
むさしの-FM（78.2MHｚ）「マイシティむさしの」 ケーブルテレビ（11ch） 
月～金

日
土

毎 日
「むさしのシティニュース」

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

9 : 30 20 : 30 23 : 0012 : 00

毎月1日・15日発行

発行 ● 武蔵野市　編集／総合政策部秘書広報課　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　代表電話☎0422-51-5131

●武蔵野市ホームページ
　http://www.city.musashino.lg.jp/
　　　　　　　　 携帯電話版は末尾に m/ を。

ページ

紙
面
か
ら

No.2137
令和2年
2020 2/15

人口と世帯� 《令和2年2月1日現在、（　）は前月比》
人口 14万6955人（84人増）　世帯数 7万7313世帯（増減なし）
●男 7万412人（71人増） ●女 7万6543人（13人増）

［うち外国人住民数］3378人（14人増）

新型コロナウイルス感染症対策本部を
設置し対策を進めています ……………… ❷
パブリックコメント ……………………… ❸
東京2020オリンピック聖火リレールート決定 … ❽

　消費生活センターでは、専門の消費生活相談員が公正な立場で、消費生活に関する苦情や相談を
受けています。消費者が事業者と交わした商品やサービスの契約においてトラブルが生じた場合、
問題解決に向けて情報提供や助言を行います。自主交渉が困難な場合は、消費生活センターが事業者
に連絡し話し合いをすることもあります／問 消費生活センター☎21-2972

契約のトラブルは…

消費生活センターにご相談ください

相談専用電話

☎21-2971
まずはご相談ください人気モデルＡ子愛用の

サプリが「お試し550円」
だったからネットで頼
んだら、今月も同じ物が
送られてきた。1回分の
つもりだったのに。
 （17歳・女子高校生）

通信事業者から突
然電話があって、
契約プランの変更
だと思って応じた
ら、別会社の光回
線契約書が届いて
しまって…。
 （45歳・男性会社員）

昨年の台風で雨樋が壊
れているのを見た業者
が訪ねてきて「火災保
険で直せる」と言うの
で屋根全体の工事を頼
んだが、大がかりにな
りそうで不安。
 （78歳・女性）

大学の先輩の紹介で「投資
のカリスマ」に会った。ビ
ジ ネ ス の 話 に 魅 了 さ れ

「50万円出せば教えてあ
げる。投資だからそれくら
いの出資は当然。借金して
もすぐ取り戻せる」と言う
ので、サラ金で借りて払っ
たけど全然儲からない。
 （21歳・男子大学生）

光回線契約の場合、初期契約解除
という制度があります。詳しく説
明します。

関係書類を持参して、詳しい経緯
を聞かせてください。解約できる
場合があります。

未成年の方なので取り消しがで
きるかもしれません。定期購入契
約のトラブルが増えています。こ
れからは広告表示や契約条件も
よく読みましょう。

事業者から契約書はもらいました
か？契約書を受け取って8日以内
ならクーリング・オフできます。
ハガキの書き方を説明します。

平日、午前9時～午後4時

市議会から定例会開催のお知らせ
■期日・内容
　開会時間（予定）：午前10時
　★は本会議終了後
期日 会議名

2/21（金）本会議（施政方針など）
2/26（水）本会議（代表質問）
2/27（木）本会議（一般質問）

2/28（金）本会議（一般質問・議案上程など）
3/2（月） 本会議予備日
3/4（水） 総務委員会
3/5（木） 文教委員会
3/6（金） 厚生委員会

　右記の日程で、第1回市議会定
例会を開催します。本会議と予算
特別委員会の模様を市議会ホーム
ページにて生中継しますのでご覧
ください。日程は変更することが
あります。ホームページで確認し
てください／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
　期日2日前の正午までに要申込
／申·問 議会事務局庶務係☎60-
1882

市議会の模様を放送します
■ケーブルテレビ（デジタル11ch）
市長施政方針演説と各会派代表質問：3月2日（月）
〜6日（金）午後1時〜／問 J:COM東京武蔵野・三
鷹局☎0120-914-000
■むさしの-FM（78.2MHz）
生中継：市長施政方針演説2月21日（金）、各会派代
表質問2月26日（水）。録音放送（午後7時〜＊2月
22日・29日［土］、3月1日［日］は午後3時〜）：施政
方針演説2月22日（土）、各会派代表質問2月27日
（木）〜3月2日（月）（2日は放送予備日）＊議会日程
により変更の場合あり／問 エフエムむさしの☎
23-0782

相談方法 電話または直接窓口へ
対　　象 市内在住・在勤・在学の方
費　　用 無料
そのほか 契約書やチラシなど
 関係する書類を持参

Eメールや手紙、事業者からの相
談は受付不可／中立・公正な立場
で助言・あっせんを行います（事業
者への指導権限はありません）

出前講座も行います
　消費者被害を未然に防ぐため、老人会、学校や
地域の集まりなどへ講師（消費生活相談員）を派
遣しています（無料。少人数グループ可）

3/9（月） 建設委員会
3/10（火）外環道路特別委員会

3/12（木）本会議（委員会審査報告など）
3/13（金）

予算特別委員会
3/16（月）
3/17（火）
3/18（水）
3/23（月）

3/26（木）
本会議（予算特別委員会審
査報告など）
議会広報委員会★
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MUSASHINO CITY2 令和2年2月15日号 No.2137

■�「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

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申·問
コミュニティ
評価委員会

2月20日（木）
午後2時

市役所
413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
員会本部会

2月29日（土）
午前11時

商工会館
消費生活セン
ター講座室

10名程度（先着順）／意
見募集の結果報告ほか

当日、直接会場へ
吉祥寺まちづくり
事務所☎21-1118

市都市計画審
議会

3月3日（火）
午前9時

総合体育館
大会議室

15名（先着順）／特定生
産緑地の指定ほか

当日、直接会場へ
まちづくり推進課
☎60-1870

教育委員会定
例会

3月3日（火）
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

総合教育会議 3月3日（火）
午後2時

市役所
111会議室

20名程度（先着順）／市教
育、文化等の総合的施策の
大綱の改定などについて

当日、直接会場へ
企画調整課
☎60-1801

第四次住宅マ
スタープラン
策定委員会

3月3日（火）
午後3時

市役所
413会議室

10名（先着順）／重点的
に取り組むべき住宅政策
上の課題について

当日、直接会場へ
住宅対策課
☎60-1905

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

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

ハナミズキ／シマトネリコ／ヒメシャラ
／モミジ／コブシ／＊樹種は流通の関係
などで、ご希望に添えない場合があります

電池、充電池、カセットボンベなどは
危険・有害ごみです

機器などの本体から取り外してお出しください

問 ごみ総合対策課

五日市街道

女子大
通り

吉
祥
寺
通
り

吉祥寺東町二丁目

吉祥寺東町一丁目四軒寺交差点

武蔵野八幡宮

事業区間
約190m

N

　動作確認のため、内閣官房から配信
された情報が市内防災行政無線屋外ス
ピーカーから一斉に放送されます。
＊ 災害の発生状況、気象状況によっては、
国の判断により中止となります。
問 防災課☎60-1821

全国瞬時警報システム 2月19日（水）午前11時ごろ
（令和元年度4回［予定］中の4回目）アラート

チャイム

チャイム

「これはJアラートの
テストです」を3回

「こちらは防災
むさしのです」

■�各種市税を滞納している方へ
　税負担の公平性を保ち、税収入
を確保するため、納期限までの納
付が確認できない方に対し、各種
納税催告を行います。お手元の納
付書を確認し、納期限が過ぎてい
る市税がありましたら、至急、納付

■�手話通訳者の登録試験を行います
　3月14日（土）午後1時30分（受付
1時）／市役所412会議室／市内在
住・在勤・在学の方／試験：手話の
読み取り・表現・面接／合格者は市
が派遣する手話通訳者として登録
／申·問 2月17日〜3月2日（消印有
効）に所定の用紙（障害者福祉課で
配布）を郵送または直接〒180-
8777障害者福祉課☎60-1847へ。

■�「未来へ育て！苗木すくすく大木
計画」苗木の一般配布申込受付
　減少傾向にある民間の緑を育
み、緑の質を高めることを目的に、
将来大木になる苗木を配布します
／3月7日（土）午前9時30分〜11時
／市役所駐車場／市内在住で苗木
を自宅庭に地植えが可能で当日引
き取りできる方（1世帯1本、キャン
セル不可）／100本（超えた場合抽
選）／申·問 2月25日（必着）までに
往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、希望樹種も明記）で〒180-8777
緑のまち推進課☎60-1863へ。

■�移動支援・日中一時支援事業の
更新申請を受け付けます
　身体障害者手帳・愛の手帳をお
持ちの同サービスを利用中の方で
4月以降も利用継続を希望する場
合、受給者証の更新申請が必要で
す／申申請書（びーと［障害者総合
センター内］、障害者福祉センター、
障害者福祉課で配布。市ホーム
ページから印刷可）を各配布場所
へ／問 障害者福祉課☎60-1847

■�吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練への参加者募集
　東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時など、
交通機関の乱れから発生する「帰宅困難者」へ
の対策として、吉祥寺駅周辺で行う同訓練の参
加者を募集／3月11日（水）午後2時〜4時（受付
は1時10分〜1時40分）／荒天時などは中止（当
日午前11時までに市ホームページに掲載）／事業所、団体、個人／申·問 3
月2日までにファクス・Eメール（3頁の申込要領参照）または電話で防災
課☎60-1821、FAX51-9184、sec-bousai@city.musashino.lg.jpへ。

税の申告受付がまもなく始まります
2月17日（月）から

個人住民税� 問�市民税課☎60-1823

所得税など� 問�武蔵野税務署☎53-1311

申告受付会場

3月16日（月）まで（土・日曜、祝日、
振休日は除く）

午前9時30分〜
午後4時30分

市役所
802会議室

2月18日（火）・19日（水） 午前9時30分〜
午後4時

スイング
スカイルーム
（境2-14-1）

＊確定申告をする場合は、原則個人住民税の申告は不要です。

所得税等申告書
作成会場

3月16日（月）まで（土・日曜、祝日
を除く、2月24日［振休］・3月1日
［日］は開庁）

午前8時30分〜
午後4時（提出は
午後5時まで）

武蔵野税務署
（吉祥寺本町
3-27-1）

＊車での来場不可。
＊�個人住民税の内容に反映されない場合がありますので、なるべく申告期限まで
に申告してください。

詳細は市報1月15日号参照
■�非核都市宣言平和事業実行委員
を募集
　任期：4月〜令和3年3月／市内
在住・在勤・在学の方（市のほかの
委員との兼任不可）／5名（超えた
場合抽選）／会議：月1回程度（平
日夜間）／実施事業：憲法月間記念
行事・夏季平和事業・平和の日事業
の企画・運営など／委員会1回に
つき交通費として1000円支給／
申·問 3月13日（必着）までにハガ
キ・Eメール（3頁の申込要領参照
し、年齢、志望動機、希望する活動
も明記）または直接〒180-8777市
民活動推進課☎60-1829、sec-
katsudou@city.musashino.
lg.jpへ。

または相談してください◎納税催
告書の送付：2月19日（水）発送／
指定納期限：2月28日（金）／指定
納期限までに必ず納付または相談
してください／問 納税課☎60-
1828

　市は、世界保健機関（WHO）が緊急事態宣言
を発表した1月31日に対策本部を設置しまし
た。市民の皆さんには、市や公の機関などの信頼
できる情報により、冷静な対応を取られるようお願いします／問 安全
対策課☎60-1916、健康相談について：健康課☎51-0700
【相談窓口】
●東京都新型コロナウイルス関連肺炎に係る電話相談窓口
　　☎03-5320-4509（午前9時〜午後9時）
●厚生労働省新型コロナウイルスに係る電話相談窓口
　　☎0120-565653（午前9時〜午後9時）
●多摩府中保健所ホームページ
　　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/index.html

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し
対策を進めています

■�都市計画道路の事業期間を延伸
　現在事業中の武蔵野都市計画道路3・4・11号
女子大通り線の事業期間を令和6年3月31日ま
で延伸します／関係図書はまちづくり推進課で
縦覧／問 まちづくり推進課☎60-1872
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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：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

概 要 　�都が改定に取り組んでいる両方針の改定案を公表し、意見を
募集します

閲 覧 　�緑のまち推進課、東京都・緑地景観課（都庁第二庁
舎）、都民情報ルーム（都庁第一庁舎）。東京都ホー
ムページhttps://www.toshiseibi.metro.tokyo.
lg.jp/に掲載

提出方法 　�3月19日（木・消印有効）までに郵送またはEメールで東京都
都市整備局緑地景観課S0000169@section.metro.tokyo.
lg.jp（〒163-8001新宿区西新宿2-8-1）へ

概 要 　�「公園・緑地リニューアル計画」の策定から約10年が経過し、
社会情勢や利用者ニーズの変化などに対応するため「緑の基
本計画2019」で示した今後の公園緑地に関する
考え方を基に改定を行いました

閲 覧 　�2月17日（月）から緑のまち推進課、各市政セン
ター。市ホームページに掲載

提出方法 　�3月2日（月・必着）までに郵送・ファクス・Eメール（住所、氏
名、電話番号を明記）または直接〒180-8777緑のまち推進課
FAX51-9197、sec-midori@city.musashino.lg.jpへ

概 要 　�改定から5年が経過する「自転車等総合計画」について、現状
や課題を踏まえ、自転車等駐車対策協議会での議
論などを基に見直しを行いました

閲 覧 　�2月17日（月）から交通対策課、各市政センター・
図書館で配布。市ホームページに掲載

提出方法 　�3月2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。

■都市計画公園・緑地の整備方針（案）、緑確保の総合的な方針（案）
� 問�東京都都市整備局緑地景観課☎03-5388-3315、
　　　　　　　　　　緑のまち推進課☎60-1863

■公園・緑地リニューアル計画2020（案）
� 問�緑のまち推進課☎60-1863

■自転車等総合計画（素案）� 問�交通対策課☎60-1860

募　集

耐震改修

対象
昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅で、令和2年3月31日までに新耐震
基準適合のための耐震改修工事（1戸当たり50万円超）を実施し、基準に適合す
ることが証明された場合

減額
工事完了年の翌年度分（ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住
宅は2年度分）の固定資産税額2分の1を減額（増改築に係る認定長期優良住宅
の場合は3分の2）（1戸当たり120㎡相当分まで）（バリアフリー改修および省
エネ改修による軽減との重複適用不可）

添付書類 新耐震基準適合工事の証明書など

バリアフリー改修 省エネ改修

対象

①新築されてから10年以上経過し、次の
ア〜ウのいずれかに該当する方が居住す
る既存住宅（賃貸住宅を除く）／ア：65歳
以上の方　イ：要介護または要支援認定を
受けている方　ウ：障害のある方
②令和2年3月31日までに実施した改修
工事で、改修後の床面積が50〜280㎡で
あり、自己負担（補助金など除く）が1戸当
たり50万円超の場合

①平成20年1月1日以前に建築され
た既存住宅（賃貸住宅を除く）
②令和2年3月31日までに実施した
窓の断熱改修工事、または窓の断熱
改修工事と併せて行った床・天井・
壁の断熱改修工事で、改修後の床面
積が50〜280㎡であり、自己負担

（補助金など除く）が1戸当たり50
万円超の場合

減額

工事完了年の翌年度分の固定資産税額3
分の1を減額（100㎡相当分まで）

工事完了年の翌年度分の固定資産
税額3分の1を減額（120㎡相当分ま
で）（増改築に係る認定長期優良住
宅の場合は3分の2。バリアフリー改
修による軽減との重複適用不可）

新築住宅軽減および耐震改修による軽減との重複適用不可

添付書類 工事見積書の写し、領収書の写し、工事図
面の写しなど

省エネ基準に適合した改修の証明
など

場所 農業ふれあい公園（関前5-18）
講習期間 5月1日〜11月30日（7カ月）／初回：5月2日（土）

募集人数 市内在住の20世帯（家族単位。超えた場合抽選）＊既に受講された世帯も申込
可（令和元年度受講世帯は除く）

講習内容 月1・2回程度（土・日曜のいずれか。原則、午前中）カリキュラムに沿った共同作
業による耕作（自由に栽培することはできません）

申込無効 同一世帯で複数の申し込み／他人名義での申し込み／事実と違う内容の申し
込み／申込期限経過後の申し込み

費用 7500円（土地使用料3500円、材料費4000円）＊納付先は2カ所
使用取消 事業への不参加／係員の指示に従わない／使用料の未納

2月のお知らせ
■�商工会館　6月分申込
　市民会議室、会議所会議室：3月3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
■�国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料納期のお知らせ
　第8期の納期限は3月2日（月）です。
納期内納付にご協力ください／問�保
険課☎60-1836

■�介護保険料納期のお知らせ
　平成31（令和元）年度第8期の納期限
は3月2日（月）です／口座振替：3月2日
に引き落とし／納付書払い：3月2日ま
で／問�高齢者支援課☎60-1845
■�固定資産税・都市計画税納期の
　お知らせ
　第4期の納期限は3月2日（月）です。
口座振替は「簡単」「安心」「便利」な納付
方法です。お申し込みは郵送または窓
口で／問�納税課☎60-1827

■�農業ふれあい公園�「共同栽培体験」の参加者を募集
　専門スタッフの指導の下に、同公園の東側の区画で共
同作業による農業体験事業を実施します。狭い区画では
できないサツマイモ、サトイモ、落花生をはじめ秋野菜な
どの植え付け、中間管理、収穫などが体験できます。初心
者可／申·問�3月2日（必着）までにハガキ（申込要領参照
し、Eメールアドレス、世帯の参加者全員の氏名・年齢も明
記）で〒180-8777緑のまち推進課☎60-1863へ。

■�自動交付機・コンビニ交付サー
ビスを停止します
　3月3日（火）終日／システムメ
ンテナンスのため／問�市民課☎
60-1839

■�「わたしの便利帳」令和2・3年版
を全戸配布します
　行政情報に加え
て、まちの魅力・観
光など地域情報を
盛り込んでいます。
2月17日までに全
戸配布し、市民活動
推進課、各市政センターでも配布
しています／広告を掲載し、経費
の一部としました／問�市民活動
推進課☎60-1829、掲載広告につ
いて：（株）サンケイリビング新聞
社☎79-5500

■�耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を軽減
　次の改修を行った住宅について、申告により固定資産税の軽減を行い
ます／申·問�各改修後、原則3カ月以内に申告書（市ホームページから印
刷可）と必要書類を持って直接資産税課☎60-1825へ。

■�本庁舎電話交換機入替え作業の
お知らせ
　2月21日（金）午後10時〜23日
（祝）午後5時（予定）の作業期間中
は、代表番号☎51-5131までお掛け
ください／問�管財課☎60-1816

■�オーナー向け「マイホーム借り上げ制度」活用セミナー・相談会
　2月29日（土）／セミナー：午前10時、相談会：11時（1
組30分程度）／かたらいの道市民スペース／シニア世
代で住み替えを考えている方、空き家の所有者など／最
低家賃の保証や契約期間後に家に戻れるなど安全・安心
な移住・住みかえ支援機構（JTI）によるセミナー・相談会
／無料／相談者は住宅の住所・場所が分かるもの、平面図、配置図、建築確
認申請書などがあれば持参／共催：開発公社、同支援機構／申·問�2月26
日までにEメールまたは電話で住宅対策課☎60-1905、sec-jyuutaku@
city.musashino.lg.jpへ。当日受付可、予約優先。
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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

指
導
課

学校ICT
サポーター
1名

小・中学校での教員のICT活用サ
ポート業務／コンピューター関
係の知識・技術に精通している
方、学校ICT支援員経験者なお可

週5日（月〜金曜）午前9時〜
午後5時／月額21万400円
／期／交

書類審査、
面接：
3月5日（木）

申·問 2月25日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「小・中学校のICT支援員に求
められるもの」（800字以内）を郵送または直接〒180-8777指導課☎60-1253へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

給
食・食
育
振
興
財
団

調理業務
若干名
嘱託職員

学校給食の調理作
業、洗浄作業など

週5日（月〜金曜）午前8時〜午後4時／北
町・桜堤調理場および市内小学校給食施設
／月額21万1300円／8月は週3日程度、報
酬日割／交

書類審査、
面接・実技：
随時日時を連絡
（平日午後実施）

①調理補助
②洗浄業務
各若干名
臨時職員

学校給食の①調理
補助作業など②食
器の洗浄、場内清掃
作業など

給食実施日。夏・冬・春休みは勤務なし／週
5日（月〜金曜）①午前8時〜11時30分②午
後1時15分〜4時15分／北町・桜堤調理場
／時給1160円／社保・雇保加入なし／交

書類審査、
面接：
随時日時を連絡
（平日午後実施）

運転手
若干名
嘱託職員

学校給食の配送作業（運転）、用務
など／中型・準中型または普通自
動車免許（3t車運転可能なもの）所
持で、2t車（マニュアル）の運転経
験がある方

週5日（月〜金曜）午前9時〜
午後4時／北町・桜堤調理場
／月額17万1200円／8月
は週3日程度、報酬日割／交

書類審査、
面接・実技：
随時日時を連絡
（平日午後実施）
＊運転免許証を
持参

申·問 2月25日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）を郵送または直接給
食・食育振興財団北町調理場☎54-2090（〒180-0001吉祥寺北町4-11-30）へ

子
ど
も
育
成
課

一般事務
1名

保育所入所業務、入所申込
の相談・受付、保育認定事
務／PC

週5日（月〜金曜）午前9時〜午後5
時／所定外労働・休日勤務あり／
月額21万400円／期／交

書類審査、
面接：
3月3日（火）

申·問 2月27日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、小論文「人と接するうえでいつも大
切にしていることをあなたの経験を踏まえて述べてください」（400字以内）を郵送または直接
〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

障
害
者
福
祉
課

窓口受付・一
般事務補助
2名

障害者福祉手当や医療費助成
などの窓口受付や入力業務な
ど／PC

5月1日〜／週5日（月〜金曜）
午前9時〜午後5時／月額21万
400円／期／交

書類審査、
筆記試験、面接：
3月10日（火）

申·問 2月27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障害者
福祉課☎60-1904へ

児
童
青
少
年
課

早朝校庭開放
スタッフ
若干名

早朝校庭開放に
おける児童の見
守り、けがの対
応ほか

勤務開始日応相談／週1〜5日（長期休業期間
を除く小学校の授業日［月〜金曜］）午前7時
15分〜8時20分／市立小学校／時給1390
円／社保・雇保・共済会加入なし／交

書類審査、
面接：随時

申·問 児童青少年課へ電話連絡の上、市販の履歴書（写真貼付）を直接児童青少年課☎60-1853
へ

■市の会計年度任用職員の募集
会計年度任用職員とは…身分は非常勤一般職の地方公務員。地方公務員法などの改正に伴い、令和
2年4月から新たに創設され、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／特に記載のないものは4月1日〜令和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）、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

■関係団体の嘱託職員などの募集
特に記載のないものは4月1日〜令和3年3月31日（試用期間なし。再度任用の可能性あり）、社会保
険・雇用保険加入あり／交 交通費あり（上限あり）／面接前日までに通知（届かない場合要連絡）、提
出書類の返却不可、結果は合否に関わらず通知

応募資格 市内在住・在勤・在学の方

募集作品
①書道（半紙サイズ）：憲法にちなんだ作品（氏名も審査の対象）②絵手紙・イラス
ト（はがきサイズ）：テーマは「思いやり」／1人各1点／自作・未発表のもの／市
は広報などに自由に作品を使用できるものとする（著作権は作成者に帰属）

発表 入賞者は市報に掲載。優秀賞は、憲法月間記念行事講演会（5月16日［土］スイン
グホール）で表彰（該当者には4月上旬連絡）

賞品 入賞者には記念品、応募者全員に参加賞進呈

イベ ン ト

将来人口推計について
　市では、2018年を基準年次と
し、30年後の2048年を最終年次
とする将来人口推計を公表して
います。同推計は、10年間を計画
期間とする市の長期計画策定の
ための基礎データとするもので、
4年ごとに実施しています。日本
人の人口関連の将来見通しにつ
いては、国立社会保障・人口問題
研究所が国勢調査の結果を基に
公表しており、同研究所の推計で
は「武蔵野市の人口は緩やかな減
少期にあり、継続的に減少してい
く」という見通しでしたが、市の
人口は直近5年で急増（約6000
人）している状況であるため、市
として実情に基づいた独自の推
計を行っています。
　全国的にはすでに人口減少が
始まっている中、武蔵野市におい
ては今後30年間は人口が減らな
いという推計となっています。こ
れは、近年18～30歳の若年層の
転入が転出に比べて大幅に増加
しており、この世代の転入超過が
現在の人口増加に影響している
と思われます。背景として、大学
や就職などを機に転入し、都心に
通学や通勤している人が増えて
いることや、結婚や出産を機に転
出していた年代がこれまでより
も市内にとどまっている状況な
どが考えられます。この傾向が今
後も維持されることで、高齢者人
口が増加する中でも、生産年齢人
口（15～64歳）の割合が全国と比

較して高い状態で保たれること
がこの推計から示唆されます。
　武蔵野市は、これまでに緑や街
並みを大切にした良好な住環境
を守る政策を続けてきました。特
に緑については「武蔵野市民緑の
憲章」を制定し、積極的な維持と
保全に努めてきたことが市の魅
力の大きな要素として高く評価
されており、このほど策定された
第六期長期計画の中でも、こうし
た住環境の質を守り高めていく
方向性は今まで通り堅持しつつ、
今後もこれまで以上に魅力ある
まちづくりを行っていくことと
しています。
　なお、外国人人口や単独世帯の
増加なども含め、人口の見込みは
市の政策に大きく影響を与える
ことから、市では今後、実績値に
近い推計を行うために、人口が
推計値から一定の基準（総人口の
1%程度）以上乖離した場合には、
推計の見直しを行うこととして
います。（取材協力：企画調整課／
執筆者：遠藤梨栄）
問 記事で紹介した内容について
は企画調整課☎60-1801、CIMコ
ラム全般については市政資料コー
ナー☎60-1809

■�中高生世代ワークショップ（Teensムサカツ2020）参加者募集
　3月30日（月）午後1時30分～4時30分／クリーン
センター見学者ホール／市内在住・在学の中高生／
70名（申込順）／中高生同士が市について語って、つ
ながるワークショップ／図書カード（2000円分）進
呈／申·問 3月6日までにEメール（3頁の申込要領参照し、学校名・学年も
明記）または電話で子ども政策課☎60-1851、sec-kodomo�
seisaku@city.musashino.lg.jpへ。市ホームページから申込
可。

■�憲法月間記念行事に向けて作品（書道、絵手紙・イラスト）を募集
　毎年5月を憲法月間として記念行事を実施して
います。開催にあたり憲法にちなんだ作品を募集
／申·問 3月5日（必着）までに郵送（3頁の申込要領
参照し、作品の裏面などに年齢［学年］も明記）また
は直接〒180-8777市民活動推進課☎60-1829へ。

■�ふるさと歴史館�令和2年度博物館実習生の募集
　博物館に就職を希望する市内および隣接区市に在住の方、市内在学者、
武蔵野地域五大学の在学者／若干名／選考：書類審査、面接／申·問  
申込方法など詳細は市ホームページ参照またはふるさと歴史館☎53-
1811、rekishikan@city.musashino.lg.jpへ。

■ゆるくる未来フェス�〜こどももおとなも　くるくるあそべ
　２月29日（土）午後１時～4時／吉祥寺南町コミセン／地域のつながり
を作りたい方／「コミュニティ未来塾むさしの」の修了生による自由参
加・交流型地域フォーラム。くるくるリサイクル、カフェなど／無料（一部
有料）／交換用の思い出の絵本、おもちゃ、CD、本を３品まで持参可／
申 当日、直接会場へ／問�CRファクトリー・五井渕☎080-5526-9967、
goibuchi@crfactory.com、市民活動推進課☎60-1830

■花と緑　さんぽ　吉祥寺
　3月3日（火）午前10時～正午／アトレ吉祥寺はなびの広場集合（詳細は
申込者に直接連絡）／市内在住・在勤・在学の方／15名（超えた場合抽選）
／吉祥寺エリアの散策／300円（保険・資料代など）／主催：武蔵野市／
申 2月25日までにファクス・Eメール（3頁の申込要領参照し、在勤・在学者
は勤務先・学校名、あればEメールアドレスも明記）または電話で武蔵野
ガーデン倶楽部・三浦☎090-2209-9521、FAX51-1201、musashino.
garden@gmail.comへ／問 緑のまち推進課☎60-1863
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子 ど も 講師の方などの敬称略講 座・講 習 講師の方などの敬称略

回 日程 会場（記載のないものは商工会館）／内容・講師
① 4月6日（月） 開講式・ガイダンス・仲間づくり　

② 4月13日（月）「介護予防・認知症予防のために～脳を使ってからだを動かす」大久保洋子
（成蹊大学名誉教授）

③ 4月20日（月）「実録・ルポルタ－ジュ・探訪記」佐藤能丸（早稲田大学講師）
④ 4月27日（月）「愛着と関係性を育むための“相互理解”のコツ」豊田有希(CRファクトリー)
⑤ 5月12日（火）総合体育館／体操講座「ボディケア」山本初美(ヘルシーライフプロジェクト)

⑥ 5月18日（月）バス見学（ふるさと歴史館、立川防災館）／「武蔵野散策～国木田独歩」橋詰
静子(目白大学名誉教授)

⑦ 5月25日（月）「データが語る『コミュニティ』 と『つながり』の重要性」呉哲煥(CRファクト
リー代表理事)

⑧ 6月5日（金） 「相互扶助　日本のボランティア精神のDNA」五十嵐暁郎（立教大学名誉教
授）

⑨ 6月12日（金）「源氏物語入門」松島毅（早稲田大学高等学院教諭）
⑩ 6月19日（金）市民会館／「移りゆく日本の歌～西洋音楽事始」（KOKOの会）
⑪ 6月22日（月）「絵を楽しむこと・描くこと」滝沢具幸（武蔵野美術大学名誉教授）
⑫ 7月8日（水） バス見学（国立能楽堂）／「能・狂言の魅力を知る」三浦裕子（武蔵野大学教授）
⑬ 7月20日（月）閉講式・交歓会
時間：午後1時30分～3時45分＊①⑬は3時まで、⑤午後1時15分～2時45分、⑥午前9時～午
後5時30分、⑫午前9時30分～午後4時45分／講師、日程など変更する場合あり

■むさしの発見隊　武蔵野の水道を探索しよう
　3月26日（木）午前8時45分〜午後1時（予定）／市水
道施設・東京都水道歴史館／市内在住・在学の小学3〜
6年生と保護者（付き添いは1名のみ）／10組（超えた
場合抽選）／市域の水道の仕組みと歴史を学ぶ／無料
／申·問 3月11日までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、学校名・学年、付き添いの保護者氏名も明記）で郵送ま
たは返信用ハガキを持って直接ふるさと歴史館☎53-
1811へ。右記専用フォームから申込可。

■こども国際交流クラブ　お料理コース
　3月14日（土）午前10時〜午後0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）／トルコ式ミートボールほか／ブシュラ・クプライ
（トルコ出身）／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 2月15日〜3
月12日に国際交流協会☎36-4511へ。https：//mia.gr.jp/から申込可。

■小学生からのおこづかい〜心を育むお金のしつけ
　3月15日（日）午前10時〜正午／武蔵野プレイススペー
スC／未就学児〜小学生の親／30名（市内在住・在勤者優
先し超えた場合抽選）／参加者同士のワークショップ、お
金の教育を親目線でわかりやすく解説／竹谷希美子
（SAKU［株］代表）／800円／託児：3カ月〜未就学児、5名
（1300円、子連れ受講不可）／申·問 2月29日（必着）までに往復ハガキ（3
頁の申込要領参照し、性別、生年月日、子の年齢、在勤者は勤務先、託児希
望は子の氏名［ふりがな］・生年月日も明記）で郵送または返信用ハガキを
持って直接武蔵野プレイス生涯学習支援担当☎30-1901へ。http：//
www.musashino.or.jp/から申込・当落確認（3月5日〜15日）可。

■子ども体験講座「黒曜石でナイフ形石器をつくろう」
　3月29日（日）午後1時30分〜3時30分／ふるさと歴
史館／小学5年〜中学3年生（保護者見学可）／10名
（超えた場合抽選）／旧石器時代の石器の解説、ナイフ
形石器づくり／鈴木美保（東京大学総合研究博物館学
術支援専門職員）／無料／申·問 3月10日（必着）までに往
復ハガキ（3頁の申込要領参照し、学校名・学年、保護者氏名
も明記）または返信用ハガキを持って直接ふるさと歴史館
☎53-1811へ。右記専用フォームから申込可。

円形配水池
（第一浄水場）

市内出土ナイフ形石器

■大人の学び場「今から始める　貯める・増やす・備えるお金」
　3月8日（日）午前10時30分〜正午／武蔵野プレイスス
ペースＣ／20・30代の方／30名（市内在住・在勤・在学者優
先し超えた場合抽選）／人生を豊かにするため、不要なトラ
ブルに合わないため、お金のことを学び今後の人生を考え
る／中村芳子（アルファアンドアソシエイツ代表取締役）／
1000円／申·問 2月22日（必着）までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照
し、性別、生年月日、在勤・在学者は勤務先・学校名も明記）で郵送または返
信用ハガキを持って直接武蔵野プレイス生涯学習支援担当☎30-1901
へ。http：//www.musashino.or.jp/から申込・当落確認（2月25日〜3
月8日）可。

■市民会館料理講座「地粉で作るパン教室」
　3月17日（火）午前10時〜午後1時／市民会館料理室／市内
在住・在勤・在学の方／16名／小豆から作るあんぱん・シナモ
ンロール／冨野久子（アトリエ粉うさぎ主宰）／1000円（材
料費）／詳細は市ホームページ参照／申·問 2月29日（必着）
までに往復ハガキ（3頁の申込要領参照し、年齢も明記）で郵送または返
信用ハガキを持って直接市民会館☎51-9144へ。

■前期いきいきセミナー　仲間づくりと生涯学習の連続教養講座
　4月6日〜7月20日（全13回）／商工会館ほか／市内
在住で4月1日現在60歳以上の方（いきいきセミナー・
老壮セミナー・老壮大学修了者は除く）／40名（超えた
場合抽選）／武蔵野地域自由大学ポイント付与対象講
座／入場料ほか実費負担あり／申·問 3月12日（必着）までに往復ハガキ
（3頁の申込要領参照し、生年月日、年齢、性別も明記）で郵送または返信
用ハガキを持って直接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（3月19日〜4月6
日）可。

■�市民こころの健康支援事業講演
会「死に様から、学ぶ生き様。」
　3月28日（土）午後1時〜3時／
商工会館市民会議室／90名（市民
優先し申込順）／遺品整理の現場
から孤立死に至らない地域作りの
ヒントを一緒に考える／吉田太一
（遺品整理専門会社キーパーズ代
表取締役）／無料／主催：武蔵野市
／申·問 ミュー本部事務局☎38-
7661、FAX38-8156、kokoro-
kenkou@nifty.com

■�母と娘のちょうどよい距離感を
考える
　3月29日（日）午後
2時〜4時／男女平
等推進センター／女
性／25名（申込順）
／依存や干渉から脱出し、自分ら
しい生き方を考える講座・ワーク
ショップ／横山真香（母娘関係カ
ウンセラー）／託児：6カ月〜未就
学児、10名（市内在住者優先し超え
た場合抽選、3月11日までに要申
込）／申·問 ファクス・Eメール（3
頁の申込要領参照し、託児希望は
子の氏名［ふりがな］・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。

対象
平成31年4月1日以降、市内に住民登録がある満3～5歳児（25年4月2日～28年
4月1日生および28年4月2日～29年4月1日生のうち3歳に達した子ども）を無
認可幼児施設（基準あり）に通わせ、在籍費用を納めている保護者（幼稚園・保育
園の在園者、認可外保育施設の無償化対象者は対象外）。所得制限なし

補助金額
①保護者補助金：月額4000円
②入園料補助金（今年度無認可幼児施設に入園し未申請の方のみ）：1人1回3万
円／原則として保護者補助金後期分（10～3月）を入園料補助金と合わせて3月
16日（月）に交付

申·問 2月20日までに申請書（通園する施設より配付）を各施設に提出。遅れた場合、2月25
日までに郵送または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ。
＊ 3月19日（郵送は当日消印有効）までに子ども育成課へ申請がないと、補助金の交付はで

きません

■�無認可幼児施設在籍幼児の保護者に対する補助金申請の受け付け
　（令和元年度後期分）

City Report Musashino is available in 10 languages.
You can read this City Report Musashino and 
back issues in 10 languages (English, Chinese, 
Korean etc.) from the 2D barcode on the right.
　右記の二次元バーコードから、この市報むさしのと
バックナンバーを10言語（英語、中国語、韓国語など）で
読むことができます／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

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 ◆

■�成蹊オープン・ゼミ「オーロラと宇宙
シンポジウム－金星探査機あかつき｣
2月21日（金）午後4時30分〜6
時／成蹊学園本館大講堂（吉祥
寺北町3-3-1）／金星探査機「あ
かつき」に関する成果、プロジェ
クトの概要など／中村正人
（JAXA宇宙科学研究所教授）／
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、even 
t-ercs@jc.seikei.ac.jp
■老いじたく講座
2月27日（木）午後1時30分〜3
時／福祉公社会議室／20名（申

込順）／成年後見制度について
／無料／申·問 福祉公社☎23-
1165
■�介護者教室〜だんだん畑
　「お口の健康について」
2月27日（木）午後1時30分〜3
時／吉祥寺ホーム集会室（吉祥
寺北町2-9-2）／家族介護者、関
心のある方／20名（申込順）／蒲
池史郎（かまち歯科クリニック）
／無料／申·問 2月25日までに
吉祥寺ナーシングホーム在宅介
護・地域包括支援センター☎20-
0847へ。
■家族介護教室みどりのわカフェ
2月28日（金）午後1時30分〜3
時／高齢者総合センターデイ
ルーム／家族介護者、関心のあ
る方／20名／音楽と飲み物でリ
ラックスしながら情報交換／
100円／申·問 同センター☎51-
1974
■川路さんちのひな祭り
2月29日（土）午後1時30分／市
内在住の方／20名（申込順）／大
人も楽しめる特大絵本の読み聞
かせなど／100円（施設利用

料）、希望者にちらし寿司あり
（200円）／申·問 川路さんち☎
55-6239（西久保1-34-2）
■健康生活支援講習
　スマイル教室特別編
2月29日（土）午後1時30分〜3
時／武蔵野赤十字病院アトリウ
ムパンジー／50名（先着順）／フ
レイル予防で認知症予防「音楽
療法で脳を活性化」／無料／申
当日、直接会場へ／問 同病院医
療社会事業課☎32-3111
■商工会議所　金融業部会講演会
3月2日（月）午後3時30分〜4時
30分／商工会館市民会議室／
90名（申込順）／「マイ・ドリー
ム」／大林素子（元バレーボール
日本代表）／無料／申·問 2月25
日午後5時までに同部会担当☎
22-3631（土・日曜、祝日除く）へ。
■シルバー人材センター
◎パソコン教室受講者募集
（ウィンドウズ8、10対応、PC持
込可）①基本とインターネット：3
月4日（水）・5日（木）。午後1時30
分〜3時30分。2000円②ワード
初級：3月11日（水）・12日（木）。午

後1時30分〜3時30分。2000円
③エクセル初級：3月18日（水）・
19日（木）。午後1時30分〜3時30
分。2000円④ワード中級：3月13
日・27日（金）。午後1時30分〜3時
30分。2000円⑤エクセル中級：3
月13日・27日（金）。午前10時〜正
午。2000円⑥パソコン個別指導：
3月9日（月）・18日（水）・5日・12
日・19日（木）。午前10時〜正午。
各1600円／【共通】同センター講
習室／定員あり／費用はテキス
ト・教材費ほか／2月25日までに
電話予約の上、料金を持参／
申·問 同センター☎55-1231
■講演会「韓国情勢を考える」
3月5日（木）午後1時30分〜3時
／亜細亜大学7号館7100教室
（境5-8）／奥田聡（同大学アジア
研究所教授）／無料／申 当日、直
接会場へ／問 銀青会・冨山☎
090-7817-9711
■就業支援セミナー・面接会
　「若者と企業の交流会in立川」
3月6日（金）／立川グランドホテ
ル（立川市曙町2-14-16）／29歳
以下の方（学生可）／申込順／面

接会・セミナー各種あり／詳細は
https：//www.tokyoshigoto.jp/
tama/参照／申·問 東京しごとセ
ンター多摩☎042-329-4510
■�糖尿病教室「日常生活における
糖尿病への備え」「質疑応答」
3月7日（土）午後1時〜3時（受付
0時30分）／武蔵野赤十字病院
山﨑記念講堂／山下大翔（同病
院内分泌代謝科医師）／無料／
申 当日、直接会場へ／問 同病院
医療社会事業課☎32-3111
■むさしのまち歩きツアー
3月8日（日）午前9時20分JR武蔵
境駅中央改札口前集合／30名
（申込順）／戦争遺跡を訪ねる平
和散策コース徒歩約5km、2.5時
間／500円／申·問 観光機構☎
23-5900
■�かかりつけ医による心肺蘇生
法講習会
3月14日（土）午後3時〜5時／市
医師会館（中町2-15-5）／市内在
住・在勤・在学の方／15名（申込
順）／AEDを含めた救命法の実
技講習／無料／申·問 市医師会
事務局☎54-6156

「子育て応援サイト
むさしのすくすくナビ」にご登録を！

問 子ども政策課☎60-1239登録者数4000人
超え!

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（土）（はらっぱは16日［日］）午
前9時から電話または直接各施設へ＊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／3月10日（火）午前10時
30分〜11時15分／0歳と親
はらっぱ：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね／3月10日(火)・30日

（月）／午前10時30分〜11時15分／0歳と親

不
要�

1歳ひろば
吉祥寺：手形足形アートで遊ぼう／3月11日（水）・21日（土）／午
前10時30分〜11時15分／1歳と親
はらっぱ：身近な素材で遊ぼう〜新聞紙／3月1日（日）・11日（水）
／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：オリジナルカレンダーを作ろう／3月17日（火）午前10時
〜10時45分／2〜3歳児と親／15組／子どもの写真（Lサイズ）を
持参
はらっぱ：大きくなったね！〜成長記録カードを作ろう／3月5日

（木）／①午前10時〜10時45分、②11時〜11時45分（①②同内
容）／2〜3歳児と親／各15組／汚れても良い服装

◎�

0123×地域
～地域と協働す
る子育て支援

吉祥寺：吉祥寺東おもちゃ病院／3月14日（土）午前10時〜午後3 
時（受付正午まで）／0〜3歳児と家族／おもちゃドクターによる
おもちゃの修理／事前預かりは3月7日（土）から直接0123吉祥寺
へ

◎

手作り
おもちゃの会

ぐるりん：ドンドコドン！ペットボトルで太鼓をつくろう／3月
10日（火）〜14日（土）／受付午前10時30分〜午後3時30分／
ペットボトルと風船を使った太鼓作り／500mlのペットボトル1
本を持参

不
要

初めまして♪
ぐるりん

ぐるりん：初来館者向けの利用説明会／2月18日（火）午前10時30
分〜11時／市内在住の妊娠中の方、未就学児と保護者／利用カー
ドのない方は住所の分かるものを持参

不
要

coco（0歳）
コース

いこっと：親子遊びとおはなしタイム／3月17日（火）午前10時〜
10時45分（集合9時50分）／０歳と親

不
要

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

ico（1歳）コース
いこっと：見合いこっとで六角返しを作ろう／3月4日（水）／①午
前9時45分〜10時30分、②10時45分〜11時30分（①②同内容）
／1歳と親／各10組

◎

nico（2歳）
コース

いこっと：親子で変身カードを作ろう／3月13日（金）午前10時〜
10時45分／2・3歳と親／12組 ◎

保育園であそぼう 保育園に通っていない未就学児の親子／無料／申 電話で各園へ（月
〜金曜午前10時〜午後4時）

保育園 事業名 日程 時間／費用 対象
東 誕生会 2/27（木） 午前9時45分〜10時 未就学児と親
南 誕生会 3/3（火） 午後4時〜4時30分 未就学児と親

武蔵野赤十
字 体験保育

2 / 2 6（ 水 ）・
27（木）、3/4

（水）
午前9時〜11時30分／
300円 1・2歳児

中町すみれ
お誕生日会 2/25（火）

午後3時40分〜4時 未就学児と親
ひな祭り会 3/3（火）

キッズガー
デン武蔵野
関前

ひな祭り会 3/3（火） 午前10時 未就学児と親

千川 誕生会（ひな祭り）3/3（火） 午前9時45分〜10時15
分 未就学児と親

境

1歳のひろば
（リズム運動） 2/21（金）

午前10時〜11時

1歳児（平成29年
4 月 〜 30 年 3 月
生）

2歳のひろば
（リズム運動） 2/28（金）

2歳児（平成28年
4 月 〜 29 年 3 月
生）

誕生会 3/3（火）
午前9時40分〜10時（終
了後は園庭あそびをどう
ぞ）

未就学児と親

境南すみれ 誕生会 2/25（火） 午後3時15分〜3時45分 未就学児と親

ひまわり
お雛様をつくろ
う 2/26（水）

午前10時〜11時 未就学児と親
雛祭り 3/3（火）

境南

誕生会 2/27（木） 午前9時45分 未就学児と親
一緒に遊ぼう

（リズム遊び） 2/28（金） 午前9時45分〜10時45
分 1歳児〜

ひな祭り・誕生会 3/3（火） 午前9時45分 未就学児と親
一緒に遊ぼう

（ごっこ遊び） 3/5（木） 午前9時45分〜10時45
分 1歳児〜

桜堤 ひな祭り・誕生会 3/3（火） 午前9時45分〜10時15
分 未就学児と親

境南第2 誕生会 3/4（水） 午前9時30分〜10時 未就学児と親

保育園 申·問 2月17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 3/2（月） 午前9時45分〜10時45分 ◎ ◎
境南第2保育園 2/21（金） 午前10時〜11時 ◎ ◎
桜堤保育園 2/21（金） 午後1時15分〜2時15分 ◎

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
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■「税理士記念日」無料税務相談会　2月21日（金）午前10時〜午後4時（受付3時15分まで）／武蔵野プレイススペースC／相続税、贈与税など（各40分）／無料／予約優先／申·問 東京税理
士会武蔵野支部☎55-2313

■ベランダ発電工作セミナー
3月15日（日）午後1時30分〜4
時30分／かたらいの道市民ス
ペース／Aコース（購入・組立）：
10組（申込順）。災害時に役立つ
ベランダ発電キットを組み立
て、自宅で活用できます。2万
5000円（キット代）／Bコース
（見学・支援）：500円（資料代）／
馬場裕（太陽光発電所ネット
ワーク）／申·問 むさしの市民エ
ネルギー・佐藤☎ 090-6650-
0613、FAX36-3767、musol
ar2013@gmail.com
■�知的障害のある方の性と生〜地
域生活を支える視点から考える
支援者向け：3月16日（月）午後6
時30分〜8時30分（開場6時）、家
族向け：3月17日（火）午前10時
30分〜午後0時30分（開場午前
10時）／市役所811会議室／各
180名（申込順）／伊藤修毅(日本
福祉大学准教授)／無料／申·問
びーと☎54-5171
■ 国際交流協会（MIA）留学生とのホー
ムビジット交流プログラム説明会
3月28日（土）午後3時〜4時30

分／スイングスカイルーム／
30名／概要説明、留学生・ファ
ミリー体験談、質疑応答／無料
／託児：5名（申込順、3月18日
までに要申込）／申·問  3月26
日までに同協会☎36-4511へ。
https：//mia.gr.jp/ から申込
可。

◆ スポーツ ◆

■市老人クラブ連合会
◎椅子を使った介護予防体操講
習会：2月21日（金）午前10時。ス
イングレインボーサロン。市内
在住で60歳以上の方。80名。無
料。運動のできる服装で、タオ
ル・飲物を持参。◎芸能文化祭：
①芸能発表2月28日（金）午前10
時〜午後4時30分。市民文化会
館大ホール②作品展示2月28日
（金）〜29日（土）。午前9時30分
〜午後5時。同館展示室／【共通】
申 当日、直接会場へ／問 市民社
協☎23-0701
■シニアボウリング教室
2月27日（木）午前10時〜正午／
東京ボウリングセンター（吉祥

寺第一ホテル）／市内在住・在勤
で40歳以上の初級者・中級者／
各10名（申込順）／無料（靴代実
費400円）／申·問 2月20日まで
にファクス（年齢も明記）または
電話でボウリング連盟・山本☎・
FAX53-7066
■軟式野球審判講習会
3月1日（日）午前9時〜午後1時
（集合午前8時30分）／軟式野球
場（雨天時、9時、総合体育館大会
議室）／審判に興味のある方、軟
式野球連盟加盟チームは2名以
上／無料／運動のできる服装／
申 当日、直接会場へ／問 同連盟
☎080-8428-7600
■下期卓球リーグ戦
3月22日（日）午前9時／総合体
育館サブアリーナ／市内在住・
在勤・在学の編成チーム／4単1
複で男女各3名以上／1チーム
6000円（卓球連盟登録チーム
3000円）／代議員会：3月14日
（土）午後7時、中央コミセン／申
申込用紙（同連盟理事・体育協会
で配布）を代議員会へ／問 同連
盟・井谷☎50-2486

■水泳教室
①ジュニア育成：4月9日〜6月
25日の毎週木曜（全11回）。午後
5時〜6時15分。4400円②大人
からの初心者水泳：4月10日〜6
月12日の毎週金曜（全9回）。午
前11時〜午後0時30分。4410
円／【共通】温水プール／市内在
住の方（①は小学生）／各30名
（超えた場合抽選）／申 2月29日
（必着）までに往復ハガキ（①は
学年も明記）で体育協会へ／
問 水泳連盟・佐藤☎080-8479-
1573

◆ お知らせ ◆

■�3月から新しい児童発達支援・放課後
等デイサービス事業所が開設します

難聴児のための通所支援サー
ビスです。市が発行する受給者
証が必要です／きこえとコミュ
ニケーションのうさぎクラブ
（西久保2-6-3）／見学・相談は
要予約／申·問  同事業所☎36-
3315
■テレビ受信障害対策工事の
　お知らせ

携帯電話での新しい電波の利用
開始にともない、テレビに受信
障害が発生する恐れがありま
す。発生する可能性のある世帯
には、チラシを配布します。ケー
ブルテレビ、BS、CSには影響は
ありません。回復作業は無料で
対策を行います／問 700MHz
テレビ受信障害対策コールセン
ター☎0120-700-012、☎050-
3786-700（午前9時〜午後10
時）
■吉祥寺ポップアップストア
　ポータルサイトオープン
吉祥寺のにぎわい創出のための
プラットフォームサイト。まち
にねむる時間的・空間的スキマ
スペースと逸品にこだわる出店
者をマッチング。都市のスキマ
論やポップアップストア論の事
例研究や専門家のコラムなどを
掲載／共同運営：軒先（株）／
https://business.nokisaki.com 
/kichijoji/／問 開発公社☎22-
0381

スポーツ

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

「ルーマニアの焼き物と
イースターエッグ展」

①イースターエッグ展：2月27日（木）〜3月4日
（水）。午前10時〜午後8時。イースターは、ルー
マニア国民にとって大事な祝日です。この祝日
にかかせないイースターエッグ約100点とルー
マニア各地の焼き物を展示します。
②イースターエッグのワークショップ：2月29
日（土）、3月1日（日）。午前11時〜午後4時。小学生以下。
【共通】東急百貨店吉祥寺店レストラン街特設会場／申 当日、直接会場へ

写真はイメージです

幼稚園・連絡先 事業 日程・対象 申

樫の実幼稚園
吉祥寺東町4-7-2
☎22-0788

園庭開放 3月3日（火）午後1時〜3時／雨天中止／
未就園児と保護者 不要

武蔵野相愛幼稚園			
吉祥寺南町2-31-4	
☎43-5260

たまごの会
(親子クラス）

3月4日（水）午後1時30分〜3時／令和2
年度年少組入園対象児と保護者／20組
／500円（おやつ・教材費）

☎

すみれ幼稚園			
吉祥寺本町2-32-10	
☎22-2701

手作りを楽し
む会③（作っ
てあそぼう）

3月16日（月）午前9時45分〜10時45分
／未就園児の保護者（子連れ可）／10名
／上履きを持参

☎

けやき幼稚園			
西久保1-49-4	
☎52-2186

ミニ見に
シアター

3月11日（水）午後1時〜2時／3歳児と保
護者／20組／1人100円

☎
2月18日〜

はじめまして
ようちえん

3月11日（水）午後2時10分〜3時／令和
3年度年少組入園対象児と保護者／15組
／親子とも動きやすい服装で、上履きを
持参

☎
2月18日〜

聖泉幼稚園			
西久保3-13-5	
☎53-3374

わくわく園
3月24日（火）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

☎

みやま幼稚園			
緑町1-6-22	
☎51-6029

てくてく
ひろば

2月27日（木）午前10時〜11時／1・2歳
の未就園児と保護者／10組

☎
2月15日〜

体操の先生と
遊ぼう

3月19日（木）午後1時45分〜3時（受付1
時30分）／未就園児と保護者／50組

☎
3月4日〜

17日

幼稚園 上履きを持参とあるものは親子とも／申·問�各園

■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
　◎軟式野球：3月8日からの毎週日曜、祝日（雨天順延）／午前9時／軟式
野球場（緑町3-1-34）ほか／高校生以上の編成チーム（監督含めて10名以
上）／一般の部単独のトーナメント制（3チーム以下の場合3部内で実施）
／選手は統一のユニフォーム・帽子を着用／公開抽選：2月21日（金）午後
0時20分。体育協会／主将会議：2月28日（金）午後7時、総合体育館大会議
室／1チーム1000円／申·問 2月20日（消印有効）までに往復ハガキ（3頁
の申込要領参照し、チーム名、代表者名、携帯番号も明記）で体育協会☎
55-4119へ。
　◎バスケットボール：一般：3月20日（祝）・28日（土）・29日（日）。シニ
ア：3月21日（土）・22日（日）／午前9時／総合体育館メイン・サブアリー
ナ／一般35チーム、シニア12チーム（男女問わず申込順）／男女別のトー
ナメント戦／ユニフォームは濃淡2色用意し、レフェリー1名帯同／主将
会議：3月11日（水）午後7時。総合体育館大会議室。各チーム1名／申 2月
18日〜26日に申込票（体育協会で配布。責任者・帯同審判員・登録選手全
員の氏名、年齢、身長、電話番号を明記）と1チーム1600円（保険料）を持っ
て直接体育協会へ／問 バスケットボール連盟・鶴田☎090-1651-4632

■春休み子ども向けスポーツ教室
　1人1教室（重複申込不可）／定員を超えた場合抽選／申·問 2月29日
（必着）までにハガキ・ファクス（3頁の申込要領参照し、教室名［コース］、
生年月日、在学・在園者は学校名・園名・学年も明記。FAXの場合は要受信
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。

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（3月）
　月曜（16日・23日・30日を除く）・火・水曜（25日を除く）・木・金曜（13日・20日・
27日を除く）：午前9時〜午後1時／1時間（520円）以上30分（260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。

教室名・対象・コース 日程 時間 定員 参加費

幼 児 鉄 棒・
跳び箱チャ
レンジ

平成27年4月2日
〜28年4月1日生 ① 3月25日（水）・

26日（木）
午後1時〜1時45分

各
30名

各
1020

円

25 年 4 月 2 日 〜
27年4月1日生 ② 午後2時〜2時45分
27 年 4 月 2 日 〜
28年4月1日生 ③ 3月30日（月）・

31日（火）
午前10時〜10時45分

25 年 4 月 2 日 〜
27年4月1日生 ④ 午前11時〜11時45分

ジュニアかけっこ／小学生
① 3月25日（水）・

26日（木）
午前9時15分〜10時45分 各

60名
各

1530
円② 午前11時15分〜午後0時

45分



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

◯25  ：25歳以下割引（要証明、枚数限定、友の会割引なし）

文化事業団 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
「三遊亭小遊三のスイング寄席」「マルコ・メンコボーニ」「ジェローム・サバ
ク＆ダニー・グリセット」「アンドレアス・ヘフリガー」「松居直美」 2月16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 2021年4月・5月 4/2（木） 午前9時

3階会議室展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2020年9月 3/1（日） 午後2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2020年9月・10月 3/1（日） 午前10時 小ホール

公会堂 ホール、会議室、和室
2020年9月 3/4（水） 午前9時30分 2階会議室
2020年9月1日（火）〜8日（火）はオリンピック・パラリン
ピック東京大会関連行事に伴い使用できません／問…公会堂

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

2020年9月
3/5（木） 午前9時 10階スカ

イルーム
松露庵 茶室 3/10（火） 午前9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 3/1（日） 午前9時 音楽室
市民スペース 会議室 2020年9月・10月 3/1（日） 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

2021年8月・9月 調整中
詳細は3/15号

中2階
事務室

5日未満使用 2021年4月・5月

舞台芸術の上演以外使用
劇場 2020年9月
けいこ場 2020年9月 3/1（日） 午前11時

舞台芸術以外で使用
劇場 2020年6月
けいこ場 2020年6月 3/1（日） 午後2時

＊…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。

三遊亭小遊三のスイング寄席
　3月3日（火）午後3時
開演／スイングホー
ル／三遊亭小遊三（落
語）ほか／全席指定
2000円、◯友  1800円

　市でも、さまざまな取り組みを行い同大会を
盛り上げていきます／問…企画調整課オリンピッ
ク・パラリンピック担当☎60-1970

マルコ・メンコボーニ
チェンバロ＆オルガン・リサイタル
　5月11日（月）午
後7時開演／市民
文化会館小ホール
／バロック時代の
鍵盤音楽／全席指定2500円、◯友  

2000円、◯25  1000円
ジェローム・サバク＆ダニー・グリセット
ジャズ・デュオ・ライブ
　5月15日（金）午後7
時開演／スイング
ホール／ジェローム・
サバク（サックス）、ダニー・グリ
セット（ピアノ）／全席指定4500
円、◯友  4000円、◯25  1000円

アンドレアス・ヘフリガー
ピアノ・リサイタル
　5月18日（月）午後7
時開演／市民文化会
館小ホール／ムソルグスキー：組
曲「展覧会の絵」、モーツァルト：幻
想曲K.475／全席指定3500円、◯友  

3150円、◯25  1000円
松居直美バッハ：オルガン作品
全曲演奏会
　6月20日（土）ライプ
ツィヒ・コラール集、10
月24日（土）前奏曲と
フーガホ短調BWV548ほか／両
日午後2時開演／市民文化会館小
ホール／鈴木美紀子（ソプラノ）／
全席指定／1回券1800円、◯友  1500
円、◯25  1000円、2回セット券3000
円、◯友  2500円＊終演後、出演者に
よるアフター・トーク、ワンポイン
ト・レッスンあり（詳細は文化事業
団ホームページ参照）

日　時  7月17日（金）夕方を予定（時間未定）
出発地  吉祥寺駅北口はな子像　 到着地  陸上競技場

ホストタウンムサシノ 滞在制作
　ルーマニア・アーティストが武蔵野市に滞在し、アート作品を作成
中です。詳細は市報2月1日号10頁参照／問 交流事業課☎60-1806

ボッチャ東京カップ2020開催
　3月14日（土）午前9時30分〜午後5時（予定）／総合体育館／パラ
リンピック正式競技であるボッチャの日本代表チーム（火ノ球
JAPAN）も出場します／申 当日、直接会場へ／問 企画調整課オリン
ピックパラリンピック担当☎60-1970

　オリンピック聖火リレーが
56年ぶりに武蔵野市を走りま
す。市内のルートは下記のとお
り決定しました。
　その日の最終到着地で聖火
到着を祝うイベント「セレブ
レーション」を、陸上競技場で
開催します。交通規制などの詳細は、決まり次第お知らせします。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
開催まであと半年

東京2020オリンピック聖火リレー
市内走行ルート決定

昭和39年聖火リレーの様子

160
東京2020オリンピックまで

days to go! 192
東京2020パラリンピックまで

days to go!
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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
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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� 2/15（土）～29（土）
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

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

◎金賞　4作品
小杉東子（中1）、東優衣（小1）、竹林佳乃子（小3）、池山ことみ（中3）
◎銀賞　11作品
八重畑玲菜（小1）、渋谷美聡（小6）、高橋朝香（中1）、山根明純（小2）、志村咲葵夏（小4）、
林いずみ（中2）、佐藤誠（小1）、山領福之介（小5）、金子ひなの（小1）、小島杏里（小5）、 
岩崎音色（中1）
◎審査員特別賞　4作品
中嶋那美己（小5）、峯晴祐（中1）、横山祥大（小1）、成田花香（中2）

ⓒ森画伯

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

16日（日）
○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町4-7-9 22-8937
○東医院 内科 西久保2-32-10 51-6201
◎森本病院 内科 吉祥寺本町2-2-5 22-5161

23日（祝）
○内科　いしだクリニック 内科 中町1-17-2 53-1115
○青木小児科医院 小児科・内科 境4-16-15 51-7628
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

24日
（振休）

○吉祥寺・藤田クリニック 内科 吉祥寺南町1-1-10 40-5177
○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
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町2-1-33 52-3212

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

歯科診療 午前9時〜午後5時　電話連絡のうえ受診
16日（日）吉祥寺北歯科 吉祥寺本町1-13-10 アミノビル2階 ☎21-8469
23日（祝）木村歯科医院 吉祥寺南町3-32-8 ☎43-8264
24日（振休） 倉重歯科 西久保2-2-16 小川ビル1階 ☎55-0660

母子保健
■母子健康手帳の交付・妊婦面接
妊娠された方へ母子健康手帳や妊婦健康診査受診票などを交付します。専任の保
健師などが「ゆりかごむさしの面接」をし、妊娠中の疑問や不安にお応えします。妊
娠が分かったら保健センターに届け出てください。なお、転入された妊婦もお越し
ください。＊令和元年4月以降に母子健康手帳が交付され、妊娠中に「ゆりかごむさ
しの面接」を受けた方には、子ども・子育て応援券（こども商品券）を配付します／
／問 母子健康手帳交付・面接について：健康課マタニティ安心コール☎51-0703、
子ども・子育て応援券について：子ども政策課☎60-1239
■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
■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
■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

■�胃がんハイリスク検査のお知らせ
　3月16日（月）午後1時30分／令和元年度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（生活保護受給者は免除）／申·問  3月4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。

健康づくり事業団
◎人間ドック（生活習慣病予防、病気の早期発見のために）
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、腫瘍マーカー、甲状腺ホルモン
検査など／市内住民登録の方：2万1000円、そのほか：4万2600円／
申·問�半年先〜2週間前に健康づくり事業団へ（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
◎学んで実践　ウオーキング教室〜日常の歩きの質を高めるウオーキング
3月10日（火）午前10時〜11時30分／小雨実施／吉祥寺南町コミセン〜井の頭恩賜公園
／市内在住の20〜64歳の女性／15名（申込順）／健康づくり人材バンク／託児：4カ月〜
未就学児、9名（申込順）／動きやすい服装・靴・帽子で、水分補給飲料・タオルを持参／
申·問�電話または直接健康づくり支援センターへ
◎ママのための健康講座と親子de体操
3月12日（木）午前10時30分〜11時40分／ダンススクールRB－SOUL（西久保2-3-13）
／6カ月〜1歳未満児と親／10組（申込順）／ママを元気にする話、親子で体操／健康づく
り人材バンク／動きやすい服装で、水分補給飲料を持参／申·問�電話または直接健康づく
り支援センターへ
◎ノルディックウオーキング教室
3月16日・23日／各月曜(全2回）／午後1時30分〜3時／小雨実施／小金井公園／20歳以
上の方／15名（申込順）／2本のポールを使ったノルディックウオークの基礎〜応用／動き
やすい服装・靴・帽子で、水分補給飲料・タオルを持参／申·問�電話または直接健康づくり支
援センターへ

■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）
　3月14日（土）午前
9時30分〜正午／初
妊婦（受講時に妊娠
16〜31週の方）と
パートナー／40組
（申込順）／赤ちゃん
の生活、産後の体と心の変化、もく
浴実習・妊婦体験ジャケット／母
子健康手帳・バスタオル・筆記用具
を持参／申·問 3月6日までに電話
または直接健康課へ。

■もぐもぐ教室（離乳中期）
　3月19日（木）午前10時15分〜

■�かみかみ教室（離乳後期）
　3月26日（木）
午前10時15分
〜11時30分／
令和元年5月〜
7月生まれの子
と親（第1子優先）／36組（申込順）
／離乳食（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3月19日までに電話また
は直接健康課へ。

母子保健 11時30分／令和元年7月〜9月生
まれの子と親（第1子優先）／36組
（申込順）／離乳食（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 3月12日までに
電話または直接健康課へ。

■土曜の午後の映画会
　2月22日（土）午後2時30分（開場
2時15分）／中央図書館視聴覚
ホール／中学生以上／90名（先着
順）／「つながれたヒバリ」（1969
年、チェコスロバキア、95分、カ
ラー、字幕版、監督イジー・メン
ツェル、出演：ヴァーツラフ・ネツ
カーシュほか）／無料／図書館
カードを持参／申 当日、直接会場
へ／問 中央図書館

■�森画伯と“きちとしょ”オリジナ
ルキャラクターをつくろう
　2月24日（振休）
午後2時〜3時30
分／吉祥寺図書
館まなびとつど
いのへや／16名
（申込順）／絵や
文字を自由に描き、缶バッジを作
成／森画伯（イラストレーター）／
無料／問�吉祥寺図書館

■�子ども図書館文芸賞受賞作品が決定しました
　567点の応募作品の中から、審査の結果、下記の方の作品が選ばれまし
た。多数のご応募ありがとうございました。受賞作品を掲載した作品集は
2月24日（振休）から各図書館で配布予定です。詳細は図書館ホームペー
ジ参照／問 中央図書館
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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　4/1号…2月27日、4/15号…3月13日

掲
載
希
望
の
方
へ　今年度30周年を迎えたけやきコミセンは、昨年6月

からエレベーター設置工事のため長期休館をし、2月
3日にリニューアルオープンをしました。エレベー
ター設置については、地域の方も一緒に、長期にわた
り話し合いを重ねてきました。長い休館中には施設
内の修繕もすることができ、とてもきれいで便利になりました。
　2月2日には30周年式典を行い、地域に関わった方々とお祝いをしてと
ても良い節目となりました。今後は、地域の方々と作った「つるしびなか
ざり」の展示、「茶社」、小学生の「いちご大福とお抹茶体験」などさまざま
な企画があります。ぜひ足を運んで、新しいけやきコミセンでゆっくりお
しゃべりをしたり、遊びや勉強、小さいお子さんと子どもルームで遊ぶな
どの時間を過ごしていただけたらと思います。お待ちしております。

けやきコミュニティ協議会コミュニティ・
レポート 「リニューアルオープンしました」

官公署だより
■ むさしの消防フェスタ2020を開催します
　3月1日（日）午前10時〜午後3時／武蔵野消防署（吉祥寺北町4-6-1）／消防車
両展示、防災スタンプラリー、はしご車の搭乗体験など子どもも楽しめるイベン
ト／申 当日、直接会場へ／問 武蔵野消防署☎51-0119

関前コミセンでの展示の様子

新設されたエレベーター

吉祥寺名店会館の昭和46年セール広告

  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
マギーズ東京に学
ぶがんサポート拠
点を武蔵野に。

3月14日（土）午後2時〜4
時／商工会館市民会議室

齋藤72-0830 患者と家族を支える
「暮らしの保健室」開
設を考える

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
絵画サークルひこば
え（絵画同好会）

第2・4日曜／午後1時〜5時／
市民会館美術工芸室

月3000円
内山21-0940

入 4000 円 ／ 油
絵、水彩画、パス
テルを基礎から

仲間あつまれ

◦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（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：工事のため休館中 

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

■MIA創立30周年記念 外国人による日本語スピーチ大会
　3月14日（土）午後2時〜3時30分(開場1時30
分)／スイングホール／160名（先着順）／中国、
モンゴル、ウズベキスタン、バングラデシュ、イン
ド、アメリカ、タジキスタン、タイ、フィリピン、ケ
ニア、フランス、カナダなど出身の外国人による、
日本の生活で心が動いたエピソードなどの日本
語の発表(出場者変更の場合あり)／無料／申 当日、直接会場へ／問 国際
交流協会☎36-4511

■市老壮連合会「趣味の作品展」
　3月7日（土）〜
9日（月）／午前9
時30分〜午後4
時30分（9日は3
時まで）／市民
文化会館展示室／絵画、写真、書
道、手芸、工芸、陶芸など／無料／
共催：市教育委員会／問 老壮連合
会・後藤☎57-4754

吉　東
27日（木） ■コミュニティのつどい「吉祥寺のまち」　午後7時／どんな問題が

あるか、どんなまちにしていきたいか、みんなで考えましょう

3月7日（土）
■軽スポーツの日　午前10時〜正午／20名（申込順）／いくつに
なっても元気、毎日コツコツ丈夫な骨づくりといきいき健康3体操が
あなたを救う／飲み物・タオル・上履き・筆記用具を持参

吉　南 3月2日（月）■生活習慣病予防料理講習会「減塩習慣・我が家の味」　10名（申込順）／申

御殿山
20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
3月1日（日）■おひなさまの会　午後1時／甘酒とひなあられでお祝いしましょう／100円

本　町

23日（祝） ■ひなまつりのつどい　午前11時30分／吉祥寺本町1丁目・吉祥寺
東町在住の70歳以上の方／500円／共催：東部福祉の会

24日（振休）
■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

3月1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

吉　西 3月1日（日）■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
15日（土） ■利用者懇談会　午前10時／皆さんの意見を聞かせてください
26日（水） ■ひな祭り　午後2時〜4時／和紙で作るおひなさま／材料はコミ

センで用意

けやき

15日（土） ■けやき茶社　午後2時〜4時／いれたてのサイフォンコーヒーと
イングリッシュティーでティータイム

20日（木） ■けやきこもれびひろば　午前10時〜11時30分／0歳〜未就学児
と家族／おもちゃや手遊びで遊びましょう

22日（土） ■よみきかせ紙ふうせん　午前11時〜正午／紙芝居、絵本よみ聞か
せ、折り紙で遊ぼう

3月8日（日）
■けやき塾講演会「日本の伝統文化・能の世界を楽しむ、謡を体験し
よう」　午後2時〜4時／青木健一（能楽師シテ方観世流）／100円
（当日集金）／申

20日（木）〜
3月3日（火）

■展示「つるしびなとひなかざり」　午前10時〜午後6時／お抹茶
サービス：3月1日（日）午前10時〜午後3時

中　央 22日（土）
■ピンポンの日　午後1時30分〜5時／小・中・高生（親子可）／卓球
台2台あり。自由に遊べます／ラケット持参可

3月1日（日）■東日本大震災復興支援事業「フリマ＆カフェ」　午前10時〜午後2時

西久保

22日（土）
■西久保を語ろう会「西久保の歴史を語る」　午後1時30分〜3時／
榎本正孝（西祥会顧問）／交流会、茶菓子あり／共催：西久保一丁目町
会、西久保福祉の会

3月6日（金）■スマホ・パソコン個別相談会　午後1時30分〜3時30分／パソコン3名・スマホ2名（各申込順）／500円／申 
3月6日〜
20日

■スマホを楽しむ学習会（全3回）　金曜／午前10時〜正午／6名（申
込順）／1500円／スマホを持参／申 窓口へ

3月8日（日）
■春のサロンコンサート　ピアノと歌で楽しみましょう　午後2時
〜3時30分／佐竹賀代、玲奈親子による演奏会／100円（ワンドリン
ク）／共催：西久保一丁目町会、西久保福祉の会、川路さんち

緑　町
23日（祝） ■音楽鑑賞「津軽三味線」　午後2時〜3時30分／50名（申込順）／申 
3月1日（日）■歌声ひろば　みんな元気に歌いましょう　午後2時〜3時30分／40名（申込順）／申 

八幡町
23日（祝） ■カンガルー広場「おはなし会」　午前11時／0歳〜未就学児と保護

者／パネルシアター、大型絵本、手遊びなど／絵本と語りの会
3月10日
（火）

■おでかけしよう「宮沢湖ムーミンバレーパーク」　午前8時50分保
谷駅改札口集合／20名（申込順）／1200円（昼食は自己負担）／申 3
月4日までに会費を添えて窓口へ

関　前 3月6日（金）■みんなで歌おう会　午後1時30分〜3時／楽しく元気に歌いましょう／ギロックフレンズ

西　部 3月4日（水）■生活習慣病予防料理講習会「魚介類を美味しく食べて認知症予防」　10名（申込順）／申

境　南 24日（振休）■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

■ むさしの自然観察園
　◎はじめての草木染〜植物で
マイてぬぐいを染めよう：3月1日
（日）。ハンカチとてぬぐいに模様
を作り、身近にある植物で染め
る。エプロンを持参。◎ガラスの
ポットでおしゃれに多肉植物を
育てよう：3月7日（土）。テラリウ
ム（ガラス容器で植物を育てるこ
と）で多肉植
物を育てる／
【共通】午前10
時〜正午／小
学3年生〜大人
／各15名（申

■ ポスター展「未来を受けつぐ私たち〜関前南小6年生」
　2月16日（日）〜3月19日（木）／午前9時30分
〜午後5時／ふるさと歴史館ワークスペース／
地域のよさ、特徴などを調べた成果や、地域の
ために何ができるのかをまとめたポスターを
展示／無料／問 ふるさと歴史館☎53-1811

■ 特集展示「昭和の広告〜チラシから読み解く暮らしの様子」
　2月16日（日）〜4月16日（木）／午前9時30
分〜午後5時／ふるさと歴史館特集展示
コーナー／昭和30〜50年ごろに作成された
さまざまな商店の広告チラシから当時の暮
らしを読み解く／無料／問 ふるさと歴史館
☎53-1811

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2
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

込順）／主催：武蔵野市／申·問む
さしの自然観察園☎55-7109（吉
祥寺北町3-12、午前10時〜午後5
時）
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