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人口と世帯
《令和2年11月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万7673人（4人減）　世帯数7万7932世帯（増減なし）
●男7万632人（9人増）　●女7万7041人（13人減）　
〔うち外国人住民数3199人（13人増）〕

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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　市政情報をよりわかりやすく、タイミングよく届けるため、LINE 公式
アカウントをリニューアルします。情報区分の設定に応じた情報を受け取
ることができます。上記二次元バーコードまたは LINEアプリのホーム画
面から「武蔵野市」・「@musashinocity」を検索してください。（事前に
LINEアプリのダウンロードが必要です）▶問：秘書広報課☎ 60-1804

友だちになろう

秋の褒章と叙勲
秋の褒章と叙勲が行われ、市内で右
記の方が受章されました（敬称略）。
おめでとうございます。
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友だち登録・受信設定の方法は２頁へ

メニュートップ画面

会話形式のチャットボットで、知りたい情報を簡単に調べられます

LINEで
武蔵野市 と

相談窓口 防災

「生活」、「健康」、「高齢者」、
「妊婦」など内容に応じた
相談窓口について調べるこ
とができます。

「防災情報マップ」などの確認
や、地震や火災などへの各家庭
での備えについて調べることが
できます。

情報提供 /通報

HP

昨年 9月から開始した、画像や位置
情報を用いて道路などの不具合につ
いて通報できるシステムを充実させ、
道路に加えて「公園・街路樹」「下水
道のニオイ」に関しても通報ができ
るようになります。各種通報への対
応状況は、市　　で公開します。
※電話での受け付けも行っています。

チャットボット開始時に
出てくる右記の画面で「は
い」をクリック、または
コメント欄に「中止」と
入力・送信してください。

コロナ関連… ２
講　座……… ４
子ども……… ６
ごみとリサイクル… ８

お知らせ…… ２
スポーツ……４
イベント…… ７
図書館………８

募　集……… ３
健　康………５
コミュニティ …７

 特集 武蔵野市平和の日イベント …………………８

チャットボットとは、対話を意味する「チャット」と「ロボット」を組み合わせ、自動で会話するプログラムを示す言葉です。公
式アカウントのメニューから知りたい情報について項目を選択していくと、情報が掲載された市　 などへ案内します。チャット
ボットは「防災」「届出・税のこと」「相談窓口」「子ども・子育て」「講座・イベント」「ごみのこと」で利用できます。

HP

「 チャットボットを
  途中で終了したい。」

「  相談したいけど、
 どこに相談すれば？」

「 災害・水害に備えて地
域や家庭内を確認・点
検したい。」

LINE公式
アカウント

11月16日（月）
リニューアル

叙　勲

褒　章

危険業務従事者叙勲

【瑞宝単光章】髙
たかはし

橋　和
かずお

夫（警察功労）

【黄綬褒章】　大
おおしま

嶋　幸
こうじ

治（業務精励＜酒類販売業＞）

CHECK

コメント欄に
捨てたい「ご
みの品名」を
入力・送信す
ると、自動的
に「捨て方」
を案内します。

ごみのこと

分別方法、住んでいる地
域ごとのごみ収集カレン
ダー、粗大ごみの出し方な
どについて調べることが
できます。

「ごみの捨て方を今すぐ知りたい。」
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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 11月 10日時点のものです。

新型コロナウイルス感染症の影響
により事業収入が一定以上減少し
た中小事業者に対して、事業用家
屋、償却資産の固定資産税・都市
計画税を、事業収入の減少幅に応
じて半分または全部を減額します
（令和３年度の１年分に限る）。
▶対象：中小事業者（個人、法人）
など▶申告期限：令和３年２月１
日（月）▶申告方法：認定経営革
新等支援機関などの確認を受けた
申告書（11 月中に市HPから印刷
可）と収入などを証明する書類を
資産税課へ提出▶問：資産税課☎
60-1824

　 窓口での本人確認にご協力くだ
さい
市民課・各市政センターでの手続
きの際には、皆さんの個人情報保
護（第三者による虚偽の届出や証
明書の不正取得防止）のため、来
庁した方の本人確認を実施してい
ます。運転免許証、パスポート、
マイナンバーカードなど、官公署
が発行した写真のある書類 1点、
または、健康保険証、年金手帳、
社員証、学生証などを 2 点お持
ちください。そのほかの確認書類
については問い合わせてください
▶問：市民課☎ 60-1839、各市
政センター

令和３年度固定資産税・都市計
画税の軽減措置について

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
子ども読書活
動推進計画策
定委員会

11月25日（水）
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

教育委員会定
例会

12月1日（火）
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

会議などの開催と傍聴 ※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。

「受信設定」すれば、欲しい情報や対象となる情報だけが届きます。友だち登録後、表示さ
れるメニューの「受信設定アンケート」を選択し、受け取りたい情報の区分や年代、居住地
などの属性情報を登録してください。登録は任意です。登録が無い場合、通知は届きません。

⑤ 欲しい情報が
配信されます

欲しい市政情報
だけを受信

①  LINE のアプリを
ダウンロード

④欲しい情報区分をチェック

友だち登録・受信設定の方法

②友だち登録

③ メニューのトップ画面から
「受信設定アンケート」を
クリック

メニューのトップ画面

翌日に収集される
ごみに関するお知
らせ

ごみ・リサイ
クル
※「居住地」
も登録

台風・地震などの
災害・防災情報や
犯罪・不審者情報
をお知らせする
「防災・安全メー
ル」

安全・安心（災
害関連）（犯
罪・事故関連）

対象となる事業・
催し物・手続きな
どの情報

子ども・子育
て（未就学）（小
学生）（中学生）
（高校生以上）

二次元バーコード
または LINE アプ
リのホーム画面か
ら「武蔵野市」・「@
musashinocity」
を検索

　意見募集　提出意見は原則公開します

●都市計画変更案の縦覧と意見募集
生産緑地地区に関する変更案の縦覧期間中に意見
を提出できます。削除 3件（関前三丁目、関前
四丁目、境五丁目）。
▶日時：縦覧…11 月 16 日（月）～ 30 日（月）
▶場所：まちづくり推進課▶提出方法：11 月
30 日（月・必着）までに郵送・ファクス・E
メール（氏名、住所を明記）または直接〒 180-
8777 まちづくり推進課 FAX51-9250、sec-
machidukuri@city.musashino.lg.jp へ ▶ 問：
まちづくり推進課☎ 60-1873

●第四次住宅マスタープラン「中間のまとめ」の
意見募集
令和３年度以降、住宅政策の基本となる理念、目
標、方針、施策などに関する方向性を決める、第
四次住宅マスタープラン中間のまとめに対する意
見を募集します。
▶提出方法：11 月 20 日（金）～ 12月 4日（金・
必着）に郵送・ファクス・Eメール（氏名、住
所、連絡先を明記）で〒 180-8777 住宅対策課
☎ 60-1905、FAX51-9250、sec-jyuutaku@
city.musashino.lg.jpへ▶配布：市
役所案内・住宅対策課、各市政セン
ター・図書館・コミセン。市HPで閲
覧可▶問：住宅対策課☎ 60-1905

●高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画「中
間のまとめ」意見募集・市民意見交換会
令和 3年度から始まる計画の「中間のまとめ」
についての市民意見交換会を開催するとともに、

意見を募集します。
▶提出方法：12月11日（金・必着）までに郵送・
Eメール・ファクス（氏名、住所、連絡先も明記）
で〒180-8777高齢者支援課FAX51-9218、sec-
kourei@city.musashino.lg.jpへ▶配
布：高齢者支援課、各在宅介護・地域
包括支援センター、各市政センター・
図書館。各コミセン、市HPで閲覧可。
・市民意見交換会
▶日時：12 月 6 日（日）午前 10 時～ 11 時 30
分▶場所：市役所 811 会議室▶定員：50 名▶申
込・問：11月30日までにEメール・ファクス（氏
名、住所、連絡先も明記）または電話で高齢者支
援課☎ 60-1940へ。

●障害者計画・第 6期障害福祉計画「中間のま
とめ」意見募集・市民意見交換会
令和 3年度から始まる計画の「中間のまとめ」
についての市民意見交換会を開催するとともに、
意見を募集します。
▶提出方法：12月18日（金・必着）までに郵送・
Eメール・ファクス（氏名、住所、連絡先も明記）
で〒 180-8777 障害者福祉課 FAX51-9239、
sec-syougai@city.musashino.
lg.jpへ▶配布：障害者福祉課、市
内障害福祉施設、各市政センター・
図書館。各コミセン、市HPで閲覧可。
・市民意見交換会
▶日時：12 月 12 日（土）午前 10 時～ 11 時
30 分▶場所：市役所 412 会議室▶定員：20 名
▶申込・問：12 月 7日までに Eメール・ファク
ス（氏名、住所、連絡先も明記）または電話で障
害者福祉課☎ 60-1904へ。

　 コンビニ交付サービス・証明書
自動交付機を停止します
システムメンテナンスのため。
▶日時：コンビニ交付 12月 3日
（木）～ 5日（土）終日、証明書
自動交付機 12月 4日（金）午後
7時～ 6日（日）午前 8時 30 分
▶問：市民課☎ 60-1839
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、7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。

　直売所へ行こう

秋の農産物は今が旬です。直売所
までの行き方を案内するナビも使用
可（二次元バーコード参照）。
▶日時：各直売所の営業時間▶
場所：各直売所▶持
ち物：マイバッグ
▶問：産業振興課☎
60-1833

　 クラウドファンディング活用促
進補助金の申請受付を開始

NPO・市民活動団体が公益事業
でクラウドファンディングを行う
場合、サイト手数料の一部を補助
します。
▶対象：市内で活動する非営利団
体▶補助金額：1 団体年度 1回、
手数料の2分の1（上限10万円）。
詳細は募集要項（市民活動推進課
で配布、市HPに掲載）参照▶申込・
問：事前相談の上、12 月 1 日以
降に必要書類を Eメールまたは
直接市民活動推進課☎60-1830、
npo@city.musashino.lg.jpへ。
●市民活動を加速させる はじめ
て学ぶクラウドファンディング
インターネットを
通じて資金を募る
クラウドファンデ
ィングの仕組みと
活用のノウハウを
学びます。
▶日時：11 月 28 日（土）午後
１時 30 分～４時▶場所：芸能
劇場小ホール▶対象：NPO・市
民活動団体の関係者など、30 名
（申込順）▶講師：鎌倉幸子（か
まくらさちこ［株］代表取締役）
▶費用：無料▶申込・問：11 月
24 日までに Eメールまたは電話
で市民活動推進課☎ 60-1830、
npo@city.musashino.lg.jpへ。

　 令和 3年度いきいきサロン運営
団体募集説明会
週 1回以上 2 時間程度の介護予
防・認知症予防に資する活動を行
う地域住民団体などに対し、活動
場所の開設・運営に対する補助を
行います。
▶日時：12 月 15 日（火）午後
2 時～ 3 時 30 分▶場所：市役
所 411 会議室▶対象：おおむね

65 歳以上の高齢者（5 名以上）
の団体（申込順）▶申込・問：
12 月 10 日までに高齢者支援課
☎ 60-1940、sec-kourei@city.
musashino.lg.jpへ。

　 青葉小路の交通安全対策（交通
規制）についての意見交換会
青葉小路の交通規制などについ
て、市民と警察・市との意見交換
を行います。
▶日時：11 月 25 日（水）午後
７時～ 8時 30分▶場所：吉祥寺
北コミセン（車での来場不可）▶
対象：40 名程度（申込順）▶費
用：無料▶申込：11月 20日（必
着）までにEメール・ハガキ（行
事名・参加者氏名［ふりがな］・
電話番号を明記）で〒180-8777
交通企画課 sec-koutuu-2@city.
musashino.lg.jpへ▶問：武蔵野
警察署☎55-0110、交通企画課
☎60-1991

　 マイホーム借上げ制度で持ち家
を有効活用しませんか
移住・住みかえ支援機構（JTI）
と連携しマイホーム借上げ制度を
実施しています。50 歳以上の世
帯の方がお持ちの住居を売却する
ことなく貸し手になることで賃料
収入を得ることができます。借り
上げた家が空き家になっても最低
家賃が保証されます。契約期間は
3年単位のため、契約満了後に持
ち家に戻ることも可能です。
●「マイホーム借上げ制度」活用
セミナー・相談会（建物所有者向け）
▶日時：11月29日（日）、セミナー
…午前 10 時（30 分程度）、相談
会…10時 30分（1組 30分程度）
▶場所：かたらいの道市民スペー
ス▶対象：シニア世代で住みかえ
を考えている方・空き家の所有者な
ど、6組（1組 2名まで、申込順）
▶講師：同支援機構（JTI）▶費用：
無料▶持ち物：住宅の住所・場所
が分かるもの、平面図などがあれ
ば▶共催：市開発公社、同支援
機構▶申込：11月 25日までにE
メールまたは電話で住宅対策課☎

 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
むさしのエコreゾート　〒180-0012 緑町 3-1-5
 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
ふるさと歴史館　　　　〒180-0022 境 5-15-5
 武蔵野プレイス　　　　〒180-0023 境南町 2-3-18

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

市民と市長が、地域の課題などについて対話する会です。皆さんの
意見に沿って話し合います。
▶共催：中央コミュニティ協議会▶申込・問：11月 27日までに申
込書（各コミセン、市内公共施設で配付）を郵送・ファクスまたは
直接〒180-8777市民活動推進課☎ 60-1829、FAX51-2000へ。

日　時 12月12日（土）午後２時～４時
場　所 中央コミセンロビー
定　員 35 名（定員を超えた場合抽選）
テーマ 第１部「中央地域の安全対策について」

第２部「その他市政全般について」

市民と市長の
第12回 ふれあいトーク

60-1976、sec-jyuutaku@city.
musashino.lg.jpへ▶問：市開
発公社☎ 22-0381、住宅対策課
☎ 60-1976

　 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：12 月実施対象（予定）
▶場所：扶桑通り公園、はなみず
き公園、えのき公園、F&F ビル
▶問：防災課☎ 60-1821

　 各種市税・国民健康保険税を滞
納している方へ

税負担の公平性を保ち、税収入を
確保するため、納期限までの納付
が確認できない方に対し、各種納
税催告を行います。お手元の納付
書を確認し、納期限が過ぎている
市税、国民健康保険税がありまし
たら、至急、納付または相談して
ください。
・納税催告書を 11月 25日 ( 水 )
に送付：指定納期限 (12 月 4 日
［金］) までに必ず納付または相
談してください。
・電話による夜間納税相談：11
月26日（木）～12月4日（金）（11
月 28日［土］・29日［日］を除く）

午後 5 時～ 8 時。納付でお悩み
の方はご相談ください。
・自動音声による電話催告の実
施：システムで合成された女性の
声で電話催告を行っています（発
信専用の電話番号☎ 38-4787）。
納付後、行き違いにより電話を
おかけする場合があります※特
定の金融機関口座への振り込み、
ATMの操作をお願いすることは
絶対にありません。
▶問：納税課☎ 60-1828

　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：11 月 30 日（月）
◎国民健康保険税▶問：納税課☎
60-1828
◎後期高齢者医療保険料▶問：保
険年金課☎ 60-1913
◎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（３月分申込）
▶申込・問：12 月 1 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。

成蹊小

北側への一方通行
南側への一方通行

北町保育園青
葉
小
路

五日市街道

第四小
吉祥寺
北コミセン

はなもみじ
公園

みやび青葉公園

警
察
署
か
ら
の
交
通
安
全
対
策（
案
）

　 親子で考える住まいの相続（税
制・家族信託編）～空き家予防～

「もし相続が発生したら」「もし施
設入居などで引っ越しが生じた
ら」を想定した準備が重要です。
▶日時：11 月 28 日（土）セミ
ナー午前 10 時、相談会 11 時▶

場所：商工会館市民会議室▶対
象：空き家の相続を予定している
方・空き家の所有者など、10 組
（1組 2名まで、申込順）▶講師：
田中勉（東京都行政書士会武鷹支
部長）、相沢豪（同支部会員）▶
費用：無料▶共催：武蔵野市、市
開発公社▶申込・問：11 月 25
日までに東京都行政書士会武鷹支
部☎ 30-5899（午前 10 時～午
後 5時）へ。
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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 11月 10日時点のものです。

センター☎ 60-1850、FAX51-
9417、cnt-kodomokatei@city.
musashino.lg.jpへ。

　認知症サポーター　養成講座

認知症の基本的な知識、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：12 月 5日（土）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、30名（申込順）
▶講師：吉祥寺ナーシングホーム
在宅介護・地域包括支援センター
▶費用：無料▶申込・問：高齢者
支援課☎ 60-1846

　 子どもの成長を支える進路とは？

▶日時：12 月 13 日（日）午前
10 時 30 分～正午▶場所：市役
所 413 会議室▶対象：小・中学
生を養育するひとり親家庭の保
護者・その予定のある方、20 名
（申込順）▶講師：文化学習協同
ネットワーク▶費用：無料▶託
児：3 カ月～未就学児、5名（申
込順、12 月 3 日までに要申込）
▶そのほか：小・中学生を対象と
したフリースペースあり▶申込・
問：ファクス・Eメール（申込要
領参照し、託児希望は子の氏名
［ふりがな］・参加当日の月齢も明
記）または電話で子ども家庭支援

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

ふ
る
さ
と
歴
史
館

学芸員
①歴史学
②民俗学
２名

資料の収集・保管、展示・講演会などの普及・
啓発事業の企画運営、同館の展示・教育普及
業務、運営に伴う一般事務など／大学または大
学院で①日本近世史②民俗学を専攻し学芸員
資格を有し、調査研究のほか、展示企画、収
蔵保管など学芸業務にあたる能力を有する方
／ PC（ワード・エクセル・インデザインなど）
／博物館・類似施設での実務経験者なお可／
普免なお可／動画編集経験者なお可

令和3年4月
1日～／週 5
日（土～木曜）
午 前 9 時 ～
午後5時／月
額 31 万 100
円／期／交

一次：書類
二次：面接
12月19日
（土）

▶申込・問：12月10日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、メールアドレスも明記）、研究
業績・実務経験など一覧（A４書式自由）、小論文「地域博物館における①古文書②民俗資料の
活用とその方法について」（2000字以上、書式自由）を郵送（簡易書留）または直接ふるさと歴
史館☎53-1811（〒180-0022境5-15-5）へ

 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

新型コロナウイルス
対策での地域医療

　市では市医師会と連携し、市民の
健康診断、在宅医療に対するケア、脳
卒中の患者の対応などを進めてきま
した。また、地域医療の課題と取り組
むべき事項を整理し、地域医療構想
（ビジョン）2017を発行し、市内の医
療機関を、診療所、クリニック、比較
的規模の大きい病院である吉祥寺南
病院、武蔵野陽和会病院、森本病院、
医療機関の中心となる武蔵野赤十字
病院と３階層に分け、この階層に応
じて、初期救急病院、二次救急病院、
三次救急病院と位置づけ、それぞれ
の担う役割を定めています。
　こういった地域医療での市と市
医師会との日ごろからの連携があ
ったので、新型コロナウイルス感
染症に関して、迅速な対応を行う
ことができました。従来の保健所
が行っている行政検査に加え、自
治体でも検査が行えることにな
った際に、市と市医師会が共同で
PCR検査センターをいち早く開設
し、令和 2年 5 月末からドライブ
スルー方式での PCR検査を始めま
した。さらに感染拡大リスクに備
え、PCR 検査体制の拡充として、
ドライブスルー以外の対応や、子
どもが通う施設などでの集団感染
防止のため、濃厚接触者以外の方
の検査にも対応できるようになり
ました。また、8月からは、パーテ
ーションの設置や、一般来院者と
PCR検査の方の動線を分けるなど
の要件をクリアした市内一部の医
療機関では、唾液検体による PCR
検査を行えるようになりました。
　現在、市内では 40以上の医療機
関で PCR検査が可能となっていま

す。検査を希望する際は、まずはか
かりつけ医や身近な診療所やクリニ
ックに相談することです。医師の判
断により、必要と認められた場合に
は、保険診療に伴う医療費の自己負
担がありますが、PCR 検査料は無
料となります。検査結果は、検査す
る人数や検査のキャパシティーにも
よりますが、おおむね 2日程度を
要します。
　今回のコロナ禍の中で、現在では
さまざまな事業、経済活動が動き始
めてきました。今後も継続的な感染
拡大防止の取り組みを行っていく
上で、新型コロナウイルス感染の疑
いのある市民が身近な医療機関で
PCR検査を受けられることは、非常
に大きな意味があると思います。さ
らに、新型コロナウイルス感染の患
者を受け入れてくれる医療機関が身
近にあることも大事です。それら地
域の医療機関が安定し、医療が継続
的に行えることが、安心につながっ
ており、その中で働く医療従事者の
活動に感謝し、応援していきたいで
す。（取材協力：健康課／執筆者：小町
友則）
▶問：記事で紹介した内容について
は健康課☎51-0700、CIMコラム全
般については市政資料コーナー☎
60-1809

　文章力トレーニング講座
　～的確に伝えるコツを学ぼう～

文章を書くコツや取材・編集の仕
方などを学び、書くことを通して
自分を発揮してみませんか。
▶日時：12 月 4 日・11 日・18
日（金）午前 10時～正午▶場所：
男女平等推進センター会議室▶対
象：市内在住・在勤・在学の方、
12名（超えた場合抽選）▶講師：
中村泰子（雑誌「くらしと教育を
つなぐWe」編集長）▶費用：無
料▶託児：３名（市内在住者優先
し超えた場合抽選、11 月 19 日
までに要申込）▶申込・問：11
月 23 日までに Eメールまたは電
話で男女平等推進センター☎ 37-
3410、danjo@city.
musashino. lg.jp
へ。市HPから申し込
み可。

　消費生活講座
　「プロが教える手作りおせち料理」

伊達巻き、紅白なます、田作り、
栗きんとん、煮〆など（予定）。
▶日時：12 月 8日（火）午前 10
時～午後 1時 30 分▶場所：二葉
栄養専門学校（吉祥寺本町 2-11-
2）▶対象：市内在住・在勤・在
学の方（子連れ不可）、16名（初
参加者優先し超えた場合抽選）▶
講師：杉浦良（同校調理師）▶費
用：2000 円▶託児：1 歳～未就
学児、3名▶持ち物：エプロン・
上履きなど▶申込・問：11 月 20
日（必着）までにハガキ（申込要
領参照し、年齢、性別、在勤・在
学者は勤務先・学校名、託児希望
は子の氏名［ふりがな］・性別・
生年月日も明記。連
名不可）で消費生活
センター☎21-2972
へ。市HPから申し込
み可。

　一時保育（12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：火曜（15日・29日を除

　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4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、再度任

用される可能性あり）、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。

く）、水曜（9 日・23 日・30 日
を除く）、木曜（31 日を除く）、
金曜（25日を除く）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。
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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。

◆ 講座・講習・イベント ◆
■亜細亜大学アジア研究所公開講座
「変わるASEANと、日本～コロナ
後を見据えて～」▶日時：11月
21日・28日、12月5日（土）午
後 2 時～3 時 30 分▶場所：オ
ンライン（Zoom）▶対象：各回
400 名（申込順）▶講師：鈴木有
理佳（ジェトロ・アジア経済研究所
主任研究員）ほか▶費用：無料▶
申込：開催 2 日前までに同大学
HP https://www.asia-u.ac.jp/
laboratory/ の申し込みフォーム
から▶問：同大学アジア研究所☎
36-3415、koza@asia-u.ac.jp

■家族介護教室みどりの輪
「食べること」から「出すこと」まで
排泄・排泄ケアの講義▶日時：
11 月 27 日（金）午後 1時 30分
～ 3 時▶場所：高齢者総合セン
ター講義室▶対象：市内在住で介
護を行っている方・在宅介護に関
心のある方、10 名（申込順）▶
講師：牧野美奈子（住宅改修・福
祉用具相談支援センター排泄ケア
専門員）▶費用：無料▶申込・
問：同センター☎ 51-1974

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：
11 月 26 日（木）午後１時 30分
～３時▶場所：福祉公社▶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

■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▶日
時：12 月 5 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

■武蔵野市戦没者遺族会による
慰霊碑入魂式
戦没者の平和への想いをつなぐた
め、慰霊碑を延命寺に建立します
▶日時：12 月 5日（土）午前 11
時▶場所：延命寺（八幡町 1-1-
2）▶問 : 同会代表・高橋☎ 090-
8443-0098

■日獣サイエンスセミナー
「食肉のおいしさサイエンス」ほ
か▶日時：11 月 20 日・27 日、
12 月 11 日・18 日（金）（全 4
回）午後5時～6時30分▶場所：
日本獣医生命科学大学 E棟 111
講義室（境南町 1-7-1）▶対象：
50 名（先着順）▶講師：松石昌

典（同大学教授）ほか▶費用：無
料▶そのほか：検温あり、マスク
着用、防寒着持参▶申込：不要▶
問：同大学地域社会生涯学習委員
会事務局☎ 31-4151

■シルバー人材センター
　11月の予定
①手芸品販売②リサイクル土曜
営業▶日時：① 19 日（木）午
前 10 時～午後 3 時（雨天強風
時：第 4木曜）② 28日（土）午
前 10時～午後 4時▶場所：①市
役所正面玄関②同センター▶そ
のほか：詳細は https://www.
musashino-sc.or.jp/ 参照▶申込
・問：同センター①☎ 55-1231
②☎ 51-3448

◆ スポーツ ◆
■水泳教室
①ジュニア育成水泳教室（木曜）
②フィンをつけての水泳教室（金

曜）▶日時：①令和 3 年 1 月 7
日～ 3 月 25 日（全 10 回）午後
5 時、6 時（各 50 分）② 1 月 8
日～ 3 月 19 日（全 9 回）2 時
30 分、3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 4000 円② 4900 円▶申
込：11 月 30 日（必着）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

ガイド＆GUIDE に掲載の情
報については令和 2年 11 月
10 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。

ガイド＆GUIDE

　子ども向けスポーツ教室

定員を超えた場合抽選▶場所：総
合体育館▶申込・問：11 月 30
日（必着）までに同館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、
A～Dの在学者は学校名、E～ I

の在園者は園名、H・I の保育希
望者は対象児の月齢を明記）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。（A～D、E～G、H～Iの重
複申込不可）

■ジュニア向け
教室名 日時

（令和3年） 曜日 時間 回数 場所 対象、定員 参加費

Ａ ジュニアサッカー
2月 5日～
3月 19日 金 午後 4時 40分～

5時 40分 6 メイン
アリーナ

小学１～３年生、
30名 3000円

Ｂ ジュニアバレエ
1月 6日～
3月 10日 水 午後4時～5時30分 9 軽体操

ダンス室 小学生、22名 3460円

Ｃ ジュニア剣道①②
1月 6日～
3月 17日 水

①午後 3時 30分～
　4時 30分
②4時45分～6時

10 剣道場
小学生①初心者
②経験者、
各 12名

① 3470円
② 3970円

Ｄ
はじめての
スケート
ボード①②

2月 6日～
3月 6日 土

①午前 10時～
　10時 50分
②11時～11時50分

5
ストリート
スポーツ
広場

小学生初心者、
各 8名 各 4800円

■幼児向け
教室名 対象 日時

（令和3年） 曜日 時間 回数 場所 定員 参加費

Ｅ 幼児サッカー①②
①年中児
②年長児

2月 5日～
3月 19日 金 午後 3時 40分～

4時 30分 6 メイン
アリーナ 各10名 各3000円

Ｆ 幼児運動①②

平成26年4
月2日～29
年4月1日
生まれの子

1月13日～
3月 10日 水

①午後 3時 30分～
　4時 15分
②4時 45分～
　5時 30分

8 サブ
アリーナ 各30名 各4070円

Ｇ
幼児器械
運動
①②③

①年長児
②年中児
③年少児

1月 9日～
2月 27日 土

①午前9時～9時45分
② 10時～ 10時 45分
③ 11時～ 11時 45分

7 軽体操・
ダンス室 各13名 各4000円

■親子向け▶託児：きょうだいの一時保育あり（要予約）1回 990円
教室名 日時

（令和3年） 曜日 時間 回数 場所 対象、定員 参加費

Ｈ
親子よち
よち体操
①②

1月 18日
～ 3月 8日 月

①午前10時～ 10時
45分
②11時～ 11時45分

6 メイン
アリーナ

①１歳児と保護者② 2歳
児と保護者（ともに教室
初日時点）、14組

2440円

Ｉ 親子体操 2月 5日～
3月 19日 金 午前 10時 45分～

11時 45分 6 サブ
アリーナ

平成 28年 4月 2日～
30年 4月 1日生まれの
子と保護者、23組

2720円

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 ☎

15 日
（日）

○武蔵境病院 内科・小児科
（6歳以上） 境 1-18-6 51-0301

○松井クリニック 内科 吉祥寺東町 2-17-27 20-1001
◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

22 日
（日）

○小森病院 内科・小児科 関前 3-3-15 55-8311
○中田内科クリニック 内科 吉祥寺北町 2-1-14 28-4600
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

23 日
（月・祝）

○境橋クリニック 内科・小児科 関前 5-21-5 53-5984
○吉祥寺榊原クリニック 内科 吉祥寺南町 1-8-6 48-6311
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

29 日
（日）

○おおやクリニック 内科・小児科 境 2-8-3 51-3001
○かたおか医院 内科 西久保 3-2-22 50-5311
◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

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
15日（日）有田歯科医院 吉祥寺本町2-20-3 ☎ 20-2224
22 日（日）飯塚歯科医院 吉祥寺東町1-10-11 ☎ 21-4180
23 日（月・祝）池田歯科医院 中町1-23-8　グランヒルズ武蔵野101 ☎ 51-4675
29 日（日）伊藤歯科医院 緑町1-6-26 ☎ 55-4660

11/15（日）～30（月）

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

健康やわら体操

転倒予防など運動機能の維持を目
指す教室です。柔道の型を取り入
れた体操などを行います。
▶日時：Aコース…12月 26 日、
令和3年 1月 16日・30日、2月
13 日・27 日、Bコース…1月 9
日・23 日、2 月 6 日・20 日、3
月 6日、各コース土曜（全5 回）

午後 0 時 30 分～ 1 時 30 分・1
時 50 分～ 2時 50 分（時間指定
不可、各同内容）▶場所：総合体
育館柔道場▶対象：要介護認定を
受けていない 65歳以上の方、44
名（初参加者優先し超えた場合抽
選）▶講師：柔道整復師▶費用：
無料▶持ち物：筆記用具、飲み物
など▶申込・問：12 月 7 日まで
に電話または直接健康課へ。

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

　学んで実践！ウオーキング教室

ゆっくり、のびのび歩きます。
▶日時：12 月 24 日（木）午前
9時 45分～ 10時 30分▶場所：
陸上競技場▶対象：20 歳以上の
市民で 45分間屋外で歩く事が可

能な方（要支援・要介護認定を受
けていない方）、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：
メルマガ登録は dan@star7.jp へ
空メールを送信▶申込・問：12
月 10 日（消印有効）までにメル
マガ応募フォームまたは往復ハガ
キ（申込要領参照し、年齢も明記）
で健康づくり支援センターへ。
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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 11月 10日時点のものです。

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

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26日（木）午前10時～
10時30分▶場所：オンライン プ あ

●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
 ☎60-2015
　 ▶日時：11月27日（金）午前9時30
分～10時▶定員：1組 あ  

　　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）

●東保育園 ☎21-2495
　 園庭開放▶日時：月～金曜（平日の
み）午後1時～3時▶対象：未就学児
の親子
●北町保育園 ☎21-6681
　 見学会▶日時：12月４日（金）時間
は予約時に▶定員：3組
●精華第一保育園 ☎54-3854
　 離乳食講座▶日時：11月21日（土）
午前9時30分～10時30分▶対象：
妊婦・生後5カ月までの親子、3組
●吉祥寺保育園 ☎51-5206
　 お庭であそびましょう▶日時：月～
金曜（平日のみ）午後1時～3時30分
▶対象：未就学児の親子
●西久保保育園 ☎51-5307
　 離乳食講習会▶日時：11月26日
（木）午後3時～4時▶対象：8カ月～
1歳児の親子・プレママ
●千川保育園 ☎51-8478
　 園庭開放▶日時：月～金曜（平日の
み）午後1時～3時30分▶対象：未就
学児の親子
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
 ☎60-2015
　 保育園で遊ぼう▶日時：12月2日
（水）午前9時30分～10時▶対象：
未就園の0・1歳児、1組
●ひまわり保育園 ☎56-8732
　 親子で触れ合い遊び▶日時：11月
25日（水）午前10時～11時▶対象：
0～2歳児の親子、2組

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 ピヨピヨランド▶日時：12月12日
（土）午前10時～11時▶申込：11月
30日午前8時からHPで
●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会（冬）▶日時：12月9日
（水）午後1時30分▶対象：2歳以上
の親子▶申込：☎（12月3日から）
●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 クリスマス飾りとおもちゃ作り▶日
時：12月16日（水）午後1時30分▶対
象：未就園児の保護者、10名（子連
れ可）▶持ち物：上履き、水筒▶申
込：☎
●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：12月16
日（水）午後1時～2時▶対象：2・3
歳児の親子▶費用：1人100円（おや
つ教材費）▶申込：☎
●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：12月16日（水）午
後2時～3時▶対象：平成29年4月2
日～平成31年1月1日生まれの未就
園児▶申込：☎・HP

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

｢遊びのミニ学校｣ 親と子が一緒
に体験する手作り教室

①ミシン教室（1組 1作品）②ポ
リパン教室③チョークアート教室
（1人 1作品）。
▶日時：12 月① 12 日② 19 日
③ 26日（土）、午前10時～正午
▶場所：市民会館▶対象：市内在
住・在学の小学生と保護者、各1
名で1組（参加者以外の入室不可）。
各15組（超えた場合抽選）▶講師：
①生田麻子②ポリパンスマイル協
会③斎藤映子▶費用：各1000円、
材料費は実費▶持ち物：筆記用具
ほか▶申込・問：11月 30日（必
着）までにハガキ（申込要領参照
し、子の氏名［ふりが
な］・学校名・学年も明
記）または返信用ハガ
キを持って直接市民会

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

●手作りファースト・トイ
　 ▶日時：11月25日（水）午前10時30
分～11時30分※正午までひろば利
用可▶対象：妊娠6カ月～生後12カ
月の親子、5組▶申込：11月24日
午後4時までに☎

● 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（当日の受
付不可）▶対象：市民（1家族1点）▶
申込：11月19日～27日午前10時～
午後4時に☎

みんなのとことこ
（とことこおやこひろば）

関前4-17-10  ☎27-7195
休館：土・日曜、祝日

●オンライン妊婦さん向け助産師講座
　～女性のココロとからだの不思議～
　 ▶日時：12月7日（月）午前10時10
分～正午▶対象：妊婦と家族、10
人程度▶内容：講座と個別相談▶講
師：大田静香（武蔵野市助産師会）▶
申込：同施設HP

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
＊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

館☎51-9144へ。市HPから電子
申請可。

世界連邦運動協会「ポスター・
作文コンクール」応募作品展
市内小・中学生の今年度の応募作
品を展示。
▶日時：11月 22日（日）・23日
（月・祝）午前10時～午後５時▶
場所：武蔵野プレイスギャラリー
▶問：市民活動推進課☎60-1829

むさしの自然観察園

▶場所：同園（吉祥寺北町 3-12）
▶対象：小学 3 年生以上（大人
も可）、8 名（申込順）▶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）
●貝がらにレジンで描く海アート
紫外線ライトで固まる樹脂（ＵＶ
レジン）で透明感のある海アート
を描きます。
▶日時：11 月 29 日（日）午前
10時～正午
●クリスマスにぴったり！木の実
でリース作り
どんぐり、松ぼっくりなどの木の
実を飾ってオリジナルのリース作
り。
▶日時：12 月 5日（土）午前 10
時 30分～正午

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：12 月 14 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 16 日～ 25
日に電子申請で健康課
☎ 51-0700へ。

もうすぐパパ・ママのためのこう
のとり学級（土曜日クラス）
もく浴実習、赤ちゃんの抱っこ、
母子保健サービスのご案内。
▶日時：12月 19日（土）午前9
時 20分～ 10時 15分、10時 55
分～11時50分（受付10分前から。
各回同内容）▶場所：保健セン

ター▶対象：初妊婦（受講時に妊
娠16～ 31週の方）とパートナー、
20組（出産予定日の近い方優先）
▶費用：無料▶申込・
問：11 月 30 日 ～ 12
月 9日に電子申請で健
康課☎ 51-0700へ。

1歳ごはん教室

1 歳ごろの食事・歯の手入れ・子
どもとの関わり方の話。試食やグ
ループトークはありません。
▶日時：12 月 15 日（火）午前
10時15分～11時20分▶場所：
保健センター▶対象：令和元年
10月～ 12月生まれの子と親（第
1子のみ）、12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 8日までに電
子申請で健康課☎ 51-
0700へ。

保育園

▶申込：11月16日から各保育園（平
日午前10時～午後4時）へ。定員の
ある園もあります。

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：室内の事業
は上履き・外袋（親子とも）▶申込・
問：各園へ
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、7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。

吉
東

26日（木）
■コミュニティのつどい「市非核都市宣言平和事業実行委員会」
今年度の活動について▶日時：午後7時▶定員：25名▶そのほ
か：小餅友子（語り）

21日（土）～
26日（木）

■ミニミニ空襲写真パネル展開催

吉
西 12月1日（火） ■折り紙教室「干支－丑」▶日時：午前10時▶定員：12名▶講

師：今井聡子▶費用：500円▶申込：当日までに窓口へ
け
や
き

28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 12月6日（日）

■和服のリメイクでスヌードづくり▶日時：午前10時～午後0時
30分▶対象：市内在住の成人、12名▶持ち物：裁縫道具（縫い針・
まち針・はさみ）貸し出しあり▶そのほか：生地持ち込み要相談

八
幡
町

21日（土） ■はちこみ映画会「八甲田山」▶日時：①午前9時30分②午後1時
30分▶定員：各回15名▶申込

関
前 25日（水）～

■パソコン教室▶日時：毎月第2・4水曜、午前9時30分▶場所：
関前コミセン分館▶内容：個別指導▶費用：300円▶定員：5名
▶そのほか：パソコン持参可

西
部 29日（日）

■作って飾ろう！北欧フィンランドの伝統工芸品ヒンメリ▶日
時：①午前10時②午後２時▶定員：各回8名（小学５年生以上）
▶持ち物：はさみ▶申込

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 令和3年5月（予定）まで休館
関前分館（関前3-16-6） ☎51-0206
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

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
▶問：各コミセン

　桜堤コミセンは、向かいに緑いっぱ
いの小金井公園があり、可愛らしい遊
具がある上水北公園に隣接していま
す。
　今春エレベーター工事が終わり、館
内も明るくリニューアルし、ロビーに
は小さなお子さんたちも遊べるカラフ

人も風景も多彩な憩いの場に

桜堤コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

ルなキッズスペースも作られました。
また靴を脱がずに利用できる洋室は、
バリアフリーになり大変好評です。
　先日開催された利用者懇談会でも、
出席の皆さんから「明るくとても使い
やすくなり良かった」との感想をたく
さんいただきました。
　新型コロナウイルス感染防止対策の
ため、いまだ利用規制がありますが、こ
れからも老若男女たくさんの皆さんの
利用を心待ちにしています。
　新しくなった桜堤コミセンに、ご期
待ください。

コミュニティセンターの利用条件などを一部変更しています。
詳細は各コミセンにお問い合わせください。
◎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、引き続き感染防止にご協力ください。ご協力いただけない
方は、利用をお断りする場合があります。なお利用条件については、新型コロナウイ
ルス感染症の状況により変更する可能性があります。

①黒田鈴尊（尺八）＆ LEO（箏）
▶日時：11月 23日（月・祝）午
後2時開演▶場所：市民文化会館
小ホール▶費用：全席指定 3500
円、◯友 3000円、◯25 1000円
②吉祥寺ダンス LAB. vol.3
「PAP PA-LA PARK」
▶日時：12 月 4 日（金）～ 6日
（日）▶場所：吉祥寺シアター▶
費用：市民・◯友 2500 円、小学生
以下 500 円（3 歳未満無料）ほ
か▶振付・演出・出演：かえるＰ
▶そのほか：詳細は吉祥寺シア
ターHP参照
③ to R mansion
ファミリー向け公演 2本立て

LEO おとぎばなしで楽し
む！日本の伝統音楽

＊小学生以上に限る（②・③「チャイルドシアター」のみ小学生未満可）。
＊予約チケットの取り消し・変更はできません。
＊ 午前 10 時から発売。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/
■上記公演のチケットは①②③発売中④ 11月 16日（月）受付開始

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

▶日時：12 月 11日（金）～ 13
日（日）▶場所：吉祥寺シアター
▶費用：「マジカルミステリーツ
アー」一般2500円、高校生以下
500円。「チャイルドシアター」一
般2500円、高校生以下500円▶
演出：上ノ空はなび▶そのほか：
詳細は吉祥寺シアターHP参照
④おとぎばなしで楽しむ！
日本の伝統音楽
▶日時：12 月 5 日（土）午後 2
時開演▶場所：芸能劇場▶費用：
無料（全席指定・要予約）▶対象：
小・中学生、保護者（大人のみの
入場不可）

文化事業団
（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）

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇

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

＊ 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、施設の利用方法や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12月・

2022年1月
12月1日（火） 市民文化会館

展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2021年6月

芸能劇場 小劇場、小ホール 2021年7月・
8月 市報12月15日号でお知らせ

公会堂 ホール、会議室、和室

2021年6月

12月2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 12月5日（土） スイングホール

松露庵 茶室 12月10日（木）市民文化会館

吉祥寺美術館 音楽室 12月１日（火） 吉祥寺美術館

市民スペース 会議室 2021年7月・
8月 市報12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4月・
5月 12月1日（火）

吉祥寺シアター

5日未満使用 2021年12月・
2022年1月

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2021年6月
けいこ場 12月1日（火）

舞台芸術以外で使用
劇場

2021年3月
けいこ場 12月1日（火）

＊ 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。

　 井の頭池遺跡群資料の炭素14
年代測定結果報告

旧石器時代から縄文時代の井の頭
池遺跡群出土資料の放射性炭素年
代測定結果を展示します。
▶日時：11 月 29 日（日）～令
和 3 年 2 月 4 日（木）▶場所：
ふるさと歴史館第一展示室▶費
用：無料
●関連事業「ギャラリートーク」
同特集展示の解説を行います。解
説者：小林謙一（中央大学教授）
▶日時：12 月 6 日（日）午後 1

時 30 分▶定員：8 名程度（申込
順）▶費用：無料▶申込・問：
11 月 15日～ 12月 5日にふるさ
と歴史館☎ 53-1811へ。

　 ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第2回）
武蔵野にまつわる昔話の紙芝居
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：11 月 22 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▶講師：むさしの紙芝居
一座▶費用：無料▶問：ふるさと
歴史館☎ 53-1811



MUSASHINO CITY8 No.2157令和2年11月15日号

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～

第二次世界大戦中、現在の都立武蔵野中央公園周辺には、航空機エンジン工場である中島飛
行機武蔵製作所があり、ゼロ戦などのエンジンが作られていました。この工場を標的として、
武蔵野市は米軍のB29 爆撃機によって昭和 19年 11月 24 日から計９回もの空襲があり、工
場の従業員をはじめ、周辺住民など多くの方が犠牲となりました。このような歴史から、市
では最初に攻撃を受けた 11月 24日を「武蔵野市平和の日」として制定しました。

市では、戦争体験を後世に伝えていくため、戦争体験記録集
や平和啓発ビデオを作成しています。戦争体験の聞き取りや
戦争体験記・戦時中の資料のご提供にご協力ください。お聞
かせいただいた体験の記録は今後続編として発行する予定で
す。職員が直接ご自宅などに伺ってお聞きすることもできま
すので、詳しくは市民活動推進課へお問い合わせください。

戦争体験をお聞かせください

貴重な戦争体験を継承していくため、戦争体験
や武蔵野の空襲などについてまとめた記録集と
平和・憲法手帳を、市民活動推進課と各市政セ
ンターで無料配布しています。

戦争体験記録集（Ⅰ～Ⅲ）および
平和・憲法手帳を配布しています

日時　11月 30日（月）まで
場所　市役所正面玄関ショーウインドー
協力　延命寺

市民から寄せられた
　　　　戦争関連資料の展示日時　11月 23日（月・祝）午後１時 30分～３時 30分

場所　公会堂
講師　 吉田裕氏（東京大空襲・戦災資料センター館長）
定員　80名
託児　５名（６カ月～未就学児）
申込　市民活動推進課☎ 60-1829
備考　 手話通訳あり。講演の様子を後日動画で公開。
　　　 当日は検温およびマスクの着用をお願いします。
　　　 また、当日、発熱・咳などの風邪症状がある場合は参加をご遠

慮ください。

講演会

パネル展
日時　11月 30日（月）まで
　　　 ※最終日は午後３時まで
　　　　閉庁日を除く
場所　市役所ロビー
協力　 武蔵野の空襲と戦争遺跡を

記録する会

黙とう
日時　11 月 24日（火）正午

戦禍により犠牲になられた方々を追悼する
ため、黙とうのご協力をお願いします。

● 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

小・中学生による街の美化運動

▶日時：11 月 29 日（日）午前
９時～ 10 時▶場所：千川小学区
の道路・公園▶対象：乳幼児～小・
中・高生▶主催：青少年問題協議
会各地区委員会▶そのほか：詳細
は各学校配布のチラシ参照▶問：
児童青少年課☎ 60-1853

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
映画「子どもたちをよろしく」＆お
話「武蔵野の若者たちは今」

11月28日（土）午後1時45分／公
会堂ホール

1000円
西村
☎46-7614

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：1/1 号…11 月 30日、1/15 号…12 月 9日

掲
載
希
望
の
方
へ

　戦争の悲惨さや平和の尊さを後世に伝えていくため、市民の皆さんと共
にさまざまな平和イベントを実施し、平和へのメッセージを発信していき
ます▶問：市民活動推進課☎ 60-1829

危険・有害ごみの分別を
お願いします

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
写遊どんぐり／地元在住者の写真
クラブ／ジャンル自由／年4回撮
影会／講師指導有／初心者歓迎

8月を除く偶数月の第2火曜／午後
1時30分～4時30分／西久保コミ
セン

半期8000円
伊藤
☎54-1787

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

季刊むさしの秋・冬合併号（11 月 30 日発行予定）でも平
和事業について特集します。ぜひご覧ください。

武蔵野市
平和の日とは


