
毎月1日・15日発行

発行 ● 武蔵野市　編集／総合政策部秘書広報課　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　代表電話☎0422-51-5131

●武蔵野市ホームページ
　http://www.city.musashino.lg.jp/
　　　　　　　　 携帯電話版は末尾に m/ を。

No.2170
令和３年
2021 5/15

目　次目　次

コロナ関連… ２
イベント…… ４
図書館………４
健　康………６

お知らせ…… ２
講　座……… ４
ごみとリサイクル… ４
休日の医療機関…６

募　集……… ３
スポーツ……４
子ども……… ４
コミュニティ …７

 特集 市民に情報を公開し､公正で透明な市政を推進します ……８

人口と世帯
《令和3年5月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8219人（244人増）　世帯数7万8500世帯（217増）
●男7万872人（106人増）　●女7万7347人（138人増）　
〔うち外国人住民数3178人（5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。

春の褒章と叙勲

新型コロナワクチン
接種・予約情報

75歳以上の方へ

武蔵野市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎ 0570-666-852
□予約、接種券、接種会場などについて

（平日午前８時30分～午後５時15分）

（通話料がかかります）
□ ワクチンの基本情報や優先順位などについて
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0120-761770
（土・日曜、祝日含む午前9時～午後9時）

（フリーダイヤル）

スマートフォンかパソコンから予約システムへアクセス

臨時コールセンター（19日のみ）

 ☎0422-60-1983
 武蔵野市コールセンター

 ☎0570-666-852
（平日午前８時 30分～午後５時 15分）

市ホームページには、予約システムへのリンクや予約方法などの詳し
い説明を掲載しています。
※ 市ホームページのトップページにある「新型コロナウイルスワクチン 
トップページ」をクリック、「新型コロナワクチン接種予約」を参照
するか、市ホームページで「ワクチン接種予約」と検索。

予約システムの閲覧は以下のブラウザ環境を推奨しています。
Windows10：Google Chrome、macOS：Google Chrome、
iOS：safari、Android：Google Chrome
※  Internet Explorer では、正常に動作しないことがあります。

インターネット

電 話

5月19日（水）午前8時30分から 接種券をお手元に用意して、予約してください。

接種券をお手元に用意して、予約してください。

●第３弾のスケジュールなどは決まり次第、市報・市ホームページなどでお知らせします。

● 今回予約を受け付ける分は、約 4000名分を予定、
30 分単位の枠での受け付けです。

● 第３弾の予約受付開始は、６月２日（水）を予定しています。

●  1 回目と 2 回目の接種のセット予約。

● 接種可能な曜日と時間は、木・土・日曜、午前 9 時
～午後 4 時 30 分。

（２回とも同じ時刻での予約になります。）
（例）

同じ時刻
１回目：6月3日（木）    午前 9 時
２回目：6月24日（木） 午前 9 時

（24時間対応）

総合体育館
（吉祥寺北町 5-11-20）

吉祥寺南町コミセン
（吉祥寺南町 3-13-1）

市民会館
（境 2-3-7）

■ 会場

問い合わせ

予 約 方 法

● 65歳～74歳の方へは、6月上旬以降に接種券を送付します。

※手話通訳者が必要な方は障害者福祉課FAX51-9239へ。

● １回目と2回目の接種のセット予約。

● 定員は、医療機関により異なります。

個別接種

集団接種

地域の医療機関（クリニックなど）での接種を開始

［第２弾］総合体育館などの公共施設での接種

各医療機関へ電話

春の褒章と叙勲が行われ、市内で下記の方が受章されました（敬称略）。
おめでとうございます。

【旭日中綬章】江藤　洋一（弁護士功労）
【旭日双光章】露木　正司（地方自治功労）
【旭日双光章】髙橋　　徹（警備業功労）

【瑞宝双光章】花立　幸雄（文部科学行政事務功労）
【瑞宝単光章】朝倉　一夫（消防功労）

叙　勲 【瑞宝中綬章】相山　譽夫（教育研究功労）
【瑞宝中綬章】酒井　清孝（教育研究功労）
【瑞宝中綬章】永島　惇正（教育研究功労）

予約方法、接種当日の流れ・持ち物など詳細は、市報5月1日号特集号で詳しく説明しています。

　75歳以上の方（約1万7000 名／市内高齢者施設等の入所者
除く）を対象に5月6日（木）に第1弾の予約受付を実施し、用意
した5940名分の予約枠は同日午後4時ごろ受付を終了しました。
　今回は約 4000名分の予約枠を対象に、集団接種の第 2弾の
予約受付を行います。また、各医療機関（クリニックなど）での個
別接種が始まります。接種を希望される方は、集団接種か個別接
種のどちらかを選択できます。予約方法などがそれぞれ異なるた
め、確認の上、予約してください。予約開始直後は予約が取りづ
らくなりますが、ワクチンは希望されるすべての方が接種でき
るように順次供給されますので、ご安心ください。

※①は市民会館を除く、⑧は総合体育館・市民会館を除く、⑨は総合体育館を除く。

① ② ③ ④
1回目 6月3日（木） 6月5日（土） 6月6日（日） 6月10日（木）
2回目 6月24日（木）6月26日（土）6月27日（日）7月1日（木）

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
1回目 6月17日（木）6月19日（土）6月20日（日）6月24日（木）
2回目 7月8日（木） 7月10日（土）7月11日（日）7月15日（木）

⑨ ⑩
1回目 6月26日（土）6月27日（日）
2回目 7月17日（土）7月18日（日）

■接種スケジュール

個別接種を行う医療機関の一覧など詳細は2頁へ予 約 方 法

6月分の予約開始日

5月26日（水）から順次接 種 開 始

5月17日（月）から順次予 約 開 始
※予約受付開始の時間は、医療機関により異なります。

実施医療機関は順次拡大します
※決まり次第、市報・市ホームページでお知らせします

市の窓口では受け付けていません。

（午前８時 30分～午後５時 15分）

予約システムの
操作方法

予約システム
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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

緊急事態宣言が５月31日(月)まで延長されました。不要不急の外出は控え、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
非核都市宣言
平和事業実行
委員会

５月17日（月）
午後６時15分

商工会館
市民会議室

10名（申込順）／憲
法月間記念行事につ
いてほか

当日正午までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

地域自立支援
協議会（第１
回全体会）

５月21日（金）
午後６時30分

市役所
811会議室

5名程度（先着順）／
今年度の各部会の活
動内容ついてほか

申込：不要
障害者福祉課
☎60-1904

子どもの権利
に関する条例
検討委員会

５月27日(木)
午後６時30分

市役所
対策本部室

10名程度（先着順）
／同条例検討委員会
についてなど

申込：不要
子ども子育て支援課
☎60-1851

教育委員会定
例会

６月９日（水）
午前９時30分

市役所
412会議室

10名（先着順） 申込：不要（当日、申込
用紙への記入あり）
教育企画課☎60-1894

就学援助費制度（小・中学校の
給食費・学用品費等の支援制度）
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に対
し、給食費・学用品費など保護
者が負担する費用についての助

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。

委員を募集します

市のほかの委員との兼任不可。作
文などの応募書類は返却不可。氏
名・住所（町名）は市報、市HPな
どで公表。
●農業振興基本計画見直し検討委
員会
平成28年度～令和7年度を計画
期間とする「安全・安心武蔵野農
業」の施策を推進するための同計

画の中間見直しを行う（農業委員、
有識者などで構成）▶任期：令和
4 年 3月 31日まで▶会議の開催
：7月～４年 2月（4回程度）▶場
所：市役所▶対象：市内在住・在
勤・在学で20 歳以上の方、２名
▶選考：作文（応募動機 800 字以
内）▶報酬：1 回１万 2000 円▶申
込・問：5月 31日（必着）までに①
作文（応募動機 800 字以内）②応
募書類（様式自由、住所、氏名、性
別、年齢、電話番号を明記）を郵送・
Eメールまたは直接〒180-8777
産業振興課☎60-1833、sec-san
gyou@city.musashino.lg.jpへ。

成制度があります（所得制限あ
り）。前年１年間の収入で所得審
査を行いますが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により失業した
方がいる世帯については、失業後
の収入状況を踏まえ
た審査を行います。
詳細は市HP参照▶申
込・問：教育支援課
☎ 60-1900

令和 3年第 1回市議会臨時会が開催され
新型コロナ対策関連の補正予算が承認・可決されました
4 月 21 日に第 1回市議会臨時会が開催され、次の事業に関する総額
6726 万 9000 円の補正予算が承認・可決されました。今後、速やかな
事業実施に向けて準備を進めていきます。

事業名 事業概要 予算額 担当課

低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活
支援特別給付金（ひと
り親等世帯分）事業

低所得の子育て世帯（ひと
り親等世帯）に対し、対象
児童１人につき５万円の給
付（一部は要申請）

4370万 4000円
子ども子育て
支援課
☎ 60-1963

東京都出産応援事業

令和３年１月１日以降に出
生した子ども１人当たり
10 万円分の育児用品など
を提供（対象者には申し込
みに必要なカードを市から
発送）

110万 5000円 健康課
☎ 51-0700

高齢者施設および障害
者施設における利用
者・職員を対象とした
PCR 検査等費用助成
事業

感染拡大と重症化のリスク
が高い施設などの利用者・
職員を対象として実施する
ＰＣＲ検査などの費用に対
し１人当たり２万円までの
助成

高齢者施設
1574万円

障害者施設
672万円

高齢者支援課
☎ 60-1925
障害者福祉課
☎ 60-1904

個別接種を行う医療機関一覧
 （５月 10日時点）

●   １回目と 2回目の接種のセット予約です（3週間の間隔
をあけます）。

●   予約、接種日時などのお問い合わせは、必ず各医療機関
の予約受付可能な曜日・時間内に電話で行ってください。

●  定員は、医療機関により異なります。

・申し込みの際は、電話番号のかけ間違えにご注意ください。
・ 各医療機関では、通常診療を行いながら受付業務を行ってい
ます。
・ 予約が集中している際には電話がつながりにくくなる可能性
があります。
・かかりつけ患者を優先する場合があります。
・ 接種券がお手元にある方のみ予約できます。
・ 当日は接種券、本人確認書類、お薬手帳（持っている方）を
忘れずに持参してください。

今後、追加された医療機関がある場合は、
市報・市ホームページなどでお知らせします

町
名 医療機関名 電話番号

市外局番「0422」
予約受付可能な曜日

（時間指定のあるものは下段に記載） 接種可能な曜日月 火 水 木 金 土

吉
祥
寺
南
町

吉祥寺・藤田クリ
ニック ☎ 40-5177

〇 〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
木・金・土午前 8時 30 分～午後 1時、2時 30

分～ 6時 30分

あべ整形外科クリ
ニック ☎ 46-7251

〇 〇 〇 〇 〇
月午前9時30分～正午、午後3時30分～

6時（土曜のみ午後2時～3時30分）

吉
祥
寺
本
町

フェリーチェレデ
ィースクリニック
吉祥寺

☎ 22-6878
〇 〇 〇 〇 月・火・木・

金・土午後 2時 30分～ 3時 30分

中じまクリニック ☎ 21-6251 〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
金・土午前 11時 30分～午後 0時 30分

渡辺医院 予約専用
☎ 22-3820

〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
金・土午前 9時～正午、午後 3時～ 6時

（土曜のみ午前 9時～正午）

吉
祥
寺
北
町

おいかわこどもク
リニック ☎ 20-3715

〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
金・土
午前10時
30分～11
時３０分

午前9時～午後0時30分、2時30分～6
時30分（土曜のみ午後2時30分～5時）

沼田内科小児科医
院 ☎ 22-7260

〇 〇 〇 〇 〇
水午前 9時～午後 3時

（水曜のみ午前 9時～正午）

関
前

友利医院 ☎ 51-7365 〇 〇 月・火・水・
金午後 2時 15分～ 3時 15分

田原医院 予約専用
☎ 51-8840

〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
木・金・土午前 8時 30分～ 10時

境橋クリニック 予約専用
☎ 54-7167

〇 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
木・金・土午前 9時～ 11時 30分、午後 3時～

5時 30分

町
名 医療機関名 電話番号

市外局番「0422」
予約受付可能な曜日

（時間指定のあるものは下段に記載） 接種可能な曜日月 火 水 木 金 土

境

森医院 ☎ 52-8400 〇 〇 〇 〇 〇 木・金午前 9時～午後 6時

境・藤田クリニック ☎ 37-9588
〇 〇 〇 〇 〇 月・火・木・

金・土午前 9時～正午、午後 7時～ 8時（土
曜のみ午前 9時～正午）

長沼整形外科・内
科医院

予約専用
☎ 090-

8506-1300

〇 〇 〇 〇 〇
月・火・木・
金・土午前 9時～午後 6時（土曜のみ 9時

～正午）

スイング・ビル
野崎クリニック

予約専用
☎ 080-

9778-4617

〇 〇 〇 〇 〇
月・火・水・
金・土5月 19日以降受付、午後 1時～ 3時

はせがわ内科 ☎ 53-0001 〇 〇 〇 〇 月・火・水・
金正午～午後 1時

境
南
町

若狭内科クリニッ
ク ☎ 34-5266

〇 〇 〇 〇 〇
月・火・水・
金・土

午前 11 時 30 分～午後 0 時 30 分、
5時～ 5時 30 分（土曜のみ午前 11
時 30分～正午）

甲賀クリニック
予約専用
☎ 080-

4072-7707

〇 〇 〇 〇 〇 〇
月・火・水・
木・金・土正午～午後１時、６時～７時（土曜の

み正午～午後１時）

湯川リウマチ内科
クリニック ☎ 31-1155

〇 〇 〇 〇 〇
月・火・木・
金・土

午前 9時～午後 0時 30分、2時～ 4
時（土曜のみ午前 9時～午後 0時 30
分）

武蔵境病院付属
あんずクリニック

予約専用
☎ 070-

6914-8065

〇 〇 〇 〇 〇 〇
月・火・木・
金・土午前 10時～ 11時 30分
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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（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。

表 1 に該当する方は、自宅など
から郵送で不在者投票ができま
す。また、表 1・2の両方に該当
する方は、事前に指定した代理人
が投票の記載をする代理記載の制
度があります。郵便などによる不
在者投票制度を利用するにはあら
かじめ選挙管理委員会が交付する
郵便等投票証明書が必要です。詳

しくは選挙管理委員会事務局へお
問い合わせください▶申込・問：
事前に「郵便等投票証明書交付申
請書」（市HPから印刷または同事
務局まで連絡）を郵送（代理人
などによる使達も可）で〒 180-
8777 選挙管理委員会事務局☎
60-1893へ（ファクス不可）。

6 月 1 日は ｢人権擁護委員の
日｣　特設人権相談を実施
市人権擁護委員による人権に関す
る面接相談（1人 40分）。
▶日時：6月 1日（火）午後 1時
～4時▶場所：市民活動推進課相
談室▶費用：無料▶そのほか：人
権擁護委員は、法務大臣から委嘱
され、地域で人権思想を広め、人
権侵害が起きないように見守るな
ど、さまざまな活動を行っています
▶申込・問：前日までに電話で市民
活動推進課☎60-1829へ。

経済センサスの調査書類を配布
します（市内事業所が対象です）

「経済センサス- 活動調査」は全
国の事業所・企業を対象とし、全
産業分野の経済活動の状況を明
らかにすることを目的とした調査で
す。都知事任命の統計調査員が5
月20日～31日に調査書類を配布
（新型コロナウイルス感染症対策と
して、可能な限り郵便受けへ投函）
します。詳細は市HP、 
キャンペーンサイト参
照▶問：総務課☎
60-1808

表１　郵便などによる不在者投票ができる方
区分 障害名 障害の程度など

身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能 １級または２級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 １級または３級
免疫、肝臓 １級から３級

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症から第２項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓 特別項症から第３項症

介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護５

表２　代理記載による投票ができる方（表１に該当する方で下表にも該当する方）
区分 障害名 障害の程度

身体障害者手帳 上肢または視覚 １級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第２項症

LINE：ホーム画面から「武蔵野市」・
「@musashinocity」を検索
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

秘書広報課からのお知らせ ▶問：秘書広報課 ☎ 60-1804

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

「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。
配布の開始・停止は秘書広報課までご連絡ください。

市報は月2回
発行

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

道路にはみ出した庭木のせん定
をお願いします

樹木の枝葉が伸びすぎて道路には
み出すと、通行の妨げになり、交
通事故の原因になることもあります。
庭木・生垣の管理をしている方は、
早い時期にせん定をお願いします▶
問：道路管理課☎ 60-1857

カラスの威嚇・攻撃に注意

カラスは5～6月
が繁殖期で、大き
な声で鳴くなどして
威嚇します。ひな
に近づくと攻撃されることがあります
ので注意してください。巣やひなの
近くを通るときは、帽子をかぶるか
傘をさすようにしましょう。カラスは
むやみに捕獲できませんが攻撃へ
の対処が難しい場合はご相談くださ
い▶問：環境政策課☎ 60-1842

　関係団体の職員などの募集

特に記載のないものは令和 4年 3
月31日（試用期間なし。再度任用

される場合あり）まで、社会保険・
雇用保険加入あり／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／
面接の詳細は事前に通知（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

健
康
づ
く
り
事
業
団

健康運動指
導士
1名
嘱託職員

健康づくり支援センターでの健康
の保持増進に関する業務など／
健康運動指導士としての実務経
験のある方／PC

7月1日～／週5日（月～
金曜）午前9時～午後5時
／21万400円／期／交

書類審査、
面接：
随時日時を連絡

▶申込・問：5月31日（月）までに市販の履歴書（写真貼付）、職務経歴書、作文「地域に健康
づくりを広げるためにできること」（800字以内）を添付して、郵送または直接健康づくり事
業団☎ 51-2828（〒180-0001 吉祥寺北町 4-8-10 保健センター2階）へ

子
ど
も
協
会

学童クラブ支
援員
若干名
嘱託職員

学童保育業務／①②のいずれか
を満たす方①放課後児童支援員
（資格基準を満たす方含む）、保
育士、社会福祉士、または幼小
中高の教員免許のいずれかを有
する方②高等学校など卒業者で
あり、2年以上学童クラブまた
はそれに類似する事業に従事し
たことがある方

採用日（応相談）～／週5
日（月～金曜）午後0時30
分～6時30分（学校休業
日などは午前8時～午後
7時のうち9時間・休憩1
時間）1年単位の変形労
働時間制／市内学童クラ
ブ（市立小内）／月額22
万3300円／期／交

書類審査、
面接：
６月４日（金）

▶申込・問：５月26日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、「学童クラブ支援員希
望」を明記）を郵送で子ども協会事務局総務課☎ 36-0671（〒180-0013 西久保 1-6-27
多摩信用金庫武蔵野支店 4階）へ

東京都議会議員選挙が７月４日（日）に行われます
郵便などによる不在者投票制度の証明書交付申請はお早めに

 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）
　　※9月30日～11月19日、工事のため一部閉鎖します

 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）

商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（９月分申込）
空調更新工事のため、9月 30 日
（木）の利用はできません▶申込・
問：６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。

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：5月31日（月）
◎固定資産税・都市計画税（償却
資産含む）、軽自動車税（種別割）
▶問：納税課☎ 60-1828

職種／人数 当日投票事務補助／ 100名程度（定員に達し次第終了）

業務／応募資格
前日：投票所設営（軽作業）、当日：投票事務（投票用紙交付、誘導案内）
／大学生・大学院生・短大生（留学生不可）で下記①～③のすべてに出席で
きること

勤務日時／場所

①説明会：６月 19日（土）午前 10時～正午、午後３時～５時、20日（日）
午前 10時～正午、午後３時～５時のいずれか 1回／市役所
②前日：７月３日（土）午前８時 30分～午後８時の間で市指定の２時間
／市指定の投票所
③当日：７月４日（日）午前６時 30分～午後９時 30分／②と同じ投票所

報酬 合計 2万 1376円

▶申込・問：市HPから
選挙管理委員会事務局
☎ 60-1893へ。

東京都議会議員選挙（７月４日
執行）の選挙事務学生アルバイ
ト募集 市HP

‼
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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

緊急事態宣言が５月31日(月)まで延長されました。不要不急の外出は控え、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

桜堤ケアハウス
（軽費老人ホーム）入居者募集

２人居室：２部屋、月額 15 万
5460 円～ 28 万 1360 円（３食
含む）
▶対象：５月 15 日現在 60 歳以
上で、日常生活が概ね自立してお
り、市内在住３年以上の方、応募
者多数の場合抽選▶申込・問：５
月 28日午後４時までに電話連絡
の上、面談日（６月３日・４日）
に申込書（高齢者支援課、同施設
で配布）を持参で桜堤ケアハウ
ス☎ 36-5122（桜堤 1-9-9）へ。

「企業の取り組みから考える身
近なＳＤＧｓ」参加者募集
市内・近隣の SDGs に取り組ん
でいる企業を訪問・体験し、学ん
だ成果を展示・発表。
▶日時：企業訪問…８月（予定）、
展示発表…11月（予定）▶対象：
中学生以上の青少年（20 歳にな
った年の年度末までの方）で事前
ミーティングに参加できる方、６
名（超えた場合、市内在住・在学・

在勤者優先し抽選）▶費用：無料
▶そのほか：詳細は武蔵野プレイ
スHP参照▶申込・問：５月 31日
までに申込書をＥメールまたは直
接武蔵野プレイス青少年活動支
援担当☎ 30-1902、gr-youth@
musashino.or.jp へ。

令和３年度土曜学校
「学生サポーター」を募集

土曜学校で講座中に講師の指導補
助や運営の手伝い。
▶日時：各開催日午前８時 45 分
～午後１時ごろ（講座の内容に
より異なる）▶場所：市役所お
よび市内施設▶対象：市内在住・
在学で 18 歳（高卒）以上の学
生（文・理や教職課程の履修の
有無は不問）▶そのほか：選考
は面接。詳細は市HP参照▶申込・
問：6 月 14 日までにＥメールま
たは電話で生涯学習スポーツ課☎
60-1902、sec-syougaku@city.
musashino.lg.jpへ。

●自転車安全利用の３つのポイント

①安全運転
ルールを守る。
「車道は左側を通行」
「一時停止で安全確認」
など。

②自転車点検・整備
安全運転の実現には
車体の状態も重要。
年１回の点検・整備
を推奨。

③自転車保険への
　加入
自転車が関与した
事故での高額賠償
事例が増加。

このマークのあるお店で点検・整備を受けると、１年間有
効の「傷害・賠償責任保険」に加入できます（有料）。

ＴＳマーク点検・整備

５月は自転車月間です

▶問：交通企画課☎ 60-1859、1860
　　　武蔵野警察署☎ 55-0110

ふるさと歴史館
企画展「水と武蔵野」の開催
武蔵野の人々と水との関わりをさ
まざまな資料から紹介。
▶日時：5 月 15 日（土）～ 7月
15 日（木）▶場所：同館第 2展
示室▶費用：無料▶問：ふるさと
歴史館☎ 53-1811

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第1回）
武蔵野にまつわる昔話の紙芝居

を、約 1 時間で 6 本口演。開催
中の展示に合わせた話を予定。
▶日時：5 月 23 日（日）午後 1
時 30 分～ 2 時 30 分▶場所：同
館市民スペース▶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

　 もうすぐママ・パパのための
　こうのとり学級
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：6 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、34 組（出産予定日が近

い方優先）▶費用：無料▶そのほ
か：事前講座として動画視聴あり
（動画視聴のみ妊娠 32 週以降の
方、経産婦可）▶申
込・問：5 月 31 日～
6 月 9 日に電子申請
で健康課☎ 51-0700
へ。

一時保育(6月分)

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんを一時保育します。
▶日時：月～金曜（15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
時に直接総合体育館☎ 56-2200
（休館日は☎ 56-1612）へ。

ぷらっとプレイス
「初めてのZoom体験」
オンラインツール Zoomを始め
てみませんか？インストールから
参加方法まで説明します。
▶日時：６月３日（木）午前 10
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
武蔵野プレイスギャラリー▶対
象：Zoom を使用したことがな
い・初心者の方、10 名（超えた
場合抽選）▶費用：100 円▶持
ち物：Zoom をインストール可
能な端末（スマートフォン、パソ
コン、タブレットなど）、マイク
機能付きイヤホン▶そのほか：同
館Wi-Fi を利用し Zoomアプリ
をインストールします▶申込：開
始時間 30分前より同館で抽選券
を配布▶問：武蔵野プレイス生涯
学習支援担当☎ 30-1901

　吉祥寺図書館の映画会

「世界で一番ゴッ
ホを描いた男」
（2016 年、中・蘭、
84 分、 カ ラ ー、
監督：ユイ・ハイ
ボーほか）。
▶日時：５月 29
日（土）午後２時
～４時▶場所：
吉祥寺図書館ま
なびとつどいのへや▶対象：市内
在住・在勤・在学の中学生以上の
方、20 名（申込順）▶費用：無
料▶申込・問：電話または直接吉
祥寺図書館へ。

●  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 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

● 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・有害ごみの分別を
お願いします

『世界で一番ゴッ
ホ を 描 い た 男 』
©Century Image 
Media(China)

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☎ 60-1851

減らそう！自転車事故
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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（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。

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）

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・靴袋（親子とも）▶申込・
問：各園へ

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
午前10 時～午後4時
 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
▶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●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260

　 たまごの会▶日時：6月9日・16日
（水）午後1時30分～3時▶対象：令
和4年度年少入園予定の親子▶費
用：500円▶申込：☎

●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 未就園児のための広場▶日時：6月

12日（土）午前10時30分～11時30分
▶対象：入園希望の2・3歳児、10組
▶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：6月9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：☎
●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 園庭開放▶日時：6月16日（水）午後
2時～3時
●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：6月16日（水）午後
2時～3時▶対象：満2歳以上の未就
園児▶申込：☎、園HP

●武蔵野東第一幼稚園 ☎51-3640
　 なかよしクラブ▶日時：6月22日
（火）・28日（月）▶申込：園HP
●武蔵野東第二幼稚園 ☎53-4367
　 わくわくデー▶日時：6月12日（土）
▶申込：園HP

●栄光乃園幼稚園 ☎54-1200
　 たんぽぽクラス▶日時：6月5日
（土）午前9時▶対象：開催日までに
満2歳以上の子と親、40組▶申込：
往復ハガキ

● おもちゃ病院
　（おもちゃを預かって修理します）
　 ▶日時：5月13日(木)～21日(金)▶
対象：市民（1家族1点、上限に達
し次第終了）▶申込：事前に電話の
上、来館
● 手作りファースト・トイ
　「にぎにぎチューブ」をつくろう！
　 ▶日時：5月20日（木）午前10時30
分～11時30分▶対象：妊娠6カ月
以降の方、生後5カ月ごろの子と家
族、5組▶申込：要（☎）

境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312
午前10 時～午後4時
休館：日曜、祝日

●ico（1歳）コース
　 ▶日時：6月2日(水)午前10時～10
時45分▶対象：1歳と親、5組▶内
容：六角返しを作ろう▶申込：要

●nico（2歳）コース
　 ▶日時：6月18日(金)午前10時～
10時45分▶対象：2･3歳と親、5組
▶内容：糸のぼりおもちゃを作ろう
▶申込：要

すくすく泉
吉祥寺本町3-27-17  ☎77-0213

休館：日・月曜、祝日

●はじめてのひろば
　 ▶日時：5月21日（金）午前10時30
分▶対象：初来所の妊婦、12カ月
までの子と親、5組▶内容：案内と
手遊び、シフォン布プレゼント、詳細
は同施設HP参照▶申込：要（☎）

保育園

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：5月17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

●西久保保育園 ☎51-5307
　 ▶日時：5月21日（金）午前10時～
11時プ  あ

●南保育園 ☎48-1501
　 お庭で遊びましょう▶日時：平日
のみ、午後0時30分～3時30分▶対
象：未就学児と親

●北町保育園 ☎21-6681
　 見学会▶日時：5月21日（金）、6月
4日（金）時間は予約時に▶定員：各
３組

●吉祥寺保育園 ☎51-5206
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
のみ、午後1時～3時30分▶対象：
未就学児と親
●西久保保育園 ☎51-5307
　 じゃがいもほり▶日時：6月2日
（水）午前10時～11時▶対象：1～5
歳児と親▶費用：実費
●グローバルキッズ武蔵境園
 ☎51-2242
　 うんどうあそび▶日時：5月28日
（金）午前10時▶対象：2歳児以上の
未就学児
●桜堤保育園 ☎52-4671
　 園庭で遊ぼう▶日時：5月27日、6
月3日（木）午前10時～正午▶対象：
未就学児と親

　 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：6 月 28 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
を受けた子と、同教室を受けてい
ない平成 29 年 9 月～ 30 年 9 月
生まれの子は、定期的な歯科健診
を電話で予約可▶申
込・ 問：6 月 21 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・口の手入れの話。2グルー
プ制。試食なし。サンプルで硬さ
などを体験できます。
▶日時：6 月 15 日（火）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 10 月～ 12 月
生まれの子と親（第 1 子優先）、
28 組（申込順）▶費用：無料▶

持ち物：母子健康手
帳・筆記用具▶申込・
問：6 月 5 日までに
電子申請で健康課☎
51-0700へ。

　かみかみ教室（離乳後期）

離乳食・口の手入れの話。2グルー
プ制。試食なし。サンプルで硬さ
などを体験できます。
▶日時：6 月 29 日（火）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 8月～ 10月生まれ
の子と親（第 1 子優先）、28 組
（申込順）▶費用：無料▶持ち物：
母子健康手帳・筆記
用具▶申込・問：6
月 19 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

　 土曜学校
　「成蹊大学ロボット教室」
ロボットについて学んで、大学の
先生・学生と一緒にロボット作り
にチャレンジします。
▶日時：6 月 12 日・19 日・26
日（全３回）午前 10時～正午▶場
所：成蹊大学（吉祥寺北町 3-3-1）
▶対象：市内在住・在学の小学 5・

6年生、20名（超えた場合抽選）
▶講師：前川佐理（同大学准教授）
▶費用：2000 円（教材費）▶主
催：市教育委員会▶申込・問：5
月 27 日（必着）までにハガキ（申
込要領参照し、生年月日、性別、
学校名・学年、保護者氏名を明記）
で武蔵野プレイス生涯学習支援担
当☎ 30-1901へ。同館HPから申
込可。当落確認（6月4日～12日）
可。

　 土曜学校「日本獣医生命科学大
学バイオ実験教室」
大学の先生や学生と一緒に実験を
しながらＤＮＡについて学ぶ。
▶日時：6 月 19 日①午前 10 時
～ 11 時 30 分②午後 2時～ 3時
30 分（①②同内容）▶場所：同
大学第１校舎（境南町 1-7-1）▶
対象：市内在住・在学の小学 4･5
年生、各 10名（超えた場合抽選）
▶講師：原宏佳・江草愛（同大学
講師）、学生▶費用：無料▶申込・
問：5 月 31 日（必着）までにハ
ガキ（申込要領参照し、生年月
日、性別、学校名・学年、保護者

氏名、希望時間①②も明記）で武
蔵野プレイス生涯学習支援担当☎
30-1901へ。同館HPから申込可。
当落確認（6月 8日～ 19日）可。

　 むさしの発見隊「かいぼりのヒ
ミツ～なぜ池はよみがえる？～」

水草、水鳥などを観察し、かいぼ
りを軸とした井の頭池の自然再生
の取り組みについて学ぶ。
▶日時：5 月 29 日（土）午前 9
時 30 分～ 11 時 30 分▶場所：
井の頭恩賜公園▶対象：市内在
住・在学の小学 4～ 6 年生、12
名（保護者１名のみ参加可）▶講
師：八木愛・片岡友美（生態工房
職員）▶費用：無料▶持ち物：歩
きやすい靴・服装、あれば双眼鏡
など▶申込・問：5 月 19 日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領
参照し、学校名・学年・保護者氏
名も明記）で郵送または返信用ハ
ガキを持って直接ふ
るさと歴史館☎ 53-
1811へ。専用フォー
ムから申込可。
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緊急事態宣言が５月31日(月)まで延長されました。不要不急の外出は控え、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆

■世界を知ろう世界の人とふれあ
おう　ルーマニア編
ルーマニアの街、生活、文化、日
本の生活で感じたことなど▶日
時：６月 12 日（土）午後２時～
３時 20 分▶場所：オンライン
（Zoom）▶講師：ポパ・アントン・
ミハイ（ルーマニア出身）▶費用：
無料▶申込・問：6 月 9 日まで
に国際交流協会HP https://mia.
gr.jp/から同協会☎36-4511へ。

■ TOKYO SENTO Festival 
2020
吉祥寺の弁天湯をNHK Eテレ
「みいつけた！」のオフロスキーな
どの人気キャラクターでプロデュー
スするなどさまざまな企画を実施。
Tokyo Tokyo FESTIVAL ス ペ
シャル 13 のプログラム。詳細は
https://tokyosentofestival.jp/

参照▶日時：５月26日（水）～９月
５日（日）▶場所：弁天湯（吉祥
寺本町 2-27-13）など東京浴場組
合加盟銭湯▶問：同実行委員会☎
03-6826-1126

■家族介護教室　みどりの輪「認
知症とのつきあいかた」
認知症と介護について分かりやす
く解説します▶日時：５月 28 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、
15 名（申込順）▶講師：在宅介
護・地域包括支援センター職員▶
費用：無料▶申込・問：高齢者総
合センター在宅介護・地域包括支
援センター☎ 51-1974

■暮らしの保健室mini
高齢者の医療・介護・健康につい
て気軽に相談ができます。個別相
談形式（1 グループ 30 分まで）
▶日時：６月６日（日）午後２時
～４時▶場所：本宿コミセン▶対
象：市内在住の方（申込順）▶講
師：松田寿枝（看護師）▶費用：
無料▶申込・問：ゆとりえデイサ
ービスセンター☎ 72-0311

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：５
月 27 日（木）午後５時～６時
30 分▶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

■亜細亜大学アジア研究所
公開講座
米国新政権でアジアはどう動く
か▶日時：５月 29 日、６月５
日・12日・19日（土）午後２時
～３時 30 分▶場所：オンライン
（Zoom）▶定員：各 400 名（申
込順）▶講師：松本明日香（同
志社大学助教）ほか▶費用：無
料▶申込：https://www.asia-u.
ac.jp/laboratory/ から▶問：同
大学アジア研究所 ☎ 36-3415、
koza@asia-u.ac.jpへ。

■まちのインキュベーションゼミ
「郊外につくる、新しいシゴト」
事業創造を目指す参加者を募集
▶日時：５月 22 日（土）～９
月 25 日（土）▶場所：小金井
市梶野町 1-2-36（KO-TO）ほ
か▶対象：創業希望者など、20
名（超えた場合選考）▶費用：無
料（実践時などの実費分負担あ

り）▶申込・問：５月 20 日まで
に https://here-kougai.com ま
たは電話で（株）タウンキッチン
☎ 30-5800へ。

■Web「ESD 成蹊フォーラム
2021」
成蹊学園の各学校における ESD
活動の実践報告を配信。詳細は
https://www.seikei.ac.jp/ 参照
▶日時：令和 4年 3月 31日（木）
まで（予定）▶申込：不要▶問：
同学園サステナビリティ教育研
究センター☎ 37-3480、event-
ercs@jc.seikei.ac.jpへ。

■東京女子大学WEB講座
「カラーで惹き出すあなたの魅力」
自分の持ち味を「カラーで活かす」
講義とワークショップ▶日時：６
月５日（土）午後１時～３時▶場
所：オンライン（Zoom）▶対象：
女性、20 名（申込順）▶講師：
中間貴恵（合同会社 STERAUM
代表）▶費用：2000 円▶その
ほか：詳細は同大学HP https://
www.twcu.ac.jp/ 参照▶申込・
問：同大学エンパワーメント・セ
ン タ ー ☎ 03-5382-6832、ec-
initiative@lab.twcu.ac.jp

■むさしのまち歩きツアー
吉祥寺村江戸歴史探訪コース。徒
歩約４キロ、約２時間▶日時：6
月 13 日（日）午前 9時 50 分▶
場所：京王井の頭線井の頭公園
駅改札口▶定員：15 名（申込順）
▶費用：500 円▶申込・問：観
光機構☎ 23-5900

■シティーウオーク　青梅街道に
歴史を訪ねて（団体歩行）
むさしの市民公園～旧青梅街道の
宿場町～武蔵野中央公園の約 10
㎞を歩きます▶日時：6 月 20 日
（日）午前 9時集合。小雨実施▶
場所：むさしの市民公園（市役
所隣）▶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

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。

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。

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 ☎

16 日
（日）

○長谷川小児科医院 小児科
（成人不可）吉祥寺北町 2-8-5 22-6804

○スイング・ビル野崎クリニック 内科 境 2-14-1 36-3534
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

23 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

○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

30 日
（日）

○わたなべ小児科 小児科 吉祥寺北町 1-18-7 28-1222
○いちむら内科クリニック 内科 境南町 1-30-16 39-4123
◎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
16日（日） 兵頭歯科医院 境1-14-8 ☎53-7268
23 日（日） ひらい歯科医院 吉祥寺本町3-26-4 ☎55-0658
30 日（日） 北條歯科医院 中町3-5-13　モリパレス ☎55-0013

5/15（土）～ 31（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- 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

　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。結果票の見方の説明は
ありません。
▶日時：６月７日（月）午前 10
時～正午（15 分毎、各１名）▶
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（申込順）▶
申込・問：５月 31 日までに電話
で健康づくり支援センター☎ 51-
0793へ。

　 大人の風しん（妊娠希望の女性
など）抗体検査・予防接種
抗体検査を過去に受診済で抗体価
が低く予防接種を希望される場合
は、抗体検査の数値が分かれば、
病院にある予診票を利用して接種
できます。それ以外の方は抗体検
査から受診してください。
▶対象：① 19 歳以上で妊娠を予
定または希望している女性② 19
歳以上の妊婦の同居者③ 19歳以
上の①の同居者（ただし、過去に
２回以上風しんもしくは麻しん風
しんワクチンの接種をした方・現
在妊娠中の方・公費により接種済
の方は対象外）▶費用：予防接種
は麻しん風しん混合ワクチン、風

しん単体ともに 4000 円（抗体検
査は無料）▶そのほか：昭和 37
（1962）年４月２日～ 54（1979）
年４月１日生の男性は別制度あり
▶申込：市指定医療機関に要予約
▶問：健康課☎ 51-0700

　 おいしく元気アップ！教室
　（全３回）

高齢者のフレイル予防のための栄
養と体操の講座です。
▶日時：6 月 30 日、7月 14 日・
28 日（水）午前 10 時～ 11 時
30 分▶場所：スイングレイン
ボーサロン▶対象：65 歳以上の
方、20名（初参加者優先し申込順）
▶講師：管理栄養士（講義）、健
康運動指導士（体操）▶費用：無
料▶持ち物：筆記用具、飲み物▶
申込・問：６月１日までに電話ま
たは直接健康課☎ 51-7006へ。

　歯科健康診査

大人の歯科健康診査を行います。
▶日時：7 月 1 日（木）～ 11 月
30 日（火）▶場所：市内指定歯
科医療機関▶対象：8 月 1日現在
40 歳以上の市民▶費用：無料▶
申込・問：新規申込は 6 月 1 日
～ 7月 31 日にハガキ・封書・電
子申請または直接健康課☎ 51-
0700へ。前年度受
診された方は申込不
要（6 月末に問診票
を送付）。

●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）
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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（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。

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
5分で両手で弾けるピアノ体験会
大人から始めるゆったりやさしい
簡単ピアノです。ぜひご一緒に！

5月28日（金）午前11時30分／
中央コミセン

平田
☎080-5702-4184

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
武蔵野SBC（武蔵野ソフトボール
倶楽部）健康で楽しいソフトボー
ル

土曜…武蔵野中央公園、日曜…
第二中／体験参加歓迎／男女・
年齢不問

月1000円
涌田（わくた）
☎090-1764-7640

楽しい日常英会話（初心者）サンフ
ラワー

火曜／午後3時～3時45分／本
町コミセンほか

3000円
上原
☎080-1148-3907

仲間あつまれ

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇
＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各施設の使用申し込みを郵送受付に変更しま
した。新型コロナウイルス感染予防対策のため、施設の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 2022年6月・

7月 6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12月 6月1日（火） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2022年1月・2
月 市報6月15日号でお知らせ

公会堂 ホール、会議室、和室

2021年12月

6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 6月5日（土） スイングホール
松露庵 茶室 6月10日（木） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 6月1日（火） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2022年1月・2

月 市報6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10月
・11月

吉祥寺シアター
5日未満使用 2022年6月・

7月

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2021年12月けいこ場 6月1日（火）

舞台芸術以外で使用 劇場 2021年9月けいこ場 6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。

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

文化事業団文化事業団

Ⓐ子育てハッピー・コンサート＆
トーク　アレックス＆まゆみ
▶日時：5 月 27 日（木）午前 11
時開演▶場所：スイングホール▶
費用：一般 500 円、小学生以下
100 円▶そのほか：4 歳以上入場
可。マンドリンでのイタリアの名
曲演奏とイタリア流子育ての話。
Ⓑ松居直美
バッハオルガン作品全曲演奏会
▶日時：7 月 3 日（土）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
Ⓒ藤原真理（チェロ）＆山洞智（ピ
アノ）デュオ・コンサート
▶日時：7 月 5日（月）①午後 4

（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Ⓐ発売中ⒷⒸ 5月 16日発売

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

時開演②午後 7 時開演（①②同
内容、約 1 時間）▶場所：市民
文化会館小ホール▶費用：一般
1500 円、◯友 1350 円、◯25 1000
円

吉
東

25日（火） ■吉祥寺東落語会▶時間：午後2時（開場１時30分）▶定員：25名
（申込順）▶出演：春風亭三朝▶木戸銭：800円▶申込

30日（日）
■地域フォーラム（コミュニティのつどい）「コミュニティ構想より
50年　出会いの不思議な可能性」▶時間：午後2時▶定員：25名
（申込順）▶講師：原利子▶そのほか：高田昭彦（コメンテーター）

本
町 24日（月）

■わくわく体操でからだをほぐそう▶時間：午前10時30分～11時
30分▶対象：15名（吉祥寺本町・東町の方優先）▶持ち物：バスタ
オル・タオル、飲み物▶講師：桑島恵子

吉
西 6月4日（金）■地域懇談会▶時間：午後２時▶内容：意見交換

コミュニティセンター事業案内 5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

　現在、西部コミセンのフリーWi-Fi
はすべての利用者に開放され、団体利
用・個人利用問わず、インターネット閲
覧やZoomなどのオンライン会議、オ
ンラインゲームなどで自由に利用され
ています。また、昨年11月にはZoom
で工作のオンラインワークショップを
開催し、今年度もパソコンセミナーな
どの事業でWi-Fiを活用する予定で
す。
　今年度から市立小・中学生には学習
者用コンピュータが配布され、小学3
年生以上は毎日自宅に持ち帰り、家庭
学習での活用も想定されています。西
部コミセンにはWi-Fi環境があるの

これからの
コミュニティづくりの可能性

西部
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

で、学習者用コンピュータを持ち込ん
での自習やグループ学習などができる
ようになります。
　コロナ禍が続く中、オンラインが必
要になる場面が増えることが考えられ
ます。西部コミセンのフリーWi-Fiを
ご利用下さい。

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 6月1日（火）から開館
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

申込書を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：7/1 号…6月 1日、7/15 号…6月 15日

掲
載
希
望
の
方
へ

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ
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実施機関
請求 決定内容（件） 審査

請求件数 延べ人数 全部開示 一部開示 非開示（うち文書不存在）却下
市長部局 204 127 66 86 52(42) 0 2
教育委員会 12 7 7 4 1（1） 0 0
その他行政委員会 1 1 0 0 1（1） 0 0
議会 2 2 1 1 0 0 0

計 219 137 74 91 54(44) 0 2
前年度計 181 121 48 115 18(13) 0 1

　情報公開は、市自治基本条例や市情報公開条例で定められている
ように、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を
公開することにより、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政
を推進することを目的とする制度です。市報毎月 15 日号の CIM 
コラムで、知っていただきたい情報を分かりやすく掲載しているほ
か、市政に関わる情報は、市政資料コーナーをはじめ、市報・市
HP・各課窓口などで提供を行っています。窓口などで提供されて
いない行政文書についても、市民からの請求に応じて、個人のプラ
イバシーに最大限配慮した上で、閲覧や複写により、原則として開
示を行っています▶問：市民活動推進課☎ 60-1809

市民に情報を公開し、市民に情報を公開し、
公正で透明な市政を公正で透明な市政を
推進します推進します

全部開示・一部開示・
非開示決定通知の交付

写しの交付や郵送を
希望するときは、実費
の支払いが必要です。

請 求

決 定

●決定の内訳●請求の内訳

一部開示・非開示となる例
開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別で
きる情報」、法人代表者印などの「法人などの地位が損なわれ
る情報」、そのほかに「市の審議、検討又は協議に関する情報」、
「行政運営に支障をおよぼす情報」、「任意に提供した情報」な
どが含まれる場合は、その部分を非開示としています。

行政文書開示請求の流れ

　市役所市政資料コーナー
では、市の刊行物、報告書
をはじめ、法規、辞典、官
報など各種の資料を自由に
閲覧できます。コピー（A3
まで白黒１枚 10円・カラー
１枚 30 円）や備え付けの
パソコンによる行政情報の
インターネット検索ができ、有償刊行物の販売や資料の頒布なども
行っています。なお、市政資料の目録（平成 20～令和２年度）は
市HPの「市政資料」に掲載しています。

市政資料コーナー（市役所西棟７階）

令和２年度行政文書開示状況

武蔵野市全図 100 円をはじめ、さ
まざまな有償刊行物があります。

有償刊行物

　有償刊行物一覧は、「わたし
の便利帳令和２年・３年版」
124頁に掲載。また、市HPの「有
償刊行物」で内容を随時更新し
て掲載しています。

（直接窓口へ持参、または
郵送・ファクス）
原則請求のあった日の翌日
より起算し、実施機関は
14日以内に決定

開示請求書を情報公開
担当に提出

令和２年度は、工事
設計書や道に関する
協定書、入札・見積
合の結果などが提出
されました。

情報公開・個人情報保護審査会で審議します

開示が認められないことがあります

開示が認められない理由に納得できないとき

開示が認められない理由を文書でお知らせします

開示が認められない理由を示した文書を受け取った日の翌日か
ら 3カ月以内に審査請求ができます

ＣＩＭ=Civil Information Minimum（これだけは知っておきたい市民の情報）

毎月15日号の市報に掲載

　市報では毎月 15 日号に身近な題材の中から、市民の皆さんに
知ってほしい情報を、市民ライターが分かりやすくお伝えする
CIM コラム（下記参照）を掲載しています。平成４年から続いて
いる本市ならではの取り組みで、令和２年度は、「新型コロナウイ
ルス対策での地域医療」、「むさしのクレスコーレ事業について」、「多
文化共生時代の『やさしい日本語』」などをテーマとしたコラムを
掲載しました。

日ごろの備えと在宅避難

　避難というと自宅から離れて、避難
所に集まるイメージがありますが、従
来から言われていた在宅避難という
考え方がクローズアップされてきてい
ます。新型コロナウイルス感染症流行
時の避難行動として、多くの人が集ま
り、密になる状況は避けなければなり
ません。自分たちが安全であれば、必
ずしも避難所に行く必要はなく、自分
の家で生活し、難を逃れることも避難
行動の１つです。避難所に行ってはい
けないということではなく、どうすれ
ば自分たちの安全が守られるかを考
えて、より適切な行動をとることが肝
心です。また、避難先は避難所だけで
はなく、安全な親戚や知人宅に身を寄
せる分散避難といった選択肢もあり
ます。
　大規模な地震が発生した際に、在
宅避難を選択するポイントは、①建物
の耐震化がされていて、倒壊の危機性
や建物の傾きがないこと②家具の転
倒・落下・移動防止がされていること
③窓ガラスの飛散防止がされていて、
ケガをする危険性がないこと④ライ
フラインの停止に備え、家庭内に準備
や備蓄があることが挙げられます。こ
の中で、すぐにできる重要な準備は家
庭内備蓄です。携帯用トイレやろうそ
く・懐中電灯といった災害用の生活用
品も必要ですが、飲料・食料品に関し
ては、特別な準備をする必要はなく、
日ごろから利用しているものを１週
間分くらい生活できる量を備え、使い

ながら買い足していくことを繰り返す
“ローリングストック”という考え方で
対応していくことも方法の１つです。
　地震とは別に水害に関して、武蔵野
市には大規模な河川や崩壊の恐れの
ある急斜面が存在しないため、浸水
に対してのみ注意が必要です。また、
台風などの大雨・強風の際には、危険
が発生しうる中、自宅が安全ならば、
避難所に向かうより、在宅避難を選
ぶことが基本です。市は令和２年に、
降り得る最大の雨を想定し、浸水の
ハザードマップを発行しました。この
マップを元に、自分たちの備えと避難
行動を検討することをお勧めします。
浸水が起こり得る地域にお住まいで
あれば、土のうの準備が好ましいで
す。また、実際に大雨の際には地下に
近づかないことも重要です。市での最
大浸水深は3m程度です。万が一の時
には２階に上がるなど垂直避難をす
れば、身の安全を守ることができま
す。
　災害を防ぐことはできませんが、災
害に対する知識を深め、事前に準備
を行っておくことで、被害を最小限に
することはできます。日ごろの備えを
見直してみましょう。
（取材協力：防災課／執筆者：小町友
則）
▶問 :記事で紹介した内容について
は防災課☎60-1821、CIMコラム全
般については市政資料コーナー☎
60-1809

13その他行政
委員会１件

12会計管理者１件
11議会２件

10防災安全部５件
9健康福祉部７件
8子ども家庭部９件
7総務部 10 件
6教育委員会 12 件

5市民部 18 件

4総合政策部 24 件

3環境部 34 件

2財務部
44 件

1都市整備部
52 件

請求の内訳
219 件

※ 非開示については文書
不存在 44件を含む。
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