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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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（各施設の開館時間含む）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。

　 東京 2020オリンピック・パラ
リンピック聖火リレートーチ展示
都内を巡回展示して
いる東京 2020 大会
の聖火リレートーチ
が市内にやってきま
す。
▶日時：４月８日
（木）・９日（金）午前 8時 30 分
～午後 5時 15 分▶場所：市役所
ロビー▶そのほか：オリンピッ
ク・パラリンピック聖火トーチ各
１本。トーチに触れることは不可、
写真撮影可▶問：企画調整課オリ
ンピック・パラリンピック担当☎
60-1970

　女子サッカー岩渕真奈選手の
　フォトモザイク笑顔画の公開
岩渕選手からの動画メッセージへ
の返答として、募集したスマイル
フォトを組み合わせて作成。
▶日時：4 月 8日（木）・9（金）・
20 日（火）～ 23（金）午前 8
時 30分～午後 5時 15分▶場所：
市役所ロビー▶そのほか：市HP
に掲載▶問：企画調整課オリンピ
ック・パラリンピック担当☎ 60-
1970

教室名 日程 曜日 時間 回数 場所 対象 定員 参加費

幼児サッカー①
5 月 7 日 ～
6月 25日 金

午後 3時 40分
～ 4時 30分

8

サブアリーナ
年中

20名

4000円
幼児サッカー② 午後 4時 50分

～ 5時 40分 年長

幼児運動①
5月 12 日～
6月 30日 水

午後3時30分
～4時15分 サブアリー

ナまたは陸
上競技場

年少～
年長　

30名
幼児運動② 午後 4時 45分

～ 5時 30分
年少～
年長　

幼児水泳① 5月 12 日～
7月 7日
（6 月 16 日
除く）

水

午後 2時 30分
～ 3時 20分

温水プール

年少～
年長　

5名 6400円
幼児水泳② 午後 3時 40分

～ 4時 30分
年少～
年長　

●総合体育館・幼児向け
　スポーツ教室
▶対象：平成 27 年 4 月 2 日～
30年4月1日生まれの子▶申込：
4 月 14 日（必着）までに同館HP

・ハガキ・ファクス（申込要領参
照し、性別、年齢、生年月日、在
園者は園名も明記）または所定の
申込用紙で総合体育館へ。（重複
申込不可）

▶申込・問：各記事参照し総合体育館☎56-
2200、FAX51-5493（要受信確認）へ。
https：//www.musashino.or.jp/から申込可
＊所定の申込用紙は同館で配布

総合体育館
からのお知らせ

●ピラティス
▶日時：５月７日（金）～６月
25 日（金）（全８回）午前９時
15分～ 10時 15 分▶場所：同館
サブアリーナ▶対象：15 歳以上
（中学生・妊婦不可）、40 名（超
えた場合抽選）▶費用：4800 円
▶託児：1 歳以上の未就学児（別
料金）▶申込：４月 14日（必着）
までに同館HP・ハガキ・ファク
ス（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
用紙で総合体育館へ。
●運動会対策　かけっこ教室①②
▶日時：5 月 5日（水・祝）①午
前 9時 15 分～ 10 時 45 分② 11
時15分～午後0時45分▶場所：
陸上競技場（雨天時は同館メイン
アリーナ）▶対象：小学生、各
30名（超えた場合抽選）▶費用：
1000 円▶申込：4 月 14 日（必着）
までに同館HP・ハガキ・ファク
ス（申込要領参照し、性別、年齢、
生年月日、在学者は学校名も明記）
または所定の申込用紙で総合体育
館へ。（①②の重複申込不可）。
●産後ヨーガ
▶日時：５月 11 日（火）～７月
６日（火）（全８回）午前 10 時
～ 11 時▶場所：同館柔道場▶対
象：教室初日の時点で３カ月～１

歳未満の乳児と母親（妊婦不可）、
7組（超えた場合抽選）▶費用：
6400 円▶託児：参加児以外の１
歳以上の未就学児（別料金）▶申
込：4 月 14 日（必着）までに同館
HP・ハガキ・ファクス（申込要
領参照し、親の性別、年齢、生年月
日、在勤者は勤務先も明記）または
所定の申込用紙で総合体育館へ。
●子育て支援スポーツ教室
　「シェイプウォーキング」
▶日時：５月 12 日～７月７日の
水曜、午前 10時～ 11時 30分（6
月 30 日を除く全 8回）▶場所：
西部コミセン▶対象：市内在住・
在勤で２歳～未就学児の母親（妊
婦不可）、30名（超えた場合抽選）
▶費用：100 円▶託児：２歳以
上の未就学児、６名▶申込：4 月
14 日（必着）までに同館HP・ハガ
キ・ファクス（申込要領参照し、
性別、年齢、生年月日、在勤者は勤
務先、託児希望は子の氏名・生年
月日・月齢・性別も明記）または
所定の申込用紙で総合体育館へ。
●親子体操
▶日時：５月７日（金）～６月
25 日（金）（全 8回）午前 10 時
45 分～ 11時 45 分▶場所：同館
サブアリーナ▶対象：平成 29 年
４月２日～ 31年４月１日生まれ
の子と保護者、23 組（超えた場合

抽選）▶費用：4000 円▶託児：
参加児以外の１歳以上の未就学
児（別料金）▶申込：４月 14 日
（必着）までに、同館HP・ハガキ・
ファクス（申込要領参照し、子の性
別・年齢［生年月日］、在園者は
園名も明記）または所定の申込用
紙で総合体育館へ。
●総合体育館市民カードの
　切り替えについて
①３月で中学校を卒業した方はこ
ども用カードから大人用カードへ
の切り替えが必要です②満 65歳
以上の方は使用料が 100 円にな
るゴールドカードを発行します。
▶持ち物：①住所が確認できる証
明書（住民票、保険証など）②年
齢と住所が確認できる証明書（同

上）▶そのほか：高校生以上で、
こども用カードをお持ちの方、市
外に転出する方、すでに転出され
た方は速やかにカードを同館へご
返却ください。また、３年間の有
効期限が切れている市民カードも
証明書を持参し更新手続きをして
ください。
●武蔵野中央公園スポーツ広場
　使用中止日のご案内（5月）
以下の日程は大会使用予定のた
め、受付できません。
▶日時：8 日（土）・16日（日）・
22日（土）・23日（日）・29日（土）
…午前 9 時～午後 6 時、14日・
21日（金）…午前 9時～午後 5時、
15日（土）…午後1時～6時

競技名 日時 会場 対象／参加費／申込

① 陸上競技 4月25日（日）
午前 9時 陸上競技場 小学 5年生以上／ 50円／中学校単位での

申込は市陸上競技協会HP参照

② 空手道 6月13日（日）
午前 9時

総合体育館
サブアリーナ

幼児以上／100円／団体での申込はEメー
ル（申込要領参照）で市空手道連盟 info@
musashino-karate.org へ

③

テ
ニ
ス
・
シ
ン
グ
ル
ス

男女 B 5月16日（日）
午前 9時

庭球場
16歳以上／ 11円（1日）／予備日 6月
6日・27日（日）／ハガキ申込可（消印
有効）

男女B
勝ち残り

5月23日（日）
午前 9時

男女A
5月30日（日）
午前 9時ベテラン男子

（60歳以上）

　市民体育大会

▶対象：市内在住・在勤・在学
の方▶申込・問：① 4 月 5 日

～ 9 日② 4 月 1 日～ 20 日③ 4
月 3 日～ 17 日に直接体育協会
☎ 55-4119へ。詳細は https://
musashino-taikyo.jp/ 参照。

　4月の市民スポーツデー

市立小学校の校庭・体育館を一般
開放。
▶日時：4 月 18 日（日）午後 1
時 30 分～ 4 時 30 分▶場所：市
内各小学校▶対象：幼児～大人
（体育館は人数制限あり）▶費用：
無料▶持ち物：水筒、タオル、遊
ぶ用具、上履き▶そのほか：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。
用具の貸し出し、遊具の使用中止
▶申込：不要▶問：生涯学習スポ
ーツ課☎ 60-1903

野外活動センター

▶問：野外活動センター☎ 54-
4540、FAX51-9810（要受信確認）、
https://www.musashino.or.jp/
＊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

●豊かな自然を満喫～長野県川上
村の市立自然の村へ行こう～
▶場所：長野県南佐久郡川上村
大字川端下 547-1▶対象：市内
在住・在勤・在学の方、4市協定
を結ぶ近隣市に在住の方、市が認

めた方・団体（申請者が未成年の
場合は親権者同意書が必要）▶
費用：宿泊料…中央棟大人 1000
円、子ども 400 円、キャビン棟
大人 200 円、子ども 100 円、食
事代別途（現地払い）▶申込：利
用日の 2カ月～ 2日前に直接野
外活動センターへ。
●山に出かけよう～登山講習会～
▶日時：5 月 16日（日）午前 10
時～午後 5 時、5 月 30 日（日）
午前 9 時～午後 4 時（全 2 回）
▶場所：総合体育館、東京近郊の
山（現地集合・解散）▶対象：市
内在住・在勤・在学の中学生以上
の方、20 名、最少催行 10 名▶費
用：1300 円（交通費実費）▶持
ち物：昼食▶申込・問：4 月 14

日（必着）までにハガキ・ファク
ス（申込要領参照し、生年月日も明
記）または直接野外活動センター
へ。同センターHPから申込可。
●アウトドアカレッジ
～キャンプ技術～
▶日時：5 月 22 日（土）午前 9
時～午後 5時▶場所：総合体育
館▶対象：18 歳以上の方（高校
生不可）またはサポートスタッフ
登録者、20 名（登録者優先し超
えた場合抽選）、最少催行 6名▶
費用：3100円（登録者 1600円）
▶申込：4 月 14 日（必着）まで
にハガキ・ファクス（申込要領参
照し、生年月日も明記）または直
接野外活動センターへ。同セン
ターHPから申込可。
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緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き、手洗い・消毒・３密の回避など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

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

●花ちゃんとママのはなし
　よく泣く赤ちゃんを授かりました
　 ▶日時：4月23日（金）午前10時30
分～11時▶対象：0～3歳児と親▶
そのほか：斎藤菜穂（語り手）▶申
込：不要

●0歳ひろば
　 ▶日時：第1・3月曜午前10時30分、
第2・4月曜午後2時30分(30分間)▶
対象：0歳と親、各5組▶申込：要
（電話または直接）
●1歳ひろば「親子でふれあい遊び」
　 ▶日時：4月14日（水）午前10時、
10時45分（30分間）▶対象：1歳と
親、各5組▶申込：要（電話または
直接）

● 2歳3歳ひろば「お花の種をまこう」
　 ▶日時：4月21日（水）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）
● 開館20周年記念写真展
　 ▶日時：5月9日（日）から▶対象：0
～3歳児と家族、写真を応募した方
▶内容：0123はらっぱでの子ども
たちや家族の写真の展示会▶そのほ
か：展示写真を募集中

 0123施設からのお知らせ 
● 0123施設 オンライン
　～ようこそ子育てひろばへ～
　 ▶日時：4月21日（水）午後2時30分
～3時▶対象：妊娠中の方、0～3歳
児の親、10名▶内容：市内にある
子育てひろばの紹介▶申込：要（同
施設HPから）

　 令和３年度就学援助費の申請受
付を開始します

給食費・学用品費など保護者が負
担する費用について助成します。
所得など要件あり。
▶日時：５月 31 日（月）までの
申請で、４月分から受給可▶対
象：国公立小・中学校に在学する
児童・生徒のいる市内在住の保護
者▶そのほか：詳細は案内（申請
書に添付）参照▶申込 · 問：申請
書（市立小・中学校在学者は学校
で配布、市HPから印刷可）を直
接または郵送で〒 180-8777 教
育支援課☎ 60-1900へ。

　私立幼稚園などの保護者補助金

入園料補助金：5万円（令和 3年
4月 1日以降入園の方、1人 1回）
保護者補助金：月額 5800 円～ 1
万 200 円（令和 2・3 年度の市
民税所得割額による）
▶対象：4 月１日以降、市内に住
民登録のある園児（平成 27 年 4
月 2 日～ 30 年 4 月 1 日生）を
私立幼稚園、幼稚園類似施設（基
準あり）、認定こども園（基準あ

り）に通園させ、入園料・保育料
を納めている保護者（園児と同一
世帯）。令和 3年度中に満 3歳に
達して途中入園した場合も対象▶
そのほか：転入などで提出が締切
日を過ぎた場合、原則申請書提出
月からの補助となります。詳細は
在籍施設で配付する「お知らせ（申
請書付き）」参照▶申込 · 問：各
園設定期限までに各園へ提出。ま
たは 4 月 30 日（必着）までに
申請書を郵送または直接〒 180-
8777 子ども育成課☎ 60-1854
へ（市政センターでの受付不可）。

　 乳・子医療証記載の条例名が
　変わります
４月１日より「武蔵野市乳幼児及
び義務教育就学児の医療費の助成
に関する条例」が改正され、条例
名が「武蔵野市子どもの医療費の
助成に関する条例」に変わります。
４月１日以降に交付する各医療証
には新条例名が記載されますが、
お手持ちの医療証に旧条例名が記
載されていても、有効期間内であ
れば引き継き使用可能です▶問：
子ども子育て支援課☎ 60-1852

　 ひとり親家庭等住宅費助成の
　新規申請
▶助成：上限月額１万円▶対象：

●０歳ひろば
　 ▶日時：4月14日（水)・27日（火）午
前10時30分～11時▶対象：0歳と
親、各8組▶申込：要（電話または
直接）

●１歳ひろば
　「いろいろなおもちゃで遊ぼう」
　 ▶日時：4月22日（木）午前10時、
10時40分（30分間）▶対象：1歳と
親、各8組▶申込：要（電話または
直接）

●２歳３歳ひろば
　「感触遊び～カラフル寒天・春雨」
　 ▶日時：4月28日（水）午前10時～
10時30分▶対象：２・３歳児と親、8
組▶そのほか：汚れてもいい服装▶
申込：要（電話または直接）

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

0123はらっぱ
八幡町1-3-24
  ☎ 56-3210

休館：金・土曜、祝日　　　　

0123吉祥寺
吉祥寺東町2-29-12　　　

  ☎20-3210
休館：日・月曜、祝日　　　　

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：４月５
日から同館へ▶問：同館☎53-2206
（月～土曜午前 9時 30 分～午後 4時
30 分）

● ローズカフェ＠桜堤児童館
　 ▶日時：4月15日（木）午前10時30分
～11時15分▶対象：子育て中の保護
者と子ども、15組▶内容：親子ヨガ
▶講師：木崎千春▶申込：要
●令和3年度地域クラブ員募集
　 ▶日時：月1・2回程度▶対象：市内
在住の成人▶内容：①ヨガサークル
②はなまるフレンズ（手工芸など）▶
費用：年会費あり▶そのほか：詳細
は同館HP、じどうかんだより参照▶
申込：要（4月19日・20日に直接）
●リフレッシュタイム（ピラティス）
　 ▶日時：４月20日（火）午前10時30
分～11時30分▶対象：子育て中の
保護者（子連れ可）、20名▶講師：
三井直美▶申込：要
●ちびっこランドニャン３シー
　 ▶日時：4月23日（金）午前10時30
分～11時30分▶対象：2～4歳と保
護者、20組▶内容：リトミック▶
講師：荻原めぐみ▶申込：要
●さくらんぼぐみ募集 火・木曜コース
　 ▶日時：5月中旬から（年18回）▶対
象：平成30年4月2日～31年4月１
日生と保護者▶内容：簡単な工作や
体を使った遊びなど▶そのほか：詳
細は同館HP、じどうかんだより参照
▶申込：要
●卓球教室
　 ▶日時：4月7日（水）午後3時、3時
30分▶対象：小・中学生、各回8名▶
講師：佐藤照雄、徳田美栄子（スポー
ツ指導員）▶申込：不要

　　4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。5月の
日程など詳細は市HP参照▶申込・問：
子ども家庭支援センター☎60-1239

●吉祥寺東▶26日（月）▶6組
●本宿▶5日・19日（月）▶8組
●吉祥寺南町▶2日・16日（金）▶8組
●御殿山▶13日（火）▶9組
●本町▶21日（水）▶5組
●吉祥寺西▶27日（火）★▶14組
●吉祥寺北▶10日（土）・23日（金）▶10組
●けやき▶1日（木）▶4組
● 中町集会所▶9日（金）・26日（月）▶8組
●西久保▶5日・26日（月）▶7組
●緑町▶22日（木）▶6組
● 八幡町▶3日（土）・21日（水）▶6組
●西部▶13日・27日（火）▶18組
●市民会館▶11日（日）▶15組
●スイングホール▶2日（金）▶18組
●桜堤▶14日（水）▶8組

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 3 年 4 月 2 日以降
に 4歳になった子も対象▶内容：
詳細は各施設HP参照▶託児：な
し▶申込：4 月 1日午前 9時から
各施設へ

市内に６カ月以上居住し、20 歳
未満の子どもを養育しているひ
とり親家庭等の父・母・養育者
で、民間の住宅を借りて家賃を支
払っている方（所得制限あり）▶
持ち物：賃貸借契約書、ひとり親
家庭等を証明する書類（児童扶養
手当証書など）、本人名義の普通
預金通帳、本人確認書類など（ほ
かにも追加の書類が必要な場合あ
り）▶申込 · 問：直接子ども子育
て支援課☎ 60-1963へ（市政セ
ンターでの申請不可）。
◎所得制限限度額
扶養親族
などの数

ひとり親家庭等
の父・母・養育者

扶養義務者・孤
児などの養育者

0人 192万円 236万円

1人 230万円 274万円

2人 268万円 312万円

以降1人
増すごとに 38万円加算 38万円加算

　外国人の子ども学習支援

外国人（がいこくじん）の子（こ）
どもの勉強（べんきょう）や宿題
（しゅくだい）を助（たす）けます。
MIAでします。公立（こうりつ）
の小学校（しょうがっこう）と中
学校（ちゅうがっこう）で勉強し
ている外国人の子ども 10 人（に
ん）が参加（さんか）できます
（帰国子女は応相談）。日時（にち
じ）：４月 14日～７月 21日の毎
週水曜日（まいしゅうすいようび）
の午後（ごご）３時～４時 30 分
（５月５日はやすみ）。お金（かね）
はいりません※やさしい日本語を
使っています▶申込・問：参加（さ
んか）する２日前（まえ）まで
にMIA（国際交流協会）☎ 36-
4511に来（く）るか、電話（で
んわ）をしてください。

●ゆう・遊・グーの日
　 ▶日時：4月22日（木）午前10時30
分～11時30分▶対象：乳幼児と保
護者▶内容：こいのぼりを作ろう▶
申込：不要

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：子ども子育て
支援課☎ 60-1239
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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（各施設の開館時間含む）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。

　 おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）
予防接種の費用を一部助成します
▶対象：平成 27年 4月 2日以降
に生まれた 1 歳以上（既に 2 回
以上接種した方、過去におたふく
かぜに罹患した子どもは対象外）
▶費用：自己負担 2500 円（費用
のうち一部助成。生活保護受給者
は全額免除）▶申込：市指定医療
機関（要予約）へ▶問：健康課☎
51-0700

　 麻しん風しん予防接種を受けま
しょう

麻しんは春から夏にかけて流行す
るので、予防のため 4 ～ 6 月ご
ろまでに接種することを推奨。
▶対象：第 1期…1歳以上 2歳未
満、第2期…小学校就学前の1年
間（平成 27 年 4月 2日～28 年
4月1日生）▶そのほか：3月末に
第2期対象者に予診票を送付しまし
た（届いていない方は要連絡）。第
2期対象者が公費で接種できるのは
令和 4 年 3月31 日までです。第
1期対象者には、お子さんが11カ
月になる月末に予診票を送付します
▶問：健康課☎51-0700

　むし歯予防教室

むし歯予防の話、歯みがきのポイ
ントの話、栄養の話、歯科健診（1
回目）を行います。
▶日時：5 月 10 日（月）午前 9
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
保健センター▶対象：1 歳 6カ月
児健康診査（保育相談・歯科健診）
受診後から 2歳 6 カ月までの子
と親、8組（申込順）▶費用：無
料▶持ち物：母子健康手帳・歯ブ
ラシなど▶そのほか：既に同教室
を受けた子は、定期的な歯科健診
を電話で予約可▶申
込・ 問：4 月 27 日
までに電子申請で健
康課☎ 51-0700へ。

　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。試食はありませんが、サン
プルで硬さなどを体験できます。
▶日時：5 月 14 日（金）グルー
プＡ…午前 9時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…11 時～ 11 時
45 分▶場所：保健センター▶対
象：令和 2年 11月～ 3年 1月生

の子と親（第 1子優先）、32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：
5 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

双子・三つ子などの多胎育児をし
ている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」も開催。詳細は市HP参照。
▶日時：4 月 15 日（木）午前 10
時～ 11 時 30 分▶場所：市役所
和室▶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：子ど
も家庭支援センター☎ 60-1239

　｢親と子の教室｣ 参加者募集

子どもは保育室で保育士と集団生
活を体験し、大人は講座「スクラッ
プブッキング」を学びます。
▶日時：5 月 11 日～ 6 月 15 日
毎週火曜（全 6回）午前 9時 30
分～ 11 時 30 分▶場所：市民会
館▶対象：市内在住で開催初日に
2～ 3歳の未就園児と保護者（全
回出席できる方）、12組（初参加
者優先し超えた場合抽選）、対象
児以外の子連れ不可▶講師：大坪
幸代（ISA国際スクラップブッキ
ング協会１級エグゼクティブイン
ストラクター）▶費用：2000 円
（材料費）▶持ち物：筆記用具▶
申込 · 問：4 月 20 日（必着）ま
でに往復ハガキ（申込要領参照し、
子の氏名［ふりがな］・生年月日
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
申込可。

　プレーパーク～公園で遊ぼう～

子どもが自由に遊べて自由に過ご
せるプレーパークを開催します。
▶日時：① 4 月 5 日～ 6 月 28
日の毎週月曜、午前 11 時～午後
5時② 4月 7日～ 6月 30 日の毎
週水曜、正午～午後 6 時。雨天

実施▶場所：①大野田公園（吉祥
寺北町 4-11）②松籟公園（吉祥
寺東町 4-3）▶対象：乳幼児～小・
中・高生▶そのほか：駐車場なし。
新型コロナウイルス感染症対策の
詳細は同団体HP参照▶問：プレー
パークむさしの☎ 26-9317（月・
火・第 1木曜を除く午前 10時～
午後 5 時）、大野田公園☎ 080-
2291-5675（開催日のみ）、松
籟公園☎ 080-7706-0105（開
催日のみ）、児童青少年課☎ 60-
1853

　 農業ふれあい公園
　キッズ野菜栽培体験教室

野菜の栽培・収穫体験。
▶日時：4 月 25 日（日）、5月 1
日（土）・16 日・30 日、6 月 6
日・27日、7月 4日・18日（日）
午前 10 時～正午▶場所：同公園
（関前 5-19）▶対象：市内在住・
在学の小学 3～ 6 年生で全回参
加できる子、12 名（超えた場合
抽選）▶費用：5000 円（教材費、
保険代など）▶持ち物：軍手、タ
オルなど▶申込：4 月 8日までに

Eメール（申込要領参照し、性別、
年齢、学校名・学年、子ども・保
護者氏名［ふりがな］、全員の年
齢も明記）で武蔵野農業ふれあい
村kids@agrifureai.comへ。2 日
以内に受信した旨を返信（返信が
ない場合は電話で問い合わせ。結
果は4月15日までにメールで連絡）
▶問：武蔵野農業ふれあい村☎
080-4152-9669（平日）、☎ 080-
4152-9681（土・日曜）、緑のま
ち推進課☎ 60-1863

　小さなおともだち集まれ
　「親と子の広場」

リトミックで親子のスキンシップ
を深めましょう。
▶日時：5 月 12 日～ 6月 2日の
毎週水曜（全 4 回）午前 10 時
～ 11 時 30 分▶場所：市民会館
▶対象：市内在住で 5月 12 日現
在 1 歳 6 カ月～ 2 歳 6 カ月児と
親（全回参加）、16組（初参加者
優先し超えた場合抽選）、対象児
以外の子連れ不可▶講師：安藤朋
子（ダルクローズ・リトミック国
際免許サーティフィケイト取得）
▶費用：無料▶持ち物：動きやす
い服装▶申込 · 問：4 月 20 日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領
参照し、子の氏名［ふりがな］・
生年月日も明記）ま
たは返信用ハガキを
持って直接市民会館
☎ 51-9144 へ。 市
HPから申込可。

　シネマプレイス
　～日曜の午後の映画会～
「妻の愛、娘
の時」（2017
年、 中 国・
台湾、121分、
カラー、 中
国語）。
▶日時：４
月18日（日）
午後２時（開
場 1 時 30
分）▶場所：
武蔵野プレイスフォーラム▶対
象：市内在住・在学・在勤の中学
生以上、30名（申込順）▶費用：
無料▶そのほか：シルヴィア・
チャン（監督）、シルヴィア・チャ
ン、ティエン・チュアンチュアン
ほか（出演）。当日は座布団・クッ
ションなど持参可。自転車は駐輪
場混雑のため時間に余裕をもって
ご来館ください▶申込・問：４月
１日から電話または直接武蔵野プ
レイス図書館担当へ。

　4月の休館

中央：2 日（金）・7 日（水・館
内整理日）・9日・16日・23日・
30 日（金）※ 29 日（木・祝）
は午後 5 時まで。吉祥寺・武蔵
野プレイス：7 日・14日・21日・
28日（水）▶問：中央図書館

●  中央図書館：〒180-0001吉祥
寺北町4-8-3　☎51-5145

●  吉祥寺図書館：〒180-0004吉
祥寺本町1-21-13 ☎20-1011

●  武蔵野プレイス：〒180-0023
境南町2-3-18　☎30-1900
h t t p s : / / w w w . l i b r a r y .
musashino.tokyo.jp/
携帯電話版は末尾に m/ を

©2017 Beijing Hairun 
Pictures Co.,Ltd.
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緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き、手洗い・消毒・３密の回避など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

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

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 ☎

4 日
（日）

○友利医院 内科・小児科 関前 2-5-14 51-7365
○中田内科クリニック 内科 吉祥寺北町 2-1-14 28-4600
◎森本病院 内科 吉祥寺本町 2-2-5 22-5161

11 日
（日）

○かしわでクリニック 内科・小児科（3歳以上）境 2-15-5 38-7277
○むらくにクリニック 内科 吉祥寺南町 1-5-12 76-8036
◎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
4日（日） 池園歯科クリニック 御殿山1-4-19 ☎ 43-1414
11 日（日）内藤歯科医院 吉祥寺北町 5-5-2 ☎ 53-6621

4/1（木）～ 14（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- 翌 8／土日祝年末年始 24時間
＃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

4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☎51-7006、健康づくり事業団☎51-2828

種類 受診日／対象者・内容など 申込

胃がんエック
ス線・肺がん
セット検診

※胃がんエックス
線検診のみの
受診も可

※託児あり
（5月14日のみ）

５月７日（金）・10日（月）・12日（水）・14日（金）・15
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※託児希望
（5月14日のみ）は4月28日ま
でに要申込
【記入事項】
「胃・肺セット検診希望」・「胃
がん検診希望」、第3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（5月14日のみ）
は子の氏名・生年月日

胃：対35歳以上（令和4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（4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75名（申込
順）場健康づくり事業団費無料

肺がん検診

5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（4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

若年層胸部
検診

5月実施分

電話または直接
健康づくり事業
団へ

対15歳以上40歳未満（4年3月31日時点）の方内胸部エック
ス線撮影場健康づくり事業団費無料

肝炎ウイルス
検診

対40歳以上（4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

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

私は大丈夫、と思っていませんか。
警視庁の統計によると、詐欺被害
者の９割がそのように思っていま
した。主な手口は市役所職員を装
い「医療費の還付金があります。
無人のＡＴＭで手続きできます」
や、警察官を装い「あなたのキャッ
シュカードが不正に利用されてい
る」などというものです。
不審な電話は、詐欺犯人からの電
話です。すぐに武蔵野警察署また
は、110 番へ通報してください。

４月は新しい環境や季節の変わり
目などの理由で体調を崩しやすい
時期になります。昨年、東京都内
では救急件数が約 72 万件で、約
44 秒に１件の割合で救急車が出
場しています。病気やけがの時に、
救急車を呼べばいいのか迷った際
は「♯ 7119」を利用してくださ
い。皆さん一人ひとりの行動で救
える命があります。救急車の適正
利用をお願いします。
令和３年２月中の災害件数
火災・救助など41件、救急544件

☎51-0119
武蔵野消防署

☎55-0110
武蔵野警察署

　インボディ測定会

筋肉量・体脂肪量・基礎代謝量な
どの測定と健康運動指導士・管理
栄養士による講座。
▶日時：４月 21 日（水）午前
10 時～正午▶場所：保健セン
ター▶対象：65 歳以上の方（ペー
スメーカー使用者・測定後１年未
満の方不可）、10名▶講師：健康
づくり人材バンク▶費用：無料▶
申込 · 問：4 月 14 日までに電話
または直接健康づくり支援セン
ター☎ 51-0793へ。

　胃がん内視鏡検診

問診、胃内視鏡検査（経口または
経鼻）。受診は 2年に 1度。年度
内の胃内視鏡検査と胃部エックス
線検査の重複受診は不可。
▶日時：６月１日（火）～令和４
年２月 28 日（月）▶場所：市内

指定医療機関▶対象：令和４年３
月 31 日時点で 50 歳以上の偶数
年齢（50・52・54 歳など）の方
（妊娠中または妊娠の可能性のあ
る方、入院中の方、胃疾患で治療
中の方、過去に胃の手術を受け全
摘出された方、ほかに受診機会の
ある方を除く）、1200 名（超え
た場合抽選）▶費用：2000 円▶
申込 · 問：４月１日～ 30 日（消
印有効）にハガキ・封書（申込要
領参照し、生年月日も明記）また
は直接健康課☎ 51-7006へ。市
HPから電子申請可。

　 令和３年度若年層健康診査が始
まります
例年より受診期間が長くなりまし
た。問診、身体測定（腹囲を含む）、
血圧、尿、血液、胸部エックス線。
▶日時：４月～令和４年２月▶場
所：市内指定医療機関▶対象：昭
和 57 年４月１日～平成 19 年３
月 31 日生まれ（令和３年度中に
15 ～ 39 歳に達する方）でほか
に健診の機会がない方▶費用：無
料▶申込 · 問：令和 4年 2 月 17
日（必着）までにハガキ・封書（申
込要領参照し、生年月日も明記）
または 2月 25 日までに直接健康
課☎ 51-7006へ。市HPから電子
申請可。

休日の医療機関

感染対策の影響で、家族や友人などと直接話す機会を持ちづらく
なっています。社会とのつながりを失うことはフレイル（虚弱）
の最初の入り口になりやすいと言われています。栄養や運動だけ
でなく、社会とのつながりを持ち続けることが心身共に健康な生
活を維持するためには必要です。ちょっとしたあいさつや会話は
心の健康にもつながります。感染対策をしながら、1日 1回以上
外出したり、家族や友人と電話や手紙、メールなどで交流したり
しましょう▶問：高齢者支援課☎ 60-1947

人とのつながりでフレイル予防
～高齢者の皆さんへ～

保健センター：〒180-0001 吉祥
寺北町4-8-10
健康課、健康づくり支援センター
（1階）／健康づくり事業団（2階）

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
☎51-7006健康相談（予約制） 4月15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

ベビー
サロン

1カ月健診終
了後から 1歳
未満の乳児

5月7日（金） 午後 1 時 30 分
～ 2時 30分（完
全予約［電子申
請］・入れ替え制）

健康課
☎51-07005月21日（金） 公会堂

くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12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（各施設の開館時間含む）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。

キラリナ京王吉祥寺、コピス吉祥
寺、サミットストア武蔵野緑町店、
JR 東日本ステーションサービス
吉祥寺駅、シュープラザビル、成
蹊学園、西友吉祥寺店、ダイヤバ
ローレビル、東急百貨店吉祥寺店、
パルコ吉祥寺店、丸井吉祥寺店、
三鷹東急ストア、ミニコープ武蔵
野店、武蔵野赤十字病院、モンテ
ローザ、横河電機、ヨドバシ吉祥
寺▶問：ごみ総合対策課

　 ごみは朝 9時までにお出しく
ださい

ごみは戸別収集を行っていますの
で、戸建て住宅への転入や新築の
場合は申請が必要です。集合住宅
の場合は家主や管理会社へ確認し
てください。燃やすごみ・燃やさ
ないごみは、市指定有料ごみ処理
袋で出してください。ごみの出し
方などを掲載する「ごみ便利帳eco
ブック」を市役所案内、ごみ総合
対策課、各市政センターで配布し
ています▶問：ごみ総合対策課

◆ 講座・講習・イベント ◆
■外国人のための日本語コース
　（オンライン＆現場開催 )
生活に必要な会話と情報交換▶日
時：5 月 6日～ 7月 10日①木曜
②金曜③土曜。Aコース午前 10
時、B コース午前 11 時 15 分、
各１時間▶場所：A…オンライン
（Zoom）、B…国際交流協会（③
はBのみ）▶対象：18 歳以上で
市内・近隣在住の日本語会話が初
級の方（中級以上の方は応相談）、
各6名▶講師：同協会日本語交流
員▶費用：各3000円▶託児：あ
り▶持ち物：筆記用具、Bはマス
ク着用▶申込・問：4月 17日（必
着）までに本人が直接同協会☎
36-4511へ。

■老いじたく講座
エンディングノートの書き方▶日
時：4 月 9 日（金）午後１時 30
分～３時▶場所：福祉公社会議室
▶定員：10名（申込順）▶講師：
同公社職員▶費用：無料▶申込・

問：同公社☎23-1165

■シルバー人材センター
　4月の予定
①入会説明会②手芸品販売③リサ
イクルセンター土曜営業日▶日
時：①13日（火）午後1時30分
②1日・15日（木）午前10時～
午後3時（雨天強風時は第2・4木曜）
③24日（土）午前10時～午後4
時▶場所：①③同センター②市役
所正面玄関▶対象：①市内在住、
60歳以上の健康で働く意欲のある
方▶持ち物：①年度会費2000円、
ゆうちょ銀行の通帳▶そのほか：
詳細は https://www.musashino-
sc.or.jp/参照▶申込：①前日まで
に電話で同センターへ②③不要▶
問：同センター①②☎55-1231③
☎51-3448

■障害者・子育て支援ボランティ
ア団体などの活動資金を応援
助成金の説明会を開催▶日時：4
月 24 日（土）午前 11 時～正午
▶場所：武蔵野プレイスフォーラ
ムまたはオンライン▶対象：市内
で活動する障害当事者や家族・子
育てへの支援活動を行う団体、そ
のほかボランティア団体など▶そ
のほか：手話通訳あり▶申込・問：
4 月 23 日までにハガキ・ファク
ス・E メール、電話または直接

市民社協☎ 23-0701、FAX23-
1180、shimin@shakyou.or.jp
へ。詳細は同社協HP 参照。

■シティーウオーク 下町のレト
ロな街歩き (団体歩行）
上野公園、湯島天神、根津神社界
隈の街並みを約 10㎞歩きます▶
日時：4 月 18 日（日）午前 9時
集合。小雨実施▶場所：日暮里
南公園集合（JR日暮里駅北口徒
歩 10分）▶費用：500 円（保険
料・資料代）（市ウォーキング協
会会員200円、中学生以下無料）
▶持ち物：飲み物、敷物▶申込：
不要▶問：同協会・堀口☎ 080-
9523-0557

■行政書士による相談会（予約制）
相続、遺言、成年後見、許認可、
会社設立、入管などに関する相談
▶日時：4 月 13 日（火）午前 9
時 30分～ 11時 50分▶場所：市
役所ロビー▶申込・問：東京都行
政書士会武鷹支部☎30-5899

■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：4 月 15 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（予約制）
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：4 月 10 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

◆スポーツ◆
■ソシアルダンス教室
中級教室▶日時：5 月 11 日～ 6
月 29 日の火曜（6月 15 日除く
全 7 回）午後 3 時 30 分～ 5 時
▶場所：総合体育館ダンス室▶対
象：市内在住・在勤・在学の方ま
たはソシアルダンス連合会員▶費
用：5000 円▶申込・問：4 月 15
日までにハガキまたは所定の申込
用紙を直接同館または電話・Ｅメ
ールで同会・島森☎ 080-6555-
2144、t-shima2000@nifty.com
へ。

■初級テニス講習会①②
基礎クラス、ゲームクラス▶日時：
①前期…5月29日～6月12日の
毎週土曜午後 5時～6時 30分②
後期…10月 30日～11 月 13日

の毎週土曜午後 3時～4時 30 分
（予備日あり）▶場所：庭球場▶
対象：市内在住・在勤・在学の高
校生以上の方、各30名（申込順）
▶費用：各 3000 円（市テニス連
盟会員2000 円）▶申込：4月 3
日から同連盟 HP https://www.
musashinotennis.com/ か ら ▶
問：同連盟・宇津木☎090-7235-
4464

◆お知らせ◆
■むさしのみたか市民テレビ
1日（木）～16日（金）【わがま
ちジャーナル】1.コロナ禍の「今」
その3 三鷹市芸術文化センターの
取り組み 2. やさしい珈琲TIME
との出逢い 3. 朗読の部屋「太宰
を読む」～舌切り雀～其の１／
17日（土）～ 30（金）【アンコ
ールアワー】１. 自転車はどっち
のなかま（2015年 9月放送）（別
冊） 2. 武蔵野の四季（春）（2008
年 4月放送）▶問：同テレビ局☎
79-1434

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。

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

　  クリーンセンター係：☎54-1221

●  粗大ごみ受付センター：☎60-1844

　Ecoパートナー認定事業所決定

ごみの発生抑制や
分別・資源化など
に先進的に取り組
む市内 29 事業所
を Eco パートナーに認定。
▶ Eco パートナー（50 音順）：
亜細亜学園、アトレ吉祥寺店、イ
トーヨーカドー武蔵境店、いなげ
や武蔵野桜堤店、いなげや武蔵野
関前店、いなげや武蔵野西久保店、
井の頭自然文化園、NTT武蔵野
研究開発センタ、エフエフビル管
理組合、御料理武蔵野、吉祥寺第
一ホテル、吉祥寺東急REIホテル、

官公署だより

　 家内労働の「委託状況届」は
　４月 30日（金）までに
家内労働者へ仕事（内職など）を
委託している事業主は、毎年４月
１日現在の家内労働者数などの届
出が義務付けられています。令和
２年 12月 25 日から、「委託状況
届」の様式が改訂されています▶
問：東京労働局労働基準部賃金課
☎ 03-3512-1614、三鷹労働基
準監督署☎ 67-0651

　令和３年度の国民年金保険料

70 円引き上げられ 1万 6610 円
（4 年度 1 万 6590 円）となりま
す。納付書は 4 月上旬に送付。
金融機関、郵便局などで納付期限
までに納めてください。2年を過
ぎると納められません。2年分の
現金前納額は 38 万 3810 円（1
万 4590 円割引）、1年分は 19万
5780 円（3540 円割引）、6カ月
分は 9万 8850 円（810 円割引）。
加入者には老齢基礎年金のほかに
障害基礎年金や遺族基礎年金が支
給されます。納めた保険料は全額
社会保険料控除の対象です。2年
分の現金前納は、納付書が同封さ

れませんので武蔵野年金事務所に
問い合わせください▶問：同事務
所☎ 56-1411

　 賃金が未払いのまま会社が倒産
したときは
賃金の一部を国が立て替えて支払
う「未払賃金立替払制度」があり
ます。詳細は三鷹労働基準監督署
にご相談ください▶問：三鷹労働
基準監督署☎ 67-0651

　 令和４年春採用一般幹部候補
生・一般曹候補生募集
◎一般幹部候補生…幹部候補生学
校にて教育を受け、卒業後は初級
幹部として部隊を指揮します。応
募資格：22歳以上26歳未満の者
（20歳以上 22歳未満の者は大卒
［見込含］、修士課程修了者など［見
込含］は28歳未満の者）。1次試
験①5月 8日② 6月 26日。受付
期間：①4月28日まで②6月18
日まで（飛行要員除く）◎一般曹
候補生…応募資格：18歳以上33
歳未満の者。1次試験：5月21日
～30日(指定する1日)。受付期間：
5月 11日まで▶問：自衛隊西東
京地域事務所☎042-463-1981

ガイド＆GUIDE

専用ページで過去のポスターイ
ラストや友好都市の紹介、桜
の開花の様子などを順次配
信します。ぜひご覧ください。
https://musashino-kanko.
com/musashinosakura/ ▶
問：産業振興課☎ 60-1832

第 29回武蔵野桜まつりの
ウェブ開催を行っています
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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

リチウムイオン電池の
分別を動画で紹介　　
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緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き、手洗い・消毒・３密の回避など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

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

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

武蔵野ジュニアジャズアン
サンブル演奏会

4月4日（日）午後2時からオンライ
ン配信。YouTubeで「MJJE」と検索

前木
☎090-2910-6169

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：5/15 号…4月 9日、6/1 号…4月 26日

掲
載
希
望
の
方
へ

吉祥寺東（吉祥寺東町1-12-6） ☎21-4141
本宿（吉祥寺東町3-25-2） ☎22-0763
吉祥寺南町（吉祥寺南町3-13-1） ☎43-6372
御殿山（御殿山1-5-11） ☎48-9309
本町（吉祥寺本町1-22-2） ☎22-7002
吉祥寺西（吉祥寺本町3-20-17） ☎55-3297
吉祥寺西分館（吉祥寺本町4-10-7） ☎55-3297
吉祥寺北（吉祥寺北町1-22-10） ☎22-7006
けやき（吉祥寺北町5-6-19） ☎54-8719
中央（中町3-5-17） ☎53-3934

中町集会所（中町1-28-5） ☎53-2251
西久保（西久保1-23-7） ☎54-8990
緑町（緑町3-1-17） ☎53-6954
八幡町（八幡町3-3-16） ☎54-0169
中央公園北ホール（八幡町2-5-3） ☎56-0055
関前 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 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

吉
東

10日（土） ■吉祥寺東おもちゃ病院▶時間：午前９時３０分～正午▶内容：おも
ちゃの無料修理（部品交換の場合は実費）

24日（土） ■講演会「児童養護施設18歳の巣立ち」▶時間：午後1時▶講師：
鈴木邦明（プラネットカナール理事長）

け
や
き

６日・20日
（火） ■ナイトウオーク兼パトロール▶時間：午後7時30分コミセン集合

中
町
集
会
所

５日・19日
（月）

■中町ストレッチ教室▶時間：午前１０時３０分～１１時３０分、午後
６時３０分～７時３０分▶対象：中町・御殿山２丁目在住の方、各13
名（申込順）▶持ち物：バスタオル・タオル、水分補給飲料

八
幡
町

22日（木） ■はじめてのスマホ体験「かんたん入門編」▶時間：午前10時▶
定員：14名▶そのほか：スマホ貸し出しあり▶申込

コミュニティセンター事業案内４月

コミセン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▶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

運：運営委員（委員会への出席、コミセンの事業企画・実施、館の運営・管理、窓口
業務など）協：協力員（イベント、広報誌配布の手伝いなど）

コミセン
名 住民総会（４月） 委員募集

吉東 24日（土）午後２時（講演会：１時）★ 運▶申込：12日まで、協随時募集

本宿 18日（日）午後2時 運▶対象：市内在住の方、協随時募集

吉南 17日（土）午後1時30分 運・協

御殿山 18日（日）午前10時30分 運▶対象：御殿山・吉祥寺南町１丁目在住
の方

本町 24日（土）午後２時 運・協

吉西 24日（土）午後２時 運・協随時募集

吉北 18日（日）午後２時 運・協

けやき 24日（土）午後２時 運▶申込：住民総会当日、協随時募集

中央 18日（日）午前10時 運▶対象：中町・御殿山2丁目在住の方、
協随時募集

西久保 17日（土）午後1時30分 運・協▶対象：西久保在住の方▶申込：
16日まで

緑町 25日（日）午後2時★ 運：▶対象：緑町在住・在勤の方▶申込：
15日まで、協随時募集

八幡町
18日（日）午前10時

▶定員：30名（申込順）▶そのほか：オ
ンライン併用▶申込：1日から

運▶対象：市内在住の方、協随時募集

関前 未定（休館中のため） 運・協▶申込：開館日午前中に関前分館
へ

西部 17日（土）午後2時 運▶対象：境・桜堤在住の方、協

境南 11日（日）午後2時
▶場所：武蔵野プレイスフォーラム 運・協▶申込：住民総会当日

桜堤 17日（土）午前10時 運▶申込：10日まで、協随時募集

★：休館。一般の利用不可

●住民総会…市内のコミュニティセンター（コミセン）は、地域の皆さんの集いの場・
憩いの場・活動の場として利用されています。地域住民で組織されたコミュニティ協議
会が、コミセンを運営しながらさまざまな事業を企画し地域コミュニティづくりに取り
組んでいます。住民総会では、各コミュニティ協議会の令和２年度の事業・決算報告と
３年度の事業計画・予算を協議して決定します。より良い地域・コミセンとなるよう、
運営や地域の課題などについて意見をお聞かせください▶申込：特に表記のない場合は
当日、直接各コミセンまたは会場へ▶そのほか：マスクの着用、検温、手先の消毒など
にご協力ください。詳細は各コミセンへ。
●委員募集…▶申込・問：各コミセン

地域コミュニティづくりの第一歩　コミュニティ協議会の住民総会

文化事業団文化事業団

Ⓐ工藤重典　最強のフルート五重
奏
▶日時：5 月 3日（月・祝）午後
2時開演▶場所：市民文化会館小
ホール▶費用：一般 3500 円、◯友
3000 円、◯25 1000 円
Ⓑ風琴サロン① オルガンを楽しも
う～みんなのパイプオルガン～
▶日時：5 月 1日（土）午後２時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：大人 1500 円、中高生
1000 円、４歳～小学 6年生 500
円（全席自由）▶そのほか：楽し
い話つきコンサート。終了後別途
体験会あり。３歳以下入場不可
Ⓒ風琴サロン② オルガンの魅力を
語る～大人のパイプオルガン～

音楽学者の話つきコンサート▶日
時：5 月 2日（日）午後２時開演、
４時開演▶場所：市民文化会館小
ホール▶費用：大人 2000 円、小
中高生 1500 円（全席自由）
Ⓓ高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～
▶日時：6 月 5 日（土）午後 2
時開演▶場所：市民文化会館大
ホール▶費用：一般 5500 円
Ⓔオフィスコットーネ「母」
▶日時：5 月 13 日（木）～ 20
日（木）▶場所：吉祥寺シアター
▶費用：一般 5300 円、◯友 5000
円▶そのほか：作…カレル・チャ
ペック、演出…稲葉賀恵（文学座）、
プロデューサー…綿貫凜

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

（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）

＊特に表記のない公演は全席指定、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/ 参照
■上記公演のチケットはⒶ～Ⓔ 4月 4日（日）発売

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

●吉祥寺美術館「谷充央　風景の表／裏」展
「表と裏」を主題に制作している画家、谷充央の初期
から最新作まで約 50点を一堂に展示。
▶日時：4 月 10 日（土）～ 5月 30 日（日）▶場所：
同館企画展示室▶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

●同時開催特別展示▶費用：無料▶問：吉祥寺美術館
①市民文化会館展示室▶期間：4 月 16 日（金）～ 25日（日）午前 11
時～午後 6時（水曜休館）。長辺 6メートルの大作も出展
②ぎゃらりー由芽のつづき（三鷹市下連雀4-15-1 和光マンション103）
▶期間：4月 16日（金）～25日（日）正午～午後7時（水曜閉廊）

「作品 74-1」


