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〇 2月17日～3月16日 税の申告受付が始まります 市民税課 実施 該当 2063 屋内 なし 市主催 1月15日号

3月7日 市民体育大会　軟式野球 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 980 屋外 なし 市主催 2月15日号

〇 3月8日 武蔵野市ロードレース2020参加者募集 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 930 屋外 あり 市主催 1月1日号

3月20日 市民体育大会　バスケットボール 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 910 屋内 なし 市主催 2月15日号

2月22～25日 自由大学正規科目履修申告受付事務 武蔵野プレイス（生涯学習支援） 実施 非該当 350 屋内 なし 指定管理 2月1日号

3月11日 下期卓球大会 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 350 屋内 なし その他 2月15日号

〇 3月11日 吉祥寺駅周辺帰宅困難者対策訓練 防災課 検討中 非該当 250 屋外 あり 市共催 3月1日号

3月8日 市政センター休日開庁 市政センター 実施 非該当 200 屋内 なし 市主催 掲載なし
〇 3月14日 ボッチャ東京カップ 企画調整課 検討中 該当 200 屋内 なし その他 2月15日号

3月22日 市政センター休日開庁 市政センター 実施 非該当 200 屋内 なし 市主催 掲載なし
3月29日 市政センター臨時休日開庁 市政センター 実施 非該当 200 屋内 なし 市主催 3月15日号

2月29日～ 文化事業団自主事業　３公演23ステージ 市民活動推進課 実施 非該当 189 屋内 なし 指定管理 複数号
3月18日 老壮シニア講座「脳卒中で死なないために」 武蔵野プレイス（生涯学習支援） 実施 非該当 180 屋内 なし 市共催 3月1日号

3月28日 市民体育大会　ソフトテニス 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 170 屋外 なし 市主催 3月1日号

3月12日 託児付 子育て中のかたのためのモーニング・コンサート 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 150 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月28日 Teens Town　むさしの ごみ総合対策課 検討中 非該当 150 屋内 あり 市主催 3月15日号

3月1日 初心者スケート教室 野外活動センター 実施 非該当 120 屋内 なし 指定管理 2月1日号

〇 3月22日 東京都市社会教育課長会文化財部会埋蔵文化財担当者連絡会報告会 生涯学習スポーツ課 検討中 該当 108 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 〇 3月1日 シンポジウム「武蔵野の雑木林を楽しむ」 緑のまち推進課 検討中 該当 100 屋内 あり 市共催 2月1日号

3月7日 苗木一般配布 緑のまち推進課 実施 非該当 100 屋外 なし 市主催 2月15日号

3月11日 軟式野球審判講習会 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 100 屋内 なし その他 2月15日号

3月11日 ホームページ災害用トップページ切替訓練 秘書広報課 検討中 非該当 100 屋外 なし 市主催 3月1日号

〇 3月14日 文化財トークショー「縄文に惹かれるヒト」 生涯学習スポーツ課 検討中 該当 100 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月14日 引きこもりサポート事業それいゆフォーラム 障害者福祉課 実施 非該当 100 屋内 なし 市共催 2月15日号

3月14日 令和元年度地域防災セミナー 防災課 実施 非該当 100 屋内 なし 市共催 10月15日号

3月15日 シネマプレイス～日曜の午後の映画会 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 100 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月15日 シネマプレイス～日曜の午後の映画会～ 武蔵野プレイス（図書館） 実施 非該当 100 屋内 なし 指定管理 3月1日号
3月16日、17日 知的障害のある方の性と生（びーと公開セミナ-） 障害者福祉課 実施 非該当 100 屋内 なし 市共催 2月15日号

3月19日 体操の先生と遊ぼう 子ども育成課 実施 非該当 100 屋内 なし その他 2月15日号

〇 3月20日 農業ふれあい公園入校式 緑のまち推進課 検討中 該当 100 屋内 なし 市主催 掲載なし
3月28日 市民こころの健康支援事業講演会 障害者福祉課 実施 非該当 100 屋内 なし 市共催 3月15日号

3月28日 土曜の午後の映画会 図書館 実施 非該当 90 屋内 なし 市主催 3月15日号

〇 3月7日 自転車安全利用講習会(19)(20) 交通対策課 検討中 該当 80 屋内 なし 市共催 2月1日号

3月14日 親子野あそびクラブ～動物博士になろう 野外活動センター 実施 非該当 80 屋内 なし 指定管理 1月15日号

3月17日 游･ゆう･グーの日「人形劇・人形バラエティショウ」 児童青少年課 実施 非該当 80 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 3月26日、27日 春休み子どもワークショップウィーク ごみ総合対策課 検討中 非該当 80 屋内 あり 市共催 3月15日号

2月28日 市民体育大会　軟式野球主将会議 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 70 屋内 なし 市主催 2月15日号

2月29日 ピタゴラスクラブ 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 70 屋内 なし 市主催 12月15日号

3月2日 商工会議所金融部会講演会 生活経済課 実施 非該当 70 屋内 なし その他 2月15日号

3月4日 ローズカフェ＠桜堤児童館「おさがりフェスティバル」 児童青少年課 実施 非該当 70 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月11日 市民体育大会　バスケットボール主将会議 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 70 屋内 なし 市主催 2月15日号

〇 3月21日 緑が育む未来のまちづくり 緑のまち推進課 検討中 該当 70 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 3月30日 中高生世代ワークショップ「Teensムサカツ2020」 子ども政策課 検討中 非該当 70 屋内 あり 市主催 2月15日号

3月5日 2歳3歳ひろばプラス　はらっぱ 大きくなったね！～成長記録カードを作ろう！ 子ども政策課 検討中 非該当 60 屋内 なし 指定管理 2月15日号

3月16日 商工会議所建設業部会講演会 生活経済課 実施 非該当 60 屋内 なし その他 3月1日号

3月19日 悪質商法被害防止街頭キャンペーン 生活経済課 検討中 非該当 60 屋外 なし 市主催 3月1日号

〇 3月26日～28日 スノーキャンプ 野外活動センター 実施 非該当 60 屋外 あり 指定管理 2月1日号

〇 3月28日 Spring has come!B2 LIVE SHOW!!～青少年パフォーマンス発表会2020～ 武蔵野プレイス（青少年活動支援） 実施 非該当 60 屋外 あり 指定管理 12月15日号

〇 3月28日 文化財講座「ドッキーをつくろう！」 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 60 屋内 あり 市主催 3月1日号

〇 3月1日 企画展関連講演会 多摩の養蚕と今和次郎の養蚕農家調査 生涯学習スポーツ課 実施 該当 50 屋内 なし 市主催 2月1日号

3月1日 ソシアルダンス 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 50 屋内 なし その他 3月1日号

〇 3月7日 文化財保護委員特別講義「樹木の話」生きものとしての特徴から文化財まで 生涯学習スポーツ課 実施 該当 50 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月8日 ワーク・ライフ・バランス講演会 ハタラクカイギ2020 子ども政策課 検討中 該当 50 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月8日 ハタラクカイギ２０２０ 60歳からのワーク＆ライフ充実術！ 生活経済課・市民活動推進課・高齢者支援課・子ども政策課 検討中 該当 50 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月8日 ハタラクカイギ 子ども政策課、生活経済課、市民活動推進課、高齢者支援課 検討中 該当 50 屋内 なし 市主催 2月1日号

3月12日 武蔵野市地域自立支援協議会（第2回全体会） 障害者福祉課 検討中 非該当 50 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月14日 精神疾患の治療と回復について 障害者福祉課 実施 非該当 50 屋内 なし 市共催 3月1日号

3月14日 どっきんどようび読み聞かせ人形ライブ「どんくまさんはゆうびんやさん」 図書館 実施 非該当 50 屋内 なし 指定管理 3月1日号

3月14日 どっきんどようび 図書館 実施 非該当 50 屋内 なし 指定管理 3月1日号
3月18日、19日 ふたご・みつごのつどい 子ども政策課 検討中 非該当 50 屋内 なし 市共催 2月1日号

3月26日 春休み児童向けイベント「やってみようこども哲学」 武蔵野プレイス（図書館） 実施 非該当 50 屋内 なし 指定管理 3月1日号

〇 3月29日 運営協議会イベント　gomi_pit BAR ごみ総合対策課 実施 非該当 50 屋内 あり 市主催 3月15日号

〇 3月31日 吉祥寺グランドデザイン2020シンポジウム 吉祥寺まちづくり事務所 検討中 該当 50 屋内 なし 市主催 3月15日号

〇 〇 複数日 地域健康クラブ(全16会場) 福祉公社 検討中 該当 50 屋内 あり その他 掲載なし

令和２年２月26日～3月31日実施事業一覧（参加人数順）
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令和２年２月26日～3月31日実施事業一覧（参加人数順）

複数日 collabono(こらぼの)コミセン親子ひろば(共助による子育てひろば事業) 子ども政策課 検討中 非該当 50 屋内 なし その他 2月1日号

〇 複数日 社会活動センター（文化、音楽） 福祉公社 検討中 該当 50 屋内 なし その他 掲載なし
2月27日 「ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金」説明会（共催） 生活経済課 実施 非該当 40 屋内 なし 市共催 掲載なし
3月3日 母と子の教室(第3期) 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 40 屋内 なし 市主催 12月1日号

3月3日、12日、19日、24日 ともだちみっけ～赤ちゃんといっしょ　吉祥寺 子ども政策課 検討中 非該当 40 屋内 なし 指定管理 3月1日号

〇 3月4日 たまごの会(親子クラス） 子ども育成課 実施 非該当 40 屋内 あり その他 2月15日号

3月7日 ひろばイベント　吉祥寺：劇団ひとみ座による小さな人形劇 子ども政策課 検討中 非該当 40 屋内 なし 指定管理 2月1日号

〇 3月11日 ミニ見にシアター 子ども育成課 実施 非該当 40 屋内 あり その他 2月15日号

3月13日 乳幼児向けおはなし会 図書館 実施 非該当 40 屋内 なし 指定管理 掲載なし
〇 3月19日 大山登山 野外活動センター 実施 非該当 40 屋外 あり 指定管理 2月1日号

3月23日、24日 ０１２３はらっぱまつりの飾りを作ろう はらっぱ：ガーランド作り 子ども政策課 検討中 非該当 40 屋内 なし 指定管理 3月1日号

3月24日 わくわく園 子ども育成課 実施 非該当 40 屋外 なし その他 2月15日号

3月27日 乳幼児向けおはなし会 図書館 実施 非該当 40 屋内 なし 指定管理 掲載なし
〇 複数日 不老体操（全６会場） 高齢者支援課 検討中 該当 40 屋内 なし 市主催 掲載なし

3月21日 gomi_pit BAR 2020 ごみ総合対策課・生活経済課 検討中 非該当 36 屋内 なし 市共催 3月1日号

2月28日 親と子の広場(第4期) 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 32 屋内 なし 市主催 1月1日号

2月26日 １歳ひろば　はらっぱ：親子でからだあそび 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 1月15日号

2月26日 ２歳３歳ひろば　吉祥寺：音で遊ぼう 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 1月15日号

〇 2月28日 スキー講習会　バッチテスト 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋外 あり その他 1月15日号

3月1日 まち歩き（吉祥寺今昔） 生活経済課 実施 非該当 30 屋外 なし その他 2月1日号
3月1日、11日 １歳ひろば　はらっぱ：身近な素材で遊ぼう～新聞紙～ 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

〇 3月4日 緑ボランティア連絡協議会 緑のまち推進課 検討中 該当 30 屋内 なし 市主催 掲載なし
〇 3月6日 スニーカーで出かけよう～鎌倉の古道散策 野外活動センター 実施 非該当 30 屋外 あり 指定管理 1月15日号

3月8日 ボランティアによるフォト講座 はらっぱ：子どもの写真を撮ろう　 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月1日号

3月8日 初心者のためのNPO法人設立入門講座 武蔵野プレイス（市民活動支援） 実施 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月1日号

3月8日 大人の学び場「今始める　貯める・増やす・備えるお金」 武蔵野プレイス（生涯学習支援） 実施 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

3月8日 まち歩き（戦争遺跡） 生活経済課 実施 非該当 30 屋外 なし その他 2月15日号

3月10日 ０歳ひろば　吉祥寺：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

3月10日 シニア支え合いポイント制度サポーター交流会 地域支援課 実施 非該当 30 屋内 なし 市主催 3月1日号
3月10日、30日 ０歳ひろば　はらっば：赤ちゃんと一緒に遊びに来てね 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

3月10日～14日 手づくりおもちゃの会 障害者福祉課 検討中 非該当 30 屋内 なし その他 2月15日号

3月11日 はじめましてようちえん 子ども育成課 実施 非該当 30 屋内 なし その他 2月15日号

3月11日 市民体育大会　ソフトボール主将会議 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋内 なし 市主催 3月1日号
3月11日、21日 １歳ひろば　吉祥寺：手形足型アートで遊ぼう 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

〇 3月14日 ファミリーデイスキー 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋外 あり その他 2月1日号

3月14日 NPO法人補助金交付事業報告会 市民活動推進課 実施 非該当 30 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 3月15日 小学生からのおこづかい～心を育むお金のしつけ 武蔵野プレイス（生涯学習支援） 実施 非該当 30 屋内 あり 指定管理 2月15日号

3月17日 2歳3歳ひろばプラス　吉祥寺：オリジナルカレンダーを作ろう 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 2月15日号

3月21日 医学の世界から見た男女共同参画の現状 市民活動推進課 実施 非該当 30 屋内 なし その他 3月1日号

3月21日 歴史館講座「武蔵野市が好きになる！子ども向け歴史・観光講座」 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月25日 吉祥寺シアター主催　はらっぱ：Baby Theater～はらっぱver. 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 指定管理 3月15日号

3月29日 ウォーキング 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋外 なし その他 3月1日号

3月31日 ジュニアカンフー 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 30 屋内 なし その他 3月1日号

〇 〇 複数日 いきいきサロン（全20会場） 高齢者支援課 検討中 該当 30 屋内 あり 市主催 掲載なし
複数日 コミセン親子ひろば 子ども政策課 検討中 非該当 30 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月10日 古文書解読講座特別講義編 生涯学習スポーツ課 実施 該当 28 屋内 なし 市主催 4月1日号

3月8日 子どもたちに平等な未来を 市民活動推進課 実施 非該当 25 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月13日～15日 第11回自然の村直行バス運行 野外活動センター 実施 非該当 25 屋内 あり 指定管理 1月1日号

3月29日 母と娘のちょうどよい距離感を考える 市民活動推進課 実施 非該当 25 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月13日 nico（2歳）コース　いこっと:親子で変身カードを作ろう 子ども政策課 検討中 非該当 24 屋内 なし その他 2月15日号

2月26日～3月5日 女性再就職サポートプログラム（共催） 生活経済課 検討中 非該当 23 屋内 なし 市共催 12月15日号

〇 3月8日 古文書解読講座初級編 生涯学習スポーツ課 実施 該当 23 屋内 なし 市主催 4月1日号

〇 2月27日 老いじたく講座 福祉公社 検討中 該当 20 屋内 なし その他 2月15日号

2月27日 てくてくひろば 子ども育成課 実施 非該当 20 屋内 なし その他 2月15日号

〇 〇 2月28日 家族介護支援事業（みどりのわカフェ） 高齢者支援課 実施 該当 20 屋内 あり 市主催 2月15日号

2月28日 おはなし会 図書館 実施 非該当 20 屋内 なし 指定管理 掲載なし
2月29日 おかねの教室 生涯学習スポーツ課 検討中 非該当 20 屋内 なし 市主催 12月15日号

2月29日 スターウォッチング冬の星座と月と金星を見よう 緑のまち推進課 実施 非該当 20 屋内 なし 市主催 2月1日号

2月29日 クリーンセンターとあそぶ　ガーベージテクノ　表彰式・ライブ ごみ総合対策課 実施 非該当 20 屋内 なし 市共催 2月1日号

〇 3月4日 食事口座　吉祥寺：お弁当にも使える簡単おいしいふだんのおかず 子ども政策課 検討中 非該当 20 屋内 あり 指定管理 2月1日号

3月4日 ico（1歳）コース　いこっと：見合いこっとで六角返しを作ろう 子ども政策課 検討中 非該当 20 屋内 なし その他 2月15日号

〇 3月5日 非核都市宣言平和事業実行委員会 市民活動推進課 実施 非該当 20 屋内 あり 市共催 3月1日号

3月6日 おはなし会 図書館 実施 非該当 20 屋内 なし 指定管理 掲載なし
3月12日 消費者スクール　第10回（10回講座の最終回） 生活経済課 検討中 非該当 20 屋内 なし 市主催 2月1日号

3月13日 おはなし会 図書館 実施 非該当 20 屋内 なし 指定管理 掲載なし
〇 3月14日 菊づくり講習会 緑のまち推進課 検討中 該当 20 屋内 なし 市共催 3月1日号

〇 3月15日 東洋蘭展示会 緑のまち推進課 検討中 該当 20 屋内 なし 市共催 3月1日号
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3月16日 手作りを楽しむ会③（作ってあそぼう） 子ども育成課 実施 非該当 20 屋内 なし その他 2月15日号

3月16日 一緒につくろうよ「私たち」の居場所 市民活動推進課 実施 非該当 20 屋内 なし その他 掲載なし
3月20日 春の自然体験まつり 緑のまち推進課 実施 非該当 20 屋内 なし 市主催 3月15日号

〇 3月25日 老いじたく講座 福祉公社 検討中 該当 20 屋内 なし その他 3月15日号

3月26日 むさしの発見隊 武蔵野の水道を探索しよう! 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 20 屋内 なし 市主催 2月15日号

〇 〇 3月27日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 20 屋内 あり 市主催 掲載なし
3月27日 おはなし会 図書館 実施 非該当 20 屋内 なし 指定管理 掲載なし
3月28日 おもちゃ病院の日 障害者福祉課 検討中 非該当 20 屋内 なし その他 2月1日号

3月28日 令和2年度むさしのばやしチビッコ教室 体験教室 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 20 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月28日 親子で春の妖精さがし 環境政策課 実施 非該当 20 屋外 なし その他 3月1日号

〇 3月29日 令和元年度第4回企画展 学校教育連携展示 お蚕さまの家 展示解説 生涯学習スポーツ課 実施 該当 20 屋内 なし 市主催 2月1日号

〇 3月14日 歴史館大学「民俗学事始」 生涯学習スポーツ課 実施 該当 18 屋内 なし 市主催 4月15日号

〇 3月14日 歴史館大学 「近世武蔵野地域学」 生涯学習スポーツ課 実施 該当 17 屋内 なし 市主催 4月15日号

2月28日 文章力トレーニング講座（4回講座の4回目） 市民活動推進課 実施 非該当 16 屋内 なし 市主催 12月15日号

2月27日 ０１２３子育て談話室　吉祥寺：夫の理解・関係の育て方 子ども政策課 検討中 非該当 15 屋内 なし 指定管理 1月15日号

2月28日 先輩ママと語ろう！吉祥寺：情報交換！教えて家事の時短テクニック　 子ども政策課 検討中 非該当 15 屋内 なし 指定管理 2月1日号

3月1日 はじめての草木染～植物でマイ手ぬぐいを染めよう 緑のまち推進課 実施 非該当 15 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月2日 ０１２３子育て談話室　はらっぱ：うちの子の遊び方、これでいいの？ 子ども政策課 検討中 非該当 15 屋内 なし 指定管理 2月1日号

3月3日 花と緑　さんぽ　吉祥寺 緑のまち推進課 実施 該当 15 屋外 なし 市主催 2月15日号

3月7日 ガラスのポットでおしゃれに多肉植物を育てよう 緑のまち推進課 実施 非該当 15 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月14日 0123×地域 ～地域と協働する子育て支援～ 吉祥寺：吉祥寺東おもちゃ病院 子ども政策課 検討中 非該当 15 屋内 なし 指定管理 2月15日号

〇 3月15日 文化事業団自主事業（松露の茶の湯×４回） 市民活動推進課 検討中 非該当 15 屋内 あり 指定管理 2月1日号

〇 3月15日 歴史館大学「歴史公文書で見る武蔵野の近現代」 生涯学習スポーツ課 実施 該当 12 屋内 なし 市主催 4月15日号

3月17日 日本最大級の新聞検索「ELNET」活用講座 武蔵野プレイス（図書館） 実施 非該当 12 屋内 なし 指定管理 3月1日号

3月25日 第２回武蔵野市健康福祉総合計画・地域リハビリテーション推進会議 地域支援課 実施 非該当 12 屋内 なし 市主催 3月15日号

〇 3月27日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 12 屋内 なし 市主催 掲載なし
2月26日 シニア支え合いポイント制度　説明会 地域支援課 実施 非該当 10 屋内 なし 市主催 1月15日号

2月26日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 10 屋内 なし その他 2月15日号

2月28日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 10 屋内 なし 市主催 2月15日号

〇 〇 3月2日 生活習慣病予防料理講習会（吉祥寺南ｺﾐｾﾝ） 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 2月15日号

〇 〇 3月4日 生活習慣病予防料理講習会（西部ｺﾐｾﾝ） 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 2月15日号

3月4日 2歳3歳ひろばプラス　吉祥寺：絵の具で遊ぼう 子ども政策課 検討中 非該当 10 屋内 なし 指定管理 2月1日号

〇 〇 3月10日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 掲載なし
〇 〇 3月10日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 掲載なし
〇 〇 3月13日 家族介護支援事業（吉祥寺本町） 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 3月1日号

〇 3月13日 エンディングノート書き方講座 福祉公社 検討中 該当 10 屋内 なし その他 3月1日号

〇 〇 3月14日 生活習慣病予防料理講習会（緑町ｺﾐｾﾝ） 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 3月1日号

〇 3月15日 歴史館大学「埋蔵文化財と考古学」 生涯学習スポーツ課 実施 該当 10 屋内 なし 市主催 4月15日号

〇 3月17日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 10 屋内 あり その他 3月1日号

3月17日 coco（0歳）コース　いこっと：親子遊びとおはなしタイム 子ども政策課 検討中 非該当 10 屋内 なし その他 2月15日号

〇 〇 3月21日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 掲載なし
3月26日 初めまして♪ぐるりん 障害者福祉課 検討中 非該当 10 屋内 なし その他 3月15日号

3月27日 シニア支え合いポイント制度　説明会 地域支援課 実施 非該当 10 屋内 なし 市主催 1月15日号

3月29日 文化財講座 黒曜石でナイフ形石器をつくろう! 生涯学習スポーツ課 実施 非該当 10 屋内 なし 市主催 2月15日号

〇 〇 複数日 食事サービスボランティア試食会（３か所） 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 あり 市主催 掲載なし
〇 〇 複数日 食事サービス（会食型）(4会場) 高齢者支援課 実施 該当 10 屋内 あり 市主催 掲載なし
〇 複数日 エンディング支援事業出前講座 高齢者支援課 検討中 該当 10 屋内 なし 市主催 掲載なし

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 8 屋内 なし その他 2月15日号

3月24日 シニア支え合いポイント制度推進協議会 地域支援課 実施 非該当 8 屋内 なし 市主催 3月15日号

〇 3月29日 認知症相談（医師会） 高齢者支援課 実施 該当 8 屋内 なし 市主催 3月1日号

2月25日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 5 屋内 なし その他 2月15日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 5 屋内 なし その他 2月15日号

3月25日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 5 屋内 なし その他 3月15日号

〇 3月27日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 5 屋内 あり その他 3月15日号

〇 2月26日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 4 屋内 あり その他 2月15日号

〇 2月27日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 4 屋内 あり その他 2月15日号

2月28日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 4 屋内 なし 市主催 2月15日号

〇 3月4日 認知症相談（財団） 高齢者支援課 実施 該当 4 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 3月12日 認知症相談（財団） 高齢者支援課 実施 該当 4 屋内 なし 市主催 3月1日号

〇 3月18日 認知症相談（財団） 高齢者支援課 実施 該当 4 屋内 なし 市主催 3月1日号

2月25日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

2月27日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

2月27日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号
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3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

〇 3月4日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 あり その他 2月15日号

3月5日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月6日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月17日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 3月1日号

〇 3月18日 プレママのひろば・あかちゃんのひろば 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 あり 市主催 3月1日号

3月25日 保育園であそぼう 子ども育成課 実施 非該当 若干名 屋内 なし その他 3月15日号

〇 〇 3月7日 家族介護支援事業 高齢者支援課 検討中 該当 若干名 屋内 あり 市主催 掲載なし
3月3日 園庭開放 子ども育成課 実施 非該当 未定 屋外 なし その他 2月15日号

2月27日～ 吉祥寺美術館常設展示 市民活動推進課 実施 非該当 不明 屋内 なし 指定管理 3月1日号

2月29日～ 文化事業団自主事業　10事業 市民活動推進課 実施 非該当 不明 屋内 なし 指定管理 複数号
3月7日～3月8日 市地域映像アーカイブ展示 武蔵野プレイス（図書館） 実施 非該当 不明 屋内 なし 指定管理 3月1日号
3月7日～3月9日 市老壮連合会「趣味の作品展」 武蔵野プレイス（生涯学習支援） 実施 非該当 不明 屋内 なし 市共催 2月15日号

3月14日 司法書士による相談会 市民活動推進課 実施 非該当 不明 屋内 なし その他 3月1日号

3月15日 ベランダ発電工作セミナー 市民活動推進課 実施 非該当 不明 屋内 なし その他 2月15日号

3月19日 司法書士・土地家屋調査士による登記相談会 市民活動推進課 実施 非該当 不明 屋内 なし その他 3月1日号

3月21日 武蔵野市地域包括ケア人材育成センター　介護のお仕事イベント 地域支援課 検討中 非該当 初開催 屋外 なし 市共催 3月1日号
2月27日～3月1日 文化事業団自主事業（To R mansion)×８回 市民活動推進課 延期 非該当 不明 屋内 なし 指定管理 掲載なし

2月27日 緑の市民講座「レモンを育てよう」 緑のまち推進課 中止 該当 40 屋内 なし 市主催 2月1日号

3月3日 保育園であそぼう 子ども育成課 中止 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号

3月4日 保育園であそぼう 子ども育成課 中止 非該当 若干名 屋内 なし その他 2月15日号

3月2日 プレママのひろば・あかちゃんのひろば 子ども育成課 中止 非該当 若干名 屋内 なし 市主催 2月15日号

2月29日 やさしい日本語と多言語翻訳アプリ体験会 企画調整課 中止 該当 35 屋内 なし 市主催 1月15日号

2月28日 【子育て講演会】幼児期に大切にしたい脳育て 子ども政策課 中止 非該当 100 屋内 なし 市主催 1月15日号

3月8日、13日 collabono(こらぼの)コミセン親子ひろば(共助による子育てひろば事業) 子ども政策課 中止 非該当 50 屋内 なし その他 2月1日号

3月1日 むさしの消防フェスタ2020 防災課 中止 非該当 1500 屋外 なし その他 2月15日号

3月7日 吉祥寺南町防災ネットワーク主催「地域初動訓練」 防災課 中止 非該当 50 屋外 なし その他 3月1日号

2月29日 ゆるくる未来フェス 市民活動推進課 中止 非該当 不明 屋内 あり その他 2月15日号

3月17日 家族介護支援事業（だんだん畑） 高齢者支援課 中止 該当 20 屋内 なし 市主催 3月1日号

3月21日 家族介護支援事業 高齢者支援課 中止 該当 10 屋内 あり 市主催 掲載なし
2月27日 家族介護支援事業（だんだん畑） 高齢者支援課 中止 該当 20 屋内 なし 市主催 2月15日号

2月28日 第35回武蔵野市老人クラブ連合会芸能文化祭 市民社協 中止 該当 50 屋内 あり 2月15日号

3月6日 武蔵野市老人クラブ連合会輪投げ大会 市民社協 中止 該当 50 屋内 なし 掲載なし
2月29日 川路さんちのひな祭り 高齢者支援課 中止 該当 10 屋内 あり その他 2月15日号

3月14日 テンミリオンハウス川路さんち手作り昼食会 高齢者支援課 中止 該当 10 屋内 あり その他 3月1日号

3月14日 花時計15周年記念イベント 高齢者支援課 中止 該当 20 屋内 あり その他 3月1日号

3月18日 講座生（児童）による春のお茶会 高齢者支援課 中止 該当 20 屋内 あり その他 3月1日号

3月14日 ICUグリークラブ・アカペラミニコンサート 高齢者支援課 中止 該当 20 屋内 なし その他 3月1日号

複数日 パソコン教室 高齢者支援課 中止 該当 10 屋内 なし その他 2月15日号

2月26日 健康フェスタ 高齢者支援課 中止 該当 100 屋内 なし その他 掲載なし
3月13日、16日 家事援助懇談会 高齢者支援課 中止 該当 50 屋内 なし その他 掲載なし
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