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人口と世帯
《令和2年4月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7519人（559人増）　世帯数7万7776世帯（495増）
●男7万579人（174人増）　●女7万6940人（385人増）
〔うち外国人住民数3322人（74人減）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。

新型コロナウイルス感染症　緊急事態宣言
 感染拡大の防止には皆さんのご協力が必要です！
　4月 7日に国から緊急事態宣言が発令され、事態は日々深刻になっています。武蔵野市内でも感染者が確認されており、引き続き生
活へのご不便をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。また、さまざまな情報が各関係機関・報道などで報じられ、
刻一刻と状況が変化しています。生活への心配・不安が募りますが、市役所や各相談機関からの正確な情報を確認し、ご相談ください。
▶問：安全対策課☎ 60-1916、健康課☎ 51-0700（掲載の情報は、令和 2年 4月 8日時点のものです。）

感染拡大防止のためのごみの捨て方
　ごみを媒体とした感染拡大防止のため、使用済み
マスクやティッシュなどの呼吸器系分泌物（鼻水・
たんなど）が付着したごみは、すぐにビニール袋に
入れ密閉した上で、市指定袋に入れ、「燃やすごみ」
に出すようにお願いします。作業後は直ちに手を
洗ってください。
▶問：ごみ総合対策課☎ 60-1802

①ごみ箱にごみ袋をか
ぶせます。いっぱいに
なる前に早めに②のと
おりごみ袋をしばって
封をしましょう

②マスクなどの
ごみに直接触れ
ることがないよ
うしっかりしば
ります

③ごみを捨て
た後は石鹸を
使って、流水
で手をよく洗
いましょう

万一、ごみが袋の外に触れた場合は、
二重にごみ袋に入れてください

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口
発症前２週間以内のできごとと症状

「感染した方」と
濃厚接触をした方

流行地域への渡航・居住歴がある
ご本人か濃厚接触をした方

または発熱 呼吸器症状 かつ 発熱37.5℃以上

症状が強いときには、この日数を待たずに、
早急に相談しましょう！

風邪のような症状

発熱 37.5℃以上

強いだるさ

息苦しさ

一般の方

4日以上
続いている

ご高齢の方
基礎疾患のある方
妊娠中の方

２日以上
続いている

東京都新型コロナ
コールセンター
午前9時～午後 9時
（土・日曜、祝日含む）
☎ 0570-550571

微　熱

軽い咳

感染症の不安

不安に思う方

新型コロナ受診相談窓口
帰国者・接触者電話相談センター

24 時間対応
平日（午前 9時～午後 5時）
☎ 042-362-2334
　（多摩府中保健所）

平日（午後 5時～翌朝午前 9時）
土・日曜、祝日は終日
☎ 03-5320-4592
聴覚の障害などで電話が難しい方
FAX 03-5388-1396

専門的な助言が必要な場合

何よりもまず外出しない
外出し、人と接触することは感染のリスクを高めます。そうしたリスクを負ってまで出かける必要がある用事なのか考えて行動しましょう。

生活必需品を購入するための外出は可能です
食料品や医薬品などの生活必需品を購入するための外出や通院などに制限はありません。ただし、過度な買いだめは厳に控えましょう。

やむを得ず外出する場合も、人と人との間隔は約2メートル
やむを得ず外出する場合も、「行列を作らず」、「集団を作らず」、感染リスクの高い「密閉」、「密集」、「密接」を避けましょう。

イベントや施設運営についての制限
東京都からの要請に基づき、イベントの自粛や施設の使用制限が課されます。必要であれば各施設などに状況を確認してください。

医療機関にかかる前に相談しよう
　帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診するか、かかりつけの医療機関に直接受診される際には、事前に診察
が可能か問い合わせて受診しましょう。

　新型コロナ受診相談窓口　帰国者・接触者電話相談センター
　　平日（午前 9時～午後 5時） ☎ 042-362-2334（東京都多摩府中保健所）　　　　　　　　　　　　
　　平日（午後 5時～翌朝午前 9時）、土・日曜、祝日は終日 ☎ 03-5320-4592（都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター）
　　聴覚の障害などで電話が難しい方 FAX 03-5388-1396　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊急事態措置に関する不明点は、東京都緊急事態措置相談センターへ
午前 9時～午後 7時（土・日曜、祝日を含む毎日）☎ 03-5388-0567　＊予防・検査・医療に関する相談は下記へ
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第1回市議会定例会の結果
2 月 21日～3月 26日の 35日
間の会期で開かれた第1回定例
会では、8 名の議員による各会
派代表質問および 14 名の議員
による一般質問が行われました。
28 件の市長提出議案が提出さ
れ、「令和 2年度武蔵野市一般
会計予算」、継続審査となってい
た「武蔵野市自治基本条例」な
どが可決されました。議員提出
議案は 3 件提出され「武蔵野市

議会基本条例」などが可決され
ました。また、1件の陳情の採
決が行われ、「第三中学校天井
落下事故究明と市内全児童・生
徒の安全を求めることに関する
陳情」が意見付き採択となりま
した。詳細は 5月15日発行予
定の市議会だより、または市議
会HPをご覧ください。
▶問：議会事務局議事係☎ 60-
1883

　選挙管理委員の就任

任期満了に伴い、市議会定例会
で次の方が選出され就任しました。
任期：３月29日～令和６年３月
28日▶問：選挙管理委員会事務
局☎60-1893
委員長 田中　忠彦
委員長職務代理 竹田　公代
委員 三次　　勉
委員 石嶋　秀夫

井
い

口
ぐち

大
だい

也
や

（新任）
東京都立保谷高等学
校卒業、平成 25 年
４月市立千川小学校Ｐ
ＴＡ会長、30年４月か
ら市立第四中学校ＰＴ
Ａ会長、31 年４月市
消防団第６分団部長および市立小中
学校ＰＴＡ連絡協議会会長。45 歳。
任期：令和６年３月31日まで

　教育委員を新たに任命しました

任期満了に伴い、市議会の同意
を得て、令和２年４月１日付で新
たに教育委員を任命しました▶
問：教育企画課☎60-1894

　これまで培ってきた武蔵野市の市民参加
や市政運営のルールを、未来にわたって継
承していくことが重要と考え、市議会の議
決を経て、このたび武蔵野市自治基本条例
を制定しました。
　自治とは、自分たちに関することを自ら
の責任において行うことです。「市民自治
のまち武蔵野」を今後も実現し続けていく
ためにも、我々一人ひとりが地域のことに
ついて思い、行動することが重要です。
　市民の皆さまにとっても、この条例が具
体的な活動への参加のきっかけとなること
を願っています。

市長 松下 玲子

　武蔵野市議会は、常に時代の変化に
合わせて議会改革を行い活動してきま
した。そこで今まで培ってきた議会活
動のルールや今後議会が取り組んでい
くべきことなどをあらためて明文化す
ることで、より市民に分かりやすい市
議会となるよう、このたび議会基本条
例を制定しました。この条例により、
議会にあまり関心のなかった皆さまに
も市議会への理解を深めていただき、
市民参加がさらに拡充することで武蔵
野市がより一層豊かに発展することを
期待しています。

議長 小美濃 安弘

　これまで武蔵野市では、地域課題への対応やまちづくりを進めていくさまざまな場面で、市民参加の機会をつくってきまし
た。また、市議会においても、市民との意見交換を行ったり、請願や陳情（市議会に対する意見や要望）について１件１件丁
寧に議論をするなど、市民の声を把握する取り組みを行い、市民の声を生かす市政を行ってきました。
　こうした取り組みを明文化し、市民の皆さんにも見えるルールとして「市民自治のまち武蔵野」を将来にわたって続けてい
くため、「自治基本条例」と「議会基本条例」を制定しました。
▶問：自治基本条例：企画調整課☎ 60-1801、議会基本条例：議会事務局☎ 60-1883

自分たちのまちは自分たちでつくる　市民の声を生かす市政

市民意見の把握
開かれた議会運営
情報の公開・提供

市政の説明責任
情報の公開・提供

市政を信託
請願・陳情

市政を信託
政策形成過程への参加

議会
意思決定機関
議事機関

市長
執行機関

条例・予算などの議案の提出、政策などの立案、市政の執行と報告

条例・予算などの議案の議決（市の意思決定）、
適正な行政運営のチェック、市政の課題と政策の提起

協働

「情報公開」と「市民参加」
による市政運営

2つの条例
 のイメージ

市民
自治の主体

市民一人ひとりが
市政を担う一員です
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　議会と市長その他の執行機関は異なる機関である
ことから、立場や権能の違いを理解して、緊張感を
保持し、独立・対等の立場で活動することを定めて
います。
　議会が全市民の代表であることから幅広い多くの
市民から意見を聴き、議案等の審議・審査に反映さ
せることや、議会からのわかりやすい情報発信を今
まで以上に拡充していくことを定めています。
　市民の意見を把握するための具体的な取り組みと
して、意見交換の場などを設けることや、請願・陳
情の提出があった場合、提出者の説明機会の確保に
努めることなどを定めています。
　大規模災害が発災した場合の議会の対応を定めて
います。

　議事機関・意思決定機関として、
適正な市政運営が行われているかを
監視・評価するとともに、政策立案
および提言を行うため、次に掲げる
原則に基づいて活動することを定め
ています。
例えば…
・市民の意見を的確に把握すること
・ 公正性、透明性および信頼性を重
視すること

 など　

議会の活動原則 そのほかの主な内容
　市長と同じく、住民から選挙で選ば
れた議員で構成される組織が議会で
す。
　議会が果たすべき責任や役割がます
ます大きくなっていますが、議会の機
能をさらに充実させるため、議会およ
び議員の活動原則や、市長ほか執行機
関や市民との関係など、議会を運営し
ていく上での基本的な原則を定めたも
のが議会基本条例です。
　この条例を制定することで、議会の
在り方を明らかにするとともに、市民
参加の推進および情報公開を積極的に
進め、今まで以上に、市民の負託に応
える議会を目指していきます。

自治基本条例と議会基本条例の同時施行に際して、シンポジウムの開
催を予定しています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により開催
日は未定ですが、詳細が決まり次第、市HPなどでお知らせします。

◎ 各条例の全文は、
市 HPを参照して
ください。

市長等は、政策などを立案、決定し
ていく段階において市民参加の手続
きを行うよう努めます。
例えば…
・アンケート調査の実施
・ワークショップの開催
・検討会議などへの市民の参加
・ 中間案でのパブリックコメントの
実施 
 など　

市民参加の手続きの原則
　地域の公共的な課題への対応など市
政運営全般について、市民・議会・市
長等（行政）それぞれがどのような役
割を担い、どのような対応をしていく
かについての基本的なルールとなるも
ので、一般的に「自治体の憲法」など
ともいわれます。

基本原則
長期計画をはじめとする「計
画に基づく市政運営」を行うこ
とを大前提として、自治を一層
推進するためには、市と市民の
「情報共有」、市政への「市
民参加」の保障、そのことに
より「協働」して公共的課題
の解決を図ることが大切である
という考えのもと、これらの４
つを自治の基本原則とします。

令和元年 12月
　 自治基本条例素案の作成、パブリックコメ
ント手続きを経て、自治基本条例案を市議
会に上程。自治基本条例審査特別委員会を
設置
令和 2年 3月
　 議会基本条例素案の作成、市民意見交換会、
パブリックコメント手続きを経て、議会基
本条例案を上程、全会一致で可決
　 自治基本条例案が自治基本条例審査特別審
査委員会で可決、本会議でも全会一致で可
決

平成 17年 11月
　 第二次武蔵野市行財政改革を推進するため
の基本方針にて、市民活動の促進と市民参
加の場の拡充のための取組事項の 1つと
して「自治基本条例制定の検討」を記載

平成 20年 12月
　 「分権時代の自治体運営の基本ルールを考
えるシンポジウム」開催

平成 22年 1月～
　 「武蔵野市の
市民自治の未
来を考える～
新しいパート
ナーシップの
かたち～」と
いうテーマで
シンポジウム・連続講座を開催

平成 23年～
　 議会改革の一環として議会基本条例の検討
を開始

平成 28年 11月～平成 30年 10月
　 「武蔵野市自治基本条例（仮称）に関する
懇談会」を設置し、22 回の会議、議会各
会派との意見交換、パブリックコメント、
市民意見交換会などを行い、条例の骨子案
について報告いただく

令和 2年 4月 1日
　自治基本条例・議会基本条例が同時施行

制定までの歩み自治基本条例・議会基本条例

自治基本条例 議会基本条例

自治基本条例

議会基本条例

この特集に関するお問い合わせは、自治基本条例：企画調整課☎ 60-1801、議会基本条例：議会事務局☎ 60-1883

計画に基づく市政運営
1～3のサイクルが回ることでさら
なる自治の推進につながります

3
協働

情報
共有

1 

市民
参加

2 
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MUSASHINO CITY4 No.2143令和2年4月15日号

掲載の情報は令和 2年 4月 8日時点のものです。最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで確認してください。

ヴェオリア・ジェネッツ［株］）が宅
地内に立ち入ることがあります。ご
協力をお願いします。
▶日時：４月中旬～令和３年３月下
旬▶場所：市内全域▶問：水道部
工務課☎52-0735

　 第二期生涯学習計画を策定しま
した
平成 22 年度に策定した生涯学習
計画の計画期間終了に伴い、同計
画を改定しました。
▶配布：４月20日以降に生涯学習
スポーツ課、各市政センター・図
書館、市民会館、市政資料コーナ
ーで配布。市HPに掲載
▶問：生涯学習スポー
ツ課☎60-1902

　 商工会館市民会議室など貸し出
し（８月10日以降分申込）
▶申込・問：５月12日（火）午前９
時 30 分（開場 9時）までに申込書
を商工会議所会議室☎22-3631
へ。その後は事務室で随時受け付
け。

　 成年後見制度利用促進基本計
画を策定しました

成年後見制度利用促進法の施行な
どに伴い、市の基本計画を定めま
した。制度の利用支援を進め、被
後見人と家族の安心につなげます。
▶基本目標：「生涯を通じて　本
人意思が尊重され　安心して　自
分らしく暮らせるまち」▶配布：健
康福祉部各課、保健センター、市
政資料コーナー、各図書館・市政
センターで配布。市HPに掲載▶問：
地域支援課☎60-1941

　 スズメバチ等駆除助成制度申請
はお早めに

令和元（平成 31）年度の申請期限
は４月30日（木）です▶問：環境
政策課☎60-1842

　水道管の漏水調査を実施

道路に埋設した水道管と各家庭に
引き込まれている給水管の漏水調
査。調査員（水道部のベストを着
用、身分証明書携帯。委託業者：

 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／
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　〒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
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5

吉祥寺市政センター
　〒180-0004吉祥寺本町1-10-7商工会館2階
　☎ 22-1821
中央市政センター
　〒180-0006 中町 1-2-8 ☎ 56-3800
武蔵境市政センター
　〒180-0022 境 1-1-7QuOLa2 階☎ 53-2200

市関連施設

　 「武蔵野市×ルーマニア ホスト
タウンフレーム切手」を販売

武蔵野市がルーマニアのホストタ
ウンとなった記念に、ルーマニア
の世界遺産や名所のオリジナルの
フレーム切手を販売しています。
フレーム切手（84円切手×10枚）
1 シート 1330 円（税込）。市内
の郵便局、東京中央郵便局、大手
町郵便局、郵便局ネットショップ
にて販売。※フレーム切手は日本
郵便（株）の登録商標▶問：武蔵野
郵便局☎ 53-4444、多文化共生・
交流課☎ 60-1806

　市民宿泊助成施設を拡大

友好都市の一部の宿泊施設に宿
泊する市民に宿泊費を助成してい

ます。４月１日から新たに下記の
施設が対象となっています。山形
県酒田市：湯の台温泉鳥海山荘
☎ 0234-61-1727、http://www.
choukai.jp/choukaisansou/ ▶
助成内容：1人 1泊につき3000
円を助成。利用時に市内在住を証
明できる運転免許証や保険証など
をフロントに提示。市役所での手
続きは不要▶問：多文化共生・交
流課☎60-1806

　 横河公園の閉園に伴う掲示板移
設について
３月31日に閉園した横河公園に設
置されていた広報掲示板を市立も
くせい公園（中町 3-7）の東入口
側に移設しました▶問：秘書広報
課☎60-1804

令和２年度　納期限カレンダー

市都民税 
( 普通徴収分 )

固定資産税
都市計画税

軽自動車税 
（種別割）

国民健康保険
税・後期高齢
者医療保険料

介護
保険料

5 月（６/１＊） １期 全期
6月（６/30） １期
7月（７/31） ２期 １期
8月（８/31） ２期 ２期
9月（９/30） ３期
10月（11/２＊） ３期 ４期
11月（11/30） ５期
12月（12/28） ３期 ６期
1月（２/１＊） ４期 ７期
2月（３/１＊） ４期 ８期
＊ 納期限日は納期月の末日です（12月を除く）。各納期月の末日が土・日曜にあた
る場合は、次の市役所開庁日が納期限日になります。

運
営
：
文
化
学
習
協
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事業名 対象 内容 問
引きこもりサ
ポート事業　
それいゆ

おおむね
15～49歳
市内在住

引きこもりと家族への支援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・社会参加体験
・家族セミナー・講演会など

☎・FAX
24-6491
musapo@
npobunka.net

若者サポート
事業
みらいる

おおむね
15～18歳
市内在住

高校生世代の日常生活・学習支
援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・学習支援・就労支援
・居場所活動

むさしの地域
若者サポート
ステーション
（厚生労働省
委託事業）

おおむね
15～49歳

若年者への就労支援
・相談支援（電話・来所・訪問）
・就労支援プログラム
・職場実習

☎70-5067
musashinoyss
@npobunka .
net

　 令和元（平成 31）年度市税な
どの納付はお済みですか
令和元（平成 31）年度の市税な
どは、３月31日ですべての納期が
過ぎました。納付漏れがないか、お
手元の納税通知書・納付書を確認
してください。口座振替を利用の方
でも残高不足などによる振替不能に

より、納付書・督促状が送付されて
いる場合があります。市役所から送
付された文書のほか通帳の記帳な
どで納付の確認をお願いします。令
和２年度の納期の確認に下記カレン
ダーをご利用ください▶問：納税課
☎ 60-1827、保険年金課☎ 60-
1836、高齢者支援課☎60-1845

　 引きこもりサポート・若者サポ
ート事業窓口のご案内
4月から、引きこもりサポート事業
の対象年齢が15～49歳に拡大と
なっています。下表の事業を一体
的に運営しています。

▶日時：午前 10時～午後６時（木・
日曜、祝日、年末年始を除く）▶
場所：御殿山 1-6-8ムサシヤビル
▶問：障害者福祉課☎ 60-1847、
児童青少年課☎ 60-1853

税（科）目
納期月
（納期限）

キリトリ線

民活動推進課で配布）を郵送また
は直接〒 180-8777 市民活動推
進課☎60-1829へ。

　 市内特別支援学級の「交流共同
学習支援員（登録制）」を募集

インクルーシブ教育システムの理念
を踏まえて、特別支援学級と通常
の学級との交流・共同学習の機会
を拡充するため、市立小学校の特
別支援学級設置校（第三・大野田・
境南小）で対象児童の指導補助・
安全管理・連絡調整などを行う交
流共同学習支援員を募集します。
▶登録：令和 3年 3月末まで（必
要が生じた場合、校長の面接など
を経て採用。必ず採用されるわけ
ではありません）▶そのほか：週
18 時間以内（指導曜日・時数は
学校と支援員が相談して決定）。時
給 1110 円▶申込・問：5月 7日
までに履歴書（様式自由、返却不
可。封筒に「交流共同学習支援
員登録」と朱書き）を郵送または
直接〒180-8777 教育支援課☎
60-1908へ。

　 広報誌「季刊むさしの」仕事体験
をする中学生を募集します
市内の会社やお店の仕事を体験し
て取材する「むさしの仕事図鑑」
の中学生記者を募集します。今回は
「図書館の仕事」です。
▶日時：１日（応相談）で日中２
～３時間程度▶対象：市内在住・
在学の中学生、２名（申込順）▶
発行：夏号（６月末）▶申込・問：
秘書広報課☎ 60-1804

　青少年平和交流派遣団団員募集

平和祈念式典参加、青少年ピース
フォーラムや交流会への参加、原
爆資料館の見学など。
▶日時：8 月 8 日（土）～ 10 日
（月・祝）2泊 3 日▶派遣先：長
崎県長崎市（飛行機使用）▶対
象：①市内在住・在学の中学・高
校生で平和学習に関心があり、派
遣後、学んだことを生かせる方②
事前に行う結団式、学習会（3回
程度）、事後の学習会および報告
会に参加できる方、12名▶費用：
2 万 5000 円。事前・事後の学習
会（市内）などの交通費は別途自
己負担▶選考：面接（5月下旬予
定。後日連絡）▶申込・問：5 月
18 日（必着）までに参加申込書（市

青少年海外交流事業説明会の中止
4 月 17 日（金）午後７時に開催
を予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止のた
め中止します▶問 : 児童青少年課
60-1853
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　 土曜学校「サイエンスクラブ」
　受講生募集
不思議で楽しい実験＆観察で君も
サイエンス博士を目指そう（ガラ
ス細工に挑戦しよう、スーパーボ
ールを作ろうなど）。
▶日時：６月６日～11月28日の土
曜（全 12 回）▶場所：大野田小
理科室（吉祥寺北町４-11-37）ほ
か、野外学習あり▶対象：市内在
住・在学の小学５年～中学１年生▶
講師：小学校教員、地域の方ほか
▶費用：3000円（教材費）▶申込・
問：４月30日（必着）までに往復
ハガキ（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〒180-
8777 生涯学習スポー
ツ課☎ 60-1902へ。
二次元バーコードから
申込可。

　 外国人のための法律と心理の相
談会

ビザ・在留資格、労働問題、離婚
などを専門家（弁護士、社会保険
労務士など）に相談できます。英、

中、韓、タイ、スペインなどの
16 語通訳付き（そのほかの言語
は問い合わせ）。
▶日時：5 月 23 日（土）午後 2
時 30 分～ 4 時 30 分▶場所：ス
イングスカイルーム▶対象：日本
在住外国人と家族、関係者▶費用：
無料▶申込・問：5月１５日までに
国際交流協会☎ 56-2922

　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、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した／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／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

子
ど
も
育
成
課

保育施設に対
する巡回支援
指導
１名

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

５月1日～／週4日（月～
金曜のうち4日）午前9時
～午後5時／月額18万
200円／期／交

書類審査
作文・面接：
4月24日
（金）

申・問 4月20日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）・保育士証の写しを郵送
または直接〒180-8777子ども育成課☎60-1854へ。作文の詳細は、面接通知に明
記

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

6月1日～／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：
4月28日
（火）

申・問４月23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

教
育
支
援
課

介助員
１名

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

6月１日～／週５日（月
～金曜）午前８時～午後
３時30分のうち６時間、
年１回宿泊勤務あり／特
別支援学級設置校／月額
17万6800円／期／交

書類審査、
面接：
5月13日
（水）

申・問５月１日（金・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

既受講者4万 4000 名超／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）▶問：交通企画課☎ 60-
1860

　 自転車安全利用講習会
　保険の助成など特典あり

開催日 番号・開始時間 会場 締切日

5 月 30日 ( 土 ) ①午前 10時
②午後 1時★ 市役所 811会議室 5月 17日（日）

6月 11日 ( 木 ) ③午後 7時 スイングレインボー
サロン 5月 28日（木）

対象／定員
市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子連れ
可 (認定証の交付なし。託児なし )／各80名（超えた場合抽選）
／定員に満たない場合、締切後も受け付け可

持ち物 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）、更新の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）／公共駐輪場定期利
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）

申込

市HPから電子申請またはハガキ（申込要領参照し、
①～③から第 1・2希望、★は子の人数、更新の
方は認定番号 10桁も明記）で〒180-8777 交通
企画課「自転車安全利用講習会担当」へ。二次元
バーコードから申込可※荒天などにより中止の場
合あり

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆

■パソコン教室受講者募集
Win8・10 対応（ＰＣ持込可）、
Mac 不可。▶日時：平日。午前の
部：10 時～正午、午後の部：1 時
30分～3時30分（コースによる）
▶場所：シルバー人材センター講
習会室▶対象：市内・近隣地域の
方（申込順）▶費用：通常 2000 円、
個 別 1600 円、 訪 問指導：1 時
間 1284 円・交通費 535 円▶申
込・問：同センター☎ 55-1231、
http://www.musashino-sjcp.
jp/pc/
■創業支援公開講座
「これからの、家と庭」
「空き家」の利活用をテーマにし
た実践型プログラム▶日時：４

月 18 日（土）午後 7 時▶場所：
武蔵野プレイス▶講師：田中元子
（グランドレベル代表）ほか▶費
用：1000 円▶申込・問：https://
here-kougai.com/または（株）
タウンキッチン☎ 30-5800へ。
■商工会議所異業種交流プラザ
講演会
ＡＩとこれからの未来について▶
日時：5 月 13 日（水）午後 6 時
30 分～ 7時 45 分▶場所：商工会
館市民会議室▶対象：90名（申込
順）▶講師：石原潤一（［有］ス
トーンフィールド代表取締役）
▶申込： 5 月 1 日午後 5 時まで
に 同 会 議 所 HP https://www.
musashino-cci.or.jp/ へ▶問：同
会議所☎ 22-3631（土・日曜、
祝日除く）
■外国人のための日本語コース
生活に必要な日本語会話と情報の
紹介▶日時：A：5月 7日～ 7月 9
日の木曜。B：5月 8日～ 7月 10
日の金曜。C：5月 9日～ 7月 11
日の土曜。午前 10 時～正午▶場
所：国際交流協会▶対象：18 歳以
上で日本在住者。日本語初級～中
級者、各 20名（申込順）▶講師：
ボランティア（日本語交流員）▶

費用：各 6000 円▶託児：ABあり
（別途 600 円）▶そのほか：9 言語
のチラシを同協会HPに掲載▶申
込・問：本人が直接同協会☎ 36-
4511へ。
■就職支援セミナー
①若者と企業の交流会 in 国分寺
②“自分に合った”事務職発見
コース▶日時：① 5月 22 日（金）
②６月 22 日（月）～７月７日
（火）▶場所：①②東京しごとセ
ンター多摩（国分寺市南町 3-22-
10）▶対象：① 29 歳以下②女性
▶費用：無料▶申込・問：東京し
ごとセンター多摩① 042-329-
4510 ② 042-329-4524※詳細
は https://www.tokyoshigoto.
jp/tama/ 参照。

◆ スポーツ ◆
■ジュニアソフトテニス教室
東京都ジュニア育成地域推進事業
▶日時：５月 22 日～８月７日の
金曜（7月 17 日を除く）午後４
時 45分～６時 45分▶場所：庭球
場▶対象：市内在住・在学の小学
４～６年生▶費用：無料▶申込：
不要▶問：ソフトテニス連盟・竹
内 ☎ 090-2550-0430、takeu_
yasubou@yahoo.co.jp
■むさしのジュニアバレーボール
クラブ会員募集
東京都ジュニア育成地域推進事
業▶日時：①５月 16 日～令和３
年１月 30 日の毎週土曜、午前９
時～正午②５月 14日～令和３年
１月 28 日の毎週木曜、午後４時
30分～７時▶場所：総合体育館ほ
か▶対象：市内在住・在学の小学
生（②は 4年生以上）、各 20 名
（申込順）▶費用：無料▶申込・問：
４月 16 日～ 30 日に直接体育協
会またはバレーボール連盟・後藤
☎ 090-4913-0466、ginzou7@
movie.ocn.ne.jpへ。
■夏季水泳教室
①火曜夜間②フィンで楽しむ▶日

時：① 7 月 7 日～８月 25 日、午
後 7時～ 8時 30分②７月３日～
８月 28 日の金曜、７時 15 分～
８時 45 分▶場所：第四中プール
▶対象：市内在住で中学生以上の
方、各 30 名（超えた場合抽選）
▶費用：① 4300 円② 4400 円▶
申込・問：4月15日～30日（必着）
に往復ハガキ（性別、生年月日も
明記）で体育協会または水泳連盟・
佐藤☎ 080-8479-1573へ。

◆ お知らせ ◆
■武蔵野プレイス 講座・イベン
ト情報誌 「Place Info．」発行
講座・イベント情報や館内紹介、
開館日カレンダーを掲載▶費用：
無料▶配布：同館、総合体育館、
生涯学習スポーツ課、各図書館・
市政センター・コミセン、市民会
館ほか▶問：同館生涯学習担当☎
30-1901

特に記載のないものは▶費用：無
料▶申込：不要。市内施設の住所
は4頁、8頁、見出し部分などを
参照。講師の方などの敬称略。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。

ガイド＆GUIDE に掲載の情
報については令和 2年 4月 8
日時点のものです。イベント
などの開催の可否については、
各主催者にお問い合わせくだ
さい。



申込要領 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）
●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
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掲載の情報は令和 2年 4月 8日時点のものです。最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで確認してください。

　 人間ドック（生活習慣病予防、病
気の早期発見のために）

午前に検査、午後に医師による結
果説明。保健師・管理栄養士による
健康相談可。
▶実施日：火・木曜▶場所：健康づ
くり事業団▶費用：市内住民登録
の方：2万1000円、そのほかの方：
4万2600円▶オプション検査（別
途料金）：胸部CT、腫瘍マーカー、
頸動脈超音波など▶申込・問：2週
間前までに健康づくり事業団（半
年先まで予約可、予約状況は同事
業団HP参照）。

以上の方、15名▶費用：2500 円
（テキスト代）▶そのほか：1 科
目から受講可、全日程修了者には
女性労働協会の修了書を交付。詳
細は市HP参照▶申込・
問：ファミリー・サポ
ート・センター☎ 30-
8077

　 特集展示「武蔵野に残る旧東京
市麻布区役所庁舎」

国登録有形文化財に登録された旧
東京市麻布区役所庁舎（日本獣医
生命科学大学一号棟）の歴史と魅
力。
▶日時：5月11日（月）～６月11日
（木）▶場所：ふるさと歴史館▶問：ふ
るさと歴史館☎53-1811

日　　時 内　　容

5
月

9 日（土）午前 9時 30分～ 10時 20分 オリエンテーション
午前 10時 30分～午後 0時 30分 保育の心
午後 1時 30分～ 3時 30分 子どもの遊び

16日（土）午前 10時～正午 障害のある子の預かり
17日（日）午前 10時～正午 身体の発達と病気

午後 1時～ 5時 心の発達とかかわり
23日（土）午前 10時～正午 生活へのケアと援助

午後 1時～ 5時 小児看護の基礎知識
30日（土）午後 1時～ 4時 子どもの栄養と食生活
31日（日）午前 10時～正午 救急救命講習

午後 1時～ 4時 事業について

　市民体育大会

▶場所：総合体育館▶申込・問：
体育協会☎ 55-4119、詳細は
http://musashino-taikyo.jp/ 参
照。
●インディアカ
一般女子の部（4人制）、混合の
部（コート内男子 2 名以内、女
子 3名以内の 4人制）
▶日時：5 月 31 日（日）午前 9
時▶場所：サブアリーナ▶対象：
市内在住・在勤・在学の中学生以
上▶費用：1 チーム 80円▶申込・
問：5 月 1 日～ 7 日に直接体育
協会へ。
●ドッヂビー
♦ディスクドッヂ（10 人制）小
学生部門（引率責任者 1 名を登
録）、フリー部門（小学生以上）
♦ゴールドッヂ（5人制）フリー
部門（小学生以上）♦ドッヂディ
スタンス、4歳以上
▶日時：5 月 31 日（日）正午▶
場所：メインアリーナ▶対象：市
内在住・在勤・在学およびドッ
ヂビー協会会員▶費用：1 人 10
円▶申込・問：４月 27 日～５月
14日に直接体育協会へ。
●ミニサッカー
種目：一般男子、一般女子、男子
40 歳以上、女子 35 歳以上（監
督コーチ含め 6名以上）
▶日時：6 月 7 日（日）午前 9
時▶場所：メイン・サブアリーナ
▶対象：中学生以上▶費用：1 チ
ーム 1000 円▶申込・問：5 月 1
日～ 15 日（消印有効）に往復ハ
ガキ（種目、チーム名、代表者の
氏名、住所、電話番号、勤務先・
学校名も明記）で体育協会へ。市
サッカー協会HPから申込可。

　野外活動センター

▶申込・問：☎ 54-4540、FAX
51-9810※ FAXは要受信確認、
電話申込不可、HPから申込可。
※旅行条件説明書はHPまたはDoSports
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
●カーリング
冬季オリンピック競技であるカー
リングの用具の扱い方やルールを
学び、体験。用具貸し出しあり。
▶日時：6 月 7 日（日）午前 7
時三鷹駅北口出発・午後 6 時解
散。雨天実施▶場所：長野県軽井
沢町▶対象：市内在住・在勤・在
学の小学生以上（小学 4 年生以
下は保護者同伴）、40名。最少催
行 13 名▶講師：軽井沢アイスパ
ークインストラクター▶費用：中
学生以上 8150 円、小学生 7130
円▶持ち物：昼食▶申込・問：4
月 30 日（必着）までにハガキ・
ファクス（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・学校名も明記）または
直接野外活動センターへ。

　 ファミリー・サポート・センタ
ー　サポート会員養成講座

地域で送迎や預かりなど子育ての
支え合いの活動を行うサポート会
員として登録するための講座で
す。
▶場所：商工会館第 1・2会議室
▶対象：原則市内在住の満 20 歳

●  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

HP h t t p : / /www . l i b r a r y .
musashino.tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を

５月10日（日）まで、引き続き
休館します。
▶資料の返却：返却期限を過
ぎても、無理に外出せずに、
図書館が開館してから返してく
ださい。本・雑誌はブックポス
ト（各館、芸能劇場、吉祥寺
東急ＲＥＩホテル）に返すことが
できます。
▶貸出期間・取り置き期限：
貸出中資料の返却期限、予約
資料の取り置き期限・返却期
限は、随時延長処理を行いま
す。

休日の医療機関
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 ☎

19 日
（日）

○第一臼田医院 内科 西久保 1-18-16 54-1032
○桜堤ファミリークリ
ニック

内科・小児科（乳児
不可） 桜堤 2-8-55-118 53-1111

◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

26 日
（日）

○もとはし内科 内科 吉祥寺北町 2-19-9 23-6886
○おおやクリニック 内科・小児科 境 2-8-3 51-3001
◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

29 日
（水・祝）

○長沼整形外科・内科
医院 内科 境 2-13-6 59-1300

○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

4/15（水）～ 30（木）

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

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

歯科診療 午前 9時～午後 5時　電話連絡のうえ受診
19日（日） 辰野歯科医院 吉祥寺本町2-31-2 ケヤキビル1階 ☎ 20-9484
26 日（日） 吉祥寺歯科医院 吉祥寺本町1-8-10 吉祥寺ビル4階 ☎ 21-2418
29日（水・祝）田辺歯科医院 境 5-20-5 ☎ 51-2400

調剤薬局 日曜午前 9時～午後 5時
武蔵野管理センター薬局は 3月末日をもちまして終了しました。
日曜・祝日開局薬局は市薬剤師会HP https://www.musayaku.jp/ 参照

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
h t tps : / /www.h imawar i .
metro.tokyo.jp/

東京都小児救急相談
月～金 18-23 ／土日祝年末年始 9-23
＃8000 または☎ 03-5285-8898

東京消防庁救急相談センター
電話相談 ＃7119または☎ 042-521-2323
　

東京版救急受診ガイド 検索

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
みは欄外の申込要領参照
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●申込先の市内施設の住所は、4頁、8頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●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

掲載の情報は令和 2年 4月 8日時点のものです。最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで確認してください。

子育て中の方が気軽に利用でき
る催しを行っています▶特に記
載のない事業は、市内在住の各
年齢の未就園児と親▶定員のあ
るものは申込順▶費用：無料

・お知らせやイベント情報が届く
・予防接種のスケジュール調整
・子育て施設や医療機関を検索できる　などなど
　便利な機能が満載！　ぜひご活用ください。ご登録はこちらから↑

楽しくありながらも忙
しい子育ての中で、本
当に必要な情報を自
分で探し出すのは大変。
むさしのすくすくナビ
はそんなお母さん・お
父さんたちをお手伝い
します▶問：子ども政
策課☎ 60-1239

子育て支援施設
運営団体：子ども協会☎36-0673

▶対象：市内在住の方。3歳児対象
事業は令和2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（きょうだい託児
は3日前までに申込）▶申込： 15日
（水）午前9時から電話で各施設へ
※いこっとは月～金曜午前9時～
午後4時※ぐるりんは火～土曜午
前10時～午後4時

● 講師による2歳3歳ひろば　音楽
ムーブメント

　 ▶日時：5月19日（火）①午前10時②
11時（各45分）▶対象：2～3歳児と
親、各12組▶内容：音楽と動きを楽
しむ▶講師：前田典子▶申込：要▶託
児：きょうだい託児あり

0123はらっぱ
八幡町1-3-24
  ☎ 56-3210

休館：金・土曜、祝日　　　　

● 講師による0歳ひろば　赤ちゃんと
のふれあいコミュニケーション

　 ▶日時：5月25日（月）午前10時～11
時30分▶対象：0歳と親、20組▶講
師：永田陽子▶申込：要▶託児：きょ
うだい託児あり
●0歳ひろばプラス
　赤ちゃんと一緒のヨーガとTeaTime
　 ▶日時：5月25日（月）（5回連続）午
後2時30分～3時30分▶対象：首が
座った0歳と親、12組▶講師：黒田節
子▶申込：要▶託児：きょうだい託
児あり

●２歳３歳ひろば
　はらっぱの庭で遊ぼう
　 ▶日時：5月26日（火）午前10時～10
時45分▶対象：2～3歳児と親、15組
▶持ち物：汚れても良い服装▶申込：
要▶託児：きょうだい託児あり

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312

休館：日曜、祝日

●coco（0歳）コースと同時開催
　プレパパ・プレママのひろば
　 ▶日時：5月19日（火）午前10時～10
時45分▶対象：0歳と親、妊婦▶定
員：0歳:なし、妊婦：5名▶内容：親子
遊びと話▶申込：妊婦は要

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：5月13日（水）午前10時～10
時45分▶対象：1歳と親、10組▶内容：
キラキラボトルを作ろう▶申込：要
●nico（2歳）コース
　 ▶日時：5月29日（金）午前10時～10
時45分▶対象：2・3歳と親、12組▶
内容：いこっとのおもちゃで遊ぼう
▶申込：要

おもちゃのぐるりん
緑町2-6-8第3アパート8号棟1階

☎37-2016
休館：日・月曜、祝日

●手作りおもちゃの会
　ぱくぱくかばくんをつくろう
　 ▶日時：5月12日（火）～16日（土）午
前10時30分～午後3時30分▶対象：
市内在住の未就学児と保護者▶内
容：牛乳パックのおもちゃ作り▶持
ち物：1ℓ牛乳パック1本

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会（親子）▶日時：5月13日・
20日・27日の水曜▶対象：平成29年
生▶費用：1回500円▶申込：☎

●武蔵野中央幼稚園 ☎52-1136
　 ようこそちいさなおともだち（園庭・
園舎開放）▶日時：５月13日（水）午
後1時30分～2時30分▶申込：不要

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：5月27日
（水）午後1時～2時▶対象：未就園親
子▶費用：1人100円▶申込：☎

幼稚園
▶内容：未就園児親子向け事業。各園
月の内1事業のみを掲載。詳細は各園
HP参照▶持ち物：室内の事業は上履
き・外袋（親子とも）▶申込・問：各園

◎乳幼児及び義務教育就学児医療
費助成制度▶対象：市に住民登録
があり、健康保険に加入している
中学校修了前の児童を養育してい
る方（所得制限なし）、健康保険証

　 中学校修了前のお子さんがいる
方へ

◎児童手当▶対象：市に住民登録
があり、中学校修了前の児童を養
育している方。両親に所得がある
場合は恒常的に所得の高い方。公
務員は職場から支給、支給開始は
請求日の翌月から（出生・転入は
15日以内に請求すると該当日の
翌月から）。

所
得
制
限
限
度
額

扶養人数 所得額 収入額（目安）
０人 622万円 833万円
１人 660万円 876万円
２人 698万円 918万円
３人 736万円 960万円
４人 774万円 1002万円
５人 812万円 1042万円

と一緒に提示すると保険診療の自
己負担分を助成（助成対象外：定期
健診、予防接種、診断書代、入院時
の食事代、おむつ代など）、申請日
から助成開始（出生・転入は２カ月
以内に申請すると該当日にさかの
ぼって助成）。
【共通】▶申込：対象者と対象児童
の健康保険証、印鑑など（ほかにも
追加の書類が必要な場合あり）を
持って直接〒180-8777子ども家
庭支援センター手当医療係（郵送
可）または各市政センター（夜間窓
口不可）へ▶問：子ども家庭支援セ
ンター☎60-1852

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☎51-0700

月
額

３歳未満 １万 5000円
３歳～
小学生

１万円（第３子以降は
１万 5000円）

中学生 １万円
所得が限度額（下表参照）以上の場合
は特例給付となり年齢にかかわらず一
律 5000円

0123吉祥寺
吉祥寺東町2-29-12　　　

  ☎20-3210
休館：日・月曜、祝日　　　　

●家庭の看護講習会
　いざという時のために
　 ▶日時：5月27日（水）午前10時～11時
30分▶対象：0～3歳児の親、20名▶講
師：吉澤志麻▶申込：要▶託児：あり
●０１２３子育て談話室
　子どものイヤに困ってます
　 ▶日時：5月26日（火）午前10時～11
時30分▶対象：1～3歳児の親、15名
▶講師：大河原美以▶申込：要▶託
児：あり

●  ごみ総合対策課：〒180-0012 
緑町3-1-5 ☎60-1802

　  クリーンセンター係：☎54-1221

●  粗大ごみ受付センター：☎60-1844

　 Eco パートナー認定事業所
　決定
ごみの発生抑制や分
別・資源化などに先
進的に取り組む市内
29 事業所を Eco パ
ートナーに認定。
▶Ecoパートナー（50音順）：亜細
亜学園、アトレ吉祥寺店、イトーヨ
ーカ堂武蔵境店、いなげや武蔵野
桜堤店、いなげや武蔵野関前店、い
なげや武蔵野西久保店、井の頭自
然文化園、NTT武蔵野研究開発セ
ンタ、エフエフビル管理組合、御料
理武蔵野、吉祥寺第一ホテル、吉祥
寺東急REIホテル、キラリナ京王
吉祥寺、コピス吉祥寺、サミットス

トア武蔵野緑町店、JR東日本ステ
ーションサービス吉祥寺駅、シュ
ープラザビル、成蹊学園、西友吉祥
寺店、ダイヤバローレビル、東急百
貨店吉祥寺店、パルコ吉祥寺店、丸
井吉祥寺店、三鷹東急ストア、ミニ
コープ武蔵野店、武蔵野赤十字病
院、モンテローザ、横河電機、ヨド
バシ吉祥寺▶問：ごみ総合対策課

　祝日のごみ収集

4 月 29 日（水）、5月 4 日（月）
～ 6 日（水）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

CIMコラムについて
毎月 15日号に掲載している市民
の皆さんに知ってほしい情報を
市民ライターがお伝えしている
CIMコラムは今号は休載します。
▶問：市民活動推進課 60-1809

ゆ り か ご む さ し の
 武蔵野市母子保健サービスの愛称です

妊娠期から子育て期まで、切れ目なくサポートします

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。

問：健康課マタニティ安心コール☎ 51-0703
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掲載の情報は令和 2年 4月 8日時点のものです。最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで確認してください。

吉
東

5月16日～
9月26日

■太極拳を楽しむ会▶日時：毎週土曜、午後7時40分▶持ち物：上
履き▶申込：５月11日から窓口へ

吉
西

５月22日～ ■書道▶日時：第1・3金曜（初回のみ第4）、午後1時30分▶定員：
24名▶講師：田中珠光

５月23日～ ■アレンジフラワー▶日時：第2・第4土曜各コース、午前10時▶
定員：各15名▶講師：伊藤秀子

〔共通〕▶費用：1000円▶申込：5月15日～20日に本人が窓口へ

吉
北 5月17日～ ■パソコン教室▶日時：毎週日曜、午後１時～３時▶内容：新年度

開講

特に表記のないものは、会場は各コミセン、無料、申込不要。
▶申込：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］）▶問：各コミセンへ

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（桜堤3-3-11） ☎53-5311

コミセン連絡先 電話をかける際はお間違いのないようご注意ください

コミュニティセンター事業案内 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。

令和2年 4月1日より申込書を変更しました。必ずご確認ください。
▶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 : 申込書別紙および市HPに掲載▶申込 : 所定の申込用紙

（秘書広報課、各市政センターで配布、市HPから印刷可）を郵送・ファクスまたは直接
秘書広報課☎ 60-1804、FAX55-9009へ。電子申請も可。
掲載申込締切：6/1 号…4 月 24 日、6/15 号…5 月 15 日

市民が市内で活動しているサークルなど
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／申込・問 備考
ボイス・トレーニン
グ響（ひびき）

毎月第2・4金曜午後1時30分～3
時／望星学塾（西久保1-17-1）

月2000円
高橋
090-4931-1768

体験学習
1000円

アジア少年剣士会
（剣道）

火・木曜：午後5時～6時30分、土
曜：午後4時～6時30分／亜細亜
大学地下道場

月3000円
横瀬
77-4478

小・中学生、初
心者歓迎。見
学随時

仲間あつまれ

掲
載
希
望
の
方
へ

《割引料金設定》
◯友：アルテ友の会料金
◯25： 25 歳以下料金（枚数限定）

文化事業団
公演・イベント情報

写真左からトリ
オ・ スイン グ
2020、オーレ
ン・シェヴリン、
イスラエル・フィ
ル・トスカニー
ニ弦楽四重奏団

トリオ・スイング 2020
▶日時：6 月 18 日（木）午後 7
時開演▶場所：スイングホール▶
費用：4500 円、◯友 4000 円、◯25
1000 円▶発売日：4 月 18 日
オーレン・シェヴリン
チェロ・リサイタル
▶日時：7 月 5日（日）午後 3時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：2500 円、◯友  2000 円、
◯25 1000 円▶託児：あり（500 円、
要申込）▶発売日：4 月 18 日
アダム・ラルーム
ピアノ・リサイタル
▶日時：7 月 10 日（金）午後 7時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：2500 円、◯友  2250 円、
◯25 1000 円▶発売日：4 月 18 日

＊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
＊ 発売日午前 10時より電話・インターネットで予約受付。
＊ 新型コロナ感染症の拡大防止のため、窓口対応を制限しています。ご了承くだ
さい。

■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■同事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/

■ アルテ友の会に入会すると、割引料金でチケット購入できるほか、
公演案内「インフォメーション」を郵送します。配布場所：市内
文化施設窓口。年会費 1000 円。

■このほかの公演は同事業団HPまたは公演案内「インフォ
メーション」をご覧ください。

＊ 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／翌日
以降はほかの施設で受付可能な施設あり

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

6月・7月
市報5月15日号で
お知らせ

大ホール
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室

2020年
11月 5/1 ㈮ 午後 2時

芸能劇場 小劇場、小ホール 2020年
11月・12月 5/1 ㈮ 午前 10時 小ホール

公会堂 ホール、会議室、和室

2020年
11月

5/6（振休）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 5/5 ㈷ 午前 9時 10 階 ス カ

イルーム
松露庵 茶室 5/10 ㈰ 午前 9時 和室
吉祥寺美術館 音楽室 市報 5月 15日号でお知らせ

市民スペース 会議室 2020年
11月・12月 5/1 ㈮ 午後 2時 会議室

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
の上演

5日以上使用 劇場 2021年
10月・11月 市報5月15日号で

お知らせ

中 2階
事務室

5日未満使用 劇場 2021年
6月・7月

舞台芸術の上演以外使用
劇場 2020年11月
けいこ場 2020年11月 5/1 ㈮ 午前 11時

舞台芸術以外で使用
劇場 2020年8月
けいこ場 2020年8月 5/1 ㈮ 午後 2時

＊ 劇場・ホールには非営利の市内アマチュア芸術文化団体の優先期間があります。各施設にお
問い合わせください。

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

施設
DATA

イスラエル・フィル・トスカニー
ニ弦楽四重奏団
▶日時：6 月 23 日（火）午後７時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：4500 円、◯友 4000 円、
◯25 1000 円▶発売日：4 月 18 日
to R mansion All Day「マジカ
ルミステリーツアー」ほか
▶日時：6 月 11 日（木）～ 21
日（日）▶場所：吉祥寺シアター
劇場・けいこ場▶費用：全席自
由 3800 円、親子ペア 4800 円ほ
か▶発売日：4 月 19 日※ほかに
「チャイルドシアター」「ベイビー
シアター」を上演。各公演・時間
は吉祥寺シアターHPへ。

公演チケット申込

施設の使用申込

 秘書広報課からのお知らせ　　   ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

ツイッター：https://twitter.com/
musashino_hope
フェイスブック：https：//www.
facebook.com/musashinocity

市政情報を
発信して
います

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

むさしの
防災・安全
メール

むさしの-FM（78.2MHｚ）
●月～金曜／9:30、12:15、13:30、16:45、18:30、21:30●土曜／9:30、11:45、
12:45、15:30、16:45、18:30●日曜／9:30、11:45

マイシティ
むさしの

ケーブルテレビ（11ch）
●毎日／9:30、12:00、20:30、23:00

むさしの
シティニュース

「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。

市報は月2回
発行

● 5月 10日（日）まで施設閉館中のため、事業の中止や日程が変更に
なる可能性があります▶問：市民活動推進課☎ 60-1830


