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人口と世帯� 《令和元年12月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万6950人（4人減）　世帯数 7万7374世帯（増減なし）
●男 7万395人（17人増） ●女 7万6555人（21人減）

［うち外国人住民数］3392人（7人増）

　11月、環境啓発施設エコプラザ（仮称）が
オープンします。今、世界中で注目されている
気象・環境問題は決して人ごとではありませ
ん。
　地球環境を守り、次世代にしっかりとつな
げていくためには、まさに今、私たち一人ひと

りが考え行動していくことが必要です。
　そこで、気象・環境分野でご活躍されている
方々をゲストにお招きし、地球環境の現状や、
これからの私たちに必要なこと、エコプラザ
（仮称）や武蔵野市に期待することなど、環境
をテーマに語っていただきました。

内容は次頁へ　

人権が守られ、平和で自由で、
持続可能な社会を未来へ
　あけましておめでとうございます。本年
も、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈
り申し上げます。
　昨年は、度重なる台風により、日本各地
に甚大な被害がもたらされました。日本に
おける台風や大雨の発生数は増加してお

り、これは地球温暖化が影響している可能性があり、現状は
気候危機であるとの警鐘も鳴らされています。このことか
ら、私たちは何を教訓とし、命を守るためにどう備えるか、
そして私たち一人ひとりが環境問題を自らの問題として捉
え、環境に配慮した行動を実践することが必要不可欠であ
ると考えます。犠牲になられた方々のご冥福を祈り、被災さ
れた皆さまにお見舞い申し上げますとともに、一日も早い
被災地の復旧と復興を願って止みません。
　このほど、令和2（2020）年度から10年間の計画となる、武
蔵野市第六期長期計画を策定しました。この間、市内在住の
策定委員の皆さまとの議論や、策定委員と市議会各会派の
皆さまとの議論、市民の皆さまからのさまざまなご意見、市
議会特別委員会での審査を経て、本計画について市議会本
会議では全会一致で可決をしていただきました。策定の過
程を通じて半世紀近く前から積み重ねてきた武蔵野市の長
期計画策定の歴史や、先人のご努力にもさまざま目を向け
ることができました。長期計画策定にあたり、ご尽力いただ
いたすべての皆さまに心から感謝申し上げます。今後は、計
画から実行へと段階が移ります。計画に基づいて、毎年度予
算として議会にお示しし、お認めいただいた後に各事業を
実施します。これからも、「市民自治」を原則として、長期計
画に基づく計画的な市政運営を行っていきます。
　本年は戦後75年を迎えます。直接当時の証言を聞く機会
がますます限られていく中、戦争の悲惨さと平和の尊さを
次世代に伝えていくため、引き続き平和事業に取り組んで
いきます。人権が守られ、平和で自由で、持続可能な社会を
未来へつないでいくために、市民の皆さまとともに歩みを
進めていきたいと思います。
　誰もが安心して暮らし続けられる、魅力と活力があふれ
るまち。未来に挑戦！武蔵野市。本年もどうぞよろしくお願
い申し上げます。

武蔵野市長

カピバラ
提供：井の頭自然文化園

カヤネズミ
提供：井の頭自然文化園

人と自然が調和する環境都市「武蔵野市」に向けて
〜今こそ私たち一人ひとりが考え、行動していこう
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生徒と一緒に、持続可能な社
会に向けての行動を考える
セミナーで講演する様子

公 園 改 修 計 画 の ワ ー ク
ショップ

・�国立研究開発法人国立環境研究所地球
環境研究センター副センター長
・�1970年神奈川県生まれ。東京大学大学
院博士課程修了。博士（学術）。1997年よ
り国立環境研究所に勤務。2018年より
現職。専門は地球温暖化の将来予測とリ
スク論。

江え

守も
り 

正せ
い

多た

さ
ん

・�新渡戸文化小中高等学校教諭・学校デザ
イナー／（一社）Think�the�Earth�SDGs�
for�Schoolアドバイザー／（株）ゲイト
CSV教育デザイナー／未来教育デザイ
ンConfeito共同設立者／日本パブリッ
クリレーションズ研究所パブリック・リ
レーションズfor�School�アドバイザー
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ん

・�造園コンサルタント会社勤務、NPO法
人市民まちづくり会議・むさしの副代表

・�吉祥寺北町在住。地域では、けやきコミセ
ン協力員、ジャンボリー実行委員として
活動。2008年からクリーンセンターの
周辺住民として、建て替えやエコプラザ
（仮称）事業の会議などに参加している。

村む
ら

井い 
壽ひ

さ

夫お

さ
ん

・�武蔵野市長
・�1970年愛知県生まれ。早稲田大学大学
院経済学研究科修了。修士。

・�食品メーカー、東京都議会議員（2期8
年）を経て、2017年10月第6代武蔵野市
長就任。
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令 和 2 年
新春座談会

人と自然が調和する環境都市「武蔵野市」に向けて
〜今こそ私たち一人ひとりが考え、行動していこう

【市長】　あけましておめでとう
ございます。本日は、さまざまな
場面でご活躍されている皆さま
と、環境をテーマにいろいろな

お話ができたらと思っています。まずは自己紹
介からお願いします。

【江守】　国立環境研究所の江守です。地球温暖
化問題、特に地球規模で気候がどうなっていく
かという気象学的な研究をしています。近頃は
気候危機の話をすることが増えてきました。

【市長】　武蔵野市にも講演に来ていただきあ
りがとうございました。続いて、山藤さん。

【山藤】　昨年まで市内の都立学
校の教員で、理科、生物担当でし
た。
　10年前ぐらいにJICAの仕事

でブータンに授業をしに行ったとき、子どもた
ちが喜々として学んでいる。学ぶ目的を聞いた
ら、国のため、家族のためにという言葉が返って
きたときに、日本の子どもたちは何のために学
ぶと語るのかなと。日本では、テストや受験のた
めにという学習が非常に多い。それで、誰かの
ため、未来のため、地球のために学ぶという目
的を見いだせるような教育を実践する日本の
モデル校を私学で作って、それを広げていこう
という思いで都立の学校を飛び出しました。
　今は、教師というよりは、教育をリデザイン
していくことに重きを置いて活動しています。

【市長】　ありがとうございます。それでは、村
井さん。

【村井】　私は生まれも育ちも、
吉祥寺北町です。大学の時少し
市外に出ましたが、それ以外は
ずっと武蔵野市です。

　40年以上前になりますが、大学では林学を
専攻していて、サウジアラビアの砂漠を緑化す
る事業に参加したい
という思いを持って
いました。しかし、ま
ずは手に職を付けて
からということで、造
園業界に入り、そのま
ま公園や緑地などの

計画・設計に携わっています。
　50歳になる頃に、地域の方からコミュニ
ティーの誘いを受けて興味を持ち、今はNPO
法人市民まちづくり会議・むさしのに所属し
て、まちづくり全般、例えば都市マスタープラ
ンを検証したりしています。

今は気候変動より、むしろ気候危機
【市長】　江守さんの話から。一般的には気候変
動という言葉の方がなじみがありますが、今は
気候危機なのですか。

【江守】　2018年、当時15歳だったスウェーデ
ンのグレタさんがCOP24＊で行った演説や国
連気候行動サミット2019＊での演説が非常に
注目され、記憶に残っている方も多いと思いま
す。今の地球環境は危機的状況だと。そうした
ことから世界的には気候危機と言っています。
この気候危機では、特に私たちが消費するエネ
ルギーのことを考えていく必要があります。

【市長】　今までは小まめに電気を消そうとか、
冷暖房の設定温度などは気を付けていました
が。

【江守】　今はそういうことを
やっているだけでは全くだめ
で、CO2排出を実質ゼロにしな
くてはいけない。それには市民

一人ひとりがエネルギーのつくり方に興味を
持たなくてはいけない時代なのです。例えば自
分の家の電力はどこと契約しているか。再生可
能エネルギー（太陽光・風力など）で発電をして
いるのはどの会社なのかとか。

【市長】　そうした意識も必要になりますね。昨
年は、台風15号・19号・21号など、大きな台風
が相次いで日本列島に上陸し、各地で甚大な被
害をもたらしました。地球温暖化や気候危機と
の因果関係が言われていますね。

【江守】　台風は不規則に発生し、不規則な進路
で来ますので、年々の傾向というのは非常に捉
えづらい。しかし、昨年の台風を見ていたら分
かるように、日本近海の海水温が昔に比べて高
くなってきていて、その分だけパワーアップし
た台風がやってきます。海水温が高いと水蒸気
が供給されて、台風はそれを燃料にして発達し

ますので、海水温が高い分だけ、確実に発達し
た台風が来ることになります。

【市長】　そうした気候への危機
感とか、山藤さんは教育現場で
中高生たちにどう伝えているの
ですか。

【山藤】　今、気候変動や気候危機を感じる頻度
が高まっています。水害が起きる、風害が起き
る。夏も強烈に暑いとか。どうにかしたいと思
う生徒が年々増えています。
　ところが世間では、熱中症予防でクーラーは
ちゃんとつけましょうとか、体育館での活動は
ちょっと抑えましょう、クーラーがある体育館
があればそこを使いましょうと推奨され、結果
的にエネルギーを膨大に使っていることに生
徒たちは矛盾を感じています。

【村井】　教育現場とは少し違いますが、武蔵野
市では、ジャンボリーという、小学4〜6年生の
子どもたちと長野県川上村にある市立自然の
村で行う夏の野外体験活動があります。
　以前は、羽毛のシュラフでも寒いくらい冷え
込んだのですが、近年はもう暑くて、野外活動
は長袖が基本なのに、熱中症になるのではとい
う議論まで出ています。

【市長】　明らかに気候が変わってきている…。
【山藤】　生徒たちには、サスティナブルな活
動、持続可能な社会に向かう具体的な行動をさ
さいなことでもしていこうと言っています。
　いきなりグローバルな課題、世界の貧困とか
の話になると、自分たちだけでは何もできな
い。または、政府が動
かないと何にもなら
ないと思考停止や行
動停止が起きてしま
う。学校レベルでは無
力と思ってしまうよ
うです。

今こそ、地球環境を考え行動するとき
【江守】　一方で、今の高校生が大人になって大
きなことができるときまで待っている時間が
ないとも言われています。
　2015年に締結された国際的な協定では、世

＊�COP24：ポーランドのカトヴィツェで、2018年12月2日〜15日に開催された国連気候変動枠組条約第24回締約国会議のこと。「COP」とは、「気候変動に関する国際連合枠組
条約」を批准している締約国（Conference�of�the�Parties）が集まって温暖化対策を協議する会議のことで、約200カ国が参加している。

＊�国連気候行動サミット2019：国連のグテーレス事務総長が、「自然災害がいっそう増え、最悪の結果をもたらしている。わたしたちの世代は、地球を守ることに失敗した」と強い
危機感で呼びかけて、毎年開かれる国連総会に合わせ、2019年9月23日にニューヨークの国連本部で開催された。
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「環境問題の次」を考えるパ
ネルディスカッションを開催

気温変化シミュレーション
MIROC5気候モデルによる（AORI/NIES/JAMSTEC/MEXT）

「2℃未満」目標を達成する排出削減経路

界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃
より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努
力を追求するとされています。

【市長】　パリ協定＊ですね。
【江守】　はい。ごみの問題は、す
ごく考えやすいと思いますが、
CO2もある意味で同じです。ご
みを埋め立て地などに捨てるよ

うに、CO2を大気に捨てているのです。みんな
同じところに捨てるので、分からないだけなの
です。

【市長】　大気にCO2を捨てている。
【江守】　ええ。まさに、そういう状況です。CO2
の濃度は、毎年最大値を更新しています。
　エネルギー需要がどんどん増えているので、
太陽光や、風力発電を増やしても、追いつかな
いほど化石燃料の利用が増えている。それを全
世界でCO2の排出を実質ゼロにするために、日
本でもゼロ、東京でもゼロ、武蔵野市でもゼロ
を、今本気で考え、行動していく必要がありま
す。

【市長】　それこそ産業革命レベルの生活革命
じゃないですけど、大転換しないといけないで
すね。

【江守】　そうなんです、それが今なんです。
【市長】　CO2排出ゼロやプラスチックゼロと
言っても、本当にゼロにできるのかと思う人も
多いのでは。

【村井】　私も今、プラスチック
が一番気になっています。脱プ
ラスチックは、自分の周りを見
ても無理なのではと思ってしま

う。
【市長】　ひとり暮らしの人の生活を見ると…
そうですね。

【村井】　昔は漆器や陶器を使っていたのに、プ
ラスチック製で便利で安いものができたら、
そっちを使うようになってしまった。今、脱プ
ラスチックを考えると、プラスチックの代替品
が出てくるとか、価値感を変える必要があると
思います。

【江守】　社会の仕組みが変わって、1回で使い
捨てになるプラスチックは使わないとか、捨て
ても最後には分解されるようになるとか、何か
全部が変わらないといけないと思います。
　個人の努力というよりは、その仕組みが変わ
ることをみんなで後押ししていくことが必要
です。
　エネルギーの場合、個人の節電だけでは足り
ないので、エネルギーのつくり方を根本的に変
えていくようなことが必要です。ものすごく単
純に言えば、今、石炭や石油、天然ガスを燃やし

てエネルギーをつくっているものを全
部、太陽光や風力など再生可能エネル
ギーに変えていかないとCO2の排出は実
質ゼロにはならないのです。

小さな成功事例を地方自治体から
【市長】　それって、エネルギー政策とし
て国で取り組まないとできないことなの
では。

【江守】　実は既に日本の自治体でも率先
して取り組んでいるところもあります。
海外では、アメリカのカリフォルニア州や
ニューヨーク州などでは世界最先端の温暖化
対策をしていて、政府をリードしています。

【山藤】　学校でも、再生可能エ
ネルギーを一部でも導入するな
どの挑戦を、自治体が背中を押
してくれるモデルが1つでも多

くできれば、学校と自治体が動き、その力が集
まって、その後、日本が動くと思っています。

【市長】　草の根の活動を支援することで、自治
体が国の背中を押すわけですね。

【山藤】　いろいろなところで小さな成功事例
をたくさんつくって、市民から突き上げていく
ことが今のタイミングならできると思います。
また、サスティナブルな活動とするために、楽
しさとか、もっとみんなを巻き込むようなおも
しろさや、共につくっていくというイメージも
必要ですね。

【江守】　環境問題では例えばCO2を減らしま
しょうと言うと、我慢しなくちゃいけないイ
メージがありますよね。
　山藤さんの周りの高校生のように、自発的
に、自分の周りから社会を良くしたいという思
いで、実際にやってみるとおもしろいからやっ
ているという子ども
たちが増えてきてい
ます。それが環境問題
の「やらされている
感」を覆すイメージと
して広がっていくと
いいなと感じていま
す。

【市長】　地球のためだし環境のためだけど、
「自分もやっていて楽しい」が広がっていくと
いいですね。

エコプラザ（仮称）の開館に向けて
【市長】　実は、11月に環境啓発施設エコプラ
ザ（仮称）がオープンします。もともとごみのプ
ラットホームのあった場所をベースに、いろい
ろな人が集まってアイデアを出したり、そこか

ら活動の範囲が広がったり、そういう場になっ
ていくといいなと思っています。

【山藤】　先日、そのエコプラザ（仮称）の会議に
中高生と一緒に参加した際、市民の皆さんが生
徒たちの声を聞いてそのアイデアをおもしろ
いと思ってくださったのです。生徒たちのアイ
デアはぶれない根底の価値というものをしっ
かり持っているので、ぜひ大人の方々が力を貸
してあげてほしいと思います。

【村井】　エコプラザ（仮称）は、決められた講習
会をやるだけではなく、さまざまな団体が連携
し、プロジェクトごとに人が集まり、試行錯誤
をしながら施設をつくっていく、これまでにな
い形にしたいと検討しています。

【市長】　そうですね。
【村井】　活動の場所を限定せず、ときには武蔵
野プレイスを使うとかもっと市内でダイナ
ミックに活動できるといいと思っています。家
具のリサイクルの展示場や、いつも数人しか来
ないような環境啓発のプログラムとか、そうい
う形にはしたくない。エコプラザ（仮称）の場所
は駅から遠いので、運営方法も考えなければな
らない。先日、高校生が会議に来た際には、私た
ちと同じテーブルに入って、みんな喜んで話を
聞いていました。

【山藤】　あの後、生徒たちはたくさんアイデア
をつくっていました。例えばエコプラザ（仮称）
の隣にあるクリーンセンター（清掃工場）の屋
上で作った東京江戸野菜でカフェをするとか、
お祭りを企画するとか。ごみという概念を覆し
て、いずれはごみという概念もなくなるよう
な。

【市長】　このクリーンセンターが、地域と共生
し、誇りを持てる施設になっていくといいです
ね。

【村井】　そうですね。30年前にクリーンセン
ターができたとき、普段はパッカー車が入って
くる場所でコンサートをしました。そこには運
営協議会というクリーンセンターの運営に関
わっている周辺住民の努力がありますが、エコ
プラザ（仮称）には、この長さ50m×幅15mほ
どの屋根つきの空間（プラットホーム）が残さ
れています。この大きい空間を多目的に活用し
て、若い人たちにも人気の場所になってほしい
と思います。

【市長】　違うもの同士をくっつけた良い例が、
昨年度の「gomi_pit�BAR（ごみピットバー）＊」
というイベントだったと思います。当初は、申
し込みをしてくる人なんているかなと思って
いたら、これがすごい大当たりで。

【村井】　つまみとかも工夫があって。
【市長】　そうなんです。ゆずハイボールの「ハ
イ」が廃棄物の「廃」で、ゆず胡椒を作るために

＊�パリ協定：2015年にパリで開催されたCOP21で採択された気候変動抑制に関する国際条約のことで、日本も締結国となっている。世界共通の長期目標として「①世界の平均気
温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。②そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし（減少に転じ）、
21世紀後半には、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとる」を掲げている。

＊�gomi_pit BAR（ごみピットバー）：クリーンセンターの「可燃ごみピット」のガラス越しに、バーカウンターを設置して、24時間動き続けるごみクレーンを見ながら飲食できる
期間限定のバーイベント。2018年12月から2019年2月まで全5回開催。第13回産業観光まちづくり大賞の奨励賞を受賞。

用
語
説
明



特
集

MUSASHINO CITY4 令和2年1月1日号 No.2134

　この記事は、新春座談会として行われたものを
秘書広報課が編集・要約しました。

◆概要
　1）�クリーンセンター敷地内にある旧クリーンセンターの管理棟とプラットホームを再利用し

て整備。2020年11月開館予定。
　2）�面積2000m2（事務所棟1階600m2＋2階600m2、プラットホーム800m2）
　　・�事務所棟：スタディルーム、コミュニティカフェ、情報コーナー、執務室など
　　・�プラットホーム：ものづくり工房、フリーゾーン（環境遊具・展示コーナーなど）

環境啓発施設エコプラザ（仮称）について
　エコプラザ（仮称）は、気候変動や地球温暖化を踏まえて、ごみをは
じめ資源、エネルギー、緑、水循環、生物多様性など多様な環境啓発の
拠点施設です。また、環境に関する総合的なネットワークの拠点施設
として、①環境情報の一元的集約・発信、②環境学習および体験の機
会・場の提供、③異なる主体の連携・活動への支援などを行います。

緑町コミセン

クリーンセンター

エコプラザ（仮称）
11月オープン予定

総合体育館

市庁舎

11月開館予定の環境啓発施設のコーディネーター職を募集（3名）。詳細は6頁参照。

gomi_pit BAR（ごみピット
バー）の様子

使ったゆずの残りや
野菜の皮を使ったお
つまみだったりとか、
結構工夫を凝らして
いて。
　クリーンセンター
でお酒を飲みながら、
ごみを見て、環境について楽しく考えるという
のは、すごく良い取り組みで、継続したいと
思っています。

【村井】　これまでクリーンセンターに来るの
は小学校の社会科見学くらいでしたが、今は家
族連れや、「gomi_pit�BAR（ごみピットバー）」
での若い人など、多くの人が施設を見てくれる
ことは、地域としても、重要なことだと思って
います。

【市長】　自由に見学できる施設なので、そうい
うことも切り口にできるといいんですけど。

【江守】　楽しいコミュニケーションがある。そ
こから始まれば、手応えとしてはまず十分。
やっているうちに、みんながごみのことを考え
るようになれば、後から結果はついてくると思
います。そこからポジティブな感情が生まれて
いくかどうかが、このエコプラザ（仮称）が成功
するかどうかだと思います。

【市長】　みんなが関心を持てるような、クリー
ンセンターやエコプラザ（仮称）の活動をして
いきたいですし、時には斬新なアイデアなんか
も必要ですよね。

子どもたちが、大人たちを動かす
【山藤】　今勤めている新渡戸文化学園の中学1
年生に、4月から時流を考察しながら、何のため
に学びたいかと問いかけを続けていったら、親
世代に持続可能な社会を一緒に目指す価値を
伝えたいと言い始めました。そのために、親が
喜んで集まってもらうにはどうしようかと考
えていったらカフェが出てきました。

【江守】　中学生が親に学ばせたいから、カフェ
をやりたいと言ったのですか。

【山藤】　親に知ってほしい、親が変わらないと。
実際、生徒たちから「今日、エコプラザ（仮称）で
カフェをやるよ。僕たちが作った野菜だから食
べにきてよ。」と誘うと、出てきてくれるはず。

【村井】　私も地元で月に1回のカフェをもう
10年以上やっているのですが、結構まちづく
りの話が出てきます。手伝ってくれる中高生も

いる。だから、エコプラザ（仮称）で、環境のカ
フェを月1回でもできれば、おもしろいかなと
いう感じがしています。

【山藤】　カフェのアイデアなど、いろいろなア
イデア出しは、中高生がすごく得意かもしれな
いですね。今の中高生は既に価値の中にサス
ティナビリティーとか、そういうマインドが
入った状態なので、彼らと大人とのコラボレー
ションは本当にユニークなアイデアをたくさ
ん出せると思います。

【市長】　これからのキーは子どもたちですね。
【山藤】　新渡戸文化学園では、職員会議へ中高
生の代表に参加してもらう準備をしています。

【市長】　画期的ですね。同じではないですが、
武蔵野市も計画行政を1970年代から行ってい
ます。4月から始まる第六期長期計画では、市民
参加、議員参加、職員参加という武蔵野市方式
といわれる策定方法で作ってきたのですけど、
今回、中高生も呼んで、意見も聞いてという「中
高生向けワークショップ」を初めて開催しまし
た。今後も続けたいですね。

これからの武蔵野市に向けて
【市長】　本日は、環境というテーマでいろいろ
なお話を聞かせてもらいましたが、最後にひと
言ずつメッセージをお願いします。

【江守】　市と若い人のパートナーシップを具
体的につくっていただきたいということと、気
候危機の問題に対し、先進的な自治体になれる
と思うし、また、なってもらいたいと思います。
ぜひ武蔵野市には、「CO2ゼロ!!」と宣言してほ
しいですね。（笑）

【山藤】　これからの未来をつくる活動に中高
生を混ぜてもらいたい。SDGs＊という世界的
な動きも、そのスローガンは
「誰も置き去りにしない」で
す。決議書の中に主体は若者
と書いてあり、これからの時
代に若者の声とその思いは
欠かせないと思っているの
で、ぜひ継続的に混ぜてもら
いたいなと思っています。
　環境問題は、大きな問題に
捉えられがちですが、学生と
組んで行う小さな成功事例
を積み上げ、結果的にCO2排
出実質ゼロという成功事例

を学校とともに武蔵野市が発信する。そんな自
治体になってほしいなと思っています。

【市長】　ありがとうございます。では、最後と
なりますが村井さん。

【村井】　私たち大人と比べると、子どもの時間
は、とても長く感じられ、その間に子どもたち
がものすごく成長している。やはり子どもたち
は相当な力を持っていると思います。伸び盛り
の年だから、アクティブに行動してもらいたい
なと。その場を設けるというのも行政の仕事か
なと思います。
　ぜひ子ども市議会をやってほしい。子どもた
ちが代表で出てきて、ちゃんとしゃべる、語り
合う。それを大人が見る。そんな場をつくって
ほしいと思います。

【市長】　さまざまな武蔵野市へのメッセージ
をありがとうございました。　
　今の子どもたちが、これから大人になって、
またそこから次世代につながっていくことを
考えると、私たち大人がちゃんと種をまいて、
できたら今より良い形で子どもたちにバトン
を渡していかないといけないと感じています。
　11月にオープンするエコプラザ（仮称）とと
もに、思いは地球規模で、行動は身近なところ
から具体的に始め、小さな成功事例を大きな
ムーブメントにすべく声を上げ続けていけれ
ばと思っていますので、これからもどうぞよろ
しくお願いします。

＊�SDGs（エス・ディー・ジーズ）：SDGsとは「Sustainable�Development�Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された、「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた国際目標のこと。2030年を達成期限とした、経済・社会・環境の側面から持続可能な世界を実現するための17のゴール・
169のターゲットで構成されている。
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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

申込要領 ●  特に記載のない場合、1行事（コース）につき本人1
回（家族対象のものは1家族1回）の申し込みです
● 往復ハガキの場合は返信用にも住所・氏名を記入
●  申込先の市内施設の住所は、見出し部分や頁下の
欄外、11頁をご覧ください（市役所内の課へは
〒180-8777で届きます。住所不要）
● 受け付け開始日について表記のないものは発行日
1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
非核都市宣言
平和事業実行
委員会

1月16日（木）
午後6時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／憲法月
間記念行事についてほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

学校施設整備
基本計画策定
委員会

1月22日（水）
午後6時30分

公会堂
第1・2会議室

20名程度（先着順）／託
児あり（申込順、1月14日
までに要申込）

当日、直接会場へ
教育企画課
☎60-1972

生涯学習計画
策定委員会

1月23日（木）
午後5時30分

武蔵野
プレイス
フォーラム

10名程度（先着順）／パ
ブリックコメントの対応

当日、直接会場へ
生涯学習スポーツ
課☎60-1902

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

概 要 　�市民の生活と移動を支援し、持続可能な地域公共交通を実現
するため、そのビジョン、目標および施策体系を示す地域公共
交通の基本計画として策定します

閲 覧 　�配布：1月6日（月）〜20日（月）に市役所案内・同課、
各市政センター・図書館。市ホームページに掲載

提出方法 　�1月20日（月・必着）までに郵送・ファクス・Eメー
ル（氏名、住所、電話番号を明記）または直接
〒180-8777交通対策課FAX51-9245、sec-koutuu@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。

■地域公共交通網形成計画（素案）� 問�交通対策課☎60-1859

ごみ総合対策課☎60-1802、クリーンセンター係☎54-1221（〒180-0012緑町3-1-5）
粗大ごみ受付センター☎60-1844

ごみとリサイクル

祝日のごみ収集
　13日（月）のごみ収集は通常通り行いま
す。年間の祝日（年末年始および土・日曜の祝
日を除く）・振替休日も通常通り行います／
問 ごみ総合対策課

市議会からのお知らせ
■第4回市議会定例会の結果
　12月3日〜18日の16日間の会期で開かれた第4回定例会では、19名
の議員が一般質問を行いました。41件の市長提出議案が提出され、「武
蔵野市第六期長期計画のうち市政運営の基本理念及び施策の大綱につ
いて」などが可決されました。議員提出議案は1件提出され、「脱炭素社
会を目指す対策の強化を求める意見書」が可決されました。また、3件
の陳情の採決が行われ、「第六期長期計画に吉祥寺パークエリアの課題
解決に向けて面的なまちづくり将来構想を検討する旨を盛り込むこと
に関する陳情」が採択され、「保育園入園要綱の障害児の扱いに関する
陳情」が意見付き採択されました。詳しくは2月15日発行予定の市議会
だよりまたは市議会ホームページをご覧ください。
■委員会開催のお知らせ
　右記の日程で、委員会を開催します／市
役所7階議会委員会室／傍聴は、当日議会事
務局で受け付けます。大勢でお越しになる
際は、事前に議会事務局までご連絡くださ
い／問�議会事務局議事係☎60-1883
■傍聴に伴う託児サービスがあります
　1月27日正午までに要申込／申·問�議会
事務局庶務係☎60-1882

1月実施対象
本宿小／東部公園／第三小／
ゆりのき公園／ひぐち橋公園
／水道部第10水源／境南く
つろぎ公園／ふるさと歴史館

（50音順）
朝日双葉 公募市民
麻生明子 公募市民
新井保志 市立小中学校長会
大津昭宏 NTT情報ネットワーク総合研究所
小川隆申 成蹊大学教授
木村　浩 市環境部長
小餅憲一 クリーンむさしのを推進する会
鈴木雅和 筑波大学名誉教授
千葉百子 水の学校サポーター
白田紀子 武蔵野自然塾
服部　茂 東京電力パワーグリッド株式会社
花俣延博 市商店会連合会
三吉朋典 東京ガス株式会社
村上　明 公募市民
山本富士雄 商工会議所

■�環境市民会議委員決定
　市の環境保全に関する基本的事
項について調査・審議する環境市
民会議の委員が決定しました／会
議の開催は市ホームページなどに
掲載／問�環境政策課☎60-1841

■�不要な年賀ハガキを回収します
　1月19日（日）〜2月13日（木）／各
施設の開庁・開館時間／市役所、各
市政センター・コミセン（けやき・桜
堤コミセンは除く）、市内全郵便局／

■�水道管の凍結にご注意を
　この時期、水道管が凍ったり破
裂したりすることがあります。露
出しているもの、北側の風あたり
の強いところにあるものは、備え
が必要です。発泡ポリスチレン系
保温チューブ（市販）などを巻きつ
けて保温しましょう／問�水道部

■�防災行政無線デジタル化整備工事のお知らせ
　令和2年度まで順次実施／市内47局／ご理
解ご協力をお願いします。詳細は市ホームペー
ジ参照／問�防災課☎60-1821

■�防災ボランティア訓練の参加者
募集
　1月18日（土）
午前9時（集合）
〜11時15分／
雨天実施／市
民文化会館／災害時にボランティ
アの活動拠点となる「災害ボラン
ティアセンター」の立ち上げ訓練
を実施します。災害ボランティア
役としてご協力いただける方を募
集します／申·問�1月10日までに
Eメールまたは電話で市民社協☎
23-0701、shimin@shakyou.
or.jpへ。

■�消防団出初式
　1月12日（日）午前10時／武蔵
野中央公園（八幡町2-4）／荒天
時、式典のみ総合体育館で実施／
式典、消防演技、一斉放水、消防少
年団演技、消防署はしご隊演技、亜
細亜大学吹奏楽団による演奏など
／問�防災課☎60-1820

■�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、市内3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

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

■�誕生記念樹プレゼント
　出生時、市に住民登録した新生
児の健やかな成長を願って、誕生
記念の苗木を進呈（配付日時・場
所などを記載した引換券を郵送）
／樹種：オリーブ、ジューンベ
リー、パキラなど／1月10日まで
の申し込みで1月下旬〜2月苗木
店で配付（ほか年3回）／申·問�生
後1年以内に通年受付。申込書
（「こんにちは赤ちゃん訪問」時に
助産師より、または緑のまち推進
課で配付）を緑のまち推進課☎
60-1863へ。市ホームページから
電子申請可。

年賀ハガキ・そのほかハガキすべて
（インクジェット紙も可、写真付きや
紙以外は不可）／各施設の専用ボッ
クスに束ねずに投入／個人情報厳
守／製紙工場でトイレットペーパー
にリサイクル／問�ごみ総合対策課

■期日・内容�
開会時間（予定）：午前10時
★は託児あり
期日 会議名

1/21
（火）

議会運営委員会（令和2年
第1回市議会定例会の日
程予定案についてほか）

1/23
（木）

議会広報委員会（市議会だ
より378号についてほか）

1/29
（水）

自治基本条例審査特別委
員会★

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
た雪や降雪による倒木や枝折れが
あった場合には、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
の詳細は7頁の欄外参照／問�防災
課☎60-1821、道路課☎60-1857

工務課☎52-0735
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集
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習

●商工会館：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）〒₁₈₀-₀₀₀₄吉祥寺本町1-10-7●市民社協・ボランティアセンター武蔵野・福祉公社・地域包括ケア人
材育成センター〒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●総合体育館：野外活動センター・市体育協会（3階）〒₁₈₀-₀₀₀₁吉祥寺北町5-11-20●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

教
育
支
援
課

介助員
5名程度

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

4月1日〜／週5日（月〜金曜、勤務先によっ
て週4日の場合あり）午前8時〜午後3時30分
のうち6時間、年1回宿泊勤務あり／春・夏・
冬休みは勤務なし／市内特別支援学級設置
校／週5日：月額17万6800円、週4日：14万
1500円／期／交

書類審査、
面接：
2月5日（水）ま
たは6日（木）

申·問 1月20日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「特別支援学級介助員の果た
すべき役割について」（400字以内）を郵送または直接〒180-8777教育支援課☎60-1908へ

交
流
事
業
課

国内外都市交流
（韓国語）および
一般事務
1名

国際交流および国内の都市交流事業の事務補
助および庶務事務、一般庶務事務／①〜⑤の
すべてを満たす方①国籍問わず、外国籍の方
は就労可能な在留資格保持者②日本語でのコ
ミュニケーションが可能な方③日本語から韓
国語、韓国語から日本語への通訳がネイティ
ブレベル④日本語と韓国語間の公文書、ビジ
ネスレターなどの翻訳がネイティブレベル⑤
日本語・ハングルでの基本的なPC操作（ワー
ド、エクセル、パワーポイント）が可能

4月1日〜／
週5日（月〜金
曜）午前9時〜
午後5時／月
額25万2100
円／期／交

一次：書類審査、
作文
二次：翻訳試験、
面接試験
2月8日（土）

申·問 1月27日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、応募動機（日本語800字以内の作文）
を郵送または直接〒180-8777交流事業課☎60-1806へ

環
境
政
策
課

環境啓発施設
コーディネー
ター
3名

11月開設予定の環境啓
発施設のコーディネー
ター職／環境に関心が
あり、市民活動の経験が
ある方／PC

4月1日〜／4〜10月：週5日（月〜金
曜）、11月以降：週5日（水〜月曜の指
定する日）／午前9時〜午後5時／4
〜5月：クリーンセンター管理棟、6
月以降：エコプラザ（仮称）予定／月
額22万1400円／期／交

書類審査、
面接：
1月31日（金）

申·問 1月17日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「環境に関する市民の学びや
市民団体の活動にどう関わりたいと思うか」（800字程度）を郵送または直接環境政策課環境啓
発施設開設準備担当（クリーンセンター内）☎54-1221（〒180-0012緑町3-1-5）へ

■市の会計年度任用職員の募集
特に記載のないものは令和3年3月31日まで（条件付採用期間あり・勤務成績が良好な場合に限り、
再度任用される場合あり）、社会保険・雇用保険・共済会（互助会）加入あり／期 期末手当あり／交 交
通費あり（上限あり）／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
／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／
地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

人
事
課

保健師
1名

市職員の健診・保健指導・相談業
務・健康教育・体調不良者への対
応など／保健師免許／PC

4月1日〜／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後5時／市役所
保健室／月額34万3700円／
期／交

書類審査、
論文・面接：
1月31日（金）

申·問 1月17日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777人事課
☎60-1811へ

子
ど
も
協
会

学童クラブ
支援員
若干名
正規職員

学童クラブに通う
児童の育成ほか／
放課後児童支援員、
保育士資格、社会福
祉士資格、幼小中高
の教員免許のいず
れかを有する方（取
得見込み可）

4月1日〜／週5日（月〜土曜のシフト勤
務）。月〜金曜：午前11時30分〜午後7時15
分のうち7時間（学校長期休業日などは午前
8時〜午後7時15分のうち9時間15分）、土
曜：午前8時〜午後7時15分のうち10時間
（1年単位の変形労働時間制）／市立学童ク
ラブ／月額（短大卒）18万5020円、（大卒）
20万4276円。年齢・経験による加算あり／
交

書類審査、
一次：グループ
ワーク、性格検
査、小論文
1月26日（日）
二次：面接
2月11日（祝）

申·問 1月14日（火・消印有効）までに指定の申込書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。詳細は試験案内（児童青少年
課、各市政センター・図書館、同協会事務局で配布、http://mu-kodomo.kids.coocan.jp/から
印刷可。申込書付き）参照

生
涯
学
習
振
興
事
業
団

青少年活動
支援
若干名
嘱託職員

青少年の居場所づく
りのための事業の企
画・運営業務など／
PC

4月1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

書類審査、筆記：
2月15日（土）
面接：
2月24日（振休）

図書
若干名
嘱託職員

図書カウンター業務
および付随する業務
など／司書資格を有
する方／PC

4月1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

申·問 1月14日（火・必着）までに申込書（総合体育館、各図書館で配布、http://www.musa 
shino.or.jp/から印刷および総合体育館に郵送請求可［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［84円切手貼付、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

■関係団体の嘱託職員などの募集
特に記載のないものは令和3年3月31日まで（試用期間なし。再度任用される場合あり）、社会保険・
雇用保険加入あり／交 交通費あり（上限あり）／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／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

講 座・講 習 講師の方などの敬称略

開催日 番号・開始時間 会場 締切日

2月1日（土） ⑰午前10時
⑱午後1時★ スイングレインボーサロン 1月26日（日）

対象／定員 市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子ども同伴
可（認定証の交付なし、託児なし）／各80名（超えた場合抽選）

内容／持ち物
交通安全教育の専門家と武蔵野警察署員（予定）による交通ルール・
マナーの確認、講話など（1時間20分程度）／本人確認書類（運転免
許証、学生証、健康保険証など）、受講票（締切日以降に郵送）、筆記用
具、更新受講する方は自転車安全利用認定証

特典
・ 自転車安全利用認定証発行（有効期限あり）
・ TSマーク付帯保険の1000円分助成（市内在住者のみ）
・ 有料駐輪場定期利用の優先措置（必ずしも利用を保証するもので
はありません）

申

市ホームページから電子申請またはハガキ（5頁の申
込要領参照し、⑰〜⑱から第1・2希望、★は子どもの
人数、更新の方は認定番号10桁も明記）で〒180-8777
交通対策課「自転車安全利用講習会担当」へ。右記二
次元バーコードから申込可

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

募　集
障害者を対象とする会計年度任用職員募集

（令和2年4月1日採用）

会計年度任用
職員とは

非常勤の地方公務員。地方公務員法等の改正に伴い、4月から新たに
創設される。現在の嘱託職員や臨時職員の制度が会計年度任用職員
制度に移行する。

受験資格
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
いる方で、4月1日から就労可能な方。地方公務員法第16条に規定す
る欠格条項に該当する方は受験できません。

勤務場所／業
務／応募資格

①市役所／事務補助／パソコン（ワード、エクセル）操作のできる方
②市内保育園／清掃などの軽作業
③ ふるさと歴史館／文化財に関連する業務など／パソコン（ワード、
エクセル）操作のできる方、学芸員資格を有する方または同程度の
知識を持つ方

人数 ①〜③あわせて5名程度

内容

4月1日〜3年3月31日（条件付採用期間あり・勤務成績が良好な場合
に限り、再度任用される場合あり）／週5日（月〜金曜）ア：午前9時〜
午後4時（実働6時間）、イ：午前9時〜午後5時（実働7時間）も応相談／
ア：月額18万300円、イ：月額21万400円／期末手当あり／社会保
険・雇用保険・共済会（互助会）加入あり／業務によって所定外労働・
休日勤務あり／交通費あり（上限あり）

選考 書類審査あり／一次面接：1月下旬、二次面接：2月上旬（予定）

申込書
市指定の申込書兼履歴書（市役所案内・人事課、各市政センター・図書
館、総合体育館、市民会館、スイング、吉祥寺シアター、ふるさと歴史
館で配布、市ホームページから印刷可）

申·問
1月15日（水・必着）までに市指定の申込書兼履歴書（写真貼付、①〜
③の希望業務も明記）を郵送または同日午後5時までに直接〒180-
8777人事課☎60-1814へ。
＊履歴書の返却不可。結果は全員に2月中旬までに郵送で通知。

1月のお知らせ
■�善意の寄付ありがとうございました
　玉置正彦様：金1660円。市政のため
／辻本公一様：金10万円。緑の保全の
ため／明泉会代表西前律子様・古屋啓
子様：組立式書架3台、書籍26冊。教育
活動に協力するため／問 管財課☎60-
1815
■�市民会館　3月分使用申込
　仮申請：1月4日（土）〜15日（水）／公
開抽選：1月17日（金）午後1時30分／
仮申請が重なった場合利用団体などに
よる公開抽選／本申請：1月20日（月）
〜31日（金）午前9時〜午後8時／空き
室は使用当日まで申込可／問 市民会
館☎51-9144
■�シルバー人材センター
　◎入会説明会：1月14日（火）午後1時

30分。同センター会議室。市内在住60
歳以上の健康で働く意欲のある方。就
業内容：家事・子育て援助、庭木の手入
れ、除草、障子・ふすまの張替え、駐輪場
の管理、広報紙の配布、清掃、施設管理
など。年度会費2000円。ゆうちょ銀行
の通帳を持参／申·問 前日までに同セ
ンター☎55-1231へ。◎リサイクルセ
ンター営業日：平日午前9時〜午後3
時。第4土曜（1月25日）午前10時〜午
後4時。再生家具などを販売／問 リサ
イクルセンター☎51-3448。◎庭木の
手入れ申込受付：4月〜6月作業分。高
木は要相談。申込多数の場合抽選／
申·問 1月31日（消印有効）までにハガ
キでシルバー人材センター植木係☎
55-1231へ。

　事務補助や軽作業などを中心とした業務を担う会計年度任用職員
を募集します。皆さんの経験を生かして市役所で働いてみませんか。

■�桜まつりのイベント「何でも発表ショー」参加者募集
　4月5日（日）／むさしの市民公園内特設ステージ（緑町2-2）／市内在
住・在勤・在学のグループ／おおむね3団体（多数の場合選考）／1団体15
分（ステージでの準備・撤収含む）／ダンス、コーラス、民謡、舞踊、マジッ
ク、琴演奏など（太鼓・エレキギターなどは除く）／申·問 1月31日（必着）
までにハガキ・ファクス（代表者について5頁の申込要領参照し、グルー
プ名、人数、活動内容PRも明記）で〒180-8777桜まつり実行委員会事務局
（生活経済課内）☎60-1832、FAX51-9193へ。

■自転車は安全に利用しましょう� 問 交通対策課☎60-1860
◎自転車安全利用講習会　保険の助成など特典あり
　自転車の交通ルール・マナーの周知と事故防止のため、全自転車利用者
の受講を目指して開催しています。（既受講者4万3000名超）

◎東京都内で自転車を利用する皆さんへ
　4月1日から、東京都では条例を改正し、自転車利用中
の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの
損害を賠償できる保険などへの加入が義務となります
／保険加入のポイント①現在、保険に加入しているかを
確認（火災保険や自動車保険、クレジットカードの特約についている場合
もあります）②保険の種類・内容③示談交渉の有無
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ツ

�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

高齢者総合センター在宅介護・地域包括支援センター：緑町2-4-1／桜堤ケアハウス在宅介護・地域包括支援センター：桜堤1-9-9／教育支援センター：大野田小地下1階（吉祥寺北町
4-11-37）／帰国･外国人教育相談室：四中学習センター3階（吉祥寺北町5-11-41）／ハビット：緑町2-6-8みどりのこども館内／協同ネット：御殿山1-6-8ムサシヤビル1階／市民ここ
ろの健康相談室：中町3-4-9ディアハイム武蔵野1階／武蔵野三鷹地域センター：西久保3-1-22

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

相 談 名 日 時 相談場所 問

高
齢
者

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

認知症相談＊来所相談
（電話相談はありません）

8日（水）� 予 10時〜正午
1時〜3時

高齢者総合センター 高齢者支援課
☎60-184616日（木）� 予 市役所

22日（水）� 予 桜堤ケアハウス
総合相談� 来所�予月〜金曜 9時〜5時 福祉公社☎23-1165

（電話相談は随時）法律相談� 予第4水曜 1時〜4時

子
ど
も・女
性

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

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

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

女性総合相談� 予
第1土曜 1時〜3時50分

男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 夜6時〜8時50分
第4火曜 9時〜11時50分

女性法律相談� 予第1土曜 9時30分〜正午

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火〜土曜 9時〜5時

国際交流協会☎56-2922
♣お問い合わせください

中国語 水・金・土曜 10時〜5時
第3木曜 2時〜4時

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

そ
の
他

ボランティア相談 火〜土曜 9時〜5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援� 予水曜 10時〜4時 生活経済課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月〜金曜 9時〜5時 商工会議所☎22-3631
野外活動相談 15日を除く毎日 9時〜5時 野外活動センター☎54-4540
にじいろ電話相談（性的指向・性自認）第2水曜 夜5時30分〜8時30分男女平等推進センター☎38-5187

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

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

法律相談� 予 月･水･金曜 10時〜4時
人権相談� 予 9日（木） 1時〜4時行政相談� 予 9日（木）
交通事故相談� 予 9日・16日（木）1時〜3時30分
税務相談� 予 水曜 1時30分〜4時30分年金・社会保険・労務相談�27日（月）�

障
害
者

法律相談（電話相談も可）�予 21日（火） 10時〜4時

住宅改造相談 月〜金曜 9時〜5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談� 予 21日（火） 1時〜4時 保健センター 障害者福祉課
☎60-1904

く
ら
し

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

9時〜正午
1時〜4時 住宅対策課☎60-1905

高齢者等入居支援相談 月〜金曜 9時〜4時

こ
こ
ろ
の
健
康

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

こころの
健康相談

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

第2・4土曜10時〜正午、1時〜4時
心の医療相談� 予

お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-2334アルコール相談� 予

思春期相談� 予

スポーツ

駅伝競走大会 健康マラソン大会

対象
中学の部：60チーム、高校の部・一般の部・混成の
部：80チーム／1チーム4名（補欠：混成2名まで・そ
のほか1名まで）

6000ｍを40分以内で完走
できる15歳以上（中学生不
可）／230名

開会式 午前9時／陸上競技場 午前10時50分／陸上競技場

部門

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

約6000ｍ
①男女15歳〜29歳の部②男
女30歳〜39歳の部③男40
歳〜49歳の部④男50歳以上
の部⑤女40歳以上の部

参加費 1チーム2040円（中学の部無料） 1人510円

■「武蔵野市ロードレース」参加者募集
　3月8日（日）／スタート：駅伝午前9時30分、マラソン11時15分／1月6
日午前9時から申込順（1月12日までは市内在住・在勤・在学者のみ、駅伝
はメンバー全員が市内在住・在勤・在学であること。駅伝中学の部は抽選）
／代理出走禁止／申·問 所定の申込用紙（http://www.musashino.
or.jp/から印刷可）をファクス（要受信確認、1月31日午後9時必着）また
は直接総合体育館☎56-2200、FAX51-5493へ。参加費は直接持参。

■市民体育大会�スキーフェスティバル
　2月14日（金）午後7時30分市役所出発〜16日（日）午後8
時解散／菅平高原スキー場（長野県）／貸切バス使用／ホ
テル第一館泊／市内在住・在勤・在学の小学生以上（小学生
は親同伴）／40名（申込順）／最少催行11名／15日：ス
キーコンテスト（大回り、小回り、総合滑降、自己申告タイムレース）。16
日：スキークルージングまたはポールレッスン／2万4000円。家族参加
割引などあり。出発1週間前よりキャンセル料。リフト券・昼食・レンタル
スキー代は各自負担／スキーコンテストのみ現地参加可（5000円）／詳
細はhttp://musashino-taikyo.jp/参照／申·問 1月4日〜31日に参加費
を持って直接体育協会☎55-4119へ。

■�水環境講座「水の学校」文化祭〜�
1年のまとめとサポーター活動報告

　1月25日（土）午
後1時30分〜4時
30分／クリーンセ
ンター見学者ホー
ル／1時30分：振り返りカルタ・ク
イズ作り、2時45分：サポーター活
動報告など／橋本淳司（水ジャー
ナリスト）／無料／詳細はチラシ
（下水道課などで配布）、市ホーム
ページ参照／申 当日、
直接会場へ／問 下水道
課☎60-1867

■�気づかない�こんなことまで気をつけて〜子どものスポーツ事故防止研修会
　1月30日（木）午後7時〜9時／市役所811会議室／市内
在住・在勤・在学の方／180名（申込順）／子どものレクリ
エーション・スポーツ活動における事故を未然に防ぐた
めの安全確認など／鈴木知幸（国士舘大学客員教授）／無
料／申·問 1月6日から往復ハガキ・ファクス・Eメール（5頁の申込要領参
照し、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）、電話または直接〒180-8777
生涯学習スポーツ課☎60-1903、FAX51-9269、sec-syougaku@city.
musashino.lg.jpへ。

■�はたらく大人のサードプレイス
セミナー「ひらめき力と思考力」

　2月15日（土）午前
10時30分〜午後0
時30分／武蔵野プ
レイススペースC
／20名（市内在住・
在勤・在学者優先し超えた場合抽
選）／「地頭力を鍛える」を切り口
に、考える方法、考え方のコツを

■�引きこもりサポート事業
　「それいゆ」家族セミナー
　1月18日（土）午後2時〜4時30
分／総合体育館大会議室／不登
校・引きこもりなどの悩みをもつ
家族など／シリーズ若者と考え
る「一歩を踏み出すために必要な
支えって？」／文化学習協同ネッ
トワークむさしの・みたか事業部
スタッフ、協同ネットに関わる若
者たち／無料／主催：武蔵野市／
申 当日、直接会場へ／問 文化学習
協同ネットワーク☎24-6491

習得し、解決へ導く質の高いスキ
ルを身に付ける／芦沢壮一（スキ
ルノート主宰）／1000円／申·問  
1月31日までに往復ハガキ（5頁の
申込要領参照し、性別、生年月日、
在勤・在学者は勤務先・学校名も
明記）または返信用ハガキを持っ
て直接武蔵野プレイス生涯学習
支援担当☎30-1901へ。http://
www.musashino.or.jp/から申
込・当落確認（2月7日〜15日）可。

スマホやタブレットで読める　市報むさしの

デジタルブック配信中
　10言語（日本語・英語・中国語など）に対応しています。上記二次元バー
コードにアクセスすると最新号とバックナンバーが参照できます／
問�秘書広報課☎60-1804、交流事業課☎60-1806
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【保育園】●南☎48-1501●吉祥寺☎51-5206●境☎53-1783●境南☎32-2443●東☎21-2495●北町☎21-6681●千川☎51-8478●境南第2☎32-8167●桜堤☎52-4671●武蔵野赤
十字☎52-3298●まちの保育園	吉祥寺☎38-8260●ありんこ☎54-1356●精華第一☎54-3854●精華第二☎38-7352●西久保☎51-5307●ふじの実☎55-2525●ニチイキッズ武蔵野
やはた☎60-2015●キッズガーデン武蔵野関前☎38-6825（38-6867）●武蔵境コスモ☎55-8686●グローバルキッズ武蔵境園☎51-2242●マミー吉祥寺東☎27-5541●うぃず吉祥寺
第一☎27-1565●うぃず吉祥寺第二☎27-5468●ひまわり☎56-8732●境南すみれ☎30-9581●武蔵野もみじの森☎38-8611●このえ武蔵境☎27-8550●中町すみれ☎38-6220　【そ
のほかの施設】●境こども園☎53-2312●桜堤児童館☎53-2206

子 育て
施設

ス
ポ
ー
ツ
／
子
ど
も

子 ど も 講師の方などの敬称略

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

事業名 日程・対象・内容 申 託児

育児相談
吉祥寺・はらっぱ：0～3歳児の親／困ったことや聞いてほし
いことなど／子どもをそばで遊ばせながらスタッフが相談
に応じます／託児：希望日の3日前までに要申込

不
要�

ともだちみっけ
〜赤ちゃんといっしょ

吉祥寺：1月7日・14日（火）・24日（金）・28日（火）／午後2時
30分～3時／0歳～おおよそ1歳3カ月と親

不
要

0123×地域
〜地域と協働する子育
て支援

はらっぱ：お正月あそびの会／1月19日（日）午前11時～正午
／0～3歳児と家族／コマ回し・お手玉・めんこ・お魚パック
ン・紙飛行リング・ぶんぶんゴマ（簡単な工作コーナーあり）

不
要

ふたご・みつごの
つどい

【0123施設出張事業】市役所811会議室：1月16日（木）午前
10時～11時30分／多胎育児をされている家族のための集
い。多胎ならではの悩みを話したり、情報交換など楽しく過
ごしましょう。プレママ、先輩ママの参加も大歓迎。時間内の
出入り自由／申 当日、直接会場へ／問 0123吉祥寺

不
要

おもちゃ病院の日
ぐるりん：おもちゃドクターによるおもちゃの修理／1月25
日（土）当日預かり午前10時～正午(修理が終わり次第連絡)
／1家族1点／申 事前預かりは16日から直接ぐるりんへ
（25日に取りに来られる方のみ）

◎

けん玉チャレンジ！
〜けん玉を楽しもう

ぐるりん：けん玉名人によるけん玉パフォーマンスとけん玉
遊び／1月11日(土)午前10時30分～11時30分／市内在住
の未就学児と家族／地域子ども館職員有志

不
要

保育園 申 1月6日から各保育園へ（平日午前10時～午後4時）
定員のある園もあります

プレママのひろば・
あかちゃんのひろば

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

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

会場 日程 時間 プレママ	申 あかちゃん	申
南保育園 1/10（金） 午前9時45分 ◎ ◎
東保育園 1//21（火）

午前10時～11時

◎ ◎
吉祥寺保育園 1/16（木） ◎ ◎
千川保育園 1/8（水） ◎
境保育園 1/10（金） ◎ ◎
境南保育園 1/16（木） ◎ ◎
境南第2保育園 1/15（水） ◎ ◎

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／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
南 誕生会 1/20（月）午後4時 未就学児と親
北町 見学会 1/17（金）時間は予約時にお伝えします 5組

武蔵野赤
十字 体験保育 1/16（木）午前9時～11時30分／300円

1歳児（平成29年4月
～30年3月生）、2歳
児（28年4月～29年3
月生）／2組（申込順）

精華第一 ミュージカル「こびとのくつやさん」 1/9（木） 午前9時30分～10時15分 未就学児と親

境 1歳のひろば 1/17（金）午前10時～11時 1歳児（平成29年4月
～30年3月生）

境南第2 誕生会 1/16（木）午前9時30分～10時 未就学児と親
グローバ
ルキッズ
武蔵境園

ふれあい広場
（餅つき） 1/7（火） 午前10時～11時 1歳児～

桜堤 どんど焼き・誕生会 1/9（木）
午前9時45分～10時15分
終了後は園庭あそびをど
うぞ

未就学児と親

離乳食講座 1/16（木）午後1時15分～2時15分 10カ月児までと親
ひまわり 一緒に遊ぼう（1歳児クラス） 1/15（水）午前9時50分～11時 平成29年4月～30年

3月生／2組

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学児と親／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

スポーツ関連のお知らせ
○1月の市民スポーツデー
　1月19日（日）午後1時～4時／市立小学校の校庭・体育館（上履きを持参）を一般
開放／開放する小学校：第三・大野田・境南・千川・関前南／特別イベント…境南
小：ボッチャ、グラウンド・ゴルフ（午後1時30分～3時）／問 生涯学習スポーツ課
60-1903
○武蔵野中央公園スポーツ広場使用中止日のご案内（2月）
　午前9時～午後5時：11日（祝）・15日（土）・17日（月）～22日（土）／午後1時～5
時：2日（日）・8日（土）／午前9時～午後1時：9日（日）／問 総合体育館56-2200
○第四中プール休場日のご案内（1月）
　温水プールの工事期間中の代替として1月6日（月）から第四中プールを開場し
ます／休場…終日：15日（水）・18日（土）／問 総合体育館☎56-2200

◎市民探鳥会
1月13日（祝）午前9時45分井の頭恩賜公園野外ステージ前集合・正午解散／小雨実施（確
認は当日午前8時30分以降に野外活動センター）／市内在住・在勤・在学の方（小学3年生
以下は保護者同伴、未就学児参加可）／100名程度（先着順）／グループに分かれて観察／
むさしの自然史研究会／無料／筆記用具、あれば双眼鏡を持参／申 当日、直接会場へ／
問 野外活動センター
◎親子野あそびクラブ〜氷の世界を楽しもう
2月15日（土）午前7時三鷹駅北口出発・午後7時30分解散／雨天実施／松原湖（長野県小
海町）／貸切バス使用（添乗員同行）／市内在住・在学の小学生と保護者／45名（超えた場
合抽選）／最少催行15名／雪遊びと氷上ワカサギ釣り体験／むさしの自然史研究会／大
人5700円、子ども3460円／昼食を持参／申·問 1月14日（必着）までにハガキ・ファクス
（5頁の申込要領参照し、参加者全員の生年月日、在勤・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
◎「自然の村直行バス運行」2泊3日で自然の村へ
3月13日（金）午後7時三鷹駅北口出発～15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）／14日スキー場（小海リエック
ス・スキーバレー）に無料送迎あり／申·問 2カ月～2日前に自然の村の宿泊予約と合わせ
て直接野外活動センターへ
＊旅行条件説明書はホームページまたはDo Sportsをご覧ください
（公財）武蔵野生涯学習振興事業団　野外活動センター（東京都知事登録旅行業第2-6513号
一般社団法人全国旅行業協会正会員）吉祥寺北町5-11-20

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

コミセン 日程 担当・運営団体
吉祥寺東 1/10（金） 0123吉祥寺
本宿�＊ 1/6・20（月） さんりんしゃの会
吉祥寺南町�＊ 1/17・24（金） 吉祥寺南町コミュニ

ティ協議会ゆとりえ＊◎ 1/10（金）
御殿山 1/14（火） 0123吉祥寺吉祥寺西 1/28（火）
吉祥寺北�＊ 1/11（土）・24（金） サニーママ武蔵野
中町集会所�＊ 1/10（金）・27（月） いずみの会

西久保�＊ 1/6・27（月）★ 西久保コミセンひろ
ばピノキオ

緑町 1/23（木） 0123はらっぱ
八幡町�＊ 1/11（土）・15（水） はちコミほんわか隊
関前 1/22（水） 0123はらっぱ
西部�＊ 1/14・28（火）

境おやこひろば武蔵境自動車
教習所�＊◎ 1/19（日）

境南 1/8・15（水） 桜堤児童館

親子ひろば
午前10時～11時30分（ゆとりえ
は午前10時30分～正午／西部は
午前10時30分～午後0時30分）／
中止は前日（土・日曜、祝日の場合
はその前の平日）までにすくすく
ナビ、市フェイスブックでお知ら
せ／0歳～未就学児と保護者／ス
タッフや地域の方たちと情報交換
やおしゃべりをしながら自由に遊
べるひろば。
＊ c こ 　ら 　ぼ 　のollabonoコミセン親子ひろば
（共助による子育てひろば事業）
◎ コミセン以外の所へ出張して
います
★出張おもちゃのぐるりん
申当日、直接会場へ／問子ども政
策課☎60-1239

コミセン

■�親と子の広場「親子で表現遊び〜
ぴょんぴょん山からこんにちは」
　2月7日～28日の毎週金曜（全4
回）／午前10時～11時30分／市民
会館／市内在住で2月7日現在1歳
6カ月～2歳6カ月児と親（全回参
加）／16組（初参加者優先し超えた
場合抽選）／佐藤律子（アフタフ・
バーバン専任スタッフ）／無料／
対象児以外の子連れ不可／申·問
1月15日（必着）までに往復ハガキ
（5頁の申込要領参照し、子の氏名
［ふりがな］・生年月日・性別も明
記）または返信用ハガキを持って
直接市民会館☎51-9144へ。

■プレーパーク〜公園で遊ぼう
　①大野田公園（吉
祥寺北町4-11）：1月
10日～3月27日の
毎週金曜②松籟公
園（吉祥寺東町4-3）：1月11日～3
月28日の毎週土曜／【共通】午前
11時～午後5時／雨天実施／乳幼
児～小・中・高生／駐車場なし／
問 プレーパークむさしの☎26-
9317（月・火・第1木曜を除く午前
10時～午後5時）、大野田公園☎
080-2291-5675、松籟公園☎
080-7706-0105、児童青少年課
☎60-1853

■�こども国際交流クラブ
　お料理コース
　2月22日（土）午後2時～4時45分
／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）／ロシア式
スープ（クリームチーズ入り）／
ヤーナ・サフォーノワ（ロシア出身）
／子どもと保護者各1名1組2000
円（国際交流協会会員1000円）。子
ども1名の追加500円／前日・当日
キャンセルは参加費全額／エプロ
ン・子ども用上履き・筆記用具を持
参／申·問 1月8日～2月20日に国
際交流協会☎36-4511へ。https：
//mia.gr.jp/から申込可。

■新春こどもかるた大会�百人一首
　1月26日（日）
午後1時～3時
／市役所8階和
室／市内在住・
在学の小・中学生／30名（定員を
超えた場合抽選）／申·問 1月10日
（必着）までに往復ハガキ（5頁の
申込要領参照し、学校名・学年、か
るた歴、保護者氏名も明記）または
返信用ハガキを持って直接〒180-
8777芸文協（生涯学習スポーツ課
内）☎60-1856（火・金曜、午前9～
午後4時）へ。
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ガイド＆GUIDE
●各事業への申込方法　申し込
みの際は、必ず行事名、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を明記
してください。●申し込みや問
い合わせは直接各記事の申・問
へ。市内施設の住所は頁下の欄
外や11頁を参照。●講師の方な
どの敬称略

◆ 講座・講習・イベント ◆

■大須賀一雄作品展を開催
1月6日（月）午後1時〜2月5日
（水）／サイン会：1月6日（月）午
後1時〜5時／ペニーレーン
ギャラリー（吉祥寺本町1-8-16
コピス吉祥寺A館）／季刊むさ
しの「武蔵野スケッチ物語」で水
彩画を描画している同画家の作
品展／無料／問 開発公社☎22-
0381
■身体に負担をかけない介助術
1月10日（金）午後1時30分〜3
時30分／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）／在宅介護して
いる方、関心のある方／15名／
渡邉裕司（ふるーる訪問介護武
蔵野理学療法士）／100円／
申·問 1 月 8 日までに同セン
ター・宇根☎23-1213へ。
■�公開講演会「パラスポーツの魅
力、この講演でわかります！」
①1月10日（金）②17日（金）／午
後6時30分〜8時30分／①亜細
亜大学5号館512教室。小林幸一
郎（フリークライマー）、花岡伸
和（ハンドサイクリスト）②同大
学2号館236教室。初瀬勇輔（視
覚障害柔道選手）、山本恵理（パ
ラ・パワーリフティング55kg級
選手）／無料／申 当日、直接会場
へ／問 同大学障がい学生修学支
援室☎36-4403（境5-8）
■�講演会～もうどならない・感
情的にならない子育て
1月11日（土）午前10時30分〜
正午／30名／毎日のちょっとし
た「イライラ」から卒業しません
か？子どもの「困った」に対処す
るためのヒント／高祖常子（児
童虐待防止全国ネットワーク理

事）／無料／申·問 子育て応援ス
ペースとことこ☎27-7195（関
前4-17-10）
■聴覚障害者協会　講演会
①1月12日（日）②19日（日）／午
後2時〜4時／西久保コミセン多
目的室／聴覚障害者、手話に関
心のある方／①それが伝わりや
すい手話となる②見る言葉（手
話）と聴く言葉（日本語）／塩谷
武志（駆け込み手話寺代表）／手
話通訳・要約筆記あり／無料／
申 当日、直接会場へ／問 同協会
FAX54-3083、deaf_musashi
on＠yahoo.co.jp
■0・1・2歳親子ひろばさくらんぼ
1月14日（火）午前10時〜正午／
千川さくらんぼクラブ（八幡町
2-5-3）／市内在住の0〜2歳と
保護者／15組（申込順）／簡単お
もちゃ作り／石川くに子（おも
ちゃコンサルタントマスター）
／無料／申·問 1月10日までに
武蔵野千川福祉会☎30-0022
へ。
■老いじたく講座
1月15日（水）午前10時30分〜
正午／福祉公社会議室／20名
（申込順）／エンディングノート
を書いてみよう／無料／申·問
福祉公社☎23-1165
■テンミリオンハウス花時計
◎百人一首をして遊びましょ
う：1月16日（木）午前10時〜11
時30分。16名。◎0歳からようこ
そ！みんなで楽しむコンサート
（冬）：1月23日（木）午後1時30分
〜2時30分。20名。むさしのママ’
Sミュージック（MMM）／【共通】
申込順／申·問 1月6日から花時
計☎ 32-8323（境南町2-25-3）
へ。
■国際交流協会（MIA）
　アロマテラピー体験教室
①1月23日（木）午後2時〜4時。
15名。アロマの歴史・香りの効果
について、アロマを使ったハンド
クリーム・ルームスプレー作りな
ど。②2月6日（木）午後2時〜4時
30分。10名。オリジナルの無添加
せっけん作り。タオル・手洗い用
洗面器かボウル1つを持参／【共
通】同協会会議室／申込順／坂

村慈恵詩（香港出身）／各1500
円（同協会会員1000円）／各コー
ス2日前の正午を過ぎたキャン
セルは参加費全額／ティーカッ
プを持参／申·問 1月21日までに
国際交流協会☎36-4511へ。htt
ps：//mia.gr.jp/から申込可。
■全年齢対象合同就職面接会＆
　就職支援セミナー
1月24日（金）。三鷹産業プラザ
（三鷹市下連雀3-38-4）。◎セミ
ナー：午前10時〜正午（受付9時
30分）。60名（申込順）。面接対策
セミナー。須田万里子（東京しご
とセンター多摩専任講師）／
申 電話または直接ハローワーク
三鷹へ。◎面接会：午後1時〜3時
（受付0時30分〜2時30分）。参加
企業：10社程度（約1週間前にハ
ローワーク三鷹窓口・ホーム
ページで公開）。履歴書複数枚・
ハローワーク紹介状を持参／
申 当日、直接会場へ／問 ハロー
ワーク三鷹☎47-8617、生活経
済課☎60-1832
■がん患者・家族交流会
　「リンパ浮腫予防について」
1月24日（金）午後2時〜4時（受
付1時30分）／武蔵野赤十字病
院5番館多目的室／15名（申込
順）／西巻佳子（同病院認定看護
師）／無料／申·問 同病院がん相
談支援センター☎32-3111
■高齢者総合センター
　新春囲碁・将棋大会
①将棋：1月24日（金）。40名。②
囲碁：1月31日（金）。90名／【共
通】午前9時45分〜午後3時30分
／市内在住で60歳以上の方。級
位クラスの方の参加も可／申込
順／遅刻は不戦敗。成績優秀者
には賞品あり（初参加者は受賞
対象外）。対局時計使用／無料／
昼食を持参／申·問 ①1月17日
②1月24日までに電話または直
接同センター☎51-1975（日曜、
祝日を除く）へ。
■�「居場所づくり」と聞いてやっ
てみたいと思った方の交流会
1月25日（土）午後2時〜4時／
CAFE&BARdizzle（吉祥寺本町
1-11-27PAL吉）／市内在住の
方／20名（申込順）／身近な地域

の居場所づくりについての説
明、実践者報告と参加者同士の
交流／300円／詳細はhttp：//
www.shakyou.or.jp/ 参 照 ／
申·問 1月6日〜20日に市民社協
☎23-0701へ。
■�地域認知症講座「知っておく
と得をする認知症のこと」
1月28日（火）午後2時〜3時30
分(受付1時30分)／関前コミセ
ン／市内在住の方／30名（関前
在住の方優先し申込順）／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 1月24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。

◆ スポーツ ◆

■アーチェリー教室
初心者昼の部：1月11日・25日、2
月8日・22日、3月7日・21日の土
曜。午後0時30分〜3時／初心者
夜の部：2月11日、3月10日の火
曜。午後6時45分〜9時／上級
者：1月4日・18日、2月1日・15
日、3月14日・28日の土曜。午後0
時30分〜3時／【共通】総合体育
館弓道場／市内在住・在勤・在学
の小学4年生以上（小・中学生は
保護者同伴）／1回400円（学生
200円）／申 当日、直接会場へ／
問 アーチェリー協会・須長☎
37-4320
■ソシアルダンスの集いと講習会
1月12日（日）午後1時〜5時／総
合体育館ダンス室／プロ講習会
（ルンバ）、ミキシング、武蔵野サ
ンバ／500円／申·問 ソシアルダ
ンス連合会・島森☎080-6555-
2144
■水泳教室
①フィンで楽しむ：4月10日〜6
月12日の毎週金曜。4900円。②
火曜日夜間：4月7日〜6月9日。
4800円／【共通】全9回／午後7
時〜8時30分／第四中プール／
市内在住の中学生以上／各30名
（超えた場合抽選）／申 1月14日
（必着）までに往復ハガキで体育

協会へ／問 水泳連盟・佐藤☎
080-8479-1573

◆ お知らせ ◆

■司法書士による法律相談会
1月11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。
■�司法書士・土地家屋調査士に
よる登記相談会
1月24日（金）午前10時〜午後3
時／市役所ロビー／相続・遺言、
売買、贈与などの不動産登記に
関する相談など登記全般、土地
建物測量、空家問題／無料／申
当日、直接会場へ／問 東京司法
書士会武蔵野支部・勅使☎27-
6761、東京土地家屋調査士会武
蔵野支部☎54-2666
■湖南衛生組合所有地売却の
　お知らせ
組合所有地を一般競争入札にて
申し込みのなかった物件につい
て、先着順により売却します／物
件所在地（地積）売却予定価格：
武蔵村山市大南3-9-2（166.88
㎡）2469万8240円、東大和市上
北台 3-377-2（59.76 ㎡）878 万
4720円／申·問 3月31日までに
同組合☎042-561-1551へ。
■むさしのFM放送番組審議会
11月29日（金）午後4時30分よ
り商工会館で開催しました。詳
細はむさしのFMホームページ
に掲載／問 エフエムむさしの業
務部☎23-0782
■むさしのみたか市民テレビ局
　ケーブルテレビデジタル11ch
1日（祝）〜16日（木）【わがまち
ジャーナル】東京2020〜KIMO 
NOでおもてなし〜染色家白石
麻衣さん、心を結ぶ　水引の文
化17日（金）〜31日（金）【アン
コールアワー】くらしのINDEX
「匠」小さなキャップで大きな貢
献　福祉作業所天成舎施設長　
小川晴美の挑戦！、キャスター
宮川の視点　「足りないところ
はお互い様」／問 同テレビ局☎
79-1434

Ⓒ2017office+studioT.P.S
画像提供：株式会社BBB

図 書 館 文中の敬称略

●中央図書館………吉祥寺北町4-8-3☎51-5145

●吉祥寺図書館…吉祥寺本町1-21-13☎20-1011

●武蔵野プレイス……境南町2-3-18☎30-1900

http://www.library.musashino.
tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を

1
月
の
休
館

年始休館：1月1日（祝）〜4日（土）
中央：10日・17日・24日・31日（金）＊13日（祝）は午後5時まで開館
吉祥寺・武蔵野プレイス：8日・15日・22日・29日（水）

おはなしひろば
1/8（水）午前11時30分〜正午／おはなしぱんだがやってくる／
ぐーぐーらいぶ
1/6・20・27（月）・15・22・29（水）／午前11時30分〜11時45分
／乳幼児と保護者／絵本の読み聞かせ、てあそびほか

トランポリンの日 1/7・14・28（火）・9・16・23・30（木）／午前11時30分〜正午／乳
幼児と保護者

卓球教室 1/8（水）午後3時〜4時／小・中学生／スポーツ指導員

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

ちびっこランドワン 1/17（金）午前10時30分〜11時30分／1歳と保護者／身体を動
かして遊ぼう

おはなし玉手箱 1/20（月）午後3時30分〜4時／乳幼児と保護者、小・中学生／素
話「かさじぞう」ほか／メルヘンの会

ゆう・遊・グーの日 1/21（火）午前10時30分〜11時30分／乳幼児と保護者／リズム
であそぼう

ふたご・みつごの
つどい

1/15（水）午前10時〜11時30分／多胎児育児をされている家族、
プレママ、先輩ママ／多胎ならではの悩みを話したり、情報交換

ちびっこランド
ニャン・3・シー

1/24（金）午前10時・11時／各45分／2〜4歳と保護者／各17名
（市内在住者優先し申込順）／親子でリトミック／荻原めぐみ（天
野式リトミック講師）／申 1/23午後5時までに電話または直接

地域クラブヨガサーク
ル1日体験〜心と体の
リフレッシュを

1/27、2/3（月）／午前10時〜11時30分／各15名（市内在住の方1
回のみ、申込順）／子連れ可／動きやすい服装で、バスタオル・飲み
物を持参／申 1/6〜2日前の午後5時までに本人が電話または直接

SomLicペアレンティ
ング・プログラム「自分
らしい子育てを見つけ
よう」

2/7・21（金）／午前10時〜11時30分／2回とも参加できる子育
て中の保護者／10名（市内在住者優先し申込順、6カ月未満児同席
可）／田中真衣（白梅学園大学講師）／託児：5名（申込順、1回1人
500円）／申 1/14〜31午後5時までに電話または直接

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

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

■シネマプレイス
～日曜の午後の映画会
　1 月 19 日
（日）午後2時
30 分（開場 2
時15分）／武
蔵野プレイス
フォーラム／
中学生以上／
100名（先着順）／「kapiwとapap 
po〜アイヌの姉妹の物語」（2016
年、日本、112分、カラー、日本語、
監督：佐藤隆之、出演：床絵美、郷右
近富貴子ほか）／無料／座布団・
クッションなど持参可、自転車の

■1月のどっきんどようび
　1月11日（土）午後
2時30分（開場2時15
分）／武蔵野プレイ
スフォーラム／幼
児・小学生と保護者／100名（先着
順）／人形劇「こひつじとつの笛」
ほか（約45分）／人形劇団ポポロ
／無料／申 当日、直接会場へ／
問 武蔵野プレイス

方は駐輪場混雑のため時間に余裕
をもってご来館ください／申 当
日、直接会場へ／問 武蔵野プレイ
ス
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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
�HPhttps://www.himawari.metro.tokyo.jp/

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

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
毎週日曜 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
＊そのほかの当番薬局は市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/参照

休日の医療機関� 1/1（祝）～14（火）
初期救急（入院を要しない急病）� ○印＝午前9時〜午後5時　◎印＝午前9時〜午後10時
※症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
　 なお、午前9時〜午後5時までの間に1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

1日（祝）
○湯川リウマチ内科クリニック 内科・小児科 境南町3-14-6 31-1155
○長谷川小児科医院 小児科 吉祥寺北町2-8-5 22-6804
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

2日（木）
○いるかこどもクリニック 小児科 桜堤2-7-27 52-1650
○沼田内科小児科医院 内科 吉祥寺北町2-5-17 22-7260
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

3日（金）
○スイング・ビル野崎クリニック 内科 境2-14-1 36-3534
○わたなべ小児科 小児科 吉祥寺北町1-18-7 28-1222
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

5日（日）
○かたおか医院 内科 西久保3-2-22 50-5311
○おおやクリニック 内科・小児科 境2-8-3 51-3001
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

12日（日）
○かしわでクリニック 内科・小児科（3歳以上）境2-15-5 38-7277
○松井クリニック 内科 吉祥寺東町2-17-27 20-1001
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

13日（祝）
○長沼整形外科・内科医院 内科 境2-13-6 59-1300
○高橋医院 内科・小児科 中町2-13-25 52-3149
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
１日（祝）内海歯科クリニック 境1-5-14 プチメゾン1階 ☎51-6487
２日（木）吉祥寺南歯科 吉祥寺南町4-10-12 SUN吉祥寺ビル2階 ☎29-8121
３日（金）大村歯科診療所 吉祥寺南町2-28-11 ☎43-5476
５日（日）岡歯科医院 西久保3-2-22 イノグリーンフォレスト1階 ☎51-1184
12日（日）イーデント歯科室 吉祥寺本町1-25-10 KS２ビル6階 ☎28-7705
13日（祝）小川歯科医院 桜堤2-12-16 ☎52-3987

保健センター〒180-0001吉祥寺北町4-8-10　　健康課（1階）☎51-0700
　健康づくり事業団（2階）☎51-2828／健康づくり支援センター（1階）☎51-0793
　特に表記のない限り、場所は保健センター。対象は市内に住民登録のある方。
　無料。ハガキなどでの申し込みは5頁の申込要領参照

健　康

母子保健

■�歯つらつ健康教室
　2月12日・19日・26日、3月4日・11日・25日の水曜（全6回）／午前10時〜11時
30分（初回は9時30分から）／スイングレインボーサロン／65歳以上の市民／
20名（申込順）／口腔内診査、噛み合わせの力の測定、歯磨き指導、口の体操な
ど／タオル・筆記用具・飲み物を持参／申·問  電話または直接健康課へ。

■�もうすぐママのためのこうのと
り学級（平日クラス・全2回）

　①2月3日（月）：妊娠中から産後
の過ごし方、赤ちゃんとの関わり
②2月10日（月）：母と子の歯の健
康、食育講座／午後1時15分〜4時
／初妊婦（受講時に妊娠16〜31週
の方）／24名（申込順）／母子健康
手帳・筆記用具、②は歯ブラシ・手
鏡を持参／申·問  1月27日までに

■ごっくん教室（離乳初期）
　2月13日（木）午前10
時15分〜11時30分／3
〜4カ月児健診受診後の
令和元年8月〜10月生まれの子と
親（第1子優先）／30組（申込順）／
離乳食（簡単な試食あり）・生活リ
ズムの話／母子健康手帳・バスタ
オルを持参／申·問  2月6日までに
電話または直接健康課へ。

官公署だより
■20歳になったら国民年金
　20歳になると、国民年金に加入する
義務が生じます。加入手続きは原則不
要です。年金手帳と納付書などが送付
されます。保険料の納め忘れがあると
年金が受けられないことがあります／
問�武蔵野年金事務所☎56-1411、保険
課国民年金担当☎60-1837
■東京都「みんなでいっしょに自然の
電気キャンペーン」参加者募集
　太陽光や風力などの自然を活用した
電気を、参加者が多いほどお得に利用で
きるグループ購入の取り組み／1月21日
までに特設ホームページhttps：//tokyo.
group-buy.jp/energy/から要参加登録
／登録しても契約切り替え義務は発生
しません／問�同キャンペーン
事務局☎0120-267-100、携帯
電話からは☎0570-058-100

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

健康づくり支援センター
◎インボディ測定会
１月25日（土）／①午前10時②10時45分／各2時間程度／市民会館／①60歳以上の男性②
50歳代までの男性／測定結果の見方の説明と自宅で簡単に取り組める運動の紹介（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
◎インボディミニ測定会
１月31日（金）午前10時〜正午／60歳以上で過去にインボディ測定会に参加したことのある方
【共通】ペースメーカー使用者・測定後1年未満の方不可／各10名（申込順）／筋肉量、体脂肪
量、基礎代謝量などの測定（はだしで測定）／申·問 電話または直接健康づくり支援センターへ
◎筋力アップは活力UP
2月2日（日）午後1時30分〜3時（受付1時15分）／本宿コミセン／20〜50歳代までの健康づ
くりはつらつメンバー（当日登録可）／30名（申込順）／運動が苦手な方でも自宅で続けられ
る筋力アップの実技と講話／健康づくり人材バンク健康運動指導士／託児：4カ月〜未就学
児、9名（申込順）/室内用運動靴・動きやすい服装で、水分補給飲料・汗拭き用タオルを持参／
申·問 電話または直接健康づくり支援センターへ

1月申込の
健診・検診

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

種　類 受診日／対象者・内容など 申

40歳からの
女性のため
のがん検診
（乳がん・胃
がん・肺がん
セット検診）

2月12日（水）／午前8時30分〜11時15分 ハガキ・封書（記入事項は以下）
または直接健康課へ。市ホー
ムページから電子申請可。
【記入事項】
「女性のためのがん検診希
望」（時間指定不可）、生年月
日、託児希望は子の氏名・生
年月日

対�40歳以上（2年3月31日時点）の女性で、昨年度に市の
乳がん検診を未受診の方。妊娠中または可能性のある方、
授乳中または断乳後3カ月以内の方、職域などほかで受
診機会がある方は対象外定15名（申込順）場�健康づくり
事業団内�マンモグラフィ検査、胃エックス線撮影（バリウ
ム検査）、胸部エックス線撮影、喀痰細胞診検査（基準に該
当する方のみ）費�乳がん検診のみ1000円／託児あり

胃がん
肺がん
セット検診

＊胃がん検
診のみの受
診も可

2月3日（月）・5日（水）・7日（金）・10日（月）／午前8時
30分〜11時15分 ハガキ・封書（記入事項は以下）

または直接健康課へ。市ホー
ムページから電子申請可
【記入事項】
「胃・肺セット希望」・「胃がん
検診希望」、第3希望日まで

（時間指定不可）、生年月日

胃:対�35歳以上（2年2月1日時点）の方内�胃エックス線
撮影（バリウム検査）
肺：対�40歳以上（2年3月31日時点）の方内�胸部エック
ス線撮影、喀痰細胞診検査（基準に該当する方のみ）
【共通】妊娠中または可能性のある方、職域などほかで受
診機会がある方は対象外定60名（申込順）場�健康づくり
事業団費�無料

肺がん
検診

2月実施分 ハガキ・封書（生年
月日を明記）または
直接健康課へ。市
ホームページから
電子申請可

対�40歳以上（2年3月31日時点）の方、妊娠中または可能性のある
方、職域などほかで受診機会がある方は対象外場�市内指定医療機
関（7カ所）内�胸部エックス線撮影、喀痰細胞診検査（基準に該当す
る方のみ）費�無料＊検診日時は、市から受診券が届いたら直接医
療機関に予約

若年層
胸部検診

2月実施分
電話または直接
健康づくり事業団
へ

対�15歳以上40歳未満（2年3月31日時点）の方内�胸部エックス線
撮影場�健康づくり事業団費�無料

肝炎ウイ
ルス検診

対�40歳以上（2年3月31日時点）の方、同検診未受診の方、ほかに
受診機会のない方＊市国保、後期高齢者医療制度加入者は健診時
に実施場�健康づくり事業団内�血液検査費�無料

妊婦歯科
健診

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

転入の方は
健康課へ

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

健康なんでも相談 月〜金曜 午前8時30分〜午後5時 保健
センター

健康課
☎51-0700

ベビーサロ
ン（赤ちゃ
ん相談室）

１カ月健診
終了後～１歳
未満の乳児

10日（金）

受付午後1時30分〜2時
（事前予約不要・直接会場へ）

2月21日（金） 市民会館
17日（金） 公会堂

体重
測定会

1～６歳の
幼児（未就学
児）

27日（月）
保健
センター健康相談（予約制） 23日（木） 午後1時15分〜2時15分

マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月〜金曜 午前9時〜午後5時 健康課

☎51-0703
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

電話または直接健康課へ。

■行政とくらしの困りごと相談
　1月21日（火）午後1時〜4時（受付3
時45分まで）／武蔵野プレイスギャラ
リー／登記、税金、年金、道路などに関
する相談／法務局、弁護士、司法書士、
税理士、年金事務所、行政相談委員など
の専門相談員／無料／申 当日、直接会
場へ／問�総務省東京行政評価事務所
行政苦情110番☎03-3363-1100
■労働条件の不利益変更について学ぶ
　2月4日（火）・5日（水）／午後6時30分
〜8時30分／国分寺労政会館（国分寺市
南町3-22-10）／100名（申込順）／雇用
主が新たな制度を導入する際、既存の
労働条件を不利益に変更するケースな
どを想定／無料／申·問�東京都労働相
談情報センター国分寺事務所☎042-
323-8511、FAX042-323-8512、https�
：//www.hataraku.metro.tokyo.jp/
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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（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：2月3日（月）から開館
◦中央（中町3-5-17）･･････････････････ ☎53-3934
◦中町集会所（中町1-28-5） ･･･････････ ☎53-2251
◦西久保（西久保1-23-7） ･････････････ ☎54-8990
◦緑町（緑町3-1-17）･･････････････････ ☎53-6954
◦八幡町（八幡町3-3-16） ･････････････ ☎54-0169

◦中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ････ ☎56-0055
◦関前（関前2-26-10） ････････････････ ☎51-0206
◦関前分館（関前3-16-6） ･････････････ ☎51-0206
◦西部（境5-6-20） ････････････････････ ☎56-2888
◦境南（境南町3-22-9） ････････････････ ☎32-8565
◦桜堤：6月24日（月）から休館中 

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　2/15号…1月15日、3/1号…1月29日

掲
載
希
望
の
方
へ

  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
佐々木雄一還暦記念
演奏会（佐々木雄一祝
祭管弦楽団）

1月11日（土）午後2時
開演／市民文化会館大
ホール

前売り1000円
当日1500円
森090-3211-0071

プロとアマチュアの
演奏家が集まり演奏
します！

身近なアスリートの
講演会

1月12日（日）午後1時
30分／井之頭小（予定）

近田
080-2676-1419
inoque@gmail.com

事前申込制（定員あ
り）

メンタル・ヘルス・
ティータイム（武蔵野
市精神障害者協会）

1月18日（土）午後2時
〜4時／聖泉幼稚園（西
久保3-13-5）

300円
立山
070-5576-1577

対象：精神障害者、家
族、市民

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
中高年の混声合唱／
コーラス・グループ
「ドリーム」

毎月第1日曜／午後2時〜4時
／市民会館／年3回施設慰問、
発表会参加、コンサートあり

年3000円
加藤070-4227-9623
（午後7時〜9時）

歌謡曲から童
謡まで楽しく
歌います

仲間あつまれ

問い合わせは各コミセン（頁下欄外を参照）へ
● 申  事前に電話または窓口へ（市報発行日1日・15日から受け付け［休館日を除く］）
　特に表記のないものは、会場は各コミセン、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

■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（キャンセルの場合は実費負担）／エプロン・三角巾を持参
／定員に満たない場合、中止にすることがあります

本　宿 10日（金）■吉祥寺東おもちゃ病院　午前10時〜午後2時（受付1時まで）／おも
ちゃドクターによる修理／部品交換は実費

吉　南 19日（日）■新春コンサート「津軽三味線の響き」　午後3時〜4時／二代目三山貢
正（貢正流家元）ほか

20日（月）■生活習慣病予防料理講習会「お家で薬膳③」　10名（申込順）／申 

御殿山 16日（木）■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
5日（日） ■まちをきれいに　午前9時コミセン前集合／地域をきれいにする活動

13日（祝）
■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／
15名（吉祥寺本町・吉祥寺東町の方優先し申込順）／ゆったりストレッ
チ、じんわり筋トレ／桑島恵子／タオル・水分補給飲料を持参

吉　西 18日（土）■井ノ頭通り美化活動　午前9時30分コミセン集合／歩道、植え込み
の清掃活動をしましょう

吉　北 26日（日）■新春囲碁大会　午前9時30分／30名（申込順）／500円（昼食代）／
申 7日〜19日に昼食代を添えて窓口へ

けやき お知らせ ■2月3日（月）から開館します。予約受付は市報1月15日号参照
中　町
集会所 6日（月） ■中町ストレッチ教室　午前10時30分〜正午／動きやすい服装で、

水分補給飲料・バスタオル・タオルを持参

緑　町

17日（金）■グリーンカフェ　午後1時30分〜4時／50円（菓子付き）

18日（土）

■「みんなの広場」　午前11時〜午後5時／赤ちゃんから大人までコミ
センで遊んだり、おしゃべりしたりのんびりしませんか（ミニ四駆あ
り）／出入り自由
■生活習慣病予防料理講習会「風邪に負けない身体は食生活から」　
10名（申込順）／申 

八幡町 6日（月） ■You Tuberが教えてくれるSNSの危険　午前10時30分／小学生／
40名（先着順）

西　部
6日（月） ■新春いけ花コミセンデー　午後2時／いけこみ実演／後藤麗美（草

月流）

29日（水）■生活習慣病予防料理講習会「手作りほうとうで体を温め免疫力アッ
プ」　10名（申込順）／申

境　南

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

13日（祝）■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう　午前10時30分〜11時30分／0
歳〜未就学児と保護者／わらべうたの会「げっくりかっくり」

16日（木）■ママのための健康講座と親子de体操　午前10時30分〜11時30分
／市内在住の6カ月〜1歳未満と親／15組（申込順）／申

担当：市民活動推進課

●武蔵野警察署　☎55-0110
　昨年1〜11月の市内の特殊詐欺（振
り込め詐欺など）の被害件数は55件、
被害額は約6740万円でした。犯人が市
役所職員などを装って被害者に電話を
かけ、医療費や保険料などの還付金が
あるとだまし、被害者にATMを操作さ
せて、お金をだまし取る「還付金詐欺」
が多く発生しています。絶対にATMか
ら還付金は受け取れません。携帯電話
で通話しながら焦った様子でATMを
操作している人を見かけたら、「医療費
の還付金の話ではありませんか」など
という声掛けをお願いします。声掛け
の後は110番してください。

市内の地域安全情報
●武蔵野消防署　☎51-0119
　1月17日は「防災とボランティアの
日」です。これは平成7年に発生した阪
神・淡路大震災を契機に創設され、震災
時におけるボランティア活動や住民の
自主的な防災活動についての認識を深
め、災害への備えを充実強化させるこ
とを目的としています。東京消防庁で
は、震災時などに消防隊の活動支援を
行う「災害時支援ボランティア」を募集
しています。詳しくは武蔵野消防署へ
お問い合わせください。
◦令和元年11月中の災害件数
　火災・救助など42件、救急666件

問 交流事業課
　☎60-1806知ってみルーマニア知ってみルーマニア

ルーマニア・アーティスト
ホストタウンムサシノ滞在制作

アレクサンドラの
ルーマニア
ひと言講座

La mulţi ani!　 An nou fericit! 
 ［ラ・ムールチ・アーニ！ アン・ノウ・フェリチット！］

日本語で
「あけましておめでとうございます」

です

　武蔵野市はルーマニアの東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会のホストタウンです。

ルーマニアホストタウン
キャラクター
アレクサンドラ

　1月6日（月）〜2月29日（土）に、ルーマニア人アー
ティストのアンドレア・アレクサンドラ・ペテルフィ
さんが武蔵野市に滞在し作品制作を行います。周辺
地域のリサーチを行いながら、市内のコミセンなど
で作品を制作した後、2月20日（木）〜25日（火）には、
武蔵野プレイスで成果発表展を開催します。詳細は
市報2月1日号に掲載予定。

■むさしの自然観察園
　◎体験しようもちつきと昔の
山村の食べ物：1月18日（土）午前
11時〜午後1時。5歳〜大人（小学
3年生以下は保護者同伴）。35名。
いろいろな種類の餅をついて、昔
の食べ物を体験しよう。飲み物を
持参。◎冬ごし中の生き物を探そ
う：1月25日（土）午前10時〜正
午。小学生以上（小学1・2年生は保
護者同伴）。15名。冬は昆虫はどこ
にいるの？植物はどんな形に？
ゲームをしながら冬の自然観察の
ポイントを教えます／【共通】申込

■明るい選挙啓発ポスター展
　1月17日（金）午前
8時30分〜23日（木）
午後1時／市役所ロ
ビー／市明るい選挙
ポスターコンクール出典作品を展
示／主催：明るい選挙推進協議会
／問選挙管理委員会事務局☎60-
1893

順／主催：武蔵野市／申·問 むさ
しの自然観察園☎55-7109（1月6
日から。午前10時〜午後5時、吉祥
寺北町3-12）

■ 長野県・安曇野市市民交流ツアー「親子でゆきあそびを楽しもう」
　2月29日（土）午前7時50分三鷹駅北口周辺集合
〜3月1日（日）午後6時45分同解散／1泊2日／貸
切バス使用／ほりでーゆ〜四季の郷宿泊（ツイン
利用）／市内在住・在学の小学1〜3年生と保護者
（1組2名）／10組（初参加者優先し超えた場合抽
選）／1日目：おやき作り、あづみのガラス工房でグ
ラスへの絵柄彫り体験。2日目：爺ガ岳スキー場で雪遊び／3万6000円（旅
行保険込み）／申·問 1月17日（必着）までにファクス・Eメール（5頁の申込
要領参照し、性別、年齢、過去参加有無、在学者は学校名・学
年、2人の続柄も明記）または電話で交流事業課☎60-1806、
FAX51-9408、sec-koryu@city.musashino.lg.jpへ。

冬の拾ケ堰

■ 老壮シニア講座「歌でたどる昭和の情景その2」
　1月15日（水）午後1時30分〜3時30分（開場0時45分）／
公会堂／350名（先着順）／山上陽美（高齢者総合センター
音楽講師）／無料／申 当日、直接会場へ／問 武蔵野プレイ
ス☎30-1901、老壮連合会・近藤☎52-3384
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