎ 武蔵野市ふるさと応援寄附（ふるさと納税） 1630万円
○ 庁内無線ＬＡＮ環境の整備 1008万円
　 下水道事業の公営企業会計への移行準備 2390万円
○ 下水道台帳システムへの維持管理データ機能の搭載 2362万円
チャレンジする組織風土の醸成と柔軟な組織運営
◎ ＲＰＡの試行導入 381万円
◎ モバイルワークの実証実験 541万円



■桜堤児童館で「ふたご・みつごのつどい」を実施します
　3月20日（水）午前10時〜11時30分／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／申当日、直接会場へ／問 桜堤児童館☎53-2206、子
ども政策課☎60-1239

■むさしのばやしチビッコ教室・体験教室の開催
◎むさしのばやしチビッコ教室：4月6日〜10月
12日の土曜（5月4日、夏休み期間を除く全19回
予定）。午後1時30分〜2時30分。第一中体育館視
聴覚室（中町3-9-5）。市内在住・在学の小学3〜6
年生。20名（超えた場合抽選）。指導：むさしのば
やし保存会。1200円（バチ代）／申 3月27日（必着）までに往復ハガキ（3
頁の申込要領参照し、学校名・新学年も明記）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へ。◎体験教室：3月30日（土）午後3時〜4
時。むさしのばやしの体験、説明など／申 電話でふるさと歴史館へ／【共
通】問 ふるさと歴史館☎53-1811

保育園

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 3月15日から電
話で同園へ（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
境南すみれ 誕生会 3/25(月） 午後3時15分～3時45分 0歳児～

■�認可外保育施設入所児童の保護者に保育助成金を支給
　平成31年1月〜3月分／対象：東京都認証保育所を利用
している保護者で①〜④すべてに該当する方①就労、疾
病などの理由により保育が必要②助成を受ける月の初日
に市内（住民票上の住所）に居住し利用契約を締結③160
時間以上の月極利用契約か年間契約を締結（一時保育は対象外）④保育料
を滞りなく納付／月額上限5万円（所得制限あり。詳細は市ホームページ
参照）／申·問 3月29日（必着）までに子ども育成課☎60-1854へ。

■�新小学1年生は◯乳医療証を◯子医療証に切り替えます
　小学校入学に伴い、◯乳乳幼児医療証を交付していた児
童に4月から有効の◯子義務教育就学児医療証を3月15日
（金）に発送します（手続き不要）。医療証の負担者番号・受
給者番号が変更となるため、4月からは◯子医療証を医療機
関などに提示してください（◯乳医療証の有効期限は3月末。要返却）。＊生
活保護を受給している場合は医療扶助が優先のため◯子医療証は使えま
せん。必ずご連絡ください／問 子ども家庭支援センター☎60-1852

■�市立小学校の通学路の安全点検を実施しました
　保護者・学校・行政（市、武蔵野警察署）が連携し、「防
犯」「防災」「交通安全」の観点からすべての市立小学校
の通学路について安全点検を実施しました。家庭や学
校での安全指導を進めるとともに、必要箇所に順次安
全対策を行っていきます。点検結果の概要は市ホームページに掲載／
問 教育支援課☎60-1900

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31年4月2日以降に4歳になった子も対象／�託児：生後5
カ月以上の希望者（兄弟姉妹の託児は3日前までに予約）／申 15日（金）（＊はらっぱは17日［日］）
午前9時から電話または直接各施設へ＊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／4月10日（水）・20日（土）
／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／4月10日（水）午前10
時30分～11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば

吉祥寺：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月11日（木）午前10時30
分～11時15分／1歳と親

不
要�

はらっぱ：親子でふれあい遊び／4月1日（月）・11日（木）・21日（日）
／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：親子でクッキング～パンケーキを作ろう／4月13日（土）午
前10時～11時／2～3歳児と親／15組／エプロン・三角巾・フォー
ク・飲み物・トッピングを持参

◎�

はらっぱ：いろいろなおもちゃで遊ぼう／4月16日（火）午前10時
～11時／2～3歳児と親／25組 ◎�

手作りおもちゃ
の会

ぐるりん：カスタネットのかしわもちをつくろう／4月9日（火）～
13日（土）／午前10時30分～午後3時30分（受付）／手形を葉っぱ
に見立てたかしわもち型の紙皿を使ったカスタネット作り／ペッ
トボトルのふた2個を持参

不
要

ぐるりん10周
年記念イベント

ぐるりん：ぐるりんに飾る大きなこいのぼりをみんなでつくろう／
4月9日（火）～13日（土）／午前10時30分～午後3時30分（受付）／
大きな布に手形を押してぐるりんに飾るこいのぼり作り

不
要

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／4月16日・23日（火）／午前
10時～10時45分（9時50分集合）／０歳と親

不
要

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

ico（1歳）
コース

いこっと：見合いこっとでこどもの日の飾りを作ろう／4月17日・
24日（水）／午前10時～10時45分（両日同内容）／1歳と親／各10
組

◎

nico（2歳）
コース

いこっと：親子でこどもの日の飾りを作ろう／4月19日（金）午前
10時～10時45分／2・3歳と親／10組 ◎

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（春）
4月17日（水）午後1時30分～2時30
分／2歳以上の未就園児と保護者／
20組

☎
4月8日～

たまごの会
（親子クラス）

4月24日（水）午後1時30分～3時／
平成32（2020）年度年少組入園対象
児と保護者／10組／1回500円

☎
4月18日～

けやき			
西久保1-49-4	
☎52-2186

春に遊ぼう 4月10日（水）午後1時～2時／2・3歳
児と保護者／30組／上履きを持参 ☎

園庭開放
4月11日・25日（木）／午後2時20分
～3時20分／雨天中止／未就園児と
保護者

不要

ミニ見にシアター
4月24日（水）午後1時～2時／2・3歳
児と保護者／20組／1人100円／上
履きを持参

☎

聖泉			
西久保3-13-5	
☎53-3374

わくわく園
4月20日（土）午前10時～11時30分
／2歳以上の未就園児と保護者／20
組／上履きを持参

☎

みやま			
緑町1-6-22	
☎51-6029

あそびの会
（園庭開放）

4月17日（水）午後1時30分（受付）～
3時／2・3歳の未就園児と保護者／
50組／上履きを持参

☎
4月11日～
15日

てくてくひろば
（あそびの広場開放）

4月22日（月）午前10時～11時／1・2
歳の未就園児と保護者／10組／上履
き・着替え・おむつなどを持参

☎
4月16日～
19日

幼稚園 上履きを持参とあるものは親子とも／費用はおや
つ・教材費など／申·問�各園

●スマートフォンやパソコンで利用できる
●市からのお知らせやイベント情報がEメールで届く

問 子ども政策課☎60-1239



■�中高生リーダー講習会
　4月〜平成32（2020）年3月／ボランティア活動をしたい市内在住・在
学の中学・高校生／野外活動や保育体験のほか、さまざまな地域活動に必
要な知識や技術を学べます／＊むさしのジャンボリー・サブリーダー希
望者は必修／講習会修了者は来年度以降もリーダーとして体験プログラ
ムに参加可能／申·問�4月15日までに児童青少年課☎60-1853へ。

◎中学・高校生がボランティア活動できる場を募集：現在347名の中高生
リーダーが知識・経験を生かしてボランティアとして活動中です。地域の
お祭りやイベントなどに協力できる機会、活躍の場を募集しています／
問 児童青少年課☎60-1853

■�男性のための料理講習会「はじめての方の基本の料理」
　4月17日・24日（水）、5月1日（祝）（全3回）／午前10時30
分〜午後1時30分／西部コミセン／市内在住の60歳以上
の男性／8名（初参加者優先し超えた場合抽選）／市協力
栄養士（高齢者食事学研究会）／1800円（3回分材料費）／
申·問�4月1日までに高齢者支援課☎60-1846へ。

■�認知症を正しく理解　「認知症サポーター養成講座」
　3月26日（火）午後1時30分〜3時／野村證券（株）吉祥
寺支店（吉祥寺本町2-2-16）／市内在住・在勤・在学の方
／30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／高齢者支援課職員／無料／申·問�3月22日までに高
齢者支援課☎60-1846へ。

■�家内労働の委託状況届は5月7日ま
でに

　家内労働者へ仕事（内職など）を委託
している事業主は、毎年4月1日現在の
家内労働者数などについて、委託状況
届を労働基準監督署に提出することが
義務付けられています。5月7日までに
忘れずに提出してください／問�東京労
働局労働基準部賃金課☎03-3512-
1614、三鷹労働基準監督署☎67-
0651
■国税専門官の募集
　対象：平成元年4月2日〜10年4月1日
生まれの方、10年4月2日以降生まれで
大学卒業者または32（2020）年3月大学
卒業見込み者（同等資格者を含む）／試
験日：一次6月9日（日）、二次7月11日
（木）〜19日（金）の指定日／申�3月29日

〜4月10日にhttp：//www.jinji-shiken.�
go.jp/juken.htmlへ／問�東京国税局人
事第二課☎03-3542-2111
■平成31年度の国民年金保険料
　70円引き上げられ1万6410円とな
ります。納付書は4月上旬に送付。金融
機関、コンビニエンスストアなどで納
付期限までに納めてください。2年を
過ぎると納められません。1年分の現
金前納額は19万3420円（3500円割
引）、6カ月分は9万7660円（800円割
引）。国民年金からは老齢基礎年金のほ
かに障害基礎年金や遺族基礎年金が支
給されます。納めた保険料は全額社会
保険料控除の対象です。2年分の現金
前納については年金事務所に問い合わ
せてください／問�武蔵野年金事務所
☎56-1411

①�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6回）
　3月24日（日）午後1時30分・2時30分（各
3話ずつ）／武蔵野にまつわる昔話の紙芝
居口演。開催中の学校教育連携展示に合わ
せ、武蔵野の昔のくらしや学校について。考
古学連続講演会に合わせ、縄文時代の話な
どを予定／無料
②�企画展関連イベント「友好都市、遠野の語りを聞く」
　4月6日（土）午後2時〜3時／遠野昔
話語り部の会／柳田國男が「遠野物語」
でとりあげた遠野の昔話、「平地人を戦
慄せしめた」語りを実際に聞く／無料
／申�3月27日（必着）までに往復ハガキ
（3頁の申込要領参照）で郵送または返信用ハガキを
持って直接ふるさと歴史館へ。専用申込フォームから
申込可。
③�企画展関連講演会　民俗学入門〜自分のあしもとから歴史を
見てみよう

　4月14日（日）午後1時30分〜3時／企画展「古老が語
る、武蔵野のくらし」に関連して、「語り」から伝承文化
を探っていく民俗学の魅力について／服部比呂美（國
學院大學准教授）／無料／申�4月3日（必着）までに往復ハガキ（3
頁の申込要領参照）で郵送または返信用ハガキを持って直接ふる
さと歴史館へ。専用申込フォームから申込可。

【共通】同館市民スペース／問�ふるさと歴史館☎53-1811

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
　3月23日（土）午後2時30分（開場2時15分）／中
央図書館視聴覚ホール／中学生以上／70名（先着
順）／「旅路の果て」（1939年、フランス、105分、カ
ラー、字幕版、監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ、
出演：ヴィクトル・フランサンほか）／無料／申�当日、直接会場へ／問�中
央図書館

■また働きたいあなたへ�女性のための再就職ナビ
　各金曜／午前10時〜正午／男女
平等推進センター／再就職を希望す
る女性／20名（申込順）／津村治美
（＝写真、研修講師）／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、4月9日までに要申込）／
申·問�電話・ファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、年
齢、離職期間、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。

■外国人の子ども学習支援
　4月17日〜7月24日の水曜（5月1日を除く全14回）
／午後3時〜5時／国際交流協会会議室ほか／本人ま
たは親が外国人で日本の公立小・中学校に通っている
子ども（帰国子女は応相談）／10名（申込順）／授業で
わからないところや宿題をサポート／同協会日本語交流員、大学生ボラ
ンティア／4200円／筆記用具を持参／申·問�途中参加の相談も含め参
加の2日前までに電話または直接国際交流協会☎36-4511へ。

■友好都市ロシア・ハバロフスク市　青少年絵画コンクール作品募集
　市内在住・在学・在園の5〜15歳の方／作品形式：
A3判（縦・横いずれも可、額縁なし）、画材自由、切り
絵・はり絵も可／作品テーマ「世界の子ども達の友
情」／応募作品は児童青少年課からハバロフスク市へ送付／申·問�4月22
日までに作品（裏面右下にローマ字表記で作品名、氏名、年齢、学校名・園
名、国名、都市名を明記）を郵送または直接〒180-8777児童青少年課☎60-
1853へ。

講習
プログラム

サブリーダー講義 リーダーの役割や子どもとの接し方を学ぶ
デイキャンプ講習 「薪割り」「野外炊事」「テント張り」などの野外実習
救急法 緊急時の対応や心肺蘇生法などを学ぶ

体験
プログラム

ジャンボリー・サブリーダー むさしのジャンボリーにサブリーダーとして参加
保育体験 保育園児とのふれあいや手伝い
各種ボランティア体験 市や団体主催イベントなどのボランティア体験

そのほか、各種行事に参加（別途通知）

日時 テーマ
4月19日 なぜ働きたい？
4月26日 どう見せる？自分の強み
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■お詫びと訂正　市報3月1日号9頁「ガイド＆GUIDE ソシアルダンスの集いとトライアル」中、日付に誤りがありました。（誤）3月17日（日）→（正）3月24日（日）。お詫びして訂正します／
問 ソシアルダンス連合会・島森☎080-6555-2144

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

「松露寄席」「松露の『茶の湯』」「アマンダ・モール」「ルシエンヌ・ルノダ
ン＝ヴァリ」「マチュー・デュフォー」 3月17日（日）

＊�午前10時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。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。

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4月・5月 4/1（月） 午前9時

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

芸能劇場 小劇場、小ホール 2019年
11月・12月 5/2（休） 午前10時 小ホール

公会堂 ホール、会議室、和室

2019年10月

4/3（水） 午前9時30分 2階会議室
スイング
ホール

スイングホール、レイン
ボーサロン、スカイルーム 4/5（金） 午前9時 10階スカイ

ルーム
松露庵 茶室 4/11（木）午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 4/1（月） 午前9時 音楽室

市民スペース 会議室 2019年
11月・12月 5/2（休） 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8月・9月 4/1（月）
〜10（水）午前9時

中2階
事務室

5日未満使用 劇場 2020年4月・5月 4/1（月） 午前9時
舞台芸術の上演以外使用 劇場・

けいこ場
2019年10月◆

4/1（月）
午前11時

舞台芸術以外で使用 2019年7月◆ 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。

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

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そ〜らの家　
3月プログラム

3月19日（火）午後1時30分／20
名（申込順）／マイエンディング
ノートの書き方講習会／無料

（コーヒー付）／申·問 そ〜らの家
☎71-3336（吉祥寺南町5-6-16）
■ 家族介護支援プログラム　さくらえ

ん介護相談教室「ふれあいサロン」
3月23日（土）午後2時〜3時30
分／特別養護老人ホームさくら
え ん ふ れ あ い ス ペ ー ス（桜 堤
2-8-31）／10名／介護相談、施
設見学など／無料／問 同施設・
下田☎51-5597 
■子育て世代向け防災講座
3月24日（日）午前10時〜正午／
市役所812会議室／市内在住・在
勤の方（託児あり）／30名（申込
順）／自分で考え行動できる防
災について／冨川万美（MAMA- 
PLUG代表）／無料／申·問 3月
22日正午までに電話またはファ
ク ス で 防 災 協 会 ☎ 60-1926、
FAX51-9523へ。
■老いじたく講座
3月28日（木）午前10時30分〜
正午／高齢者総合センター研修
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

■ 「みんなでうたおう　うたごえの集
い 歌声喫茶ともしび」参加者募集

3月29日（金）午後1時30分（開場
1時）／高齢者総合センター／市
内在住で60歳以上の方／130名

（先着順）／歌声喫茶ともしびに
よる出前うたごえの集い（歌・ピ
アノ）／曲目：学生時代、若者た
ち、高原列車は行く、百万本のバ
ラほか／無料／申 当日、直接会
場へ／問 同センター☎51-1975

（日曜、祝日除く）
■ESD成蹊フォーラム2019
4月7日（日）午後1時〜3時30分
／成蹊大学6号館（吉祥寺北町
3-3-1）／実践報告：持続可能な
社会づくりのための成蹊の学び、
特別講演：高橋珠州彦「“吉祥寺”
らしさの源流とは」／無料／
申  当日、直接会場へ／問 同学園
サステナビリティ教育研究セン
ター☎37-3480、ercs@jc.seikei.
ac.jp
■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基本とインターネット：4
月10日（水）・11日（木）。午後1時
30分〜3時30分。2000円②ワー
ド初級：4月17日（水）・18日（木）。
午後1時30分〜3時30分。2000
円③エクセル初級：4月24日（水）・
25日（木）。午後1時30分〜3時
30分。2000円④ワード中級：4
月19日・26日（金）。午後1時30
分〜3時30分。2000円⑤エクセ
ル中級：4月19日・26日（金）。午
前10時〜正午。2000円⑥パソコ
ン個別指導：4月8日（月）・17日

（水）・11日・18日・25日（木）。午前
10時〜正午【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。3月25日までに料金を持っ
て直接同センターへ。◎パソコ
ン訪問指導：1時間1284円、交通
費535円（電話受付）。◎補習教
室生徒募集：吉祥寺・中町・桜堤
教室で学校の教科書に沿った少
人数グループ編成。市内および
近隣地域の公・私立小学3年〜中
学3年生。1科目週1回。小学生：
国語、算数、英語、1科目3500円。
中学生：国語、数学、英語、1科目
4500円。入会金2000円。定員あ
り／申·問 同センター☎55-1231
■就業支援セミナー
　「若者と企業の交流会in国分寺」
4月17日（水）午前10時〜午後4
時10分／東京しごとセンター多
摩（国分寺市南町3-22-10）／29
歳以下（学生可）／30名（申込順）
／詳細はhttps：//www.tokyos 
higoto.jp/tama/参照／ 申·問 
同センター☎042-329-4510
■武蔵野シティバレエ定期公演
　出演者オーディション
4月21日（日）／①午前11時（受
付10時30分）、②午後2時（受付1
時）／市民文化会館大ホール／
①4月1日現在小学5年〜中学1
年生で、バレエ経験が3年以上の
身長140〜150cmの女性、②4月
1日現在中学2年生以上の男女／

【共通】舞台経験があり、市民文
化会館での練習・公演に参加で
き る 方 ／ 公 演：11 月 17 日（日）

「コッペリア」（全幕）（振付：安田
由貴子）／申·問 4月13日（必着）
までに申込用紙（市民文化会館
で配布）を郵送で文化事業団☎
54-8822へ。

◆�スポーツ�◆
■太極拳教室
3月17日（日）午後2時〜3時30

分／武蔵野館デイルーム（関前
2-16-5）／市内在住・在勤・在学
の方／20名（申込順）／山元佐登
美／無料／申·問 同館デイサー
ビス・梅田☎36-7711
■弓道教室
4月1日〜平成32（2020）年3月
30日の毎週月曜／午後6時45分
／総合体育館／1回200円／
申 当日、直接会場へ／問 弓道連
盟・神谷☎080-5643-8518
■水泳教室
4月11日〜6月6日の毎週木曜

（全9回）：①シルバー初心者A午
前9時30分〜11時、B11時〜午
後0時30分。4410円。4月12日〜
6月14日の金曜（5月3日を除く
全9回）：②大人からの初心者午
前11時〜午後0時30分。4410円
③フィンをつけての午後3時30
分〜5時。4900円④フィンで楽
しむ午後7時〜8時30分。4900
円／【共通】①②③温水プール④
第四中プール／市内在住・在勤
で18歳以上の健康な方／各30
名（超えた場合抽選）／申 3月31
日（必着）までに往復ハガキ（性
別、生年月日も明記）で体育協会
へ／問 水泳連盟・佐藤☎080-
8479-1573
■ソシアルダンス教室
◎中級（ワルツ）：4月12日〜6月
28日の金曜（5月3日を除く全11
回）。午後6時55分〜8時40分。
5000円。東京都シニアスポーツ
振興事業◎初級：4月9日〜6月
11日の毎週火曜（全10回）。午後
3 時 30 分 〜 5 時。4000 円 ／【共
通】総合体育館／申·問 3月25日
までにハガキまたは所定の申込
用紙（同館で配布）を直接同館ま
たは電話・Eメールでソシアルダ
ンス連合会・島森☎080-6555-

2144、t-shima2000@nifty.
comへ。
■やさしいウオーキング教室
　（前期）
4月13日、5月11日、6月8日、7月
6日の土曜（全4回）／小雨実施／
午前9時30分井の頭公園野外ス
テージ前集合・午後0時30分解
散／1時間の教室後、近郊を約
5km歩行。ノルディックウオー
キング教室あり／1回400円（市
ウオーキング協会会員200円、
中学生以下無料）／申 当日、直接
会場へ／問 同協会・長谷川☎
080-9523-0557

◆�お知らせ�◆
■ まちのおもてなしコンシェル

ジュ募集
全4回／第1回：3月24日（日）午
後1時30分／商工会館市民会議
室／90名（申込順）／外国人向け
ツアーの案内役育成講座／大森
峻 太（株 式 会 社 ジ ェ イ ノ ベ ー
ションズ代表取締役社長）／無
料／申·問 3月20日までに観光
機構☎23-5900へ。
■東京多摩いのちの電話
　電話相談員ボランティア募集
研修期間：9月〜平成33（2021）
年3月（月2回程度）／多摩地区の
公 民 館、市 民 会 館 な ど ／ 31

（2019）年9月1日現在で満23〜
65歳／講義、体験学習など／受
講料など詳細はhttp：//www.
tamainochi.com/ 参 照 ／ 電 話
相談業務を伴わない支援ボラン
ティアも募集／申·問 7月13日
までに多摩いのちの電話事務局
☎042-328-4441へ。

松露寄席 神田鯉栄 講談・独演会
　5月18日（土）午後
2時開演／松露庵／
出演：神田鯉栄（講
談）／全席自由（限
定35名、座布団席）
1800円、◯友  1620円
松露の「茶の湯」
　5月26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：
中村碩鴎（表千家看月庵）／席料
900円、◯友  800円
アマンダ・モール　
オルガン・リサイタル
　6 月 1 日（土）午
後5時開演／市民
文化会館小ホール
／バッハ：前奏曲
とフーガBWV548
ほか／全席指定2000円、◯友    1800
円、25歳以下1500円（要証明、枚
数限定、友の会割引なし）／武蔵野
市国際オルガンコンクール優勝者
／来場者全員にデビューCDをプ

レゼント
ルシエンヌ・ルノダン＝ヴァリ
トランペット・リサイタル
　7月13日（土）午
後3時開演／市民
文化会館小ホー
ル／サン＝サー
ン ス：「白 鳥」、ク
ライスラー：「愛の悲しみ」、ラヴェ
ル：「亡き王女のためのパヴァー
ヌ」／全席指定2000円、◯友  1800
円、25歳以下1000円（要証明、枚
数限定、友の会割引なし）
マチュー・デュフォー
フルート・リサイタル
　7月30日（火）午
後7時開演／市民
文化会館小ホール
／プーランク：フ
ル ー ト・ ソ ナ タ、
シューベルト：「しぼめる花」によ
る序奏と変奏曲／全席指定2500
円、◯友    2250円、25歳以下1000円

（要証明、枚数限定、友の会割引な
し）



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

17日（日）
○リリーローズメロディチャイルドクリニック 小児科 境1-1-7 56-8810
○松井クリニック 内科 吉祥寺東町2-17-27 20-1001
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

21日（祝）
○晴朗クリニック 内科・小児科 吉祥寺本町2-10-12 23-7234
○長沼整形外科・内科医院 内科 境2-13-6 59-1300
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

24日（日）
○前澤クリニック 内科・小児科 境南町3-15-21 30-2861
○内科　いしだクリニック 内科 中町1-17-2 53-1115
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

31日（日）
○高橋医院 内科・小児科 中町2-13-25 52-3149
○武蔵境病院 内科・小児科（6歳以上）境1-18-6 51-0301
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

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

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

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

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
17日（日）かまち歯科クリニック 吉祥寺本町1-7-3�吉祥寺横田ビル2階 ☎23-7922
21日（祝）サンテ歯科医院 吉祥寺本町2-3-1�東急デパート内 ☎21-3949
24日（日）歯科川﨑医院 境2-2-18�MHビル2階 ☎51-3200
31日（日）木村歯科医院 吉祥寺南町3-32-8 ☎43-8264

休日の医療機関� 3/15（金）～31（日）

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

東京版救急受診ガイド

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

母子保健
■�もうすぐパパ・ママのための
　こうのとり学級（土曜日クラス）
　4月20日（土）
午前9時30分〜
正午／初妊婦
（受講時に妊娠
16〜31週の方）とパートナー／

■�かみかみ教室
　（9〜11カ月ごろの離乳食）
　4月26日（金）午前
10時15分〜11時30
分／平成30年5月〜
8月生まれの第一子

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

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

■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

■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

■もぐもぐ教室
　（7〜8カ月ごろの離乳食）
　4月16日（火）午
前10時15分〜11
時30分／平成30
年7月〜10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 4月9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

■胃がんハイリスク検査のお知らせ
　4月15日（月）午
後1時30分／平成
31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 4月3日（必着）
までにハガキ・封書（「胃がんハイリ
スク検査希望」、生年月日も明記。電
話申し込み不可）または直接健康づ
くり事業団へ。

■健康やわら体操
　4月 20日・27
日、5月11日・18
日・25 日、6 月 1
日・15日・22日・
29日、7月6日／各土曜（全10回）
／午後1時30分〜3時30分／第三
中集会室（吉祥寺東町1-23-8）／
要介護認定を受けていない65歳
以上で医師などから運動制限を受
けていない方／20名（初参加者優
先し超えた場合抽選）／柔道整復
師が教える体操／申·問 3月29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／午前に検査、午後に医師による結果説明。健康相
談可／オプション検査（別途料金）：胸部CT、頚動脈超音波、腫瘍
マーカー検査、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
◎健康体操教室
4月1日(月）〜平成32（2020）年3月30日（月）＊祝日、年末年始を除く、不定休あり／①
ボディシェイプ：毎週月曜午後1時30分〜2時45分②チェアトレーニング：毎週火曜
午前9時20分〜10時20分③バランスコンディショニング：毎週火曜午前10時45分〜
11時45分④脂肪燃焼エクササイズ：毎週金曜午前10時〜11時15分／保健センター
増進室／市内在住で集団での運動が可能な要支援・要介護認定を受けていない20歳
以上の方／①③④各40名②30名【共通】先着順／無料／運動服・室内用運動靴で、水
分補給飲料・汗拭きタオルを持参／申�当日、直接会場へ／問�健康づくり支援センター�

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 4月19日までに電話または
直接健康課へ。

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 4月12日までに電話または
直接健康課へ。

　子どもの健やかな成長のため、妊娠期から一人ひとり
に寄り添います。



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

MUSASHINO CITY12 平成31年3月15日号 No.2113

◦吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ･･･････ ☎21-4141
◦本宿（吉祥寺東町3-25-2） ･･･････････ ☎22-0763

◦吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ･････ ☎43-6372
◦御殿山（御殿山1-5-11） ･････････････ ☎48-9309
◦本町（吉祥寺本町1-22-2） ･･･････････ ☎22-7002
◦吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ･･････ ☎55-3297
◦吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ･･･ ☎55-3297
◦吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ･･････ ☎22-7006

◦けやき（吉祥寺北町5-6-19） ･････････ ☎54-8719
◦中央：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　5/1号…3月28日、5/15号…4月5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3
コミュニティセンター 文中の敬称略

　はちコミはガラス張りの明るいロビーが
特徴です。
　土・日曜の午前10時30分から正午まで
「コーヒーの日」を行っています。1杯50円で
入れたてのホットコーヒーを飲みながら地
域の方々が交流しています。
　ぜひ、一度いらしてみませんか。

八幡町コミュニティ協議会コミュニティ・
レポート こだわりのロビー

コーヒーの日

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
サンフラワー（初心者
英会話）

火曜／午後1時15
分〜2時／本町コミ
センほか

月3000円　
上原
080-1520-8481

60歳以上、かんたん英会話
です。体験500円

むさしのソシアルダ
ンスの会
基本を楽しく学ぶ

木曜／午後1時〜3
時／総合体育館・第
四中

1回700円　
髙橋54-0410

入 1000円
体験無料。初級〜中級の男
性女性の方

健幸ヨーガ 日曜（月4回）／午後
2時〜3時30分／吉
祥寺東コミセン

月3000円　
前田24-8490

入 1000円
初心者歓迎。体験無料。女性
対象

仲間あつまれ

吉　東

23日（土） ■私たちのまち企画「東町の緑を見て歩こう」1丁目編　午前10時
コミセン集合〜11時／終了後、茶菓の提供

24日（日） ■私たちのまち企画「ふるさと歴史館」に行ってみよう　午前10時
ふるさと歴史館集合

26日（火） ■コミュニティのつどい「武蔵野市文化振興基本方針」について　午
後7時〜9時／市民活動推進課・文化事業団より説明を聞き意見交換

募集
■囲碁基礎講座　4月〜平成32（2020）年3月末の第1・3水曜／午
後1時30分〜5時30分／級位者／20名／初段を目標に弱点克服の
ための基本を勉強／申 窓口へ

本　宿 4月6日・
20日（土）

■背骨コンディショニング教室　午前10時／20名／1000円（セラ
バンド代別途600円）／申 参加費を添えて窓口へ

吉　南
30日（土）

■笑って楽しく健康づくり　午前10時〜正午／筋トレ・脳トレ・口
腔ケアなどを盛り込んだ体操／飲み物・タオル・五本指ソックスを
持参／申 
■南町桜まつり　午後1時30分〜4時／広場の桜を鑑賞しながらの
ティータイム。手品や歌・踊り・お楽しみクジなど

30日（土）・
31日（日）

■ロボットを動かしてみよう　午前10時〜正午／小学4〜6年生／
両日参加可／申

御殿山 21日（祝） ■みんなでカフェ　午後2時〜4時／いれたてのコーヒーとお菓子
で楽しいひとときを／100円

本　町 25日（月）
■ふれあい講座「わくわく体操でからだをほぐそう」　午前10時30
分〜11時30分／和室／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
23日（土） ■サロンでコーヒータイム　午後2時〜4時／「ホっとcaféシェ・モ

ア」でいれたてのコーヒーをどうぞ／100円

28日（木） ■あるこうかい「千鳥ヶ淵周辺の桜ウオーク」　午前9時アトレ吉祥
寺はなびの広場集合／申 16日〜24日に窓口へ

吉　北

15日（金） ■防災訓練　午後2時〜4時／起震車・初期消火・煙体験

16日（土） ■おはなしの会「さくらんぼ」　午後2時／テーマ：「春よこい」、パネ
ルシアター、紙芝居、絵本、工作（たけ笛ストラップを作ろう）

17日（日） ■お昼のひとときを音楽で　午後0時40分／丹代次美（ピアノ演
奏）ほか

けやき
16日（土） ■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒーと

イングリッシュティー、スイーツでティータイム

23日（土） ■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ聞か
せ、折り紙で遊ぼう

中　町
集会所

4月1日・
15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

西久保 4月6日（土）■生活習慣病予防料理講習会「野菜をたっぷり使って疲労回復」　午前10時30分／10名

八幡町 26日（火）
■春の歩こう会「小田原城とその周辺」　午前8時15分三鷹駅北口
交番横集合／15名／1500円（昼食費は自己負担）／申 23日までに
参加費を添えて窓口へ

境　南 25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」

担当：市民活動推進課

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

■DANCE MUSIC PLACE
　3 月 23 日
（土）午後2時
開演予定（荒
天時は24日
［日］に順延）
／境南ふれあい広場公園（境南町
2-3）／日ごろ武蔵野プレイスで
練習をしている青少年たちによる
野外パフォーマンス発表会／無料
／武蔵境活性化委員会主催のさか
いマルシェ同時開催／申 当日、直
接会場へ／問 武蔵野プレイス青
少年担当☎30-1902

　3月23日（土）〜4月7日（日）／午前9時〜午
後5時／陸上競技場芝生スタンド部分／大会
使用・開花状況などにより変更・中止あり／出
入りは北門から（中央門入場不可）／トラック・ジョギングコース・
フィールド・聖火台付近立入禁止。アルコール類持込不可。ごみは各自
持ち帰り。ペットを連れての入場禁止／問 総合体育館☎56-2200

■春の花探しハイキング
　〜青梅丘陵を楽しく歩こう
　4月13
日（土）JR
二俣尾駅
午前9時
10 分 集
合／市内在住・在勤・在学の小学3
年生以上の親子、大人のみ参加も
可／35名（超えた場合抽選）／春

■ むさしの自然観察園
◎春の自然体験まつり：3月21日（祝）午前10時〜午後3時。雨天実施（荒
天時は当日同園へ問い合わせ）。子どもから大人まで。春の特別企画、クラ
フトづくり、自然観察など。軽食あり。飲み物を持参／申 当日、直接会場
へ。◎春の自然観察会「春の花や芽吹きに誘われて」：4月2日（火）午前10
時〜正午。小雨決行、雨天中止。市内在住・在勤・在学の15歳以上の方。20
名（申込順）。観察園周辺の植物、生き物、虫こぶなどの観察や意見交換／
申 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）／【共通】主催：武蔵野市／問 むさしの自然観察園

  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

レインボーカメラクラ
ブ　写眞展2019

3月22日（金）〜26日（火）
／午前10時〜午後6時／武
蔵野プレイスギャラリー

萩原53-1510 22日は正午から、
26日は午後3時ま
で

武蔵野ジュニアジャズ
アンサンブル第23回定
期演奏会

3月31日（日）午後2時（開
場1時30分）／公会堂

横山24-8342 小中高生ジャズ
ビッグバンド演奏
会

むさし野ジュニア合唱
団「風」第20回定期演奏
会

4月21日（日）午後3時30分
／三鷹市公会堂

笠井57-6417 子どもたちが奏で
る“風”をお楽しみ
ください

■東洋蘭展示会
　3月24日
（日）午前10
時〜午後4
時／杉の樹
ホ ー ル（境
2-8-3おおやクリニック北隣接）
／約100点。栽培方法などの相談
も実施／無料／問 武蔵野蘭友会・
村松☎51-3345、田

た
内
ない
・wykm12 

3@yahoo.co.jp、緑のまち推進
課☎60-1863

お花見に陸上競技場芝生スタンドを
無料開放します

の青梅丘陵を森林インストラク
ターのガイドで青梅駅までハイキ
ング。春の草花、サクラなどを観察
しながら春の花図鑑を作ります。
軽い登り下りあり／持ち物など詳
細は後日通知／500円（資料、保険
代など。交通費別途）／申·問 4月1
日（必着）までにハガキ（3頁の申
込要領参照し、生年月日、年齢、在
勤・在学者は勤務先・学校名・学年
も明記）で〒180-8777緑のまち推
進課☎60-1863へ。
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