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武蔵野市長

　
　～今一人ひとりができる行動を～
　市役所の北側にある、旧クリーンセンターのプラッ
トホームと事務所棟をリノベーションして整備した環
境啓発施設「むさしのエコrリeゾート」がいよいよ今
月 8日にオープンします。例年行っている環境フェ
スタも今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
オンラインで開催します。未来に向けて持続可能な社
会を実現するためには、気候危機や地球温暖化の問題
について、一人ひとりが考えて行動することが大切で
す。市民の皆さまが身近な日常生活の中で、ごみ、資
源、エネルギー、緑、水循環、生物多様性などの環境

について、考え学び行動する、新たな気づきとなる施
設にしていきたいと思います。
　コロナ禍での開館はさまざまな制約もありますが、
できることから始めていきたいと思っています。武蔵
野市のごみ焼却場、クリーンセンター建設の歴史は、
本市の市民参加の歴史でもあります。地域住民の皆さ
まのご理解とご協力により、市内全域のごみ焼却と処
理がクリーンセンターで行われています。そうした歴
史的な経緯も踏まえて、環境啓発施設がここにオープ
ンすることの意義、関係する皆さまへの感謝の気持ち
を持ちつつ、皆さまと共に今後の運営に尽力したいと
思います。

12 頁へ
続いているよ。

むさしの
エコreゾート
キャラクター
エコリス

11/8（日）
OPEN
一般の方の来館は
11月9日(月)から

　環境啓発施設「むさしのエコr
リ
eゾート」は、クリーンセンターの建て替えに

伴い、旧施設の一部を改修して再利用した施設です。クリーンセンターの市民
参加の歴史を継承し、市民や市民団体、企業、関係機関、行政などが一緒に考え、
学び合いながら、環境に配慮した行動をまち全体へと広げていくことを目指し
ています。地球温暖化を踏まえ、ごみをはじめ資源、エネルギー、緑、水循環、
生物多様性など、環境について考え、学び、体験することができます。
　展示スペースや廃材を使ったものづくりなどが体験できるコーナーのほか、
ミニキッチン、パソコン、環境に関する資料・図書の閲覧などの機能があり、
自由に来館することができます▶問：環境政策課環境啓発施設係（むさしのエ
コr

リ
eゾート内）☎ 60-1945

むさしのむさしの
エコreゾートエコreゾート
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むさしのエコreゾートリ

開館時間 : 午前９時 30分～午後５時
休　館　日： 火曜、祝日（月曜が祝日の場合は

月曜開館し、水曜休館）、年末年始
所　在　地：〒 180-0012　緑町３‒１‒５
問： 環境政策課環境啓発施設係（むさしの
エコr

リ
eゾート内）☎ 60-1945、FAX51-

5590、sec‒kankyou@city.musashino.
lg.jp、ecoresort@city.musashino.lg.jp（11
月 8日から）
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持続可能な社会に向けて

人口と世帯
《令和2年10月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7677人（84人減）　世帯数7万7932世帯（25減）
●男7万623人（56人減）　●女7万7054人（28人減）　
〔うち外国人住民数3186人（34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。

11月8日（日）に、「むさしのエコr
リ
eゾート公式HP」もオープン。

オープン当日は配信イベント（開館式典の生中継、ドローンに
よる館内案内など）を予定しています。ぜひ、ご覧ください。

11 月８日から公開
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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 10月 27日時点のものです。

会議などの開催と傍聴

市議会からのお知らせ

右記の日程で、定例会閉会中の委
員会を開催します。令和２年第４
回定例会は、12 月２日（水）開
会予定です。今定例会で審議す
る請願・陳情の提出期限は、11
月 26 日（木）です。所定の用紙
（議会事務局で配布、市議会HP
http://www.city.musashino.
lg.jp/shigikai/ から印刷可）での
提出が必要です。
▶問：議会事務局議事係☎ 60-
1883

■期日・内容 開会時間（予定）：午前10時
☆は午後２時

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
第四次住宅マス
タープラン策定委
員会

11月５日（木）
午後1時30分

芸能劇場
小劇場

第四次住宅マスタープ
ラン中間のまとめにつ
いて

申込不要
住宅対策課
☎60-1905

環境市民会議 11月 5日（木）
午後3時

市役所
対策本部室

10名程度（先着順）／次
期環境基本計画に対す
る意見交換など

申込不要
環境政策課
☎60-1841

子ども読書活動推
進計画策定委員会

11月10日（火）
午後5時30分

中央図書館
視聴覚ホール

5名（先着順） 申込不要
中央図書館
☎51-5145

健康福祉総合計画・
地域共生社会推進
会議

11月18日（水）
午後6時30分

市役所
811会議室

10名（申込順）／第3期
健康福祉総合計画の進
捗状況について

前日までに
地域支援課
☎60-1941

 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
※11月1日（日）～18日（水）は一部放送時間が変更となります。

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

市制度融資　特例利率あっせん
申請受付を令和３年３月31日ま
で延長します
事業資金特別融資・小口零細事

減免制度などのお知らせ

期日 会議名

11/２（月） 議会運営委員会

11/12（木） 総務委員会

11/13（金） 文教委員会

11/16（月） 厚生委員会

11/19（木） 建設委員会

11/20（金） 外環道路特別委員会

11/27（金） 議会運営委員会☆

都市計画公園・緑地における建
築制限緩和の基準を改正します
都市計画公園・緑地の整備方針の
改定に伴い、これまでの建築制限
緩和の範囲を拡大し、優先整備区
域で建築が認められなかった木
造・鉄骨造などの３階建てを建築
可能とする基準に改正します（11
月１日施行）▶問：まちづくり推
進課☎ 60-1872

善意の寄付ありがとうございま
した
武蔵野市資源回収事業協同組合
代表 山本信之様：紙パック回収
ボックス５台。紙資源リサイク
ル推進のため▶問：管財課☎ 60-
1816

高
たかはし

橋　和
やまと

（新任）
女流棋士。14 歳で当
時最年少女流プロ棋士
となり、平成 17 年公
益社団法人日本将棋
連盟女流三段に昇段。
現役引退後、子どもや
女性への普及を中心に活動。（株）将
棋の森代表取締役。44歳。
任期：令和６年 10月31日まで

　教育委員を新たに任命しました

市議会の同意を得て、令和２年
11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

※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。

申請により減免される場合などがあります。申請には期限がありま
す。申請方法や要件など詳細は市HP参照または各課へお問い合わ
せください。
●介護保険料
▶対象：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った方（2）主たる生計維持者の事
業収入等が著しく減少した方▶問：高齢者支援課☎ 60-1845
●国民健康保険税
▶対象世帯：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計
維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯（2）主たる生計維
持者の事業収入等が著しく減少した世帯▶問：保険年金課☎ 60-
1835
●後期高齢者医療保険料
▶対象：新型コロナウイルス感染症により、（1）主たる生計維持
者が死亡または重篤な傷病を負った方（2）主たる生計維持者の事
業収入等が著しく減少した方▶問：保険年金課後期高齢者医療係☎
60-1913、東京都後期高齢者医療広域連合☎ 0570-086-519
●国民年金保険料
▶対象：当年中の被保険者・配偶者および世帯主の所得の見込みが
一定基準以下になる方▶そのほか：承認された期間は、老齢基礎年
金を受けるために必要な期間に算入され、承認を受けてから 10年
以内は追納（後から保険料を納付）ができます▶問：保険年金課☎
60-1837、武蔵野年金事務所☎ 56-1411

業資金特別融資の本人負担率を
0.1％引き下げ、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける中小規
模事業者の資金調達を支援してい
ます。申請方法や必要書類など詳
細は市HP参照▶申込・問：産業
振興課☎ 60-1832

第一・第五中学校改築基本計画
素案に関する意見を募集
同計画について、素案を作成しま
したので意見を募集します。
●第一中
▶日時：11 月 13 日（金）～ 27
日（金）▶対象：同学区（中町全
域、吉祥寺本町1丁目 1～ 11番・
2～ 4丁目、御殿山全域）内在住
者▶配布：教育企画課、市政資料
コーナー、御殿山・吉祥寺西・中
央コミセン。市HPに掲載。
●第五中
▶日時：11 月 13 日（金）～ 27
日（金）▶対象：同学区（西久保
全域、関前 1～ 4 丁目）内在住
者▶配布：教育企画課、市政資料
コーナー、西久保コミセン。市HP
に掲載。
【共通】▶申込・問：11 月27日（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教育企画
課 60-1972、FAX51-9260、sec-
kyouiku@city.musashino.lg.jp へ。
●説明会を開催します（各1時間）
▶持ち物：上履き、靴袋（芸能劇
場以外の会場）▶そのほか：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。

市独自支援策の案内に加え、国や東京都が実
施している支援制度についても適切な窓口に
案内するコールセンターです。対象や申請方
法などの疑問・相談は「ほっとらいん」まで
ご連絡ください。
▶受付時間：平日午前 9時～午後 5時

事業者支援「ほっとらいん」☎60-1969

令和3年1月29日（金）まで受付期間を延長します

日時 場所

第
一
中

11 月 14日（土）
午前 10時 30分 第一小体育館

11月 22日（日）
午前 10時 30分 芸能劇場小ホール

11月 24日（火）
午後６時 30分 第一中体育館

第
五
中

11 月 15日（日）
午前 10時 30分 第五小体育館

11月 17日（火）
午後６時 30分 第五中体育館

11月 21日（土）
午後２時 関前南小体育館
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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。

ください。連絡は匿名で行うこと
も可能です。連絡者や連絡内容に
関する秘密は守られます。
▶相談・連絡先：子ども家庭支援
センター（子育て総合相談・通告）
☎ 55-9002、☎ 0120-839-002
（月～土曜午前 8時 30 分～午後
10 時）、杉並児童相談所（通告）
☎ 03-5370-6001（月～金曜午
前 9時～午後 5時）、児童相談所
全国共通ダイヤル☎ 189（24 時
間365日受付）、武蔵野警察署（緊
急時）☎ 55-0110▶問：子ども
家庭支援センター☎60-1850

休日開庁（11月22日［日］）
一部業務休止のお知らせ
全国一斉のシステム停止日のた
め、マイナンバーカード（個人番
号カード）の記載事項変更、電子
証明書の更新などができません。
ご注意ください▶問：中央市政セ
ンター☎ 56-3800

 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

駐車監視員資格者講習を実施し
ます
▶日時：講習日…令和 3 年 1 月
18日（月）・19日（火）、考査日
…1月25日（月）▶場所：東京ビッ
グサイト（江東区有明 3-11-1）
▶定員：400 名▶費用：2 万円▶
申込：11 月 2 日～ 30 日に都内
各警察署交通課へ▶問：警視庁放
置駐車対策センター☎ 03-3581-
4321。詳細は警視庁HP参照。

事業主の方へ　労働保険加入手
続きはお済みですか
11 月は労働保険適用促進強化月
間です。労働保険（労災保険・雇
用保険）は、労働者を雇用する事
業主に加入が義務付けられていま
す。未加入の場合は早急に手続き
してください▶問：労災保険…三
鷹労働基準監督署☎ 67-3422、

雇用保険…ハローワーク三鷹☎
47-8623

裁判員候補者に名簿記載通知を
送付します
令和３年の裁判員候補者名簿に登
録された方に、11 月中旬に名簿
に登録された旨の通知を送付し
ます▶問：東京地方裁判所☎ 03-
3581-5411

ご存知ですか 検察審査会

交通事故や詐欺などの被害にあっ
たのに検察官が裁判にかけてくれ
ないなどの不服を持っている人の
ために、検察審査会があります。
申し立て、相談は無料。秘密厳守。
審査員は、有権者の中からくじで
選ばれます▶問：立川検察審査会
事務局☎ 042-845-0292

官公署だより

希望の方にカード形式の障害者手
帳の交付受け付けを開始しました
▶対象：①精神障害者保健福祉手
帳（新規または更新時の切り替え
のみ）②身体障害者福祉手帳・愛
の手帳（東京都療育手帳）の所持
者で希望する方▶費用：無料▶持
ち物：手帳の種類により必要書類
が異なります。詳細は東京都HP
参照▶そのほか：申請から交付ま
で３カ月以上かかる見込みです▶
申込：障害者福祉課☎ 60-1904
▶問：東京都福祉保健局精神保
健医療課☎ 03-5320-4464、施
設サービス支援課☎ 03-5320-
4146

11月は児童虐待防止推進月間

虐待を受けたと思われる子どもを
見つけた時やご自身が出産や子育
てに悩んだ時には、子ども家庭支
援センターや児童相談所にご連絡

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止しながら、環境へ配慮し
ていくためにはどのようなことに取り組むべきか、むさしのエコ
reゾートに期待することについて、環境政策に携わる方々と市長
が対話形式で意見交換を行います。
▶傍聴：10 名（超えた場合抽選）
▶申込・問：11 月 10 日までに市民活動推進課☎ 60-1829へ。

日　時 11月20日（金）午後7時～9時
場　所 むさしのエコr

リ
eゾートプラットホーム

テーマ「新しい生活様式と環境配慮について」

市民と市長の
第11回 ふれあいトーク

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

PCR 検査可能な医療機関
最新の情報は、市医師会HPで公開しています。
受診前に、必ず医療機関に電話で相談してください。

認定長期優良住宅に対する固定
資産税の減額制度

▶対象：新築した認定長期優良
住宅で、居住部分の床面積＊が 1
戸当たり 50m2（一戸建て以外の
貸家は 40m2）～ 280m2 で、家

屋全体の床面積の 2分の 1 以上
の住宅（＊マンションなどの区分
所有家屋…「専有部分の床面積」
と「共用部分のあん分床面積」の
合計。賃貸マンション、アパート
などの共同住宅…独立的に区画さ
れた部分ごとに同様に計算）▶減
税額：新築の翌年度から5年間（3
階建て以上の中高層耐火建築物は
7年間）、居住部分に相当する固
定資産税額の 2分の 1（1戸当た
り 120m2 相当分まで）▶申告：
新築家屋調査時に、長期優良住宅
の認定通知書の写しを添付▶問：
資産税課☎ 60-1825
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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 10月 27日時点のものです。

無料配布する、妊娠・出産・子育
てに関する制度・サービスなどに
ついての情報誌です。
▶発行部数：2400 部▶配布期間：
令和 3年 5月 1日～ 4年 4月 30
日▶そのほか：応募多数の場合や
掲載基準などにより掲載できない
場合あり▶申込：令和 3 年 1 月
28 日までに（株）ホープ☎092-
716-1401へ▶問：健康課☎ 51-
0700

令和 2年度版ゆりかごむさしの

／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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

市
民
社
協

一般事務
1名
正規職員

平成 2年 4月 2日以降
生まれの方（若年者キャ
リア形成のため）／大学・
短大を卒業、社会福祉
士国家資格受験資格取
得者（令和 3年 3月見
込可）／PC／普免

令和 3年 4月 1日～／週 5
日午前 8 時 30 分～午後 5
時 15 分／月額 17 万 5100
円～（大卒の場合）／経験
加算あり。各種手当あり／期
／交／試用期間あり

一次：筆記など
12月6日（日）
二次：面接
12月20日（日）

一般事務
若干名
嘱託職員

社協・ボランティアセン
ターに関する業務／ PC
／普免

令和 3 年 1 月 1日～ 12 月
31日（勤務開始日は応相談）
／週 5日午前 9時～午後 5
時／月額 17 万 900 円／資
格手当あり（社会福祉士）／
期／交

書類審査、
筆記、面接試
験など：
12月13日（日）

▶申込・問：11 月 20日（金・必着）までに履歴書（指定様式）、課題、連絡用封筒１通
を郵送または直接市民社協☎ 23-0701（〒180-0001 吉祥寺北町 1-9-1）へ。詳細は募
集要項（市民社協HPに掲載）を参照

子
ど
も
協
会

一般事務
1名
嘱託職員

事務局内事務／ PC／
普免／給与計算・経理
事務の経験あればなお
可

令和３年 1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、
面接：
11月20日（金）

▶申込・問：11月 12日（木・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付、「一般事務希望」
と明記）を郵送で子ども協会事務局☎ 36-0671（〒180-0013 西久保 1-6-27 多摩信用
金庫武蔵野支店４階）へ

　関係団体の嘱託職員などの募集

特に記載のないものは令和 3年 3
月31日まで（試用期間なし。再度
任用される場合あり）、社会保険・
雇用保険加入あり／期期末手当あり

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）、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

市
民
課

窓口業務
4名

窓口・電話での市民対応な
ど、マイナンバー業務、住
民票など入力・出力業務、
庶務事務など／ PC

12 月 1日～／週 5日（月
～金曜。所定外労働あり）
午前 9時～午後 5 時／月
額 21万 400円／交

書類審査、
筆記試験、
面接：
11月18日(水)

▶申込・問：11月10日（火・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市民課☎60-1838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、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

1 1月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制

相 談 名 日 時 相談場所 問

子
ど
も

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

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

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

障
害
者

法律相談（電話相談も可） 予 17日（火） 10時～4時
市民活動推進課
☎ 60-1921（予約専用）
問 60-1829

住宅改造相談 月～金曜 9時～5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談 4日（水） 1時～4時 保健セン
ター

障害者福祉課
☎60-1904

こ
こ
ろ
の
健
康

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

こころの
健康相談

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

第2・4土曜 10時～正午、1時～4時

精神保健医療相談 予 お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-2334

そ
の
他

ボランティア相談 火～土曜 9時～5時 ボランティアセンター武蔵野☎23-1170
創業支援 水曜 10時～4時 産業振興課☎60-1832
経営相談（創業含む） 月～金曜 9時～5時 商工会議所☎22-3631

野外活動相談 毎日（16日
を除く） 9時～5時 野外活動センター☎54-4540

にじいろ電話相談（性的指向・性自認）
（来所相談も可 予） 第2水曜 夜5時30分～8時30分男女平等推進センター☎38-5187☎37-3410（予約専用、随時）

相 談 名 日 時 相談場所 問

一
　
般

一般相談（市政に対する意見など）月～金曜 9時～5時 市民活動推進課
☎ 60-1921（予約専用）
問 60-1829
相談は2週間前から予約開
始。
行政相談・交通事故相談の予
約は前日まで。
※相談方式は、電話・対面併
用。変更となる場合あり。
※年金・社会保険・労務相談
は市役所ロビーで面談。

法律相談 予 月･水･金曜 10時～3時50分
人権相談 中止

1時～4時
行政相談 予 12日（木）
交通事故相談 予 5日・19日（木）1時～3時30分
税務相談 予 水曜

1時30分～4時30分
年金・社会保険・労務相談 予 16日（月）

く
ら
し

消費生活相談 月～金曜 9時～4時 消費生活センター☎21-2971
生活困窮に関する相談 月～金曜 8時30分～5時 生活福祉課☎60-1254
住まいのなんでも相談室

（空き家・耐震化・不動産・マンション） 予 木曜 9時～正午
1時～4時 住宅対策課☎60-1905

高齢者等入居支援相談 月～金曜 9時～4時

高
齢
者

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

認知症相談
（電話相談可） 予

4日（水） 10時～正午
1時～3時

ゆとりえ
高齢者支援課
☎60-184612日（木） 市役所

18日（水） 吉祥寺ナーシングホーム
総合相談 電話相談のみ随時 福祉公社☎23-1165法律相談 

女
性
女性総合相談 予

第1土曜 1時～3時50分
男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 夜6時～8時50分
第4火曜 9時～11時50分

女性法律相談 予 第1土曜 9時30分～正午

外
国
人

外国人
相談

英語・日本語 火～土曜 9時～5時
国際交流協会☎56-2922
♣お問い合わせください

中国語 火～土曜 10時～5時
ヒンディ・タミル･ドイツ・ロシア・ノルウェー・スペイン・タイ語♣

外国人・法律・心理相談 予 第4土曜 1時～4時

介護職・看護職Ｒｅスタート支援
金　申請を受け付けています
介護職員・看護職員の再就職や介
護や障害の施設などへの新たな就
職に対して支援します。
▶対象：令和２年４月７日以降に
市内の介護や障害の施設などに就
職し、継続して６カ月以上の勤務
が見込まれる職員（週 32 時間以
上または月 128 時間以上）。就職
した日から過去３カ月以内に介護
や障害の施設などに在籍していな
いこと（運営法人の都合による退
職の場合は支給対象）など▶支援
金：資格を有する職員…15万円、
資格を有しない職員…5万円▶申
込・問：就職した日から 60日以
内に郵送または直接
〒 180-8777 高齢者
支援課☎60-1925へ。

妊娠・子育てガイドブック
「ゆりかごむさしの」掲載広告募集
「ゆりかごむさしの」は、ゆりか
ごむさしの面接（妊婦面接）時に

令和３年度採用市職員募集
▶試験案内：11月 1日（日）
から市HPに掲載。市役所案内・
人事課、各市政センター・図
書館、市民文化会館、総合体
育館、市民会館、スイングホー
ル、吉祥寺シアター、武蔵野
プレイスで配布。各施設へは
開館日・時間を確認の上お越
しください。受験資格、申込
方法、試験方式、試験日など
詳細は市HP、試験案内参照
▶申込期間：11月 2日（月）
午前 9 時～ 18 日
（水）午後5時▶問：
人事課☎60-1810

採用年度 令和３年度

区分 上級

職種 保育士

試験方式 専門試験

資格要件

活字文による出題、口述試験に対応で
きる方で以下の条件を満たす方
昭和55年4月2日～平成11年4月1日
生まれ
①保育士試験に合格し、保育士資格を
有する方
②令和3年3月以前に厚生労働大臣の
指定する保育士養成学校または養成施
設を卒業し、保育士資格を有する方ま
たは資格取得見込みの方

採用予定者数 若干名
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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。

市道第16号線、177号線（かた
らいの道）の無電柱化に向けて、
工事を進めています。現在、地下
に電力や通信のケーブルなどを収
容するための施設（電線共同溝＝
右図）の設置工事を行っています。
その後、住宅などの供給先への引
込管工事、電線・電柱の撤去、道
路整備工事の順に行い、無電柱化
整備が完了します。整備の完了は、
令和６年度を予定しています。

市・水道部

第一浄水場

大野田小学校

陸上競技場市道第177号線

市
道
第
16 号
線

　無電柱化の推進に関する法律で、
11 月 10 日は「無電柱化の日」とさ
れています。これは、11 月 10 日の
1を電柱に見立て、電柱 0（ゼロ）を
目指し定められたものです▶問：交通
企画課道路交通企画係☎ 60-1991、
道路整備係☎ 60-1861

「無電柱化の日」
電柱がゼロ電柱がゼロ
月月 日日00 は

無電柱化には、都市防災機能の
強化、安全で快適な歩行空間の
確保、良好な都市景観の創出を
図る効果があります。電線共同溝
による整備は、一般的に長期間
にわたります（施工延長 400m
の場合、設計・手続き含めて約
7年間）。騒音や振動、交通規
制などが発生することがありま
すが、ご理解とご協力をお願い
します。

整
備
前

　
　
⬇

　
　
整
備
後

市道第 151号線（七井橋通り）

　
電
線
共
同
溝
設
置
工
事

特殊部3

電線共同溝を設置するにあたり、
支障となる管（水道管など）を移
設

電線共同溝や引込管に通線できた
ら、電線と電柱を撤去

無電柱化工事に関係する電気・ガ
スなどの企業を集めて会議を行い、
工事日程や工事内容などを調整

電線・電柱を撤去したら、道路整
備工事を経て完了

電線共同溝本体から住宅などの供
給先へ引込管を敷設

市民会館　1月分使用申込

仮申請が重なった場合、利用団体
などによる公開抽選。空き室は使
用当日まで申し込み可。
▶日時：仮申請…11月 1日（日）
～ 15 日（日）、公開抽選…11 月
16 日（月）午後 1 時 30 分、本

申請 11 月 20 日（金）～ 30 日
（月）午前9時～午後8時▶場所：
市民会館▶申込・問：市民会館☎
51-9144

地上機器
（トランス等）
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ケーブル(電力）
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１～９月の市内の特殊詐欺の被害件
数は46件、被害額は約6760万円
です。主な手口は２つあります。
①還付金詐欺
　（ATMで振り込ませる）
②キャッシュカード詐欺
　（キャッシュカードを直接騙し取る）
留守番電話の設定など犯人からの
電話に出ないための対策が効果的
です。電話に出てしまっておかしい
と思ったら迷わず電話を切ってくだ
さい。

☎55-0110
武蔵野警察署

11月９日～15日は、秋の火災予
防運動が実施されます。秋から冬
にかけて、火災が最も起きやすい
季節となります。原因は、暖房器
具の使用頻度が増えることや空気
が乾燥することなどが挙げられます。
この機会に、火気の周りに燃えや
すい物を置いていないか、コンセン
ト周りにほこりがたまっていないか
などを確認しましょう。
令和２年９月中の災害件数　火災・
救助など 38 件、救急 622件

☎51-0119
武蔵野消防署

女性のための離婚に関する無料
法律相談会
▶ 日 時：11 月 28 日（ 土 ） 午
後１時～５時▶場所：男女平等
推進センター会議室▶定員：８
名（申込順）（各 25 分）▶相談
員：露木肇子（多摩総合法律事
務所弁護士）▶費用：無料▶託
児：あり（11 月 17 日までに要
申込）▶申込・問：11 月 27 日
までに Eメール（申込要領参照
し、希望する時間帯、託児希望
は子の氏名［ふりがな］・当日の
月齢も明記）、電話または直接
子ども家庭支援センター☎ 60-
1850、cnt-kodomokatei@city.
musashino.lg.jpへ。

都営住宅（家族向・単身者向）
入居者募集
▶申込：11 月 4 日～ 12 日に市
役所案内・住宅対策課、各市政セ
ンター・図書館、都庁、東京都
住宅供給公社募集センター、JKK
三鷹窓口センターほかで配布する
募集案内（数に限りがあります）

参照。https://www.to-kousya.
or.jp/ から印刷可▶問：JKK東京
募集センター☎03-3498-8894、
住宅対策課☎60-1905

福祉型住宅入居者募集（高齢者
用）【電話受付】
若干戸、1K～ 1DK（バス・トイ
レ付）、家賃約 2万～ 4万円程度
（所得により異なる）。
▶対象：65 歳以上の高齢者で次
の①～④のすべてに該当する方①
市内に引き続き 3年以上在住②
住宅に困っている③申込日におい
て 65歳以上のみの世帯④令和元
（平成 31）年中の所得が（1人の
場合）月額 21 万 4000 円以下、
住宅困窮度順に決定▶申込・問：
11 月４日～６日に電話で住宅対
策課☎ 60-1905へ。

無電柱化の工程

イメージ

市道第177号線（工事の様子）

移設後
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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 10月 27日時点のものです。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■森の地図スタンプラリー～Go 
To 散歩、Go To むさしの編～
武蔵野市と近隣市をのんびり巡る
散策イベント▶日時：11 月 1 日
（日）～ 12月 6日（日）▶費用：
無料（入場料などは実費負担）▶
申込・問：武蔵野市コッツウォル
ズ☎ 32-0962。詳細は https://
www.musashino-cotswolds.
jp/ 参照。

■Musashino ごちそうフェスタ
参加店舗にてアンケートに回答
した方に抽選でプレゼントキャ
ンペーンを実施します▶日時：
11 月 1 日（日）～ 30 日（月）
▶場所：吉祥寺・三鷹・武蔵境
駅周辺▶問：商工会議所☎ 22-
3631。詳細は http://mg-festa.
com/ 参照

■観光機構からのお知らせ（11月）
①むさしのまち歩きツアー（戦争
遺跡を訪ねる平和散策コース、徒
歩約 5㎞）②市観光ボランティア
ガイド募集説明会▶日時：①８
日（日）午前 9時 20 分② 15 日
（日）午後１時▶場所：① JR 武
蔵境駅②商工会館▶定員：① 15
名（申込順）② 10 名▶費用：①

500 円②無料▶申込・問：①電
話② 11 月 12 日までに電話・フ
ァクスまたは同HPから観光機構
☎ 23-5900、FAX23-5901へ。

■老いじたく講座
成年後見制度について▶日時：
11 月 13 日（金）午後１時 30分
～３時▶場所：福祉公社第二相
談室▶定員：5 名（申込順）▶講
師：福祉公社職員▶費用：無料▶
申込・問：福祉公社☎ 23-1165

■シルバー人材センター
　11月の予定
①入会説明会②出張入会説明会
▶日時：① 10日（火）午後 1時
30 分② 13 日（金）9時 30 分▶
場所：①同センター②公会堂▶対

象：①②市内在住（特に市内東
部在住）、60歳以上の健康で働く
意欲のある方▶持ち物：年度会費
2000 円、ゆうちょ銀行の通帳▶
申込・問：前日までに同センター
☎ 55-1231へ。

■臨床心理士によるこころの電話
相談（予約制）
新型コロナ禍における不安な気持
ち、家族・職場・学校での問題な
ど。原則 1 回の相談▶日時：令
和 3年 3月までの火・水・金曜、
午後 0時 30分から（1時間まで）
▶費用：無料▶申込・問：氏名、
相談希望日を電話で東京女子大
学心理臨床センター☎ 03-5382-
6315へ（火 ･ 水 ･ 金 ･ 土曜 午
後 1時 30分～ 6時 30分）。

■司法書士・土地家屋調査士によ
る登記相談会
相続、贈与、不動産登記、土地建
物測量、空き家問題などの相談▶
日時：11 月 19 日（木）午前 10
時～午後 3 時▶場所：市役所ロ
ビー▶費用：無料▶申込：不要▶
問 : 東京司法書士会武蔵野支部・
勅使☎ 27-6761、東京土地家屋
調査士会武蔵野支部・黒田☎ 30-
9800

■司法書士による相談会
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空き家問題などの相談▶
日時：11 月 21 日（土）午後 1
時～ 4時▶場所：公会堂▶費用：
無料▶申込・問：東京司法書士会
武蔵野支部・勅使☎ 27-6761

方への接し方、市の現状など。受
講者にはサポーターの証であるオ
レンジリングを贈呈。
▶日時：11 月 18 日（水）午後
2時～ 3時 30 分▶場所：高齢者
総合センター研修室▶対象：市内
在住・在勤・在学の方、15名（申
込順）▶講師：同センター在宅介
護・地域包括支援センター職員
●ステップアップ講座
テーマ「認知症の方の気持ちを知
ろう」、当事者の方に話を聞き、
サポーターとしてできることを考
える。
▶日時：11 月 25 日（水）午後
2時～ 3時 30 分▶場所：スイン
グスカイルーム▶対象：認知症サ
ポーター養成講座を受講された
方、40 名▶講師：東京都多摩若
年性認知症総合支援センター

同行援護従事者（視覚障害者［児］
ガイドヘルパー）養成研修

視覚障害者のための外出専門のヘ
ルパー養成講座。修了後は有償の
同行援護従事者として活動可能。
▶日時：講義…12 月２日（水）・
３日（木）、実習…12月４日（金）・
10日（木）・11日（金）。全５日
▶対象：市内で視覚障害者（児）
の同行援護従事者として活動でき
る方、８名（超えた場合選考）▶
費用：2640 円（テキスト・保険
代）、交通費実費▶そのほか：修
了者には、都指定の研修修了証明
書の交付あり▶申込・問：申請書
（障害者福祉課、各図書館で配布）
を 11月 13日（必着）までにファ
クス・郵送または直接〒 180-
8777 障害者福祉課☎ 60-1847、
FAX51-9239へ。

就職支援セミナー パートタイム
で働くときの基礎知識

▶日時：11 月 5 日（木）午後 2
時～ 4時 15 分▶場所：三鷹産業
プラザ 701・702 会議室（三鷹
市下連雀 3-38-4）▶定員：35 名
（申込順）▶講師：横山玲子（社
会保険労務士）▶費用：無料▶主
催：武蔵野・三鷹市、ハローワー
ク三鷹、わくわくサポート三鷹▶
申込・問：ハローワーク三鷹☎
47-8617

引きこもりサポート事業
「それいゆ」家族セミナー

若者を受け入れ、共にはたらく職
場。
▶日時：11月28日（土）午後 2
時～4時▶場所：総合体育館大会
議室▶対象：不登校・引きこもりな
どの悩みをもつ家族など、40名（申
込順）▶講師：文化学習協同ネッ
トワークむさしの・みたか事業部ス
タッフ▶費用：無料▶主催：武蔵
野市▶申込・問：文化学習協同
ネットワーク☎ 24-6491

デートDV講座
「その恋本当に大丈夫？」
恋愛での思い込みやとらわれを捨
て豊かな関係を築く方法を大学生
と考える。
▶日時：11 月 17 日（火）午後
1 時 10 分～ 2 時 50 分（予定）
▶場所：オンライン▶対象：市内
在住・在勤・在学の方▶講師：
西山さつき（レジリエンス代表）
▶費用：無料▶共催：成蹊大学
▶申込・問：E メール、市 HPま
たは電話で男女平等
推進センター☎ 37-
3410、danjo@city.
musashino.lg.jpへ。

「NPO法人って大変なの？」
決断するための法人設立講座

法人設立についての情報提供と法
人化の意義を考える市民活動マネ
ジメント講座。
▶日時：11 月 29 日（日）午前
10 時～正午（開場９時 45 分）
▶場所：オンライン（Zoom）、
オンラインが難しい方は会場（武
蔵野プレイスフォーラム）で視聴
可▶対象：法人設立を検討してい
る市民活動団体、オンライン・会
場合わせて 30 名（申込順）▶講
師：手塚明美（ソーシャルコー
ディネートかながわ代表理事）▶
費用：1000 円（現金支払い、オ
ンライン受講者は 11 月 28 日午
後 3 時までに同館市民活動カウ
ンターで、会場受講者は当日会場
で）▶申込・問：11 月 28 日正
午までに Eメール（氏名・Eメー
ルアドレス・受講方法［オンライ
ン・会場］を明記）、電話または
直接武蔵野プレイス市民活動支援
担当☎ 30-1903、gr-shikatu@
musashino.or.jp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。

既受講者延べ約4万 4000名。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時間程度）
▶問：交通企画課☎60-1860

　自転車安全利用講習会　
　整備点検の助成など特典あり

認知症サポーター　
養成講座・ステップアップ講座

▶費用：無料▶申込・問：高齢者
支援課☎ 60-1846
●養成講座
認知症の基本的な知識、認知症の

開催日 開始時間 会場 締切日（消印有効）

11 月 28日（土）
午前 10時
午後 1時 30分★ 市役所 811会議室

11月 15日（日）

12月 19日（土） 12月 6日（日）

対象／定員

市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子同伴
可 ( 認定証の交付なし。託児なし ) ／各回 30名（市内在住者
優先し超えた場合抽選）／定員に満たない場合、締め切り後も
受け付け可

持ち物
本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）、受講票・感染
防止チェックシート（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）／整備点検 TSマー
ク（保険付帯）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）※令和 3年度定期利用の抽選では、講習会認定者の
第 1優先を中止します。

申込

市HPから電子申請またはハガキ（申込要領参照
し、希望日、希望時間、★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

◎自転車損害賠償保険などへの加入をお願いします
4月 1日から東京都では条例を改正し、事故で他人にケガをさせてしまった場合な
どの損害を賠償できる保険などへの加入が義務となりました。

自転車は、車道が原則、歩道は例外
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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。

ガイド＆GUIDE

■フラワーアレンジメント講習会
参加者募集（初心者向け）
▶日時：① 12月 1日（火）午前
10 時・11 時 30 分、 午 後 1 時
30 分・3 時② 12 月 15 日（火）
午前 10 時 30 分、午後 1 時・2
時 30 分▶場所：①市民社会福祉
協議会②スイングスカイルーム
▶対象：市内在住で 60 歳以上の
方、① 8名② 15 名▶講師：林宏
美（フラワーショップ林）▶費用：

1500 円▶持ち物：園芸用ハサミ、
持ち帰り袋▶申込・問：11 月 10
日（必着）までに往復ハガキで市
民社協☎ 23-0701へ。

■紅葉の谷戸沢処分場自然観察会
▶日時：12 月 3日（木）▶場所：
集合・解散 JR 八王子駅付近。八
王子市戸吹クリーンセンター、二
ツ塚処分場など▶対象：多摩地域
在住・在勤・在学の方、20名（超
えた場合抽選）▶費用：500円（昼
食代含む）▶申込・問：11 月 16
日（必着）までにハガキで東京た
ま広域資源循環組合☎ 042-597-
6152（〒 190-0181 西多摩郡
日の出町大字大久野 7642）へ。
詳細は同組合HP参照。

■ひきこもりと発達障害～ 8050
を 5020から考える～
23 年に渡るひきこもり取材から
発達障害の関連とこれからを語る
▶日時：12月 4日（金）午前 10
時30分～午後0時30分▶場所：
オンライン（Zoom）▶定員：50
名▶講師：池上正樹（ＫＨＪ全国
ひきこもり家族会連合会理事）▶
費用：1000 円（会員 500 円）、
事前払い▶申込・問：しょーとて
んぱー HP https://www.short-
temper.org/から同団体☎ 090-
5805-9783、inquiry2017@
short-temper.orgへ。

◆ スポーツ ◆
■水泳教室

①ジュニア育成（水曜）②大人か
らの初心者（金曜）▶日時：①令
和 3年 1月 6日～ 3月 31日（全
12 回）午後 5 時、6 時（各 50
分）② 1月 8日～ 3月 19日（全
9 回）午前 9時 30 分、10 時 30
分（各 50 分）▶場所：温水プー
ル▶対象：①市内在住の小学生②
市内在住・在勤・在学の健康な方、
各回 15 名▶費用：① 4800 円②
4410 円▶申込：11 月 14 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

◆ お知らせ ◆
■むさしのみたか市民テレビ
1 日（日）～ 11 日（水）【わが

まちジャーナル】「～音楽の調べ
～楽しい音楽と仲間たち」など
／ 12 日（木）～ 22（日）【ア
ンコールアワー】「１. くらしの
INDEX［匠］ 次代へつなぐ都市
農業  井口良美さんの挑戦 !」な
ど／ 23日（月）～ 30日（月）【ア
ンコールアワー・５月号】　「1. ア
ジアに出会い地域に気づく ～岩
佐園子さん～」など▶問：同テレ
ビ局☎ 79-1434

ガイド＆GUIDE に掲載の情
報については令和 2年 10 月
27 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。

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。

市民体育祭　ソフトテニス

▶日時：12月 13日（日）午前9
時、予備日 12 月 20 日（日）▶
場所：庭球場▶対象：市内在住・
在学の中学生▶費用：10 円（市
内中学生は無料）▶申込・問：11
月 25 日～ 12 月 1日に直接体育
協会55-4119へ。詳細はhttp://
musashino-taikyo.jp/ 参照。

11月の市民スポーツデー

市立小学校の校庭のみ一般開放。
▶日時：11 月 15 日（日）午後 1
時 30 分～ 3 時 30 分、雨天中止
▶場所：第一・第二・井之頭・桜
野小▶対象：幼児～大人▶費用：
無料▶持ち物：水筒、タオル、遊
ぶための用具▶そのほか：用具の
貸し出し、校庭遊具の使用中止。
利用前に検温、利用者チェックリ
スト記入などあり。マスク着用必
須▶申込：不要▶問：生涯学習ス
ポーツ課☎60-1903

養育家庭（里親）体験発表会

さまざまな理由で親と一緒に暮ら
すことのできない子どもたちを、
養育家庭（里親）として育てた経
験がある方による体験発表会。個
別相談あり。
▶日時：11 月 29日（日）午後 2
時～ 4時▶場所：武蔵野プレイス
フォーラム▶定員：30名▶費用：
無料▶申込・問：子ども家庭支援
センター☎ 60-1850、杉並児童
相談所☎ 03-5370-6001

武蔵野農業ふれあい村
「秋の収穫祭」
農作物収穫体験（実費負担あり、
数に制限あり）、野菜の格安提供、
活動内容紹介展示。
▶日時：11 月 14 日（土）午前
10時 ～正午、荒天翌日▶場所：
農業ふれあい公園（関前5-19）▶
そのほか：飲食物の提供なし▶申
込：不要▶問：武蔵野農業ふれあ
い村☎080-4152-9669、緑のま
ち推進課☎60-1863

企画展「軍事郵便が語る日露戦
争期の武蔵野」関連講演会

▶日時：11月 29日（日）午後1
時30分～3時30分▶場所：ふる
さと歴史館▶定員：50名▶講師：
新井勝紘（元専修大学教授）▶費
用：無料▶申込・問：
11月 18日（必着）ま
でに往復ハガキ、専用

武蔵野市平和の日イベント～戦争
も核もない世界を武蔵野から～

講演会「戦後 75年・戦争体験を
どう継承するか」
▶日時：11月 23日（月・祝）午
後 1時 30 分～ 3時 30 分（開場
1時）▶場所：公会堂▶対象：80
名（超えた場合抽選）▶講師：吉
田裕▶費用：無料▶託児：生後 6
カ月～未就学児、5名▶そのほか：
手話通訳あり▶申込・問：11 月
11日（必着）までにハガキ・ファ
クス・Eメール（参加者全員の住
所・氏名・電話番号、託児希望
は子の氏名［ふりがな］・生年月
日・性別も明記）、電話または直
接〒180-8777市民活動推進課☎
60-1829、FAX51-2000、sec-
katsudou@city.musashino.lg.jp
へ。市HPから申込可。

障害者スポーツ教室  おうちで
できる簡単トレーニング

自宅でもできる簡単なストレッチや
筋力トレーニングを紹介します。
▶日時：11 月 29 日（日）午後 1
時 30 分～ 2 時 30 分▶場所：総
合体育館軽体操ダンス室▶対象：
障害者手帳などを持つ 15歳以上
（中学生・妊婦不可）、12名▶費用：
300 円▶申込・問：11 月 14 日
（必着）までに総合体育館HP・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、障害名、等級、介助者の有
無［必要な場合は一緒に参加］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
https://www.musashino.or.jp/
参照。

武蔵野中央公園スポーツ広場
使用中止日のご案内（12月）
大会使用予定などのため、受付で
きません。
▶日時：5 日（土）・12日（土）：
午前 9時～午後 5時、27日（日）：
午前 9時～午後 1時、19日（土）・
26 日（土）：午後 1 時～ 5 時、
年末年始休場：29 日（火）～令
和 3年 1月 3日（日）▶申込・問：
総合体育館☎ 56-2200

フォームまたはハガキを持って直
接ふるさと歴史館☎53-1811へ。

市民会館「市民講座」
美術「江戸の三大浮世絵師」

北斎・広重・歌麿の名作を読み解
く。
▶日時：12 月 5 日・12 日・19
日（土）（全 3回）午後２時▶場
所：市民会館集会室▶対象：市内
在住・在勤・在学の方、60名（超
えた場合抽選）▶講師：斎藤陽
一（美術史研究家）▶費用：無料
▶持ち物：筆記用具▶申込・問：
11 月 14 日までに往復ハガキ（申
込要領参照）で市民会館☎ 51-
9144へ。

今年も市内３駅前でイルミネー
ションが輝きます▶問：産業振興
課☎60-1832

コロナ禍をのりきろう
ありがとうを光にのせて

駅名 点灯期間 問い合わせ

吉祥寺 11月３日（火・祝）～令和3年1月11日（月･祝）
吉祥寺イルミネー
ション実行委員会
（商工会議所内）
☎ 22-3631

三鷹 11月 19日（木）～令和 3年 1月 31日（日） 中央地区商店連合会
☎ 50-0828

武蔵境 11月７日（土）～令和 3年 1月 31日（日） 武蔵境商店会連合会
☎ 32-6554

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、点灯式は行いません 

吉祥寺駅 三鷹駅 武蔵境駅
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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 10月 27日時点のものです。

・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

●2歳3歳タイム～庭で遊ぼう～
　 ▶日時：11月24日（火）午前10時30
分～11時、雨天中止▶対象：2～3
歳児と親、8組▶申込：要（電話ま
たは直接）

●0歳タイム
　 ▶日時：毎週月曜午後2時30分～
3時▶対象：0歳と親、各5組▶申
込：要（電話または直接）

● 1歳タイム
　 ▶日時：11月11日(水)、12月1日
（火）のいずれか1日午前10時30分
～11時▶対象：1歳と親、各5組▶
申込：要（電話または直接）

　 令和 2 年度児童扶養手当現況
届の結果を発送します

8 月に受け付けた現況届の結果を
11 月 2 日付けで送付します。資
格が全部支給・一部支給の方には
児童扶養手当証書・市指定家庭ご
み処理袋引換券（再発行不可）を
同封しています▶問：子ども家庭
支援センター☎ 60-1963

　 ひとり親家庭等○親医療費助成制
度の現況届提出と新規申請
18 歳に達する年度末まで（中程
度以上の障害がある場合は20 歳
未満）の子がいるひとり親家庭など
に医療費の自己負担金の一部を助
成。令和 2年○親医療証をお持ちの
方…10月30日付けで現況届提出
のお知らせを送付しました。必ず提
出してください（原則郵送）。現在

○親医療証をお持ちでない方…12月
中に申請（郵送不可）すれば、3
年 1月1日から助成。
▶対象：所得が制限限度額未満
で、次の①～③のいずれかに該当
する医療保険加入者①母子・父子
家庭の母または父と児童②両親の
いない児童を養育している方と児童
③母または父に重度の障害がある
家庭の父または母と児童。所得制
限限度額以上であっても税法上の
控除を受けているときは対象となる
場合があります。養育費は8割を
所得とみなします▶申込・問：子ど
も家庭支援センター☎ 60-1963
（市政センターでは受付不可）

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

保育園

　　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）
●精華第一保育園 ☎54-3854
　 一緒に遊ぼう▶日時：11月10日（火）
午前9時30分～10時30分▶対象：0
～2歳児

●北町保育園 ☎21-6681
　 保育園であそぼう（離乳食講座）▶日
時：11月19日（木）午後1時30分▶対
象：7・8カ月～1歳児の親子、3組

●吉祥寺保育園 ☎51-5206
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
午後1時～3時30分▶対象：未就学児
の親子

●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 オンライン体験保育▶日時：11月11
日（水）午前9時30分▶対象：平成26
年4月～31年3月生の親子

●グローバルキッズ武蔵境園
 ☎51-2242
　 おみせやさんごっこ▶日時：11月6
日（金）午前10時▶対象：2歳児から

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：11月2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
　 ▶日時：11月10日（火）午前10時か
ら▶場所：オンラインプ  あ

●西久保保育園 ☎51-5307
　 ▶日時：11月19日（木）午前10時～
11時プ  あ

●0歳ひろば
　 ▶日時：11月24日、12月8日（火）
午前10時30分～11時▶対象：9カ
月未満児と親、各8組▶申込：要
（電話または直接）
●0歳ひろばプラス
　 ▶日時：12月4日（金）午前10時30
分～11時▶対象：9カ月～1歳3カ
月くらいの子どもと親、8組▶申
込：要（電話または直接）

●オンライン
　～ようこそ子育てひろばへ～
　 ▶日時：11月25日（水）午後2時30
分～3時▶対象：0～3歳児と親、5
組▶内容：子育てひろば紹介▶申
込：要（同施設HPから）

0123吉祥寺
吉祥寺東町2-29-12　　　

  ☎20-3210
休館：日・月曜、祝日　　　　

子育て支援施設
運営団体：子ども協会☎36-0673

▶内容：詳細は各施設HP参照▶
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：11 月 1 日午前 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

0123はらっぱ
八幡町1-3-24
  ☎ 56-3210

休館：金・土曜、祝日　　　　

所得制限限度額

扶養人数
ひとり親家庭
等母または父
および養育者

配偶者・扶養
義務者・孤児
等の養育者

0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以降1人ごとに 38万円加算 38万円加算

　乳幼児歯科相談（個別）

歯や口、食生活などを含めてのむ
し歯予防の保健指導と歯科健診
（フッ素塗布は行いません）。
▶日時：12 月７日（月）午前９
時30分～11時、12月 16日（水）
午後 1時 30 分～ 3時、12 月 21
日（月）午前 9時 30 分～ 11 時
（15分間隔で予約）▶場所：保健
センター▶対象：平成 30年 6月
～ 7月生、28年 11月～ 12月生
の幼児▶費用：無料▶持ち物：母

子健康手帳▶申込・問：11 月 30
日までに電話または直接健康課☎
51-0700へ。

　こうのとり学級
　（オンラインクラス）
母と子の歯の健康、食育講座、妊
娠中から産後の過ごし方、赤ちゃ
んとの関わりなど。
▶日時：11 月 30 日（月）午後
1 時 15 分～ 3 時 15 分▶場所：
オンライン（Zoom）▶対象：
初妊婦（妊娠 16 週以降の方）と
パートナー、30 組（出産予定日
の近い方優先）▶費用：無料▶
申込・問：11 月２日
～ 11 日に電子申請
で健康課☎51-0700
へ。

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、妊娠期から子育て期まで
の皆さん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
　　健康課子育て相談☎ 51-0700
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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。

　むさしの自然観察園

▶場所：同園（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（正午～午後 5時）
●たねのふしぎ　作って、遊ぼう
いろいろな種を調べて、たねコプ
ターを作って飛ばそう。
▶日時：11 月 8 日（日）午前
10 時～正午▶対象：小学 3年生
以上、8名（申込順）

●親子で自然が好きになるイベン
ト～いなくなったいきもの～
感性が豊かになるゲームやクラフ
ト。
▶日時：11 月 15 日（日）午前
10 時～ 11 時 30 分▶対象：5 歳
～小学 2年生と保護者、6組（申
込順）
●スターウオッチング　秋の星座
と木星・土星を見よう
星空を解説し、惑星を天体望遠鏡
で観察します。
▶日時：11 月 15 日（日）午後
5 時 15 分～ 6 時 30 分▶対象：
小学 3 年生以上と保護者（対象
年齢未満の子ども同伴不可）、8
組（申込順）
●木の実を飾っておしゃれなスタ
ンド作り
木の実を束ねて木製スタンドに
飾って楽しみます。
▶日時：11 月 23 日（月・祝）
午前 10 時～正午▶対象：小学 4
年生以上（大人も可）、8名（申
込順）

コミセン　親子ひろば桜堤児童館
未就学児は保護者同伴▶申込：特に
記載のないものは当日、直接会場へ
▶問：同館☎ 53-2206（開館時間：
月～土曜午前9時 30分～午後5時）
／ 2階育成室は終日、乳幼児と保護
者のみ利用

●卓球教室
　 ▶日時：11月4日（水）午後3時～4
時▶対象：小・中学生▶講師：佐藤
照雄、徳田美栄子（スポーツ指導員）
●リフレッシュタイム
　 ▶日時：11月10日（火）午前10時30
分～11時30分▶対象：子育て中の
保護者、20名（子連れ可）▶内容：ピ
ラティス▶講師：三井直美▶申込：
前日午後4時30分までに電話か直接

●ローズカフェ＠桜堤児童館
　 ▶日時：11月17日（火）午前10時30
分から▶対象：乳幼児親子、10組▶
内容：デニムクリスマスリース作
り▶　費用：1200円（材料費）▶講
師：石橋真弓▶申込：11月13日正
午までに電話か直接

●ゆう・遊・グーの日
　 ▶日時：11月18日（水）午前10時30
分～11時30分▶対象：乳幼児と保
護者▶内容：スタンプ遊び

●ちびっこランドニャン３シー
　 ▶日時：11月20日（金）午前10時30
分～11時30分▶対象：乳幼児と保
護者、20組▶内容：リトミック▶
講師：荻原めぐみ▶申込：11月19
日午後4時30分までに電話か直接

　　11月

定員あり。事前予約制となります。
▶時間：午前10時～11時 30分（西
部は午前 10 時 30 分～正午。中止は
前日（土・日曜、祝日の場合は、その
前の平日）までにすくすくナビなどで
お知らせ▶対象：0歳～未就学児と保
護者▶そのほか：情報交換やおしゃべ
りをしながら自由に遊べるひろば、★
印は出張おもちゃのぐるりん。12 月
の日程など詳細は市HP参照▶申込・
問 : 子ども政策課☎60-1239

●吉祥寺東▶30日（月）▶4組
●本宿▶2日★・16日（月）▶8組
●吉祥寺南町▶6日・20日（金）▶5組
●御殿山▶10日（火）▶9組
●本町▶18日（水）▶5組
●吉祥寺西▶24日（火）▶14組
●吉祥寺北▶7日（土）・27日（金）▶8組
●けやき▶5日（木）▶7組
● 中町集会所▶13日（金）・24日（火）▶8組
●西久保▶2日（月）・24日（火）▶7組
●緑町▶26日（木）▶6組
● 八幡町▶7日（土）・18日（水）▶6組
●西部▶10日・24日（火）▶13組
●市民会館▶8日（日）▶6組
●スイングホール▶6日（金）▶13組
●桜堤▶11日（水）▶8組

　ごっくん教室（離乳初期）

離乳食・生活リズムの話。２グルー
プ制。試食やグループトークはあ
りません。
▶日時：12 月３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６月～８月生の
子と親（第 1子優先）、26組（申
込順）▶費用：無料▶持ち物：母
子健康手帳・バスタ
オルなど▶申込・問：
11 月 26 日までに電
子申請で健康課☎51-
0700へ。

　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：12 月 11 日（金）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４月～６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：
12 月 4日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

　ふたご・みつごのつどい

ふたご・みつごなどの多胎育児を
されているご家族のための集いで
す。当日は会場とリモートでつな
がるオンラインの「ふたご・みつ
ごのつどい」も行います。詳細は
市HP参照。
▶日時：① 11 月 19 日（木）②
11 月 27 日（金）午前 10 時～
11 時 30 分▶場所：①市役所
和室②桜堤児童館▶対象：多胎
育児をされている家族。プレマ
マ、先輩ママ▶費用：無料▶持
ち物：0 歳児のみバスタオル▶
申込：不要▶問：①子ども政策
課☎ 60-1239、②桜堤児童館☎
53-2206

　オンラインイベント
　「センサーってなに？」

小型センサーの仕組みを学習しな
がら、身近な課題を解決するアイ
デアを考えます。
▶日時：11 月 29 日（日）午前
10 時～ 11 時 30 分・午後１時
～２時 30 分・３時～４時 30 分
（各同内容）▶場所：オンライン
（WebEx Meetings）▶対象：武
蔵野・西東京・三鷹・小金井市
在住・在学の小学 3 年～中学 3
年生、各 10 名（超えた場合抽
選）▶講師：塩島諒輔（［株］ラ
イカーズアカデミア）▶費用：無
料▶持ち物：事前配布する小型コ
ンピューターと学習教材▶申込：
11 月 12 日 まで に
https://forms.gle/
kFXmcT53bbY9An
bg9 から▶問：企画
調整課☎ 60-1801

　「武蔵野市の農業を知ろう」
　農家見学会

収穫体験を楽しみましょう。
▶日時：11 月 28 日（土）午前
10 時～正午▶場所：市内の畑▶
対象：市内在住の小学 1 ～ 3 年
生（要保護者同伴）、30 組（超
えた場合抽選）▶費用：無料▶
そのほか：場所・持ち物は当選
通知に記載▶申込・問：11 月 13
日（必着）までにハガキ・ファ
クス・E メール（申込要領参照
し、生年月日も明記）で〒 180-
8777 産業振興課☎ 60-1833、
FAX51-9408、sec-sangyou@
city.musashino.lg.jpへ。

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：多文化共生・交流課☎ 60-1806
　　　秘書広報課☎ 60-1804
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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 10月 27日時点のものです。

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

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 ☎

1 日
（日）

○田原医院 内科・小児科 関前 3-3-9 51-8458
○木下循環器呼吸器内科
クリニック 内科 吉祥寺本町 1-33-6 22-8300

◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

3 日
（火・祝）

○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町 4-7-9 22-8937
○第一臼田医院 内科 西久保 1-18-16 54-1032
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

8 日
（日）

○リリーローズメロディ
チャイルドクリニック 小児科 境 1-1-7 56-8810

○国沢泌尿器皮フ科 内科 吉祥寺南町 1-11-3 42-6855
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

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
1日（日） あしだて歯科医院 境南町2-9-13　グリーンサンハイツ1階 ☎ 32-8222

3 日（火・祝）油川歯科医院 西久保 2-20-7　パレス武蔵野 5ビル ☎ 53-1556
8 日（日） 桜堤あみの歯科 桜堤 1-8-3 ☎ 37-0777

11/1（日）～ 14（土）

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

11 月の健康相談　

相　談　名 日　　　時 場　所 問
健康なんでも相談 月～金曜 午前8時30分～午後5時

保健センター

健康課
☎51-0700

ベビー
サロン

1カ月健診終
了後から 1歳
未満の乳児

6日（金） 午後1時30分～2時30分
（完全予約・入れ替え制。受
付時間は予約時にお伝えし
ます）

20日（金） 公会堂
12月18日（金） 市民会館

健康相談（予約制） 5日・19日（木）午後1時15分～2時30分
マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月～金曜 午前9時～午後5時 健康課

☎51-0703
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

11月申込の
健診・検診

経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で受診をしてくだ
さい。市HP参照／ 対対象、定定員、場実施機関、内内容、費費
用／問健康課

種類 受診日／対象者・内容など 申込

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）

※託児あり
（12月9日のみ）

12月7日（月）・9日（水）／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「40歳からの女性のた
めのがん検診希望」、第2
希望日まで（時間指定不
可）、住所、氏名、生年月
日、性別、電話番号、託児
希望は子の氏名・生年月
日・性別

対40歳以上（令和３年３月31日時点）の女性で、昨年
度市の乳がん検診を未受診の方。妊娠中または可能性
のある方、授乳中または断乳後３カ月以内の方、職域
などほかで受診機会がある方は対象外定30名（申込
順）場健康づくり事業団内乳房エックス線検査（マン
モグラフィ）、胃部エックス線検査（バリウム検査）、胸
部エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方の
み）費無料（3種すべて受診が条件）

胃がんエック
ス線・肺がん
セット検診

※胃がん検診のみ
の受診も可

12月2日（水）・4日（金）・12日（土）
／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は

以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「胃・肺セット検診希望」・
「胃がん検診希望」、第2
希望日まで（時間指定不
可）、住所、氏名、生年月
日、性別、電話番号

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

肺がん検診

12月実施分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「肺がん検診希望」、住所、
氏名、生年月日、性別、電
話番号

対40歳以上（３年３月31日時点）の方。妊娠中または
可能性のある方、職域などほかで受診機会がある方は
対象外場市内指定医療機関（７カ所）内胸部エックス
線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）費無料
※検診日時は、市から受診券シールが届いたら、直接
医療機関に予約

肝炎ウイルス
検診

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

電話または
直接
健康づくり
事業団へ

妊婦歯科健診 対妊娠中の方場市内指定医療機関内歯科健診費無料※受診票は母
子健康手帳とともに交付（母と子の保健バッグに同封)

転入の方は
健康課へ

　ノルディックウオーキング教室

２本のポールを使ったノルディッ
クウオーク①初めてのノルディッ
ク②久しぶりのノルディック。
▶日時：① 12 月 4 日（金）②
12 月 11 日（金）①②午前 9 時
45 分～ 10時 30 分▶場所：陸上
競技場▶対象：20 歳以上の市民、
各 15 名（超えた場合抽選）▶講
師：健康づくり人材バンク▶費
用：無料▶そのほか：ノルディッ
クポール貸し出しあり（無料）▶
申込・問：11 月 1日～ 20日（消
印有効）に往復ハガキ（申込要領
参照し、①②の希望も明記）で健
康づくり支援センターへ。

　健康講座（食事・栄養）

コロナ禍で気になる健康と食事の
話。簡単な体操付き。
▶日時：12 月 12 日（土）午後
1時～ 2時 30 分▶場所：商工会
館市民会議室▶対象：市民、20
名▶講師：鈴木明子（管理栄養士）
▶費用：無料▶申込・問：電話ま
たは直接健康課へ。市HPから電
子申請可。

　インボディ測定会

筋肉量・基礎代謝量などの測定と、
健康運動指導士・管理栄養士によ
るフレイル・低栄養予防の講座。
▶日時：測定日…12月２日（水） 
午前９時 30 分～午後 0時 10 分
（10分毎各１名）、講座日…12月
９日（水）午前 10時 30 分～ 11
時 45 分▶場所：公会堂▶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（申込順）▶講師：健康づ
くり人材バンク▶費用：無料▶申
込・問：11 月 24 日までに電話
で健康づくり支援センターへ。

　インボディミニ測定

筋肉量・体脂肪量・基礎代謝量な
どの測定。
▶日時：12 月８日（火）午前 10
時～正午（15分毎各１名予約制）
▶場所：保健センター▶対象：
60 歳以上で過去にインボディ
測定会に参加したことのある方
（ペースメーカー使用者・測定後
1年未満の方不可）、８名▶費用：
無料▶申込・問：12 月１日まで
に電話で健康づくり支援センター
へ。

　 市内事業者の方へ　知っていま
すか　屋内施設は原則禁煙です

「改正健康増進法」「東京都受動喫
煙防止条例」で飲食店などの「多
数の者が利用する施設」では、出
入口に内部の喫煙に関する標識を
掲示することが義務付けられて
います。喫煙環境により、標識
は「全面禁煙にする場合」（写真
①）「客席とは別に喫煙専用ルー
ム（飲食等は不可）を設ける場
合」など大きく 4つ
に分類されます。各
種標識は東京都福祉
保健局HP「東京健康
ステーション」
からダウンロー
ド可▶問：東京
都受動喫煙防止
対策相談窓口☎
0570-069690
（ も く も く ゼ
ロ）、健康課☎
51-0700
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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。

　11月の休館

中央：4日（水・館内整理日）・
6日・13 日・20 日・27 日（金）
※ 3日（火・祝）・23日（月・祝）
は午後 5 時まで。吉祥寺・武蔵
野プレイス：4日・11日・18日・
25日（水）▶問：中央図書館

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。

  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
オンラインDEマージャン説明会／
Zoomでゼロから麻雀を学べます

11月30日（月）午後1時／商工
会館

無料／青沼
☎070-6454-8141

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／申込・問
中国語交流会／中国語を学びなが
ら、文化交流をはかる

月3回土曜、午前10時30分～午後
0時30分／西久保・本町コミセン
など

月3000円
田中☎55-5426
（夜間のみ）

武蔵野たんぽぽ（バドミントン）／
技術向上したい成人女性対象（50
歳くらいまで）

木曜：コーチ練、火曜：自主練／午
前9時～正午／総合体育館

月2500円
萬田
☎55-2879

仲間あつまれ

●  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

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 11月1日（日）から休館
関前分館 11月1日（日）～15日（日）休館
西部（境5-6-20） ☎56-2888
境南 令和３年７月（予定）まで休館
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

● 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

　火災の原因となり
　非常に危険です

家電製品などの電池や充電池は
必ず取り外してください。取り
外したことが分かるように（ふ
たを開けたままにするなど）し
てお出しください。電池の取り
外せない小型家電は、本体のみ
（部品や付属品は除く）危険・
有害ごみでお出しください▶
問： ごみ総合対策課

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：12/15 号…11 月 12 日、1/1 号…11 月 30日

掲
載
希
望
の
方
へ

コミュニティセンター事業案内11月
▶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、手指や貸出用具の消毒、氏名・連絡先の記帳、身体的距離の確
保、小まめな換気の実施など、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：各コミセン

本
宿 13日（金）

■吉祥寺東おもちゃ病院▶日時：午前 10時～午後 2時（受付
午後１時まで）▶内容：おもちゃドクターによるおもちゃの無
料修理（部品交換の場合実費）

本
町 お知らせ ■ 16 日（月）から午後８時まで開館▶夜間予約申し込み：２日

（月）から

け
や
き

3日（火・祝）～
17日（火）　

■ナイトウオーク兼パトロール▶日時：午後 7時 30 分コミセ
ン集合

16日（月） ■こもれび▶日時：午前 10時～ 11 時 30 分▶対象：妊婦、0
歳～未就学児と親、5組

中
央 8日（日） ■東日本大震災復興支援事業「フリーマーケット」▶日時：午

前 10時～午後 2時▶入場人数制限あり

八
幡
町

7日（土） ■花を植えよう▶日時：①午前 10時～ 10時 30 分② 11時～
11時 30分▶対象：親子、各２組▶申込

15日（日） ■マスクケースをデコろう▶日時：午前 10時▶対象：小学生、
10名▶費用：100 円▶申込

26日（木）
■ズボラストレッチ（オンライン併用）▶日時：午前 10時 30
分▶定員：６名▶申込：電話または窓口へ。オンライン参加は
hachikomionline@gmail.comへ

関
前 お知らせ

■ 11 月１日～令和３年５月ごろ（予定）まで改修工事のため休
館※ 11月 16 日から分館のみでの臨時運用とするため、11月
１日～ 15日まで分館も休館

西
部

お知らせ
■ミニミニ展覧会▶日時：９日（月）～ 12月 13日（日）▶内容：
手工芸品・絵画・自由研究など館内に展示しませんか？▶申込：
２日から窓口で作品受付（模造紙サイズまで）

20日（金） ■パソコンセミナー「年賀状を作ろう」▶日時：午前 10時～正
午▶定員：10 名▶そのほか：パソコン持ち込み可▶申込文化事業団

■文化事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/

小畠鼎子　冬霽
1961年　武蔵野市蔵

吉祥寺美術館所蔵作品特別展
たいせつなじかん
小畠鼎子「冬霽」など初公開作品
７点を含む市所蔵作品の特別展示。
▶日時：12 月 13 日（日）まで
▶場所：吉祥寺美術館▶費用：
300 円、中・高生 100 円（小学
生以下・65 歳以上・障害者の方
は無料）
◎展示作品を紹介文で案内する
「中高生ガイド」も同時募集▶申
込・問：11 月 15 日までに電話・
ファクス（同美術館 HP参照し、
来館希望日時も明記）または直接
吉祥寺美術館へ。

パイプオルガン体験　気軽に巨大
な楽器を弾いちゃおう！
パイプオルガンを 10分間自由に
弾くことができます。
▶日時：11 月 28 日（土）午前
10 時～正午、午後 1 時～ 3 時、
4時～ 6時▶場所：市民文化会館
小ホール▶対象：市内在住・在勤・
在学の小学生以上、24グループ（1
～ 5名［体験は 3名まで］）、（小・
中学生優先し超えた場合抽選）▶
費用：1 グループ当たり 1000 円
（小・中学生を含む場合 500 円）
▶そのほか：詳細は同事業団HP
参照▶申込・問：11 月 13 日（必
着）までに文化事業団HPまたは
往復ハガキ（希望時間帯、参加者
全員の氏名・年齢・
住所・電話番号を明
記）で文化事業団（市
民文化会館内）へ。

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
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当面の間、館内への入口は１カ所のみになります。
・Wi‒Fi 利用が可能です。
・貸出用タブレットがあります（12月から貸出開始予定）。
・場内は自転車を降りて押して通行してください。
・ 体調がすぐれない方や混雑している時など、来館をお断りする場合があります。
また、マスクの着用など新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いします。

・ウオーターサーバーがあります。マイボトルをお持ちください。

オンライン開催

【注意事項】 今年度の青空市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、来場者や出店者の健康や安全確保の観点から、開催を中止します。

施設概要

第五期環境基本計画の意見
交換会をオンラインで開催

【ホール、スタディルーム、カフェスペース】

人と人、分野や世代をつなぐ交
流の場です。図書や資料の閲覧
ができます。※授乳室があります。

アーカイブ（記録保管
場所）では、環境につ
いてのさまざまな情報
を得ることができます。

【 プラットホーム
（フリースペース、ものづくり工房）】

旧プラットホームの大空間を利用し
ています。大型スクリーンがあり、
さまざまなイベントが開催できます。
ものづくり工房は小さな子どもから
大人まで（幼児は保護者の方と一緒
にご利用ください）、廃材を利用し
た工作などができます。

２F

スタディルーム

ホール・カフェスペース

【アーカイブ、
 環境啓発施設係事務室】

インターネット上の特設サイトで「むさし
の環境フェスタ」のさまざまなコンテン
ツ（動画やクイズなど）をお楽しみいただ
けます。インターネットに接続されたパソ
コンやスマートフォンをお持ちの方であれ
ば、以下のURL や二次元バーコードから
アクセスできます。詳しくは
環境フェスタ  　 https://
musashino-kankyo-festa.
com/ をご覧ください。

オンラインイベントって？ さらに…11月８日（日）
には配信イベントを開催

コンテンツ紹介

第五期環境基本計画の中間ま
とめ案が完成しました。ぜひ
市民の皆さんの意見をお寄せください。いただ
いた意見に対して環境政策課が返信します。
期間： 11月５日（木）～ 12日（木）

第13回

　むさしの環境フェスタ　

順次公開していきます。

スペ

環境活動市民団体や企業、市役所などが
制作した“環境に関する動画”を見るこ
とができます。テーマはごみ／３R・エ
ネルギー・自然…など

出展者ブース1  
参加型アートイベント「みんなでつくろ
う！環境の輪」を開催します。皆さんの
作品を繋げて環境の輪を作り、公開しま
す。

参加企画2
環境に関するクイズを出題します。何問
解けますか？問題は定期的に更新される
ので、何度も挑戦してみてください。

むさしの環境クイズ3

廃材を用いたコンサートや環境団体によるスペ
シャルコンテンツを配信します。

HP

12月
31日（木）
まで

むさしの
エコreゾート


