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人口と世帯
《令和2年9月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7761人（34人減）　世帯数7万7957世帯（33減）
●男7万679人（35人減）　●女7万7082人（1人増）　
〔うち外国人住民数3220人（35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。
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がん検診
を受けましょう

９月はがん征圧月間です

実施医療機関では新型コロナウイルス感染防止策として職員の
サージカルマスク着用と手指衛生の励行などを実施しています。
また、受診される際は、必ずマスクの着用をお願いします。

大切な人のためにもがん検診

　誰もが住みなれたまちで生き生きと暮らしていくためには、健康を維持
していくことが大切です。市では、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・
子宮がんの 5種類のがん検診を実施し、早期発見につなげています。が
んは早期の段階では自覚症状がほとんどありません。早期発見のためにが
ん検診を受けましょう▶問：健康課☎ 51-0700

年齢別早見表

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
胃がん
エックス線・
肺がん
セット

胃がん
エックス線 大腸がん

女性のた
めのがん
検診

肺がん 乳がん 子宮がん

40歳以上の
男性 ○ ○ ○ × ○ × ×
女性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35～39歳の
男性 × ○ × × × × ×
女性 × ○ × × × × ○

20 ～ 34歳の女性 × × × × × × ○

実施月 実施日 定員 時間 募集開始日 電子申請

10 月
2日（金）・3日（土）・
5日（月）・12日（月）・
14日（水）

30名（2日・12日・
14日）、
15名（3日・5日）
（申込順） 午前8時30分

～ 11時 15分

申込受付中

11月
2日（月）・4日（水）・
6日（金）・7日（土）・
11日（水）

30名（2日・6日・
11日）、
15名（4日・7日）
（申込順）

9月15日から
受付開始

※ 毎月実施しています。市HPまたは市報毎月 1日号をご確認ください。

対象　 40 歳以上（令和 3年 3月 31日時点）で市内に住民登録のある方
　　　※ 妊娠中の方、胃腸や胸部の病気で治療中の方、職場などほかに受診機会があ

る方はご遠慮ください。
内容　胃がん検診…問診、胃部エックス線検査（バリウム検査）
　　　 肺がん検診…問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）
申込　ハガキ・封書・電子申請または直接健康課へ

胃がんエックス線・肺がん
セット検診

費用
無料

実施月 実施日 定員 時間 募集開始日 電子申請

10 月 申込受付中

11月 9月15日から
受付開始

※ 毎月実施しています。市HPまたは市報毎月 1日号をご確認ください。

対象　 35 歳以上（令和 3年 3月 31日時点）で市内に住民登録のあ
る方

　　　※ 妊娠中の方、胃腸の病気で治療中の方、職場などほかに受診
機会がある方はご遠慮ください。

内容　問診、胃部エックス線検査（バリウム検査）
申込　ハガキ・封書・電子申請または直接健康課へ

胃がんエックス線
検診

費用
無料

①胃がんエックス線・肺がん
セット検診と同じ

実施期間
令和３年 3月まで

実施期間
令和３年 3月まで

１ ２
大腸がん検診もセット
にできます（要申込）

大腸がん検診もセット
にできます（要申込）

回答のご協力をお願いします
インターネット
回答期間

▶問：市国勢調査コールセンター☎ 60-1960

下記の❶～❹▶検診場所：健康づくり事業団（保健センター内）

※ 令和３年２月まで毎月実施しています。市HPまたは市報毎月 1日号をご確認
ください。

対象　 40 歳以上（令和 3年 3月 31日時点）の市内に住民登録がある女性で、昨年度
に市の乳がん検診を未受診の方、３種すべて受診できる方

　　　 ※ 自覚症状のある方、経過観察中の方、授乳中または断乳後 3カ月以内の方、ペー
スメーカーやシャントチューブなどの人工物を挿入されている方、豊胸術を受
けた方、妊娠中の方、胃腸や胸部の病気で治療中の方、職場などほかに受診機
会がある方はご遠慮ください。

内容　 乳がん検診…問診、乳房エックス線検査（マンモグラフィ）
　　　 胃がん検診…問診、胃部エックス線検査（バリウム検査）
　　　 肺がん検診…問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）
申込　ハガキ・封書・電子申請または直接健康課へ
　　　 ※ 今年度乳がん検診対象の方には５月末に乳がん検診受診券シールを送付してい

ますが、転入や紛失などで手元にない方は健康課までご連絡ください。

40歳からの女性のためのがん検診
乳がん・胃がんエックス線・肺がんセット検診

４ 費用 託児
あり無料 実施月 実施日 定員 時間 募集開始日 電子申請

10 月 7日（水）・
9日（金）

各 15名
（申込順）

午前 8時 30分
～ 11時 15分

申込受付中

11月 9日（月）・
13日（金）

9月15日から
受付開始

検体提出期間 定員 申込期間

10月1日（木）～16日（金）
※４日、10日、11日を除く 各300名

（申込順）

10月7日（水）まで

11月２日（月）～13日（金）
※3日、8日を除く ９月15日（火）～11月4日（水）

対象　 40 歳以上（令和 3年 3月 31日時点）で市内に住民登録の
ある方

　　　※ 受診回数は年に１回です。特定健康診査などで受診された
方は対象外となります。

内容　問診、便潜血検査（２日法）
申込　 ハガキ・封書または直接健康づくり事業団（保健センター内）へ

大腸がん
検診

費用
無料

３

大腸がん検診もセットにできます（要申込）実施期間 令和３年２月まで

申込書とほかのがん検診の詳細は次頁をご覧ください

※ 回答に必要な書類は 9月 30 日までに調査員が
お届けします。

託児あり

託児あり

10 7水 まで
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胃がんエックス線・肺がんセット検診希望
※胃がんエックス線検診または肺がん検診いずれか一方のみ受診も可
↓いずれか 1つに〇を記入してください。

胃がんエックス線・肺がんセット検診
胃がんエックス線検診のみ

受診場所：健康づくり事業団（保健センター内）
受診希望日をご記入ください（指定日あり）

希望日 第１希望 ／ 第２希望 ／ 第３希望 ／

40 歳からの女性のためのがん検診希望
（乳がん・胃がんエックス線・肺がんセット検診）
受診場所：健康づくり事業団（保健センター内）
※ 健康課への申し込み後、胃がん検診問診票、肺がん検診受診券シール
が届きます。

※毎月２回指定日あり

託児希望の方は子の氏名、生年月日、性別を記入

フリガナ 性 別

氏　　名 男 · 女

生年月日 平・令

託児希望（２人目）

フリガナ 性 別

氏　　名 男 · 女

生年月日 平・令

希望日 第１希望 ／ 第２希望 ／

肺がん検診希望
受診場所：市内指定医療機関
※健康課への申し込み後、受診券シールが届きます。
※指定日なし（健康課から受診券シールが届いたら直接予約）

令和２年度
武蔵野市
がん検診
申 込 書

必要に応じて切り取って
ハガキに貼付の上、申し
込んでください

フリガナ 性 別
氏　　名 男 · 女

生年月日 大・昭

住　　所 武蔵野市

電話番号

全
検
診
共
通

大腸がん検診希望
受診場所：健康づくり事業団（保健センター内）
※健康づくり事業団への申し込み後、問診票および採便容器が届きます。
※申込期間、検体提出期間の指定あり

希望月 10月　　・　　11月

今年度の申込受付は終了しています。
令和３年度は４月に募集予定です。

対象者は令和４年３月 31日時点で 50歳以上の偶数年齢に達する方です。

内容： 胃の中に内視鏡（カメラ）を挿入し、
胃の内部を観察する検査

対象： 50歳以上（令和３年３月31日時点）
の偶数年齢（50、52、54歳…）に
達する方

　　　※ 今年度対象ではない方、申し込み
をされなかった方は胃がんエック
ス線検診を受診できます。

受診回数：2年に 1回

胃がん内視鏡検診が始まりました
NEW

受診パターン例
令和 2 令和 3 令和 4 令和 5　

内

内

エ エ

内

エ 内 内

内視鏡　　エックス線内 エ

令和２年度から

または

電子申請は市 HP
または右の二次元
バーコードをご利
用ください

費用 2000円　生活保護受給者は免除

対象　40 歳以上（令和 3年 3月 31日時点）で市内に住民登録のある方
　　　※ 妊娠中の方、胸部の病気で治療中の方、職場などほかに受診機

会がある方はご遠慮ください。
内容　問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）

実施期間
令和３年 3月 31日（水）まで

場所　● 木下循環器呼吸器内科クリニック（吉祥寺本町 1丁目）
　　　●中じまクリニック（吉祥寺本町 2丁目）
　　　●東医院（西久保 2丁目）
　　　●かたおか医院（西久保 3丁目）
　　　●青木小児科医院（境 4丁目）
　　　●いちむら内科クリニック（境南町 1丁目）

　　　●健康づくり事業団（保健センター内）

申込　ハガキ・封書・電子申請または直接健康課へ

肺がん
検診

費用
無料

５

対象　 20歳以上（令和3年3月31日時点）の市内に住民登録がある女性で、
昨年度に市の子宮がん検診を未受診の方

　　　※自覚症状のある方、経過観察中の方はご遠慮ください。
内容　問診、視診、内診、細胞診

実施期間
令和 2年 10月 31日（土）まで

子宮がん
検診

費用
無料

７

⇨ 検体提出期間中は
大腸がん検診も
セットにできます

⇨ 市の健康診査
も同時に受診
できます

対象　 40 歳以上（令和 3年 3月 31 日時点）の市内に住民登録がある女性で、
昨年度市の乳がん検診を未受診の方

　　　※ 自覚症状のある方、経過観察中の方、授乳中または断乳後 3カ月以内
の方、ペースメーカーやシャントチューブなどの人工物を挿入されてい
る方、豊胸術を受けた方、妊娠中の方はご遠慮ください。

内容　問診、乳房エックス線検査（マンモグラフィ）
場所　【市内指定医療機関】
　　　● 松井健診クリニック吉祥寺プレイス（吉祥寺東町 1丁目）
　　　●健康づくり事業団（保健センター内）
　　　●にしくぼ診療所（緑町 2丁目）
　　　● メイプルブレストケアクリニック（境南町 2丁目）
申込　 今年度対象の方には５月末に乳がん

検診受診券シールを送付しています。
　　　※ 転入や紛失などで手元にない方は

健康課までご連絡ください。
　　　※  生活保護受給者は生活福祉課で発

行する受給証明書が必要です。

乳がん
検診

費用
1000円

生活保護受給者は免除

実施期間 令和３年２月 27日（土）まで

６ 健康づくり事業団では大腸がん
検診もセットにできます
（検体提出期間中のみ）（要申込）

〒 180-0001
武蔵野市吉祥寺北町 4-8-10　保健センター内
武蔵野市健康課健康増進係　　行

✂キリトリ線

場所　市内指定医療機関（受診票同封のお知らせに掲載）
申込　 今年度対象の方には５月末に子宮がん検診受診票を送付しています。
　　　※ 転入や紛失などで手元にない方は健康課までご連絡ください。

【市内指定医療機関】

（年）
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●申込先の市内施設の住所は、3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

最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

所在地番
（住居表示）

西久保三丁目 153番 58、
67（西久保 3-13）

関前三丁目 672番 16
（関前 3-21-2）

吉祥寺本町四丁目 1831
番 13、23（吉祥寺本町
4-24-2）

実測面積 61.28㎡ 80.72㎡ 90.76㎡
最低売却価格 2895万円 3513万円 6335万円

現況
（工作物等） 更地

木造スレート葺 2階建
　　1階 31.05㎡、
　　2階 21.53㎡
　　（昭和 58年築）

軽量鉄骨造陸屋根 2階建
　　 1 階 36.71㎡、
　　 2 階 42.50㎡
　　 （平成 18年築）

備考

　市有地を売却します
　【一般競争入札】
入札参加方法など詳細は、募集要
領（用地課で配布、市HPから印
刷可）を参照。
▶募集要領配布期間：9 月 15 日
（火）～ 10月 19 日（月）▶申込

　 市立保育園あり方検討有識者会
議　中間報告書　意見募集

市立保育園の今後の役割とあり方
を有識者会議で検討し報告書を作
成します。
▶提出方法：9 月 30 日（水・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）
で〒 180-8777 子ども育成課、
FAX51-9223、sec-kodomo
ikusei@city.musashino.lg.jp
へ▶閲覧：子ども育成課、市内
認可保育園、各市政センター・
図書館・0123 施設、桜堤児童館、
市政資料コーナー。市HPに掲載
▶問：子ども育成課☎ 60-1854

　選挙人名簿登録者数
　（９月定時登録）
９月１日現在の登録者数は、男
５万 8854 人、女６万 5686 人、
計 12 万 4540 人です。また、在
外選挙人名簿の登録者数は、男
195 人、女 217 人、計 412 人で
す▶問：選挙管理委員会事務局☎
60-1893

　善意の寄付
　ありがとうございました
明治安田生命保険相互会社武蔵野
支社支社長 碓井順様：金 102 万
6400 円。新型コロナウイルス感
染症対策のため▶問：管財課☎
60-1816

　市立中学校教科用図書の
　採択結果
令和３～６年度に市立中学校で使
用する教科用図書が、８月の教育
委員会臨時会で採択されました▶
問：指導課☎ 60-1897

　 外環オープンハウス（地下本線）
を開催します

パネルや模型などを用いて、本線
トンネル工事をはじめとした外環
工事の状況などの情報提供。
▶日時：９月 28 日（月）午後４
時～８時▶場所：吉祥寺南町コミ
セン▶問：東京外かく環状国道事
務所☎ 0120-34-1491、東日本
高速道路（株）関東支社東京外環
工事事務所☎ 0120-861-305、
中日本高速道路（株）東京支社東
京工事事務所☎ 0120-016-285、
まちづくり推進課☎ 60-1872

 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

種目 発行者
国語 光村図書出版株式会社
書写 教育出版株式会社
社会（地理） 株式会社帝国書院
社会（歴史） 東京書籍株式会社
社会（公民） 東京書籍株式会社
地図 株式会社帝国書院
数学 東京書籍株式会社
理科 教育出版株式会社
音楽（一般） 株式会社教育芸術社
音楽（器楽） 株式会社教育芸術社
美術 日本文教出版株式会社
保健体育 株式会社学研教育みらい
技術・家庭（技術） 東京書籍株式会社
技術・家庭（家庭） 開隆堂出版株式会社
英語 株式会社三省堂
道徳 東京書籍株式会社

　 くらしフェスタむさしの2020
（消費生活展）のお知らせ
◎中止について：9月 25日（金）・
26 日（土）に実施を予定してい
ましたが、来場者や出展者の健康
や安全を考慮し、開催を中止しま
す。
◎冊子「くらし
フェスタむさし
の2020」がで
きました：くら
しフェスタむ
さしの参加団
体の活動内容
を掲載した冊
子です。
▶配布：消費生活センター、市政
資料コーナー、各市政センター。
市HPにも掲載▶問：産業振興課消
費生活センター☎ 21-2972

　 防災行政無線デジタル化整備工
事のお知らせ

市内 47 局を順次実施。作業に伴
い、放送できなくなる期間があり
ます。ご理解ご協力をお願いしま
す。詳細は市HP参照。

▶日時：10 月（予定）▶対象：
吉祥寺西公園、東町防災広場、市
民文化会館、千川小、西久保・吉
祥寺北コミセン、むさしの自然観
察園、消防団第８分団詰所、西
久保児童公園▶問：防災課☎ 60-
1821

　納期のお知らせ

納期内納付にご協力ください。納
期限までに納められない場合はご
相談ください。
▶納期限：9 月 30 日（水）
◎国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料▶問：保険年金課☎ 60-
1836
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845

　 商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（1月分申込）

▶申込・問：10 月 6 日（火）午
前９時 30 分（開場 9 時）までに
受付表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。

受付期間：9 月 18 日（金）～ 10
月 19 日（月）午前 9時～午後 5
時※郵送は 10月 12日（月・必着）
▶入札日：10 月 21 日
（水）▶入札場所：市
役所 412 会議室▶問：
用地課☎ 60-1878

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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（MIA）    〒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

会議などの開催と傍聴
会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問

第五中学校改
築懇談会

９月23日（水）
午前10時

関前コミセン
レクリエー
ション室

10名程度（先着順） 申込不要
教育企画課
☎60-1972

第四期コミュ
ニティ評価委
員会

９月28日（月）
午後２時30分

市役所
111会議室

5名程度（先着順） 申込不要
市民活動推進課
☎60-1830

第一中学校改
築懇談会

９月28日（月）
午後６時30分

第一中学校
視聴覚室

10名程度（先着順） 申込不要
教育企画課
☎60-1972

教育委員会定
例会

10月７日（水）
午前９時30分

市役所
412会議室

10名（先着順） 当日、教育企画課
☎60-1894へ

※いずれの会議も傍聴できます。体調不良や熱
のある方の入室をお断りすることがあります。

秋の全国交通安全運動
重点目標：①子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確
保②高齢運転者等の安全運転の励行③夕暮れ時と夜間の交通事故防
止と飲酒運転等の危険運転の防止④二輪車の交通事故防止
▶日時：9月21日（月・祝）～30日（水）▶そのほか：警視庁の学
習動画サイト「TOKYO SAFETY ACTION」で、分か
りやすく楽しみながら交通安全が学べます。右記二次元バ
ーコード、または「東京セーフティーアクション」で検索▶問：
武蔵野警察署☎ 55-0110、交通企画課☎ 60-1859
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掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 9月 8日時点のものです。

そのほか：自由大学入学手続き…
市内在住・在勤、西東京市・杉並
区在住で 18 歳以上の方（高校・
大学生除く）。入学金・年会費無
料。入学願書（自由大学事務局で
配布、自由大学HPから印刷可）、
健康保険証・運転免許証など住民
登録が確認できるもの（在勤者は
社員証など）を持って直接自由大
学事務局へ申し込み▶申込・問：
9月 22日（必着）までにハガキ（申
込要領参照し、自由大学学籍番号
も明記）、または直接武蔵野プレ
イス自由大学事務局☎ 30-1904
へ。武蔵野プレイスHPから申込・
当落確認（10月 3日～ 16日）可。

　 消費生活講座
　「広告を見る目を養おう」
▶日時：10月８日（木）午前 10
時～11 時 30 分▶場所：商工会
館市民会議室▶対象：市内在住・
在勤・在学の方、20 名（超えた
場合抽選）▶講師：井尻靖彦（日本
広告審査機構事務局次長）▶費
用：無料▶託児：1 歳～未就学児、
5名▶申込・問：9月25日（必着）
までに往復ハガキ（申込
要領参照）で消費生活
センター☎21-2972へ。
市HPから申し込み可。

　 自由大学講座 2020「浮世絵に
見る江戸の四季と暮らし」

オンライン講座。パソコン・タブ
レット・スマートフォンを使って
自宅などからご参加ください。

▶日時：各金
曜、午前 10
時 30 分 ～
翌々日正午▶
対象：武蔵野
地域自由大学
学生（同時入
学可。入学手
続き下記参照）でＥメールアドレ
スをお持ちの方（受講が決定され
た方には、受講案内をＥメールで
送付）、70名▶講師：藤澤茜（神
奈川大学准教授）▶費用：無料▶

　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ました／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
／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

高
齢
者
支
援
課

高齢者訪問調査
2名

ひとり暮らし高齢者調査未回
収者を個別訪問／高齢者の訪
問相談・支援業務経験者（ヘ
ルパー、介護支援専門員など）
／自転車に乗れる方／ PC

10月15日～12月25
日／週5日（月～金曜）
午前9時～午後5時／
時給1300円／交／社
保、共済会加入なし

書類審査、
面接：
10月 8日（木）

▶申込・問：9月30日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、返却不可)、資格証の写しを
郵送または直接〒180-8777高齢者支援課☎60-1940へ

下
水
道
課

一般技術
1名

下水道施設の維持管理業務、
下水道施設の改修・補修工事
の監督業務／ PC／普免／土
木工事業務の経験者なお可※
詳細は市HP参照

11月１日～／週５日
（月～金曜）／午前８
時30分～午後４時30
分／28万700円／交

書類審査、
面接・筆記・実技：
10月12日（月）

▶申込・問：9月29日（火・必着）までに市指定の履歴書（市 HPから印刷、写真貼付）を郵送
または直接〒180-8777下水道課☎60-1867へ。10月８日までに通知、届かない場合は
10月９日正午までに要連絡

子育て支援のオンラインでの
取り組みについて

　 令和３年度児童発達支援事業の
通園申し込み

心身の発達がゆっくりなどの理由で
集団生活に配慮が必要な児童のた
めの通園事業の申し込みを受け付
けます。通園には市の認定が必要。
▶対象施設：みどりのこども館通
園部ウィズ、千川おひさま幼児教

日程 テーマ
10月16日 江戸の秋-月見や菊見を楽しむ

10月23日 江戸の冬-酉の市や歳の市の賑
わい

10月30日 江戸の春-正月から花見まで

11月6日 江戸の夏-夕涼みのおしゃれや
団扇

11月13日 江戸の暮らしに学ぶ-リサイク
ルやリユース

方▶費用：無料▶持ち物：各連絡
先に確認▶申込・問：9 月 30 日
までに直接市民会館☎ 51-9144
または各連絡先へ。

　市民会館文化祭
　「体験教室」参加者募集
市民と利用団体の交流を図るため
の「体験教室」です。
▶対象：市内在住・在勤・在学の

教室名／講師 日時／対象、定員（超えた場合抽選） 連絡先
水彩色鉛筆画入門講座
／高見政良（アトリエ・コスモ）

10月18日(日)午前9時～正午
／小学生～大人、13名

磯田
☎090-4548-2383

気功体験教室
／沈立君（少林気功会）

10月20日(火)午前10時～11時45分
／大人、10名

世古
☎080-3387-3798

水彩色鉛筆画入門講座
／水野雄現（アトリエ・虹）

10月20日(火)午後1時30分～4時30分
／大人、8名

田中
☎34-8255

（必着）までに往復ハガキ（申込
要領参照し、講座名を明記）また
は返信用ハガキを持って直接①③
市民会館☎ 51-9144、②男女平
等推進センター☎ 37-3410へ。

　市民会館文化祭
　「特別講座」参加者募集
▶対象：市内在住・在勤・在学の
方▶費用：① 1000 円（材料費）
②③無料▶申込・問：9 月 30 日

内容／講師 日時／定員（超えた場合抽選）

① 混ぜて焼くだけ！グルテンフリーのお菓子2種
／小川陽子（吉祥寺のパン教室ラトリエ・ソランナ主宰）

10月17日(土)
午前9時30分～正午／10名

② 源氏物語を読む～最も華麗な王朝絵巻的世界「玉鬘十帖」
／竹内寿恵子（元高校国語科教諭）

10月18日(日)
午前10時～正午／30名

③ 雪舟 ～国宝「山水長巻」を読む～
／斎藤陽一（美術史研究家）

10月18日(日)
午後2時～3時30分／40名

　 むさしの自然観察園

▶場所：吉祥寺北町 3-12▶費
用：無料▶主催：武蔵野市▶申
込・問：むさしの自然観察園☎
55-7109（午前10時～午後5時）
●恐竜と昔の生き物　化石発掘体
験付き
本物の化石を見て恐竜や昔の生き
物を学習し、こはく（コパル）を

磨いて、虫の化石を手に入れよう。
▶日時：9 月 26 日（土）午前 10
時～正午▶対象：小学 3 年生以
上、8名（申込順）
●クッシー探検隊
　～子ども自然発見～
自然塾の名物講師のクッシーがご
案内する自然探検！自然を探検し
ながら自然のもので楽しもう !
▶日時：10 月 4日（日）午前 10
時～正午、雨天中止▶対象：4歳
～小学 3年生（2年生以下は保護
者同伴）、8組（申込順）

市では、すべての子どもが心身とも
に健やかに育ち、妊娠・出産期から
父母や保護者が安心して子育てに取
り組めるように、さまざまな子育て
支援を行っています。今回、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の対策と
して、子育て支援事業の一部のサー
ビスをオンラインでも提供し始めま
した。
乳幼児の育ちと乳幼児を持つ親の子
育てを支援するための主な事業に
は、「コミセン親子ひろば」「ふたご・
みつごのつどい」などがあります。
「コミセン親子ひろば」は市やコミ
ュニティ協議会、子育て支援団体な
どが協力して運営しているもので、
親子の遊び場の提供とともに、孤立
しがちな子育て家庭を支援し交流の
機会を設けることも目的のひとつで
す。「ふたご・みつごのつどい」は
市役所や桜堤児童館を会場に、市と
多胎児の保護者が共助のかたちで運
営しています。親子遊びやイベント
に参加するほか、保護者同士が気軽
におしゃべりしたり、多胎児の子ど
もを持つ家庭にありがちな悩みを相
談し合ったり、情報交換の場として
も活用されています。
新型コロナウイルス感染症の流行を
きっかけに、子育てや支援のかた
ちも大きく変わってきました。現
在、“サニーママ武蔵野”が運営す
る吉祥寺北コミセンと“境おやこひ
ろば”が運営する西部コミセンの

「collabono コミセン親子ひろば」、
“むさしのチェリーズ”が運営する
「チェリーズ Cafe」がオンライン
で開催されています。「チェリーズ
Cafe」に参加するメンバーは「双
子だと外出準備や移動が大変。オン
ラインなら双子の世話をしながら気
軽に参加できる。顔を見ながらおし
ゃべりできるのも魅力」「多胎児の
子育ては人一倍忙しく、家に閉じこ
もりがち。ほかの親子の様子を画面
越しに見ることで、孤立感が減る」
「今まで参加を諦めていたが、楽し
みが増えた」といいます。また「ふ
たご・みつごのつどい」は中継を行
っており、画面を通して会場の雰囲
気を伝えることで、孤立しがちな親
子が外に出るきっかけにもつながっ
ています。オンライン化は、会場が
遠かったり、子育てや介護、仕事な
ど家庭の事情で受け取れなかった支
援を、必要な家庭に届けられる可能
性を秘めています。
すべての子どもの健やかな成長と子
育て家庭に対する切れ目のない支援
を行うために、今後も市では環境や
ニーズの変化に柔軟に対応していき
ます。（取材協力：むさしのチェリ
ーズ、子ども政策課 /執筆者：遠藤
梨栄）
▶問：記事で紹介した内容につ
いては子ども政策課☎60-1239、
CIMコラム全般については市政
資料コーナー☎60-1809

室▶対象年齢：平成 27 年４月２
日～ 30 年４月１日生▶費用：行
事費などの実費負担あり▶申込：
10 月 16 日までにみどりのこど
も館相談部ハビット（締め切り後
も随時相談可）へ▶問：障害者
福祉課☎ 60-1847、ハビット☎
55-8510
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最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。
　ふるさと歴史館　パネル展示
　「武蔵野の軍事郵便」

10 月の企画展に先駆けて同館が
所蔵する軍事郵便を紹介します。
▶日時：９月 23 日（水）～ 10
月２日（金）▶場所：市役所ロビー
▶費用：無料▶問：ふるさと歴史
館☎ 53-1811

　 ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第 1回）

武蔵野にまつわるなつかしい昔話
の紙芝居を約 1時間で 6本口演。
家族で一緒にお楽しみください。
▶日時：9 月 27 日（日）午後１
時 30 分～２時 30 分▶場所：同
館市民スペース▶対象：子ども～
高齢者、15 名程度（入場制限の
可能性あり）▶費用：無料▶問：
ふるさと歴史館☎ 53-1811

◆ 講座・講習・イベント ◆
■国際交流協会留学生とのホーム
ビジット交流プログラム説明会
留学生との交流は当面オンライン
となります。概要説明、質疑応
答など▶日時：9 月 26 日（土）
午後 3 時～ 4 時▶場所：スイン
グスカイルーム▶対象：10 世帯
▶申込・問：9 月 24 日までに同
協 会 ☎ 36-4511 へ。https：//
mia.gr.jp/ から申込可。
■むさしのまち歩きツアー
ぐるっと散策武蔵境コース（徒歩
約 4㎞、約 2 時間）▶日時：10
月 11 日（日）午前 9時 50 分▶
場所：JR 武蔵境駅中央改札前▶
対象：15 名（申込順）▶費用：
500 円▶申込・問：観光機構☎
23-5900

■女性再就職サポートプログラム
「医療事務入門コース」
医療事務の基礎知識を演習を通じ
て学ぶ▶日時：11 月 12 日（木）
～ 30 日（月）午前 10 時～午後
4時（土・日曜除く）、フォロー
アップ 12月 17日（木）▶場所：
東京しごとセンター多摩（国分寺
市南町 3-22-10）▶対象：年齢
など要件・選考あり、25 名（申
込順）▶託児：あり▶申込・問：
同センター☎ 042-329-4524
■創業塾（西武信用金庫）を開催
します
▶日時：10 月 21 日・28 日、11
月 11 日・25 日（水）午後 1 時
30 分～ 5時▶場所：西武信用金
庫吉祥寺支店、一部オンライン
▶対象：市内で起業を目指す方、
15名（申込順 )、最少催行 10名
▶講師：中小企業診断士▶費用：
2000 円（資料代）▶申込・問：
同社☎ 22-5141
■障害のある我が子の未来は心配
しなくてもだいじょうぶ
ダウン症の兄と父母のダブルケ
ア経験をもつ講師の経験と制度

の話▶日時：9 月 25 日（金）午
前 10 時 30 分～正午▶場所：オ
ンライン（Zoom）▶対象：40 名
▶講師：持田恭子（ケアラーアク
ションネットワーク代表理事）▶
費用：1000 円、会員500 円▶申
込：しょーとてんぱーHP https://
www.short-temper.org/から▶
問：同団体☎ 090-5805-9783、
inquiry2017@short-temper.
org
■司法書士による相談会
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空家問題などの相談（予
約制）▶日時：10 月 3 日（土）
午後 1 時～ 4 時▶場所：公会堂
▶申込・問：東京司法書士会武蔵
野支部・勅使☎ 27-6761

◆ スポーツ ◆
■ソシアルダンス教室
①中級教室（タンゴ）②初級教
室▶日時：① 10 月 2 日～ 12 月
18 日の毎週金曜（10 月 16 日、
11 月 20 日を除く全 10 回）午
後 6 時 55 分～ 8 時 30 分② 10
月 6 日～ 12 月 22 日の毎週火曜

（11 月 3 日、12 月 15 日を除く
全 10 回）午後 3時 30 分～ 5時
▶場所：総合体育館▶費用：①
5000 円② 4000 円▶申込・問：
9 月 25 日までにハガキまたは所
定の申込用紙を同館、または電
話・Ｅメールでソシアルダンス連
合会・島森☎ 080-6555-2144、
t-shima2000@nifty.comへ。
■やさしいウオーキング教室 (秋
季）
教室（1時間30分）の後、約5km
歩行▶日時：10 月 10 日、11 月
14 日、12 月 12 日（土）午前 9
時 30 分～午後 0時 30 分、小雨
実施▶場所：井の頭公園野外ス
テージ前集合・解散▶費用：1 回
400 円（保険料・資料代）（市ウ
オーキング協会会員 200 円、中
学生以下無料）▶問：同協会・堀
口☎ 080-9523-0557
■水泳教室
①ジュニア育成水泳教室（金曜）
②シニア初心者水泳教室（月曜）
▶日時：①令和 3 年 1 月 8 日～
3月 19 日のうち全 9回、午後 2
時 30 分 ～ 3 時 20 分、3 時 30

分～ 4 時 20 分② 1 月 18 日～ 3
月 22 日のうち全７回、午前 9時
30 分～ 10 時 20 分 、10 時 30
分～ 11 時 20 分▶場所：温水プ
ール▶対象：市内在住の①年中・
年長②健康な方、各 30名▶費用：
① 3600 円② 3430 円▶申込：9
月 30 日（必着）までに往復ハガ
キ（生年月日も明記）で体育協会
へ▶問：水泳連盟・佐藤☎ 080-
8479-1573
■ラージボール交流会
▶日時：11 月 12 日（木）午前
９時▶場所：総合体育館サブア
リーナ▶費用：１人 500 円（当
日集金）▶申込・問：10 月 24
日までに卓球連盟・小川☎ 22-
4811、体育協会へ。

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 9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。

ガイド＆GUIDE

　市民体育祭

▶場所：総合体育館▶問：体育協
会☎ 55-4119。詳細は http://
musashino-taikyo.jp/ 参照。
●剣道
①小・中学生の部②高校生・一般
の部。
▶日時：10 月 25 日（日）①午
後 1 時② 3 時▶場所：メインア
リーナ▶対象：市内在住・在勤・
在学の方、武蔵野剣道連盟会員▶
費用：50 円▶そのほか：参加者
は面マスクの着用必須、フェイス
シールド着用を推奨▶申込・問：
9 月 20 日～ 10 月 4 日に直接体
育協会へ。
●ミニサッカー
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：11 月 1 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▶持ち物：ユニホー
ム・体育館用靴▶そのほか：主将
会議…10月 24日（土）午後 6時、
視聴覚室▶申込・問：9 月 15 日
～ 30 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・勤務先または学
校名も明記）で体育協会へ。市サ
ッカー協会HPから申込可。

　一時保育（10月分）

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんを一時保育しま
す。
▶日時：月・火・水・木 (15日を
除く )・金曜。午前 9時～午後 1
時▶対象：１歳以上の未就学児、
３名（申込順）▶費用：1 時間
660円、以降 30分単位で 330円
加算▶申込・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。

　総合体育館

▶申込・問：9 月 30 日（必着）
までにインターネット・ハガキ・
ファクス（要受信確認）（申込要
領参照し、性別、年齢、生年月日、
在勤・在学者は勤務先・学校名
も明記）または所定の申込用紙
（同館で配布）で総合体育館☎
56-2200、FAX51-5493 へ。
詳細は同館 HP https://www.
musashino.or.jp/ 参照。
●ユニバーサルスポーツ教室
　ノルディックウオーキング
2 本のポールを使って歩行を補助
しながら行うウオーキング。
▶日時：10 月 22 日～ 11 月 19
日の各木曜（全 5 回）午後 1 時
15 分～ 2 時 45 分▶場所：陸上
競技場▶対象：15 歳以上（中学
生・妊婦不可）、20 名▶費用：
3900 円
●デトックスヨーガ
日ごろのストレスや身体の偏りを
呼吸法とポーズでスッキリ改善。
▶日時：10月 26日～12月 21日
（11月 16日・23日を除く）の各
月曜（全 7回）午後 1時 30 分～
3時▶場所：総合体育館柔道場▶
対象：15 歳以上（中学生・妊婦
不可）、14名▶費用：2800円
●はじめてのインラインスケート
初めてインラインスケートに触れ
る小学生を対象にした教室。
▶日時：10 月 31 日～ 11 月 28
日（予備日あり）の各土曜（全5回）

午前10時～11時 30分▶場所：
ストリートスポーツ広場▶対象：
小学生、8名▶費用：3560 円

　野外活動センター

▶申込・問：☎ 54-4540、FAX
51-9810。同センターHPから申
込可。
※旅行条件説明書は同センター 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

●親子野あそびクラブ
　～農業土いじり体験～
野菜がどのように栽培されている
のかを学びながら収穫体験。
▶日時：11 月 3 日（火・祝）①
午前 9時 30分～正午②午後 1時
30分～ 4時（予備日 11月 15日
［日］）▶場所：むさしのふれあい
ファーム（境 2-20-6）▶対象：
市内在住・在学・在園の年中児～
小学生と保護者（保護者1名につ
き子は 2名まで）、① 12組② 13
組（超えた場合抽選、①②の重複
申込不可）▶講師：むさしの農業
ふれあい村▶費用：1 組 2550 円
（交通費実費）▶申込・問：9 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、在学・在園者は
学校名・園名・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。

同館所蔵の軍事郵便

● 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

危険・有害ごみをほかのごみと
混ぜて出さないでください



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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掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 9月 8日時点のものです。

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：上履きとある
ものは親子とも▶申込・問：各園へ

　　保育園であそぼう

▶費用：記載のあるもの以外無料▶申
込：電話で各園へ（平日午前10時～午
後4時）
●ピノキオ幼児舎吉祥寺保育園
 ☎27-6085
　 9月のお誕生日会みんなでお祝い▶
日時：９月25日（金）午前10時、午後
2時45分▶対象：９月生まれの未就
学児、３組
●精華第一保育園 ☎54-3854
　 離乳食講座▶日時：9月26日（土）午
前9時30分～10時30分▶対象：妊
婦、生後4カ月児までの親子

●境南すみれ保育園 ☎30-9581
　 親子でリトミック▶日時：10月3日
（土）午前10時～10時30分▶対象：
未就学児の親子

子育て中の方が気軽に利用でき
る催しを行っています▶特に表
記のない事業は、市内在住の各
年齢の未就園児と親▶定員のあ
るものは申込順▶費用：無料▶
問： 詳細は主催者（各施設）に
お問い合わせください

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込： 9月15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 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  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

●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 ９月24日（木）午前10時～10時30分
 プ あ

保育園

● 臨時おもちゃ病院～おもちゃドク
ターによるおもちゃの修理
　 ▶日時：事前預かりのみ▶対象：市
民、1家族1点▶内容：同施設HP参照
▶申込：9月18日までに☎で
●オンラインで ! 初めまして♪
　ぐるりん～初めての利用説明会～
　 ▶日時：9月23日（水）午後2時～2時
30分▶対象：妊娠中～未就学児と家
族、10組▶内容：同施設HP参照▶
申込：9月22日までに同施設HPの申し
込みフォームで

●オンラインで！ファースト・トイ
　～おもちゃや育児について話そう～
　 ▶日時：9月30日（水）午後2時～2時
40分▶対象：妊娠6カ月～1歳の親
子、10組▶内容：同施設HP参照▶申
込：9月16日午前10時から同施設HP
の申し込みフォームで

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312

休館：日曜、祝日

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：10月7日（水）午前10時～
10時45分▶対象：1歳児と親、5組
▶内容：キラキラボトル作り▶持
ち物：110mlペットボトル2本▶申
込：必要
●nico（2歳）コース
　 ▶日時：10月23日（金）午前10時～
10時45分▶対象：2･3歳児と親、5
組▶内容：ハロウィンのおもちゃ作
り▶申込：必要

●樫の実幼稚園 ☎22-0708
　 ピヨピヨランド▶日時：10月24日（土）
午前10時▶申込：園HPピヨピヨランド
申し込みフォームから
●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：10月7日・14日・
28日（水）午後1時30分～3時▶対
象：令和3年度年少組入園児▶費

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：なし▶
申込：9月15日（火）午前9時から
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

境こども園３歳児向け事業「りん
ご組」令和３年度入会者募集
親子で集団遊びや園
児との交流に参加
（月 2～ 3日）。入会
者は４年度同園１号
認定子ども枠へ優先的に入園可。
▶日時：見学会…10月 2日（金）
午前 10 時（要予約）、申込受付
…10 月 26 日（月）午前 9時 30
分～ 10 時▶対象：平成 29 年 4
月 2 日～ 30 年 4 月 1 日生まれ
の市内在住の未就園児と保護者、
20 組程度（超えた場合抽選）▶
申込：申込書（10 月 2 日から同
園で配布）を持って直接境こども
園（境 4-11-6）へ▶問：境こど
も園☎ 53-2312

10 月は乳・子医療証の切り替
え月です
現在お使いの薄オレンジ色の乳乳
幼児医療費助成・子義務教育就学
児医療費助成の医療証の有効期限
は 9月 30 日です。引き続き対象
になる方には 10月 1日から有効
の新医療証（若草色）を 9月 11
日に郵送（転送不要）します。切
り替えに伴う手続きが必要な方へ
は個別に連絡しています。市内在
住で中学生以下（所得制限なし）
の保険診療にかかる自己負担分
（食事療養標準負担額除く）を全
額助成。※生活保護受給者は医療
扶助が優先のため医療証は使えま

せん。必ず連絡してください。透
明カバーが必要な方には子ども家
庭支援センター、各市政センター
で配布します。現医療証（薄オレ
ンジ色）は 10月 1日以降に子ど
も家庭支援センター、各市政セン
ターに返却してください。医療証
をお持ちでない方、届かない方は
お問い合わせください▶問：子ど
も家庭支援センター☎ 60-1852

「中学校特別支援学級の配置方針
について」説明会を開催します
中学校特別支援学級（知的障害）
の今後の配置方針について。
▶日時：10 月 10 日（土）午前
10時▶場所：市役所 811 会議室
▶定員：60 名（申込順）▶申込・
問：10 月２日までに市
HPから申し込み、また
は電話で教育支援課☎
60-1908へ。

出張保育コンシェルジュ

市役所まで遠い世帯を対象にお子
さんの預け先や保育サービスなど
のご相談を受け付けます。電話相
談になる可能性あり。

日程 時間（午後）／
各45分 場所 定員

9月30日
（水） 1時・2時・3時 桜堤

コミセン 6組

10月6日
（火） 2時・3時 本宿

コミセン 4組

10月9日
（金）

1時30分・2時30
分・3時30分

西部
コミセン 6組

▶対象：これから市内保育施設・幼
稚園に申し込む予定のある方（個別
相談）▶申込・問：９月15日から
電話で子ども育成課☎60-1854へ。

幼稚園 説明会・見学会など 申込
樫の実
吉祥寺東町4-7-2
☎22-0788

（説明会）9月26日（土）、10月17日（土）午前10時～11時／
保護者1名のみ、20名 園HP
（見学）10月15日（木）～30日（金）平日午前10時～正午

武蔵野相愛 
吉祥寺南町2-31-4　
☎43-5260

（説明会）9月30日（水）午後3時～4時 不要

（見学会）説明会参加時に申し込み受け付け 説明会にて

すみれ 
吉祥寺本町2-32-10
☎22-2701

（説明会）9月30日（水）午後2時～3時 ☎・Eメール

（見学）随時午前10時～10時40分 ☎

武蔵野中央  
吉祥寺北町4-5-13　
☎52-1136 （入園説明会・園舎見学）10月24日（土）午前9時30分～11時

／保護者1名のみ／8月と同内容／詳細は園HP参照
☎（平日午前
10時～午後
3時）武蔵野中央第二    

吉祥寺北町4-4-34　
☎52-1136
けやき 
西久保1-49-4　
☎52-2186

（説明会）10月1日（木）午前10時から（人数により分散時間
設定） ☎

聖泉 
西久保3-13-5　
☎53-3374

（見学会・説明会）10月15日（木）午前10時　 ☎

みやま 
緑町1-6-22　
☎51-6029

（説明会・見学会）随時、電話・Eメールで質問可 ☎・Eメール

武蔵野東第一 
関前3-29-8　
☎51-3640 願書受付ウェブ出願のため願書配付なし／詳細は園HP参照 

（説明会）10月10日（土）午前10時～11時 
（見学会）10月29日（木）までの設定日

園HP
武蔵野東第二 
関前3-37-10　
☎53-4367
栄光乃園 
境1-11-6　
☎54-1200

園児募集：3年保育のみ 
（説明会・見学会）10月12日（月）～23日（金）（水・土・日曜を
除く）午前10時／各10名／詳細は園HP参照

☎

聖徳 
境南町2-11-8　
☎31-3839

（見学会）10月15日（木）・16日（金）・19日（月）・20日（火）午
前10時45分、11時、11時15分、11時30分（各15分） 園HP

境こども園 
境４-11-６　
☎53-2312

（説明会・見学会）10月15日（木）午前10時
☎（平日午前
9時～午後4
時）

＊詳細は各園に直接お問い合わせください。マスク・検温・保護者1名での参加など、新型コロナウイルス感
染防止策を取ってご参加ください。

令和３年度私立幼稚園など園児
募集
▶日時：願書配付開始：10月 15
日（木）、願書受付… 11 月 1 日
（日）、境こども園のみ 11月 2日
（月）▶対象：3 年保育（3歳児）
…平成 29 年 4 月 2 日～ 30 年 4

月 1日生まれ。2年保育（4歳児）
…28 年 4 月 2 日～ 29 年 4 月 1
日生まれ▶持ち物：上履き・くつ
袋など（詳細は各園へ）▶申込：
不要と記載のあるもの以外は事前
に各園に要予約▶問：子ども育成
課☎ 60-1854

用：1回500円▶申込：☎
●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 園庭開放▶日時：10月の水曜午後1
時～2時（詳細は園HP参照）▶対象：入
園希望の2・3歳児、10組▶申込：☎
●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 秋に遊ぼう（ミニ運動会）▶日時：
10月14日（水）午後1時～2時▶対
象：2・3歳児、20組▶持ち物：上
履き（雨天時のみ）▶申込：☎
●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 園庭開放▶日時：10月28日（水）午後
２時～３時▶対象：２歳以上、１５名▶
申込：不要
●栄光乃園幼稚園 ☎54-1200
　 たんぽぽクラス▶日時：10月10日・
24日（土）午後2時▶対象：開催日までに
2歳になる子、30名▶申込：往復ハガキ

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
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●申込先の市内施設の住所は、3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

最新の情報は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

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保護
者の方をお手伝いする
ツールです▶問：子ど
も政策課☎ 60-1239

ふるさと歴史館 「井の頭自然文
化園動物観察教室」

井の頭自然文化園の歴史と飼育の
工夫を学びます。
▶日時：10 月 18 日（日）午後
1時～ 3時▶場所：井の頭自然文
化園（御殿山１-17- ６）▶対象：
市内在住・在学の小学４～６年
生、8名（保護者１人の同伴が必
要）▶講師：草野晴美（同園動物
解説員）▶費用：無料▶持ち物：
飲み物▶申込・問：10 月 5日（必
着）までに往復ハガキ・専用フォー
ム（申込要領参照し、学校・学
年も明記）またはハ
ガキを持って直接ふ
るさと歴史館☎ 53-
1811、rekishikan@
city.musashino.lg.jp
へ。

 ｢親と子の教室｣ 羊毛フェルト
とスクラップブッキング講座
▶日時：10 月 23日～ 12月 4日
の毎週金曜（全 7回）午前 9時
30 分▶場所：市民会館▶対象：
市内在住で開催初日に満2歳～未
就園児と保護者（全回出席できる
方）、12組（超えた場合抽選）▶
講師：緒方伶香、大坪幸代▶費用：
2000円（教材費）▶託児：あり（保
育室で保育士と集団生活を体験）
▶持ち物：筆記用具▶申込・問：
９月 30日（必着）で往復ハガキ
（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。市HPから電子申
請可。

もぐもぐ教室（離乳中期）

離乳食・生活リズム・口の手入れ
の話。2グループ制。試食やグルー
プトークはありません。
▶日時：10月 15日（木）グルー
プＡ…午前 9時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…午前11時～ 11
時 45分▶場所：保健センター▶
対象：令和 2年 2 月～ 4 月生ま
れの子と親（第 1子優先）、22組
（申込順）▶費用：無料▶持ち物：
母子健康手帳・筆記用
具▶申込・問：10 月 8
日までに電子申請で健
康課☎51-0700へ。

かみかみ教室（離乳後期）

離乳食・生活リズム・口の手入れ
の話。2グループ制。試食やグルー
プトークはありません。
▶日時：10 月 29 日（木）グルー
プＡ…午前 9時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…午前 11 時～
11時 45分▶場所：保健センター
▶対象：令和元年 12 月～ 2年 2
月生まれの子と親（第 1子優先）、
19 組（申込順）▶費用：無料▶
持ち物：母子健康手帳・筆記用具
▶申込・問：10 月 22
日までに電子申請で健
康課☎ 51-0700へ。

インボディ測定会

筋肉量・体脂肪量などの測定と、
健康運動指導士・管理栄養士によ
るフレイル・低栄養予防。
▶測定日：10 月６日（火）また
は９日（金） 午前 10 時～ 11 時
20 分（10 分毎、各１名予約制）
▶講座日：10 月 13 日（火） 午前
10時 30分～11時 45分▶場所：
保健センター▶対象：65 歳以上
で筋肉量・筋力の低下を感じてい
る方、測定・講座とも参加可能な
方（ペースメーカー使用者・測定
後 1年未満の方不可）、16名（測
定日は各８名）（申込順）▶講師：
健康づくり人材バンク▶費用：無
料▶申込・問：９月 30 日までに
電話で健康づくり支援センター
へ。

おいしく元気アップ！教室（全３
回）
高齢期のフレイル予防のための栄
養と体操の講座です。
▶日時：10 月 14 日・28 日、11
月 11 日（水）午前 10 時～正午
▶場所：本宿コミセン▶対象：
65 歳以上の方、16 名（申込順）
▶講師：管理栄養士（講義）、健
康運動指導士（体操）▶費用：無
料▶持ち物：筆記用具、飲み物▶
申込・問：電話または直接健康課
へ。

引き続き熱中症に気を付けましょ
う
９月に入っても気温が高い日があ
ります。夜間と日中の気温差が大
きくなると、体調を崩しやすくな
ります。日ごろから十分な睡眠を
とり、栄養バランスの良い食事を
心がけるなど、健康管理をしっか
りしておきましょう▶問：健康課

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
風邪症状がある方は、必ず事前に連絡してから受診してください。
※ 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 ☎

20 日
（日）

○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町 3-8-9 23-6555
○甲賀クリニック 内科・小児科 境南町 3-12-2 30-7707
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

21 日
（月・祝）

○らいおんハート武蔵野
脳神経外科内科
クリニック

内科 八幡町 3-1-25 52-6600

○長谷川小児科医院 小児科（成人不可） 吉祥寺北町 2-8-5 22-6804
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

22 日
（火・祝）

○若狭内科クリニック 内科 境南町 2-12-12 34-5266
○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

27 日
（日）

○松倉メディカル
クリニック 内科 吉祥寺本町 2-2-14 20-0055

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

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
20日（日） 吉祥寺ハイジア歯科医院 吉祥寺南町4-5-1 Ｊハウス1階 ☎ 24-9918

21 日（月・祝）パルデンタルクリニック 吉祥寺本町 1-13-6 古谷ビル2階 ☎ 28-4618

22 日（火・祝）遊佐歯科医院 境南町 2-3-16 武蔵境第一髙木ビ
ル7階 ☎ 31-2951

27 日（日） よしおかデンタルオフィス 西久保 1-1-1 井野ビル1階 ☎ 51-4199

9/15（火）～ 30（水）

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
https://www.himawari.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

調剤薬局 日曜午前 9時～午後 5時
当番薬局は市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/ 参照

保健センター〒180-0001 吉祥寺北町 4-8-10 
　健康課（1階） ☎ 51-0700
　健康課（マタニティ安心コール） ☎ 51-0703 
　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

ツシマヤマネコ（井の頭自然文化園提供）

まずは「かかりつけ医」に相談しましょう
～新型コロナウイルス感染症～

かかりつけの医療機関またはお近くの医療機関に受診する際に
は、事前に診察が可能か問い合わせて受診しましょう。「かか
りつけ医」がない方は下記相談窓口にご相談ください。

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～翌日午前 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



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

MUSASHINO CITY8 No.2153令和2年9月15日号

掲載のイベントなどは、中止・延期の可能性があります。情報は 9月 8日時点のものです。

  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／申込・問
顔ヨガでスッキリ！講座（Zoom
を使って自宅のPCやスマートフォ
ンから顔ヨガを受けられます）

9月18日・25日（金）午前10時～
10時40分／アプリZoom（使い
方も教えます）

1回1000円
服部
☎070-1400-9076

吉
東 24日（木） ■コミュニティのつどい「地域の諸問題」▶日時：午後7時▶内容：

ウィズコロナにおける新しい生活様式について▶定員：20名

本
宿 お知らせ ■10月予約受付▶日時：18日（金）・19日（土）午前9時～午後5時

▶重複時は抽選、使用条件あり

吉
西 10月4日（日） ■井ノ頭通り美化活動▶日時：午前9時30分コミセン集合▶内容：

歩道、植え込みの清掃活動をしましょう
け
や
き

26日（土） ■よみきかせ▶日時：午前11時▶内容：指あそび・紙しばい・絵
本・折り紙ほか▶定員：５組（10名）

中
央 10月3日（土） ■苔だまづくり▶日時：①午前10時～11時30分②午後1時30分

～3時▶定員：各回成人10名▶費用：600円

西
部 お知らせ ■10月2日（金）からは午後9時まで開館

▶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］）。特に表記のないものは、会場は各コミセン、申込順、無料、当日直接会場へ
※マスク着用、検温、手指の消毒、氏名・連絡先の記帳、身体的距離の確保など、引
き続き新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。

問い合わせは各コミセンへ

　関前コミセンは昭和56（1981）年5
月に開館し、来年築後40年を迎えま
す。経年による建物全体の老朽化が進
み、今後20年間の使用継続を目標にト
イレの改修など、給排水設備の更新工
事を行うこととなりました。それに伴
い外壁塗装・屋上防水工事なども行う

リニューアルそして40周年

関前コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポートコミュニティセンター事業案内

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 8月16日（日）から休館中
桜堤（桜堤3-3-11） ☎53-5311

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

予定です。工事期間中の11月から来年
5月（予定）までは休館となり、皆さん
にはご不便をおかけしますが、ご理解
のほどよろしくお願いします。休館日
などの詳細はコミセンHPやコミセン
便りなどでお知らせします。
　さて、リニューアル工事が終わると
いよいよ関前コミセンも40歳を迎え
ます。来年10月ごろには、より明るく
快適になった関前コミセン本館で、地
域の皆さんと共に40周年記念式典を
開催しようと計画を始めるところで
す。皆さんの心に残る催しのアイデア
などがあればお知らせください。

橋爪功

①演劇集団円トライアルリーディ
ング公演「虫たちの日」
▶日時：9月21日（月・祝）午後
６時開演、9月22日（火・祝）午
後１時開演▶場所：吉祥寺シアター
▶費用：全席指定 3500 円、◯友  
3150 円▶作：別役実▶演出：内藤
裕子▶出演：橋爪功、福井裕子

＊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。
＊ 午前 10 時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。
発売日翌日（休館日を除く）以降：市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホー
ル、吉祥寺シアター、各市政センターの窓口でも購入可。

＊ アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イ
ンターネットでは不可）。年会費 1000円。

■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■文化事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/
■左記公演のチケットは①発売中②③ 9月 19日（土）発売開始

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各施設の使用申し込みを郵送受付に変更しま
した。新型コロナウイルス感染予防対策のため、施設のご利用方法やご利用条件を変更し
ていますので、申し込み前に、郵送の際の記載方法と合わせて、文化事業団HP・掲示板な
どで必ず、ご確認ください。または、各施設へお問い合わせください。

施設名 室名 使用期間 郵送締切（必着） 送付先

市民文化会館
大ホール、小ホール 2021年10

月・11月 10月1日（木）
市民文化会館

展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2021年4月 10月1日（木）

芸能劇場 小劇場、小ホール 2021年5月・
6月 市報10月15日号でお知らせ

公会堂 ホール、会議室、和室

2021年4月

10月7日（水） 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 10月6日（火） スイングホール

松露庵 茶室 10月10日（土） 市民文化会館

吉祥寺美術館 音楽室 10月1日（木） 吉祥寺美術館

市民スペース 会議室 2021年5月・
6月 市報10月15日号でお知らせ

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術上
演

5日以上使用 劇場 2022年2月・
3月

吉祥寺シアター

5日未満使用 劇場 2021年10
月・11月 10月1日（木）

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2021年4月
けいこ場 10月1日（木）

舞台芸術以外で使用
劇場

2021年1月
けいこ場 10月1日（木）

＊ 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。

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇

②松居直美（パイプオルガン）「バッ
ハ全曲演奏会」シリーズ　スピン
オフ公演
▶日時：10月24日（土）午後２時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：全席指定 1500 円、◯友
1000 円▶そのほか：パイプオルガ
ンスクールからゲスト出演あり
③ロータス・カルテットによる弦
楽三重奏
▶日時：10月19日（月）午後７時
開演▶場所：市民文化会館大ホー
ル▶費用：全席指定 3000 円 ◯友  
2500 円、◯25 1000 円

公会堂：〒180-0003 吉祥寺南町 1-6-22 ☎ 46-5121
吉祥寺美術館：〒180-0004 吉祥寺本町 1-8-16F&F ビル 7階 ☎ 22-0385
吉祥寺シアター：〒180-0004 吉祥寺本町 1-33-22 ☎ 22-0911
かたらいの道 市民スペース： 〒180-0006 中町 1-11-16 武蔵野タワーズ 1 階 

☎ 50-0082
芸能劇場：〒180-0006 中町 1-15-10 ☎ 55-3500　
市民文化会館：〒180-0006 中町 3-9-11 ☎ 54-8822
スイングホール：〒180-0022 境 2-14-1 ☎ 54-1313　
松露庵：〒180-0021 桜堤 1-4-22 ☎ 36-8350

施設
DATA

9月

●  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

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

（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

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。新型コロ
ナウイルス感染者の発生状況により、市の判断で急きょ掲載を取りやめることが
あります。あらかじめご了承ください。
▶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：11/1 号…10 月 1 日、11/15 号…10 月 15 日

掲
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へ


