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人口と世帯
《令和3年6月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8200人（19人減）　世帯数7万8459世帯（41減）
●男7万869人（3人減）　●女7万7331人（16人減）　
〔うち外国人住民数3142人（36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。

　武蔵野市選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対
策に取り組んだ上で、東京都議会議員選挙を執行します。ご理解・ご協力
をお願いします。市HP東京都議会議員選挙特設ページ参照▶問：選挙管
理委員会事務局☎ 60-1893

　入場整理券は同一世帯の方全員の分を１つ
の封筒に入れて６月 25日ごろまでに発送し
ます。投票の際は、ご自分の投票所入場整理
券を確認の上、お持ちください。入場整理券
が届いていない場合や紛失された場合も、武
蔵野市の選挙人名簿に登録がある方は本人確
認の後、投票ができます。本人確認書類（健
康保険証や運転免許証など）をお持ちいただ
くと、手続きがスムーズです。

　平成 15年 7月５日までに出生し、令和３年３月 24日までに武蔵野市に転入届出をし、引
き続き６月 24日まで住民基本台帳に記録のある日本国民。ただし、それ以降に東京都外へ転
出すると投票はできません。武蔵野市から都内の他区市町村に転出された方でも、転出前に引
き続き 3カ月以上武蔵野市に住民登録のある方は、転出後 4カ月以内で、新住所地の選挙人名
簿に登録されていない場合、武蔵野市で投票できます。

投票所における新型コロナウイルス感染症対策について

・投票所、期日前投票所にはアルコール消毒液を設置します。
・投票管理者、投票立会人、投票所職員はマスクを着用します。
・投票所内は定期的に換気を実施します。
・記載台、鉛筆などを定期的に消毒します。

選挙管理委員会が実施する主な感染症対策

・ 鉛筆（シャープペンシル）を持参し、投票用紙に記入することができます。
　※ ボールペン（特に水性）はインクがにじむ可能性があるため、鉛筆（シャープペンシル）をおす
すめします。

・ マスクの着用や咳エチケット、来場前後の手洗いなどにご協力ください。
・周りの方との距離を保つようお願いします。

有権者の皆さんにお願いする事項

東京都議会議員選挙のの投票日ですです
77月月44日（日）日（日）はは

　目の不自由な方は、点字で投票す
ることができます。また、心身の状
態などの理由により、字が書けない
場合は、係員が代筆する代理投票制
度があります。希望される方は投票
所係員までお申し出ください。

点字投票・代理投票
　市内の各戸に配布するほか、市役所、各市政
センター・図書館・コミュニティセンターな
どの市の施設や、市内 3駅の広報物ラック
などに備えます。東京都選挙管理委員会HP
でもご覧になれます。受け取ることのできな
い方は、選挙管理委員会にご連絡ください。

選挙公報について
　7 月４日（日）午後 9
時から総合体育館メインア
リーナで行います。武蔵野
市の有権者の方は参観でき
ます。また、市 HPで投・
開票速報を行います。

開票について

武蔵野市で投票できる方

　以下の投票区は投票所が変更になります。
◎第 2投票区（吉祥寺南町 2丁目 11～ 36
番、吉祥寺南町 4丁目、吉祥寺本町 1丁目
34～ 38番にお住まいの方）
第三小学校低学年ルーム➡第三小学校体育館

投票所の変更について

投票所入場整理券について

●市内で転居した方
　武蔵野市の選挙人名簿に登録があり、６月４日以前に転居の届出をされた方は、新住所地の投票所で
投票ができます。６月５日以降に転居の届出をされた方は、前住所地の投票所での投票となりますので
ご注意ください。
●最近市外から転入された方
　３月 25日以降に武蔵野市に転入の届出をされた方は、武蔵野市では投票できません｡ ただし、旧住
所地（都内に限る）の選挙人名簿に登録があれば旧住所地で投票ができますので、旧住所地の選挙管理
委員会へお問い合わせください。なお、旧住所地での投票の際には、武蔵野市長が発行する「住民票の写
し（選挙用・無料）」または「引き続き東京都内に住所を有する旨の証明書」などがあると、確認に伴う時
間が省略できるため、スムーズに投票ができます。
●これから市外に転出する方
　都外へ転出される方は投票ができません。都内へ転出された方が投票をするときは、新住所地（転入
先）の区市町村長が発行する「住民票の写し（選挙用・無料）」または「引き続き東京都内に住所を有
する旨の証明書」などがあると、確認に伴う時間が省略できるため、スムーズに投票ができます。

午前7時～午後8時投票時間

新型コロナワクチン接種・予約情報は 2頁～５頁をご覧ください。

期日前投票・
不在者投票に
ついては２頁を
ご覧ください。
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　投票所入場整理券をお持ちください。期日前投票をする際には、宣誓
書への記入が必要です。入場整理券裏面の宣誓書にあらかじめ記入して
お持ちいただくと、スムーズに投票ができます。

※ いずれの場合も、事前の手続きが必要となりま
す。詳しくは選挙管理委員会までお早めにお問
い合わせください｡
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※ 選挙当日（7月４日）に投票所で投票する方は記入する必要はありません。

　投票日当日だけでなく期日前投票期間中も
投票に行くことのできない方には、次のような
投票方法があります。
1出張などで市外に滞在中の方は、事前に選
挙管理委員会に投票用紙などを請求し、送付
された一式を滞在先の選挙管理委員会に持参
して投票することができます。
2不在者投票ができる施設に指定されている
病院や老人ホームなどに入院・入所している
方は、施設内で投票することができます｡
3身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持
ちで、政令で定める一定の障害を有する方
と介護保険の要介護区分が要介護 5の方は、
郵便等を用いて投票することができます（事
前に「郵便等投票証明書」の交付が必要）。

不在者投票

◆市役所期日前投票所
住所： 緑町 2-2-28 市役所西棟 1 階

111会議室
期間： 6月26日（土）～7月3日（土）
時間：午前 8時 30分～午後 8 時
※ 西棟または正面玄関から入ってくだ
さい。

※ 平日午後5時以降および休日の出入
口は西棟のみとなります。

◆東部期日前投票所
住所： 吉祥寺本町1-10-7商工会館３階

消費生活センター講座室
期間：6月30日（水）～7月3日（土）
時間：午前 9時 30分～午後 8 時

◆西部期日前投票所
住所： 境南町 2-3-18 武蔵野プレイス

1階ギャラリー
期間：6月30日（水）～7月3日（土）
時間：午前 9時 30分～午後 8 時

※ 市役所期日前投票所と東部・西部期日前投票所では受付期間・時間が異なります。
※ 車で来庁される方は、市役所期日前投票所をご利用ください。

投票日当日に投票できない方は　　　　　　　　　　　　　　ができます

期日前投票

期日前投票・不在者投票期日前投票・不在者投票

◇◇◇ ◇ 接種スケジュール接種スケジュール
対象 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～

75歳以上
（約1万 7000名）

個別
接種
集団
接種

★4/23
　接種券発送

65～74歳
（約1万 5500名）

個別
接種
集団
接種

★6/1
　接種券発送

12～64歳
のうち、
基礎疾患
のある方

個別
接種

集団
接種

40～64歳
（約5万 3500名）

個別
接種
集団
接種

12～39歳
（約4万 7500名）

個別
接種
集団
接種

7/2（金）予約開始

6/15（火）予約開始

7/2（金）予約開始

新型コロナ
ワクチン
接種・予約情報

武蔵野市では、7月末までに希望する65歳
以上の方が 2回目の接種を完了できるワクチ
ン数と予約数（集団接種・個別接種含む）を
確保しています。また、安全かつ確実な接種
に向けて、市の基本的な考え方や接種スケ
ジュールなどを示した「武蔵野市新型コロナ
ウイルスワクチン接種実施計画」
を策定しています。計画は市ホー
ムページに掲載しています。

65歳以上の方へ 64歳以下の方へ接種券を発送します

集団接種:予約受付 ６月15日（火）午前９時から
個別接種:予約受付中 40～64歳の方:6月24日（木）

1２～39歳の方:6月28日（月）

集団接種の予約受付は市報7月 1日号参照

集団接種の予約受付は市報7月 1日号参照

集団接種の予約受付は市報7月 1日号参照

市内のかかりつけ医
による相談予約開始

かかりつけ医がいない方などは、
接種券が届き次第、予約開始

6/15（火）から

※ 12～ 64歳の  集団接種予約  は年齢区分別に分けて段階的に受け付けを行います。詳細は市報 7月1日号、市ホームページに掲載します。
※ 個別接種の予約は指定の医療機関で受け付けを行います。医療機関一覧は４・５頁参照。

※ 8月以降に12歳になる方には、誕生月の前月末に送付します。

5/17予約開始（5/26接種開始）

6/8予約開始

5/6予約開始（5/13接種開始）

市ホームページ

★6/24（木）接種券発送6/24（木）接種券発送

★ 接種券は年齢別に接種券は年齢別に
発送（下記参照）発送（下記参照）

★6/28（月）接種券発送6/28（月）接種券発送

※ 6月 8日時点。最新の情報は市ホームページをご確認ください。
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65歳以上の方へ

6月15日（火）から予約システムが変更になります。
 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、
６月15日［火］のみ午前９時から）

●  Eメールアドレスが必要です。
● 初期パスワードは生年月日（西暦８ケタ）です。ログイン後、新しいパスワード
を設定してください。（半角英数字・記号のうち2種類を使用し 8文字以上）

電話で予約

● 今回予約を受け付ける分は、約5000名分を予定、30 分単位の枠での受け付けです。

● ファイザー社製のワクチンです。

● 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。●  1 回目と 2 回目の接種のセット予約。
（２回とも同じ時刻・会場での予約になります。）
（例）

同じ時刻
１回目：6月17日（木）  午前 9 時
２回目：7月8日（木）  午前 9 時

インターネットから予約（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

予 約 方 法

集団接種

個別接種

総合体育館などの公共施設での接種

地域の医療機関（クリニックなど）での接種

■接種スケジュール

予約開始日時 6月15日（火）午前9時から 接種券をお手元に用意して、予約してください。
市の窓口では受け付けていません。

臨時コールセンター（6月15日のみ）

 ☎0422-60-1983
（午前９時～午後５時 15分）

・ より効率的な予約の受け付け・管理を行うため、新しいシステ
ムに変更します。
・ 市報 5月 1日号～ 6月 1日号に掲載していた二次元バーコー
ドでは新しい予約システムにアクセスできませんので、ご注意
ください。
・ システム移行のため、6月 11 日（金）～ 14日（月）（予定）
は両システムともにご利用できません。
・旧システムの予約内容は、新システムへ引き継がれます。

予約状況は、
市ホームページ・ツイッター・
LINE 公式アカウントで順次
お知らせします。

① ② ③ 　④※ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

第１回 ６月17日（木）６月19日（土）６月20日（日）６月24日（木）６月26日（土）６月27日（日） ７月１日（木） ７月８日（木） ７月10日（土）

第２回 ７月８日（木） ７月10日（土）７月11日（日）７月15日（木）７月17日（土）７月18日（日）７月22日（木・祝）７月29日（木）７月31日（土）

※④市民会館を除く　※6月８日時点のスケジュールです。７月11日（日）以降のスケジュールは、市報７月１日号や市ホームページなどでお知らせします。

自衛隊

予約できなかった場合、郵送で予約申請ができます
接種日時は指定できませんが、
確実に予約できます。 集団接種の予約が完了していない方

などを対象として「集団接種申請
書」、「返信用封筒」が郵送で届く。
1 申請書に必要事項を記載

し、返信用封筒に入れ
て期日までに返送する。
2 「予約通知書」が届く。

記載されている会場・
日時で接種する。
3

東京大規模接種センターでの接種を予約する

市ホームページから

注 意
予約システムは以下のブ
ラウザに対応しています。
パソコン：Edge、Google 
Chrome、safari
スマートフォン：Google 
Chrome、safari

詳細は、防衛省ホームページを確認してください。一般問い合わせ ☎0570‒056‒730（午前7時～午後９時）
●モデルナ社製のワクチンです。

予約システムトップ画面（イメージ）

6月21日（月）以降、対象者へ申
請書を発送します。

個別接種、集団接種など接種方法を選択してください。

市の集団接種以外での接種を希望する方、ワクチン
接種を希望しない方は提出の必要はありません。

重複予約はしないでください
接種を希望する方の接種機会が損なわれる恐れがあります。

●ファイザー社製のワクチンです。 医療機関の一覧は４・５頁へ

インターネットが利用可能な方は、こちらをご利用ください。

左のページに
つながります

接種券番号

生年月日
（西暦８ケタ）

現在、予約受付中
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予約に際して、基礎疾患のある方を優先するため、予約開始日へのご協
力をお願いしています。基礎疾患についての詳細は5頁をご覧ください。

個別接種を行う医療機関一覧

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
東
町

松井健診クリニッ
ク吉祥寺プレイス

【予約専用】
☎ 22-2270

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金午前８時 30分～午後５時

（土曜のみ午前８時 30分～正午）

松井クリニック★
【予約専用】
☎ 20-3777

〇 〇 〇 〇 〇
月・金午前10 時～午後１時、２時30 分～ 6

時 30 分 
（土曜のみ午前 10時～午後１時）

松本医院 ☎ 22-5755 ○ ○ ○ ○ ○ ○
木

午前９時～正午

宮崎クリニック★ ☎ 23-6555
○ ○ ○ ○ ○

月・火・水・
金・土午前 9時～午後 6時

（土曜のみ午前 9時～午後 1時）

吉
祥
寺
南
町

吉祥寺・藤田クリ
ニック ☎ 40-5177

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

（火・土曜のみ午前９時～正午）

あべ整形外科クリ
ニック★ ☎ 46-7251

○ ○ ○ ○ ○

月午前 10時～正午、午後４時～６時
（土曜のみ午前 10 時～正午、午後２
時～３時 30分）

吉祥寺南病院
【予約専用】
☎ 40-1660

○ ○ ○
火・木

午前 10時～ 11時

吉祥寺南町診療所 ☎ 49-9820 ○ ○ ○ ○ ○ ○
金・土・日

午後３時～５時

吉
祥
寺
本
町

吉祥寺もろほし耳
鼻咽喉科★

【予約専用】
☎ 070-

5556-6055

○ ○ ○ ○ ○ ○

月・火・水・
木・金

午前９時 30分～ 11時 30分、午後
２時 30分～４時 30分 
（土曜のみ午前９時 30分～ 11時 30
分）
※窓口可

美夏クリニック★ ☎ 28-2033 ○ ○ ○ ○ ○ ○
水・土

午前 10時～午後４時
フェリーチェレデ
ィースクリニック
吉祥寺

☎ 22-6878
○ ○ ○ ○ 月・火・木・

金・土午後２時 30分～３時 30分

森本病院★ ☎ 22-5165 ○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
木・金午前 11時～正午

吉祥寺メディカル
クリニック★ ☎ 23-2820

○ ○ ○ ○ ○

火・金午前９時 30 分～ 11 時、午後３時
30分～５時
（土曜は第１・３・５週目のみ）

中じまクリニック
★

【予約専用】
☎ 080-

5825-7734

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土午前 11時 30分～午後 0時 30分

安岡整形外科脳外
科クリニック★

【予約専用】
☎ 20-2012

○ ○ ○ ○ ○ 火・水・木・
金・土午後 0時 15分～１時

時計台メディカル
クリニック ☎ 20-1151

予約システムからお申し込みください
（同病院ホームページ参照）。
※かかりつけ患者のみ電話可
（月・火・金曜、午後５時 30分～６時）

月・火・水・
金・土

渡辺医院★
【予約専用】
☎ 22-3820

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土

午前９時 30分～ 11 時、午後３時～
５時 30分
（土曜のみ午前９時 30分～ 11時）

吉
祥
寺
北
町

中田内科クリニッ
ク★ ☎ 28-4600 ○ ○ ○ ○ 月・火・水・

金午後 4時～ 5時
沼田内科小児科医
院 ☎ 22-7260 ○ ○ ○ ○

不定期
午前９時～正午

もとはし内科★
【予約専用】
☎ 27-2533

○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午前 10時～ 11 時、午後４時～５時

（金・土曜のみ午前 10時～ 11時）

中
町
三鷹もろほし耳鼻
咽喉科★

【予約専用】
☎ 070-

5552-7988

〇 〇 〇 〇 〇 〇

月・火・水・
木・金

午前９時 30分～ 11時 30分、午後
２時 30分～４時 30分 
（土曜のみ午前９時 30分～ 11時 30
分）
※窓口可

 （６月 8日時点）

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

中
町

タワーズ内科クリ
ニック★

【予約専用】
☎ 080-

7174-1697

○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午後１時～２時 45分

樋口クリニック★
【予約専用】
☎ 080-

1068-1147

○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土正午～午後３時

内科いしだクリ
ニック★ ☎ 53-1115 ○ ○ ○ ○ ○ 火・土午前 11時 30分～午後０時 30分

杉山耳鼻科クリ
ニック

【予約専用】
☎ 070-

4037-4958

６月 17日以降受付、予約システムか
らお申し込みください（同病院ホーム
ページ参照）。
電話の場合は、月・火・木曜、午後１
時～２時 30分

月・火・水・
木・金・土・
日

良寛こどもファミ
リークリニック★ ☎ 38-9100

○ ○ ○ ○ ○ 月・火・木・
金午前 10時～ 11時

高橋医院★ ☎ 52-3149
○ ○ ○ ○ ○

月・火・水・
金・土午前 10時～午後１時、４時～７時

（土曜のみ午前 10時～午後 1時）

中町内科医院★ ☎ 55-1203 ○ ○ ○ 月・火・水・
金・土午前 11時 30分～午後 0時 30分

おぎわらこどもク
リニック ☎ 60-5177 ○ ○ ○ ○ 月・火・水・

金午前 10時～正午

西
久
保

むさしの共立診療
所★

☎ 090-
4075-4880

○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
木・金・土午前９時 30分～正午

むさしの耳鼻科
矢野医院★

【予約専用】
☎ 090-

3900-3387

○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金午前 11時～正午、午後３時～４時 

（土曜のみ午前 11時～正午）

緑
町 武蔵野陽和会病院 ☎ 52-3212

○ ○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
木※７月より
月・水・木・
金に変更予定

午後 2時～５時

八
幡
町

よしかた内科★ ☎ 50-0351 ○ ○ ○
月・日

午前 10時～正午
らいおんハート武
蔵野脳神経外科内
科クリニック★

☎ 52-6600
○ ○ ○ ○ ○ 火・水・木・

土午後２時～４時

関
前

友利医院★ ☎ 51-7365 ○ ○ 月・火・水・
金・土午後２時 15分～３時 15分

田原医院★
【予約専用】
☎ 51-8840

○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
木・金・土午前８時 30分～９時 30分

小森病院 ☎ 55-8311
○ ○ ○ ○ ○ ○

月・火・水・
金

午前９時～ 11時、午後２時～５時 
（木・土曜のみ午前９時～午後０時 30
分）

境橋クリニック★
【予約専用】
☎ 54-7167

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
木・金・土

午前９時～ 11時 30 分、午後３時～
５時 30分
（水曜のみ午前９時～ 11時 30分）

境

森医院★ ☎ 52-8400 ○ ○ ○ ○ ○
木・金

午前９時～午後６時

武蔵境皮フ科クリ
ニック★

【予約専用】
☎ 080-

7576-5757

○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午前８時 45分～９時 45分

春木医院★ 窓口のみ
○ ○ ○ ○ ○ ○

火・土午前９時～正午、午後３時～６時
（金曜のみ午前９時～正午）

境・藤田クリニッ
ク★ ☎ 37-9588

○ ○ ○ ○ ○
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）

かみやま内科クリ
ニック★ ☎ 60-3188

○ ○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金午後２時～５時（電話予約は月・火・水・

金曜のみ、窓口では診療時間中予約可）

★：予約に際して、基礎疾患のあるかかりつけ患者を優先します。

●  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 にしてください。

　最新の情報は、市HPで公開しています。

●  １回目と2回目の接種のセット予約です（3週間の間隔
を空けます）。

●定員は、各医療機関により異なります。

●ファイザー社製のワクチンです。

対象者 予約開始日

65 歳以上の方 予約受付中

12～64歳
のうち、
基礎疾患
のある方

6月15日（火）から、
市内のかかりつけ医による相談予約開始
※かかりつけ医がいない方などは接種券が届き次第

12～64歳の方 7月2日（金）から
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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。

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

※6月19日（土）は、一部放送時間
が変更となります。

 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
　※10月4日～15日、工事のため窓口を閉鎖します
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）

（下記以外の質問については市
ホームページに掲載しています）

基礎疾患の対象となる方基礎疾患の対象となる方
【接種に関すること】

（1）次の病気や状態の方で通院、入院している方
　 •慢性の呼吸器の病気
　 •慢性の心臓病（高血圧を含む）
　 •慢性の腎臓病
　 •慢性の肝臓病（肝硬変など）
　 •  インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病またはほかの病気を併発して

いる糖尿病
　 •血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
　 •  免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
　 •ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
　 •免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
　 •  神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害な

ど）
　 •染色体異常
　 •  重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
　 •睡眠時無呼吸症候群
　 •  重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福

祉手帳を所持している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度
かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

（2）基準（BMI30 以上）を満たす肥満の方
　　  BMI30 の目安：身長 170 センチメートルで体重約 87キログラム、

身長 160 センチメートルで体重約 77キログラム
　　※ 診断書などは必要ありません。予診票に記載する申告をもとに対象

者とします。
　　※BMI = 体重（キログラム）÷身長（メートル）÷身長（メートル）

Q　副反応が出た場合の相談先はありますか。
A　接種後の症状として、注射部位の痛み、腫れ、頭痛、発熱などが報告
されています。これらの症状は、通常、数日で治ります。軽い症状であれ
ば、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター（☎ 03-6258-
5802）にご相談ください。２日以上発熱が続く場合や、頭痛、筋肉痛、関節痛、
疲労、寒気、発熱、倦怠感などの症状が重い場合は、接種医またはかかりつ
け医に相談してください。接種医やかかりつけ医に相談できない時は、上記
の東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターにご相談ください。

Q　予約時間のどのくらい前に行けばよいですか。
A　集団接種においては会場内の密を避けるため、早めに来ることはせず、
30分間の予約時間内に来場してください。また、個別接種においては、各医
療機関の通常診療に加えてワクチン接種の実施にご協力いただいています。
必ず予約時間に来院してください。

視覚障害のある方へ
ファイザー社製ワクチンの説明書とワクチン接種後の注意点に関
する案内のデイジー版を作成しています▶問：障害者福祉課☎ 60-
1904

　よくある質問■？ 

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

武蔵境耳鼻咽喉科 ☎ 56-8250 ○ ○
火・金

午後２時～３時

武蔵境病院 ☎ 51-0301 ○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
木・金午後２時～５時※電話のみ（窓口不可）

おおやクリニック
【予約専用】
☎ 080-

7353-1464

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

（木・土曜のみ午前９時～正午）

長沼整形外科・内
科

【予約専用】
☎ 090-

8506-1300

○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午前８時 45分～午後６時

（土曜のみ午前８時 45分～正午）

スイング・ビル
野崎クリニック

【予約専用】
☎ 080-

9778-4617

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土午後１時～３時

耳鼻咽喉科青木ク
リニック★

【予約専用】
☎ 090-

9705-7870

○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土午後４時～５時

かしわでクリニッ
ク★ ☎ 38-7277 ○ ○ ○ ○ 火・水・木・

金午後２時～４時

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

佐々木産婦人科★ ☎ 54-9311 ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
金・土午後１時 30分～２時 30分

境
南
町
武居小児科医院 ☎ 31-3310 ○ ○ ○

火
午前９時～正午

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
南
町

境南耳鼻咽喉科診
療所 ☎ 31-1435

〇 〇 〇 〇
火・水・木午後１時～２時

（水曜のみ正午～午後１時）

若狭内科クリニッ
ク★ ☎ 34-5266

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金

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）

ごとう内科・循環
器クリニック★ ☎ 32-5048

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土正午～午後１時、６時～７時

（土曜のみ正午～午後１時）

甲賀クリニック★
【予約専用】
☎ 080-

4072-7707

○ ○ ○ ○ ○ ○
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

○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午前９時～午後４時

（土曜のみ午前９時～正午）

前澤クリニック
【予約専用】
☎ 31-2880

○ ○ ○ ○ ○ 月・火・水・
金・土午前９時～午後５時

武蔵境病院付属
あんずクリニック

【予約専用】
☎ 070-

6914-8065

○ ○ ○ ○ ○ ○
月・火・木・
金・土午前 10時～ 11時 30分

桜
堤
桜堤ファミリーク
リニック ☎ 53-1111

○ ○ ○ ○ ○
月・火・水・
金・土午前９時～正午、午後３時～６時

（土曜のみ午後２時～ 4時 30分）

★：予約に際して、基礎疾患のあるかかりつけ患者を優先します。

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、6月15日［火］のみ午前９時から）
（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）
問い合わせ

コロナワクチンナビ
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緊急事態宣言が延長されています。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。

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

基礎控除額が 33 万円から 43 万
円（合計所得金額 2400 万円以下
の場合）に変更されました。合計
所得金額が 2400 万円を超える方
についてはお問い合わせくださ
い。
●納税通知書は７月中旬に世帯主
宛てに送付します。
▶問：税額・計算方法・軽減につ
いて…保険年金課☎ 60-1835、
納付相談について…納税課納税係
☎ 60-1828、納付方法変更につ
いて…納税課管理係☎ 60-1827

認知症高齢者グループホームを
整備・運営する事業者を公募

応募には説明会への参加が必須で
す。公募要項は市HPに掲載。
▶日時：説明会…7月6日（火）
午後 3 時 30 分、7月 7日（水）
午前 10 時▶場所：市役所 813
会議室▶申込・問：7月5日午後
５時までにファクス･Eメールで説
明会参加申込書 ( 市HPから印刷
可 )を高齢者支援課☎60-1940、
FAX51-9218、sec-kourei@city.
musashino.lg.jpへ。

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。
●子どもプラン推進地域協議会委
員
子どもプランの実施状況などにつ
いて協議するため。
▶任期：７月～令和５年７月（予
定）▶会議の開催：平日夜間（年
２回程度）▶対象：市内在住・在
勤・在学の方、２名▶選考：作
文「今、子どもたちにとって必要
だと思うこと」（800 字以内）▶
報酬：１回 1万 2000 円▶申込・
問：６月 30 日までに郵送（市販
の履歴書に作文を添付）または直
接〒 180-8777 子ども子育て支
援課☎ 60-1851へ。
●図書館運営委員会　
特色ある図書館づくりのため、図
書館のサービスや施設・閲覧環境
などへの意見や提案を行う。
▶任期：10 月１日～令和５年９
月 30 日▶会議の開催：年３回程
度（平日午後５時 30 分から）▶
場所：中央図書館▶対象：市内在
住・在勤・在学の 18歳以上の方、
３名以内▶選考：履歴書と抱負
（原稿用紙 800 字以内）▶報酬：
日額 1 万 2000 円▶そのほか：
結果は 8月中旬発送▶申込・問：
６月 30 日（必着）までに郵送ま
たは直接中央図書館☎ 51-5145
へ。

意見を募集します
（パブリックコメント）
提出意見は原則公開し
ます。
●パートナーシップ制度素案
多様性を認め合い尊重し合う社会
の構築を目指し、パートナーシップ
制度導入に向けて同制度素案を作
成しました。
▶配布：男女平等推進センター、
市政資料コーナー、各市政センタ
ー・図書館・コミセン、市HPに掲
載▶提出方法：６月30日（水・必
着）までに郵送・ファクス・Eメー
ル（氏名、住所、電話番号を明記）
または直接男女平等推進センタ
ー FAX38-6239、danjo@city.
musashino.lg.jpへ▶問：男女平
等推進センター☎ 37-3410

地域活動支援センターコット　
グループ活動日を変更します
発達障害のある子育て中の方を対
象にしたグループ活動は火曜に変
更します。
▶日時：第４火曜午前 10 時～
11時 30 分▶費用：無料▶主催：
武蔵野市▶申込・問：電話で地
域活動支援センターコット☎ 38-
8837へ。

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：6月 30日（水）
◎市民税・都民税▶問：納税課☎
60-1828
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845

各種市税・国民健康保険税が滞
納となっている方へ
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▶問：納税課☎60-1828
・納税催告書を 6月 23 日（水）
に送付：指定納期限（7 月 2 日
［金］）までに必ず納付または相談
してください。

国民健康保険（国保）税に関す
るお知らせ
●令和３年度から課税限度額が改
定されました。
医療保険分は 61 万円から 63 万
円、介護保険分は 16 万円から
17 万円に改定されました。後期
高齢者支援金分は 19万円です。
●個人所得課税の税制改正に伴
い、基礎控除額が変更されました。

詐欺被害対策に「自動通話録音
機」を無償で貸与します

電話をかけてきた相手に対して自
動で通話内容を録音する旨の警告
メッセージが流れます。迷惑電話
や特殊詐欺対策に有効です。工事
不要。300台（なくなり次第終了）。
▶対象：市内在住の 65 歳以上の
方▶申込・問：安全対策課☎ 60-
1916

選挙人名簿登録者数（６月定時
登録）

６月１日現在の登録者数は、男５万
8792人、女６万5725人、計１２万
4517 人です。また、在外選挙人
名簿の登録者数は、男196人、女
213人、計409人です▶問：選挙
管理委員会事務局☎ 60-1893

スズメバチなどの巣の駆除助成
と駆除用具の貸し出し
スズメバチなどの巣を自分で駆除
する方に、専用駆除
スプレーを無料で貸
し出します。自主駆
除が困難な場合は、
市が指定する専門業者（井之頭造
園協同組合☎ 21-9261）に依頼
してください。費用の一部を助成
します。６月末までの早期の巣は
小さいため、駆除費用が少なく済
みます▶申込・問：環境政策課☎
60-1842
種類など 助成額 本人負担額

スズメバチ 9200円 9500円

6月末まで 6850円 8000円

オオスズメバチ 2万5700円 9500円

そのほかのハチ 4400円 5500円

市職員等の公益通報制度運用

職員等が市の事務事業に関し、違
法または不当な行為などの公益通
報を行った場合、公益通報者保護
法の趣旨にのっとり、公益通報委
員会が調査を行い、その結果を市
長へ報告、その報告を受けた市長
が、必要な措置などを行う制度で
す▶問：総務課☎ 60-1807
令和２年度の処理状況（件）
受付
件数

受理
件数

調査の
実施

是正措置
の実施

０ ０ ０ ０

令和２年度審査請求処理状況

行政不服審査法（平成26年法律
第68号）第85条の規定に基づき、
令和２年度の審査請求処理状況を公
表します▶問：総務課☎60-1807

（件）
受付 取下げ 裁決
３ １（１） １（１）

※（　）は内数で、元年度に受け付けた請求に関するもの

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
バリアフリー基本
構想改定委員会

６月24日（木）
午後３時30分

市役所
813会議室

3名程度（申込順） ６月22日までに
まちづくり推進課
☎60-1872へ

第二期市民活動促
進基本計画策定委
員会

６月29日（火)
午後７時

市役所
412会議室

5名程度（先着順） 申込：不要
市民活動推進課
☎60-1830

教育委員会定例会 ７月７日（水）
午後１時30分

市役所
教育委員会
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

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。

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：桜堤コミュニティ協議会▶申込・問：７月5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・電話・Eメー
ルまたは直接〒180-8777市民活動推進課☎ 60-1829、FAX51-
2000、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。

日　時 ７月17日（土）
午後 2時～ 4時

場　所 桜堤コミセン会議室
定　員 20 名（超えた場合抽選）
テーマ 第１部「桜堤の地域課題について～交通・防犯対策

など～」
第２部「その他市政全般について」

市民と市長の
第15回 ふれあいトーク



MUSASHINO CITY No.2172 令和3年6月15日号 7

●申込先の市内施設の住所は、5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。

関係団体の職員などの募集

任用条件により社会保険・雇用保
険加入あり／交交通費あり（上限あ

青少年善行表彰「子鳩・けやき
表彰」などの推薦受付中

個
人
・
グ
ル
ー
プ

対象：困っている友達や近隣の方
への手助け、地域や社会への奉仕
活動などを行った市内在住・在学
の 18歳までの青少年
行い：グループまたは団体は前回
表彰より 5年を経過していること

奨
励
団
体

①～⑤すべてに該当①市内の子ど
もの健全育成を対象にしたボラン
ティア団体②活動期間 5年以上③
以前受賞している場合は 10年を経
過していること④市から補助金を
受けていない（青少年関係団体補
助制度を除く）⑤会員の 4分の 3
以上が市内在住

子どもたちの心温まる行動を表彰
する「子鳩・けやき表彰」などの
推薦を受け付けています▶申込・
問：10月 22日（必着）までに所定
の様式（児童青少年課で配布、市
HPから印刷可）を電子申請・郵送・
ファクスまたは直接
〒 180-8777 児童青
少年課☎ 60-1853、
FAX51-9327へ。

環境啓発事業費補助金申請（第
１期）の受け付けを始めます
環境啓発事業費の一部を補助しま
す。環境啓発を行うイベント・講
演会・シンポジウムなどの開催、
パンフレット・リーフレットの作
成など。補助対象外経費あり。１

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
協
会

保育園・子ども
園
夏期アルバイト
若干名

保育補助／保育士有
資格者または保育士
養成学校在学生

７月上旬～９月中旬／週５日（月～
金曜・応相談）午前８時 30 分～
午後５時／子ども協会が運営する
保育園・こども園 / 時給 1150～
1230円／交

書類審査、
採用予定者には
７月10日ごろ
までに電話連絡

▶申込・問：６月30日（水・必着）までに、市販の履歴書（写真貼付、「保育園 夏期アルバイト希
望」と明記）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

地域子ども館
（あそべえ・学
童クラブ）
夏期アルバイト
各館数名

子どもの見守り、遊
具・備品の管理、学
童クラブにおける 
育成補助、障害児対
応、雑務など

7月中旬～ 8月下旬（各館により
多少異なる、学校休業日などによ
り任用期間などの変更あり）／月
～土曜のシフト勤務。午前 8時～
午後 6 時のうち2 時間以上（午
後 7時まで勤務の可能性あり）／
子ども協会が運営する地域子ども
館／時給 1150 円／雇用条件に
より雇用保険加入／交

書類審査、面接：
随時日時を連絡

▶申込・問：市販の履歴書（写真貼付、「地域子ども館夏期アルバイト希望」および希望勤務館
を第3希望まで明記）を郵送で子ども協会事務局事業課☎36-0673（〒180-0013西久保
1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ

市の会計年度任用職員の募集

任用条件により社会保険・雇用保

険加入あり／交交通費あり（上限
あり）／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／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

り）／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

子
ど
も
育
成
課

夏期保育士補助
12名程度

保育補助／保育士資
格有資格者または保
育士養成学校在学生

7月上旬～９月中旬（再度任用の
可能性あり）／週５日（月～金曜）
※シフト応相談／午前8時30分
～午後5時／市立保育園／時給
1150～1230円／交

書類・面接
（書類審査通過
者のみ面接日
随時連絡）

▶申込・問：6月30日（水・必着）までに履歴書（写真添付、「保育士夏期アルバイト職員希
望」と明記）・保育士有資格者は保育士証の写しを郵送または直接〒180-8777子ども育成
課☎60-1854へ

団体年１回上限 5万 5000円。書
類審査、書面による質疑応答、ウェ
ブでのプレゼンテーションを行う
場合あり。
▶対象：市内に事務所を置くまた
は代表者が市内在住である団体▶
申込・問：7月 9日（必着）まで
に申請書（市HPから印刷可、むさ
しのエコｒｅゾート・市関連施設
で配布）を郵送・Eメールまたは
直接環境政策課環境啓発施設係
（むさしのエコｒｅゾー
ト 内 ） ☎ 60-1945、
eco reso r t@c i t y.
musashino.lg.jpへ。

知的障害者・身体障害者グルー
プホーム入居者募集
▶日時：8 月以降▶場所：関前
▶対象：愛の手帳または身体障
害者手帳を持つ 18 歳以上で企
業・通所施設などに通い自立生
活を希望する女性、1名▶そのほ
か：募集要項は（社福）武蔵野
HPからダウンロードまたは障害
者総合センター、障害者福祉課
で配布▶申込：6月 30 日までに
障害者総合センター事務局へ▶
問：障害者総合センター事務局☎
54-7666、施設長・草野☎ 080-
5872-7120（午前 9時～午後 5
時［土・日曜、祝日除く］）、障害
者福祉課☎ 60-1847

道路上の雨水ますの清掃にご協
力ください
道路上の雨水ます
や側溝がふさがっ
ていると、雨水が
流れず冠水の危険
性が高まります。
市でも定期的に道路上にある雨水
ますの清掃を行っていますが、台
風や大雨の前にふたについた落ち
葉などを取り除くだけでも、詰ま
りが解消し、冠水を防ぐことがで
きます。自宅周辺の雨水ますの清
掃にご協力をお願いします▶問：
道路管理課☎ 60-1857

お持ちの樹木の適正な管理をお
願いします
市民の共有財産として、市民一丸
となり緑を守り育んできたこと
で、緑は本市の良好な住環境の形
成になくてはならないものとなっ
ています。一方で、敷地内の樹木
が道路上や隣地に張り出すと見通
しが悪くなり事故の原因となるこ

とがあります。また、折れた枝の
落下、倒木などにより樹木の持ち
主が責任を問われることもありま
す。定期的に点検するなど、適正
な維持管理をお願いします▶問：
緑のまち推進課☎ 60-1863

蚊をなくして快適な夏を

蚊の防除は、水中に生
息するボウフラを退治
することが最も有効で
す。空き缶、空き瓶、
古タイヤなどにたまる不要な水た
まりをなくしましょう。詰まった
雨どいや側溝、ごみ置き場などの
定期的な清掃を行い、くみ置きの
水は小まめに入れ替えましょう。
なくせない水たまりには必要に応
じて薬剤使用が効果的ですが、使
用には注意が必要です。また、成
虫対策としては、草むらややぶを
定期的に刈り取り、風通しを良く
しましょう▶問：環境政策課☎
60-1842

選挙は私たちの生活に関わること　
ぜひ、投票を

　今年、市では３つの選挙が行われ
ます。７月の都議会議員選挙、10月
の市長選挙、そして時期は未定です
が、10月に任期満了の衆議院議員選
挙です。「選挙」は身近なようで、意外
と知らないことがあるかもしれませ
ん。そこで、今回は「選挙」にまつわる
トピックについて取り上げます。
　選挙は、選挙期日（投票日）に指定
された投票所で投票することが法律
上の原則です。しかし、選挙期日に投
票に行けない人には、選挙期日と同
じ方法（投票用紙を直接投票箱に入
れる）で投票できる期日前投票、期日
当日または期日前期間中でも投票所
で投票できない人には、滞在先・指定
施設・郵便などで投票する不在者投
票の制度があります。
　投票所は市内23カ所にあり、投票
管理者、投票立会人、事務従事者で運
営されています。投票所の責任者で
ある投票管理者は、投票用紙の交付、
代理投票の許否の決定、選挙人の確
認、投票箱の開票管理者への送致な
どが主な役割で、事務従事者ととも
に投票事務を行います。投票立会人
は、投票所での投票手続きの立ち会
い、投票箱送致の立ち会いが主な役
割で、主にその投票区域内に在住の
市民3名が担います。
　新型コロナウイルス感染症対策と
しては、投票所入口へのアルコール
消毒液の設置、従事者のマスク着用、
飛沫防止用シートの設置、定期的な
換気、記載台、鉛筆などの消毒などを
行っています。また、有権者に対して
もマスク着用、咳エチケットの協力
依頼や、持参した鉛筆で投票用紙に
記入ができることを知らせるなど、
感染防止に努めています。
　また、地方自治法では選挙管理委
員会の設置が義務付けられていま
す。選挙管理委員会は、市議会で選

出された4名の選挙管理委員（任期4
年）で構成されていて、選挙の適正な
管理執行、有権者の政治意識の向上
に努めることが主な役割です。特に
選挙に関心を持ってもらえるよう、
選挙啓発のボランティア組織「明る
い選挙推進協議会」と連携し、選挙時
のみならず、日ごろから、成人式や桜
まつりなどのイベント会場での啓発
活動を展開しています。
　武蔵野市はこれまで都内では投票
率が高いとのことで、昨年の都知事
選挙でも、多摩26市ではトップ、23
区を入れても第2位でした。しかし、
若年層の投票率の向上が課題です。
そこで、選挙管理委員会が市内の高
校で選挙に関する出前講座を行った
り、18歳の新有権者に「選挙人名簿
に登録されたので、選挙に参加でき
ます」というメッセージカードを送
付したりしています。また、市内の小
学6年生を対象に冊子『12才から考
える18才からの選挙』を配布するな
ど、若年層啓発に力を入れています。

　選挙管理委員会より「選挙は自分
たちの生活に関わる大事なことです。
投票にあたっての感染症対策をしっ
かり行っていますので、ぜひ、投票
に行きましょう」

　＊明るい選挙推進協議会では活動
に参加してくださる方を募集してい
ます。詳しくは選挙管理委員会まで
お問い合わせください。

（取材協力：選挙管理委員会事務局/
執筆者：矢後麻美）
▶問：記事で紹介した内容につい
ては選挙管理委員会事務局☎60-
1893、CIMコラム全般については
市政資料コーナー☎60-1809
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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

緊急事態宣言が延長されています。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。

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

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

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

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 ピヨピヨランド▶日時：7月10日
（土）午前10時～11時▶申込：6月
28日午前8時から園HP

保育園

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：6月15日から各保育園へ（平
日午前10時～午後4時）。定員のある
園もあります。
プ プレママ：妊娠5カ月以上の健康な
方、出産後の育児をイメージできる
よう妊婦同士、保育士や看護師と一
緒に交流します

あ  あかちゃん：0歳～1歳3カ月児と
親、あかちゃんと親同士で交流し
ます。ちょっとした疑問や悩みは
保育士に相談できます

●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 ▶日時：6月30日（水）、7月27日
（火）午前10時30分～11時▶場所：
オンラインプ  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）
●吉祥寺きらめき保育園 ☎26-7723
　 オンライン育児講座（嘔吐処理と夏
の育児）▶日時：6月24日（木）午前
10時～10時30分▶対象：プレマ
マ・1歳児と親。詳細は「すくすくナ
ビ」参照

●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

●東保育園 ☎21-2495
　 お庭であそぼ～七夕の笹を飾りま
しょう～▶日時：7月5日（月）午後1
時～3時▶対象：未就学児と親

●北町保育園 ☎21-6681
　 見学会▶日時：7月2日（金）時間は
予約時に▶定員：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
　 離乳食講習会▶日時：6月22日（火）
午後3時～4時▶対象：プレママ・5
～8カ月児と親
●千川保育園 ☎51-8478
　 じゃがいも掘り▶日時：6月30日
（水）午前10時30分～11時▶対象：
2歳児～未就学児と親、3組
●グローバルキッズ武蔵境園
 ☎51-2242
　 じゃがいもほり▶日時：6月25日
（金）午前10時▶対象：2歳児～未就
学児と親
●境南すみれ保育園 ☎30-9581
　 親子でリトミック▶日時：6月26日
（土）午前10時～10時30分▶対象：
未就学児と親、4組

●桜堤保育園 ☎52-4671
　 お庭で遊びましょう▶日時：毎週木
曜（平日のみ）午前10時～正午▶対
象：市内在住の未就学児と親▶申
込：不要

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：7月14日（水）午
後1時30分～3時▶対象：2歳児以
上の子と親▶申込：☎
●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 園庭開放▶日時：7月14日（水）午後
1時～2時▶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：7月7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：7月19日（月）午前
10時～11時▶対象：満2歳以上の
未就園児、20組

●武蔵野東第一幼稚園 ☎51-3640
　 なかよしクラブ▶日時：7月2日
（金）・6日（火）午前10時～11時▶申
込：園HP
●武蔵野東第二幼稚園 ☎53-4367
　 わくわくデー▶日時：7月3日（土）
午前9時15分～10時15分、11時～
正午▶申込：園HP

●聖徳幼稚園 ☎31-3839
　 体験入園と説明会▶日時：7月3日
（土）午前10時～11時30分▶定員：
40組▶申込：園HP

●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園　
 ☎60-2015
　 ▶日時：6月25日（金）午前9時30分
あ

●ひまわり保育園 ☎56-8732
　 ▶日時：6月30日（水）午前11時～
正午▶場所：オンラインプ  あ

　 0123 施設の開館時間延長を
　試行します
施設運営の検討の
ため、7月 1日（木）
～ 8月 31 日（火）
の期間中、各施設
の開館時間を延長
し午前9時～午後5時とします。
試行後に利用者へのアンケートを
実施します。
▶場所：0123 吉祥寺・はらっぱ
▶問：子ども協会事務局☎ 36-
0673、子ども家庭支援センター
☎ 60-1239

　 多言語高校進学ガイダンス

高校（こうこう）に行（い）きた
い外国人（がいこくじん）は相談
（そうだん）できます。予約（よ
やく）してください。7 月（がつ）
11 日（にち） 日曜日（にちよう
び）の午後（ごご）1時（じ）～
2時、2 時 30 分（ぷん）～ 3時
30 分、4 時～ 5 時。スイングレ
インボーサロンでします。お金（か
ね）はいりません。英語（えいご）・
韓国朝鮮語（かんこくちょうせん
ご）・スペイン語（ご）・タイ語・
中国語（ちゅうごくご）・ネパー
ル語・フィリピノ語などで話（は
な）せます。http://mia.gr.jp/ 
から予約（よやく）できます。7 

月 3 日まで。分（わ）からない
ときは、MIAに電話（でんわ）
してください。☎ 36-4511
※やさしい日本語を使っています。

　土曜保育コンシェルジュ

平日来庁が難しい世帯を対象にお
子さんの預け先や保育サービスな
どの相談を受けます。（個別相談）。
▶日時：７月17日（土）午前９時、
10時30分、午後１時、２時30分、
４時（各 45 分）▶場所：市役所
会議室▶対象：これから市内保育
施設・幼稚園に申し込む予定のあ
る方、10組（申込順）▶申込・問：
６月 28日から電話で子ども育成
課☎ 60-1854へ。

　 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案内。
▶日時：７月 17 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：６月 28
日～７月７日に電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

　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：７月 26 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▶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：７月 15
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：７月 30 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９月～ 11 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：7
月 20 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。
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●申込先の市内施設の住所は、5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。

●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）

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：6月15日午前10時から電話
または直接各施設へ

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

● おもちゃ病院
　（おもちゃを預かって修理します）
　 ▶日時：6月17日（木）～25日（金）▶
対象：市民（1家族1点、上限に達し
次第受付終了）▶申込：事前に電話
の上、来館

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

●coco（0歳）コース
　 ▶日時：7月6日（火）午前10時～10
時45分▶対象：0歳と親、5組▶内
容：親子遊びとお話タイム▶申込：
要
●ico（1歳）コース
　 ▶日時：7月21日（水）午前10時～

10時45分▶対象：1歳と親、5組▶
内容：魚釣りおもちゃを作ろう▶申
込：要
●nico（2歳）コース
　 ▶日時：7月9日(金)午前10時～10
時45分▶対象：2･3歳と親、5組▶
内容：足形アートを作ろう▶申込：
要
●救急法講習
　 ▶日時：7月13日（火）午前10時～
10時45分▶対象：0～1歳2カ月と
親、5組▶内容：心肺蘇生と誤飲な
どの対処法▶講師：同園看護師▶申
込：要

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3回連続講座
　妊娠中に聞いておきたい10のこと
　 ▶日時：7月8日（木）・17日（土）午前
10時、28日（水）午後1時15分▶対
象：妊婦と家族、約10名▶内容：
抱っこ講座・栄養講座・産前ヨガ▶講
師：中・田倉・市助産師会▶申込：要
（とことこHP）

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 ☎

20 日
（日）

○春木医院 内科・小児科 境 1-5-4 51-4567
○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町 3-8-9 23-6555
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

27 日
（日）

○中じまクリニック 内科・小児科
（乳児不可） 吉祥寺本町 2-14-5 21-6251

○ごとう内科・循環器クリニック 内科 境南町 2-20-6 32-5048
◎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
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（8800 円）の負担あり（15歳未
満は 5500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
20日（日） 吉祥寺北口歯科医院 吉祥寺本町1-13-9　山本ビル4階 ☎21-6482
27 日（日） 松本歯科 吉祥寺本町2-1-7　DMビル4階 ☎20-4618

6/15（火）～ 30（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

　 むさしの自然観察園「親子で自然
が好きになるゲーム＆クラフト」
夏休み 魚の不思議をテーマに、
感性が豊かになるゲームやクラフ
トを親子で楽しみます。
▶日時：7 月 3 日（土）午前 10
時～ 11 時 30 分▶場所：むさし
の自然観察園（吉祥寺北町 3-12）
▶対象：5 歳～小学 2年生と保護
者、6組（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）

　消費生活センター
　夏休み親子教室
夏休み ①気象予報士のお天気
実験教室「雪の結晶やミニ竜巻を
作ってみよう」②料理教室「加工
食品と手作りの食べ物を調べてみ
よう～手打ちうどん作り」
▶日時：① 7月 30 日（金）午前
10 時～正午② 8月 6日（金）午
前 9 時 30 分～ 11 時 45 分▶場
所：①商工会館市民会議室②消費
生活センター▶対象：市内在住

　  予防接種の機会のなかった男性
の風しん抗体検査と予防接種
対象者にクーポン券を発送しました。
▶受診期間：令和４年３月 31 日
まで▶場所：全国の指定医療機
関（要予約）▶対象：昭和 37 年
4月 2日～ 54年 4月 1日生まれ
の男性▶費用：無料▶持ち物：①
クーポン券（昨年度の物も２月ま
で使用可能）②本人確認書類③予
防接種時は抗体検査結果のわかる
書類▶そのほか：接種ワクチンは
麻しん・風しん混合ワクチンです。
クーポン券を紛失した場合は健康
課まで申請してください▶問：健
康課☎ 51-0700

　 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：7 月 9 日（金）午前 10
時～正午（１人 15 分）▶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
方は不可）、８名（申込順）▶費用：
無料▶申込・問：７月１日までに
電話で健康づくり支援センター☎
51-0793へ。

　 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：７月 10 日（土）午前
10 時～正午▶場所：保健セン
ター▶対象：65 歳未満の方（ペー
スメーカー使用者・妊娠中の方・
測定後１年未満の方不可）、10名
（申込順）▶講師：健康づくり人
材バンク▶費用：無料▶託児：４
カ月～未就学児、３名▶申込・問：
6 月 30 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。

熱中症患者のおよそ半数は 65歳以上の方です。熱中
症は、日中の炎天下だけでなく、室内や、夜でも多く
発生しています。気温や湿度の高い日は特に注意し、
家族や周りにいる人たちは積極的に声をかけてくださ
い。熱中症予防には水分補給と暑さを避けることが大
切です。エアコンや扇風機だけでなく、シャワーや冷やしたタオル
にも身体を冷やす効果があります▶問：健康課☎ 51-0700

高齢者への声かけで熱中症予防

の小学生と保護者、① 15 組② 8
組（初参加者優先し超えた場合抽
選）、申込者以外の同伴不可▶講
師：①島田賀子（日本気象予報士
会サニーエンジェルス）②西上原
節子（さつきクラブ代表）▶費用：
①１組 400 円（材料費）。子ども
１名の追加 400 円②１組 200 円
（材料費）。子ども１名の追加100
円▶託児：1 歳～未就学児、5名
▶持ち物：①筆記用具、500ml
ペットボトル１本②エプロン、三
角巾など▶申込・問：6月 22日（必
着）までにハガキ（申込要領参照
し、希望の教室①②、学校名・学
年、性別、保護者氏名［ふりがな］
も明記、①②重複申
込可）または市HPか
ら消費生活センター
☎ 21-2972へ。

市公式ホームページに
バナー広告を掲載しませんか？

バナー広告を掲載してくださる
事業者を募集しています。詳細
は市HP参照。
▶申込・問：秘書
広報課☎ 60-1804、
FAX55-9009

夏休み 夏休み期間（7～ 8月）
の子ども向けイベン
トです。市HPのキッ
ズページに掲載して
います。
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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

緊急事態宣言が延長されています。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。

■ジュニア向け（重複申込不可）
教室名 日程 時間 回数 場所 定員 参加費

Ａ 夏休み
ジュニア水球

8月2日（月）
～4日（水）

午前 7時 30分
～ 8時 30分 3 温水プール 12名 2400円

Ｂ
夏休み
ジュニアウォー
ターダンス

8月16日（月）
～20日（金）・ 
21日（土・発
表会）

午前 7時 30分
～ 8時 30分 6 温水プール 10名 4200円

Ｃ
夏休み
ボールの投げ方
教室①②

①8月2日（月）・
3日（火） 
②8月4日（水）・
5日（木）

午前 10時～
11時 30分 2 サブアリーナ 各24名 各1600円

■幼児向け（重複申込不可）
教室名 日程 時間 回数 場所 定員 参加費

Ｄ
夏休み
楽しい運動遊び
①②

7月26日（月）
～30日（金）

①午前9時15分
～10時15分
②午前10時45分
～11時45分

5 サブアリーナ 各30名 各3000円

Ｅ
夏休み
幼児リズム体操
①②

8月2日（月）
～4日（水）

①午前9時30分
～10時15分
②午前10時30分
～11時20分

3 軽体操ダンス
室 各14名 各2100円

・「▶場所：オンライン」とあ
る場合は、オンラインでの開催。
・特に記載のない場合、通信料
は自己負担。

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
であるサポーターカードを贈呈。
▶日時：7月 8日（木）午後２時
～３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名程度（申込順）
▶講師：ゆとりえ在宅介護・地域
包括支援センター職員▶費用：無
料▶申込・問：高齢者支援課☎
60-1846

市認定ヘルパー養成研修

高齢者宅で家事援助（身体介護な
し）を行う認定ヘルパーの養成研
修を開催します。
▶日時：７月 19 日（月）～ 21

日（水）・26日（月）～ 30日（金）
午前 9時 45 分～正午（講義受講
後１時間程度の実習あり）▶場所：
市役所 411 会議室▶対象：市内
または近隣在住で、修了・認定後
に指定の事業所に所属し市認定ヘ
ルパーとして活動できる方、16
名（申込順）▶費用：無料▶託児：
助成制度あり▶主催：武蔵野市▶
そのほか：介護の有資格者には研
修の一部を免除（詳細は高齢者支
援課☎ 60-1846 へ）▶申込・問：
７月８日正午（必着）までに申込
書（高齢者支援課、各在宅介護・
地域包括支援センター、地域包括
ケア人材育成センターで配布）を
郵送または直接地域包括ケア人
材育成センター☎ 20-3741へ。
https://m-machigurumi.jp/ か
ら申込可。

ペアレントメンターとはなそう

市内在住の東京都ペアレントメン
ターに気軽にお子さんのことを話
してみませんか。グループ相談。
▶日時：7月 5 日（月）午前 10
時～正午▶場所：みどりのこど
も館▶対象：子どもの発達に不
安のある保護者、6 名（超えた

夏休み子ども向けスポーツ教室

▶対象：A・B…小学３～６年生、C
…小学生、D…年少～年長、E…
①年少②年中・年長▶申込・問：
6月30日（必着）までに総合体育
館HP・ハガキ・ファクス（要受信確認）
（申込要領参照し、性別、年齢、生
年月日、A～Cの在学者は学校名、

D～Eの在園者
は園名も明記、
当落一緒を希望
する方はきょう
だいのみ可）または所定の申込用
紙（同館で配布）で総合体育館☎
56-2200、FAX51-5493へ。詳
細 は https://www.musashino.
or.jp/ 参照。

野外活動センター

▶講師：むさしの自然史研究会▶
申込：電話申込不可。同センター
HP https://www.musashino.
or.jp/ から申込可▶問：野外活動
センター☎ 54-4540、FAX51-
9810（要受信確認）
＊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

●親子野あそびクラブ
～夜の昆虫を見てみよう～
夜の昆虫たちを探
せ。専門の講師がコ
ツを伝授します。
▶日時：7 月 25 日
（日）午後 5 時 30 分現地集合・
午後 8時 30 分解散。雨天中止▶
場所：和田堀公園（杉並区成田西
1-30-27）▶対象：小学生と保護
者、25名（超えた場合、市内在住・
在学者優先し抽選）。最少催行 13
名▶費用：大人 1900 円、子ども
900 円（交通費実費）▶申込・問：
6月 30日（必着）までにハガキ・
ファクス（申込要領参照し、性別、
生年月日、在学者は学校名も明記）
または直接野外活動センターへ。
●夏休み標本教室
（アトラスオオカブト）
本格的な昆虫標本作りに挑戦。夏
休みの自由研究にも使えます。
▶日時：8 月 7 日（土）①午前
10 時～ 11 時 45 分②午後 1 時 
～ 2時 45分③3時15分～5時。

市民体育大会

▶主催：武蔵野市
●ライフル射撃
▶日時：7 月 18 日（日）午前 9
時集合▶場所：神奈川県立伊勢原
射撃場（伊勢原市上粕屋 2380）
▶対象：市内在住・在勤・在学
の銃の所持許可を受けている方・
ライフル射撃協会会員▶費用：
SB5000 円、AR2500 円▶申込・
問：6月 30 日（必着）までにハ
ガキ（申込要領参照し、年齢も明
記）でライフル射撃協会・則松映
二☎ 22-4455（〒 180-0002 吉
祥寺東町2-33-8）へ。
●バスケットボール大会
男女別のトーナメント。無観客で
開催。
▶日時：7 月 23 日（金・祝）・
24 日・31 日（土）、8 月 1 日・
8日（日）▶場所：総合体育館サ
ブアリーナ▶対象：市内在住・在
勤・在学の高校生以上（監督 1
名、コーチ 2名、選手 16名以内）、
25 チーム（男女問わず申込順）
▶費用：1チーム 1600 円▶その
ほか：ユニフォームは濃淡 2色用
意し、レフェリー 1 名帯同、詳
細は https://musashino-taikyo.
jp/ 参照▶申込：6月 20 日～ 27
日に直接体育協会☎55-4119へ
▶問：バスケットボール連盟・鶴
田☎090-1651-4632

場合抽選）▶費用：無料▶主催：
武蔵野市▶申込・問：6月 27 日
ま で に https：//
bit.ly/2LmRxsd か
らハビット☎ 55-
8510へ。

消費生活講座
「自然素材でナチュラル掃除」

過炭酸ナトリウム、重曹、クエン
酸、せっけんだけのシンプルな掃
除術を紹介。実演あり。
▶日時：7月 15日（木）午前 10
時～正午▶場所：商工会館市民会
議室▶対象：市内在住・在勤・在
学の方、40名（申込順）▶講師：
佐光紀子（ナチュラルライフ研
究家）▶費用：無料▶託児：1歳
児～未就学児、5名▶申込・問：
7 月 4 日（必着）までにハガキ
（申込要領参照）で消
費生活センター☎ 21-
2972 へ。市 HPから
申込可。

市民活動講座「会えなくても大
丈夫！Zoom会議で集まろう」

Zoom会議の主催の方法、市民活
動のオンライン化について学ぶ。
▶日時：7 月 31 日（土）午前
10 時～正午▶場所：オンライン
（Zoom）、武蔵野プレイススペー
ス C▶対象：Zoom 会議に参加
したことがあり、主催したい方。
オンライン…20 名、会場…3名
（申込順）▶講師：高橋葉子（CR
ファクトリー）▶費用：1000 円
▶持ち物：Zoom が受講可能な
端末（パソコン、タブレット推奨）、
イヤホンマイク▶申込・問：7月
15 日までに Eメール（申込要領
参照し、Eメールアドレス、受講
方法 [オンライン・会場 ]も明記）
または直接武蔵野プレイス市民
活動支援担当☎ 30-
1903、gr-shikatu@
musashino.or.jp
へ。

雨天実施▶場所：総合体育館大会
議室▶対象：小学生（小学 2 年
生以下は保護者同伴）、各16名（超
えた場合、市内在住・在学者優先
し抽選）。最少催行各8名▶費用：
1600円▶申込・問：6月 30日（必
着）までにハガキ・ファクス（申
込要領参照し、性別、生年月日、
市内在学者は学校名、①②③の希
望時間も明記。①②③の重複申込
不可）または直接野外活動センター
へ。

一時保育（7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・木曜（15日・22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（休館日は☎56-1612）へ。
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●申込先の市内施設の住所は、5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。
●  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・有害ごみを
ほかのごみと

混ぜて出さないで
ください

　火災の原因となり
　非常に危険です

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

　ブックスタート講演会

赤ちゃんは絵本が好き？～子育て
に絵本を～。
▶日時：7 月 5日（月）午前 10
時～11時30分（開場9時45分）
▶場所：中央図書館視聴覚ホール
▶対象：市内在住・在学の乳幼児
と保護者、30名（申込順）▶講師：
ひろかわさえこ（絵本作家）▶費
用：無料▶託児：6カ月以上の子、
12名（申込順）、6月 21日～ 30
日に要申込▶申込・問：6月21日
から電話または直接中央図書館へ。

　土曜の午後の映画会

「六月燈の三姉妹」（2014年、日本、
104分、カラー）監督…佐々部清、
出演…吹石一恵ほか。
▶日時：６月 26 日（土）午後２
時 30 分（開場２時 15 分）▶場

所：中央図書館視聴覚ホール▶対
象：市内在住・在勤・在学で図書
館カードを登録している中学生以
上の方（申込順）、30 名▶費用：
無料▶持ち物：図書館カード▶申
込・問：６月 15 日から電話また
は直接中央図書館へ。

　７月のどっきんどようび
　映画会のお知らせ
夏休み 「忍たま乱太郎の宇宙
大冒険with コズミックフロント
☆NEXT」（25分）。
▶日時：７月 10 日（土）午後 2
時（開場 1時 45 分）▶場所：吉
祥寺図書館まなびとつどいのへや
▶対象：市内在住・在学の幼児・
小学生、20名（申込順）▶費用：
無料▶申込・問：6 月 19 日から
直接吉祥寺図書館へ。

　シネマプレイス～夜の映画会～

「四月の永い夢」（2017 年、日本、
93分、カラー、日本語）、監督…
中川龍太郎、出演…朝倉あき、三
浦貴大ほか。
▶日時：7 月 2日（金）午後 6時
（開場 5時 30 分）▶場所：武蔵
野プレイスフォーラム▶対象：市
内在住・在勤・在学の中学生以上
の方、30 名（申込順）▶費用：
無料▶そのほか：当日は座布団・
クッションなど持参可。自転車の
方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：6 月 15 日から電話または直
接武蔵野プレイス☎30-1900へ。

　 ごみ袋のカラスによる被害が発
生しています
この時期、燃やすごみの袋をカ

ラスに引きちぎら
れ、道路上に散ら
かされる被害が多
発しています。防
鳥ネットも効果が
ない場合もありますので、ふた付
きの容器などに燃やすごみの袋を
入れるなど、ご協力をお願いしま
す。新型コロナウイルス感染拡大
防止のためにも、ごみ袋が破られ
ないように対策をお願いします▶
問：ごみ総合対策課

リチウムイオン電池の
分別を動画で紹介　　

◆ 講座・講習・イベント ◆

■あなたの手洗い、正しいです
か？～感染症対策について～
「手洗いの重要性」の話と、普段
の手洗いをチェッカーで確認▶日
時：7 月 13 日（火）午後 1時～
１時 30 分▶場所：テンミリオン
ハウス月見路（吉祥寺北町 1-11-
7）▶定員：6 名（申込順）▶講師：
外崎剛生（吉祥寺ナーシングホー
ム在宅介護・地域包括支援セン
ター看護師 )▶費用：無料▶持ち
物：室内履き▶申込・問：テンミ
リオンハウス月見路☎ 20-8398

■老いじたく講座
成年後見制度について▶日時：６
月 25 日（金）午後１時 30 分～
３時▶場所：市民会館第二学習室

▶定員：10 名（申込順）▶講師：
福祉公社職員▶費用：無料▶申込・
問：同公社☎ 23-1165

■東京女子大学WEB講座
「働くための法律の知識」
自分の雇用や仕事を守る知恵と
知識▶日時：7 月 3 日（土）午
後 1 時～ 3 時▶場所：オンライ
ン（Zoom）▶対象：女性、20
名▶講師：小林寛子（社会保険
労務士）▶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

■発見！地元のとれたて野菜
～直売所をめぐるクイズラリー～
農産物の直売所をめぐってクイ
ズを解くゲーム。全問正解する
と抽選で景品が当たります▶日
時：６月 26 日（土）～７月４
日（日）▶場所：市内の直売所な
ど▶定員：50 名（先着順）▶費
用：500 円▶そのほか：参加キッ
トは 6月 26 日から観光機構で購

入可▶申込・問：同機構☎ 23-
5900

■タイ語会話交流教室
～はじめの一歩～
会話入門と文化紹介、参加者同士
の交流▶日時：7 月 31 日～ 9 月
18 日の土曜、午前 10 時～正午
▶場所：国際交流協会会議室▶対
象：18 歳以上で当該言語学習歴
がない方、10 名（市民・同協会
会員優先し超えた場合抽選）。最
少催行 5 名▶講師：ソムブーン
ポーン・ティーラカーン▶費用：
6000 円（同協会会員 4000 円）
▶持ち物：筆記用具・マスク▶
申込・問：7月 17 日（必着）ま
でに往復ハガキ（年齢、職業、E
メールアドレス、同協会会員は
会員番号も明記）で同協会☎ 36-
4511 へ。https：//mia.gr.jp/
から申込可。

■Will2Live『レフュジー再会へ
の旅路』上映会
いくつもの国境を越えるシリア難
民家族を追ったドキュメンタリ
ー▶日時：6 月 26 日（土）午後

1 時～４時▶場所：オンライン
（Zoom）▶費用：無料▶そのほ
か：詳細は成蹊学園HP https://
www.seikei.ac.jp/gakuen/
esd/ 参照▶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

◆ スポーツ ◆
■ジュニアソフトテニス教室
東京都ジュニア育成地域推進事業
▶日時：7 月 4日（日）午前９時
～午後４時、予備日7月11日（日）
▶場所：庭球場▶対象：市内在住・
在学の中学生（経験者）▶費用：
無料▶申込：不要▶問：ソフト
テニス連盟・竹内☎ 090-2550-
0430、takeu_yasubou@yahoo.
co.jp

■ジュニア水泳教室
①月曜（全12回）②火曜（全14回）
③水曜（全13回）④木曜（全14回）
▶日時：９月６日～ 12 月 23 日
の午後５時、6時（各 50 分）▶
場所：温水プール▶対象：市内在

住の小学生、各回 12 名▶費用：
① 4800 円②④ 5600 円③ 5200
円▶申込：７月 20 日（必着）ま
でに往復ハガキ（生年月日、希
望の回・時間も明記。1名 1 枚、
重複申込可）で体育協会へ▶問：
水泳連盟・佐藤☎ 080-8479-
1573へ。

■ソシアルダンス教室
中級教室▶日時：７月 20 日～９
月 21 日の火曜（全 10 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、ソシアル
ダンス連合会員▶費用：5000 円
▶申込・問：6 月 30 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。

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。

夏野菜品評会

市内農家が栽培技術を競った夏野

菜品評会の優秀者の農作物を展示
します。
▶日時：7 月 5日（月）セレモニー
…午前 10 時 30 分～ 11 時、展
示…午後 4 時まで▶場所：市役
所ロビー▶問：産業振興課☎ 60-
1833
●夏野菜の即売会
▶日時：6 月 29 日（火）、7月 5
日（月）午前 11 時（売り切れ次
第終了）、小雨実施▶場所：市役
所正面玄関前▶持ち物：マイバッ
ク▶問：JA東京むさし武蔵野新
鮮館☎ 54-7150、産業振興課☎
60-1833

ガイド＆GUIDE
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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

緊急事態宣言が延長されています。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。

Ⓐこぱんだウインドアンサンブル
▶日時：7 月 10 日（土）午後 3 時開演▶場所：市民文
化会館大ホール▶費用：一般 3000 円、◯友 2700 円、◯25
1000 円▶そのほか：第一小・第一中吹奏楽団が 1曲共演

Ⓑ金川真弓　バイオリン・リサイタル
▶日時：7月 4日（日）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

Ⓒ劇団ロロ「いつ高シリーズ」二本立て公演
▶日時：6 月 26 日（土）～ 7月 4日（日）▶場所：吉祥寺シ
アター▶費用：一般 5000 円、◯25 4000 円、高校生以下無
料（同劇団HPから申込）▶そのほか：作・演出…三浦直之

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

◇  ◇  ◇   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8月・

9月 市報7月15日号でお知らせ
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2022年1月 7月1日（木） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場 2022年1月・
2月 7月1日（木） 芸能劇場

公会堂 ホール、会議室、和室

2022年1月

7月7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 7月6日（火） スイングホール
松露庵 茶室 7月10日（土） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 7月1日（木） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2022年1月・

2月 7月1日（木） 芸能劇場

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術上演
5日以上使用

劇場
2022年12月
・2023年1月 市報7月15日号でお知らせ

5日未満使用 2022年8月・
9月

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2022年1月
吉祥寺シアターけいこ場 7月1日（木）

舞台芸術以外で使用 劇場 2021年10月けいこ場 7月1日（木）
＊ 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。

＊ 芸能劇場小ホールは市利用のため使用不可です。

＊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

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

文化事業団文化事業団
（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）

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

吉
東 7月3日（土）■アジアを知ろう　香港特別編「私の故郷、香港」▶時間：午後２時

▶定員：25名（申込順）▶講師：銭俊華（東京大学大学院生）

本
町

7月4日（日）■まちをきれいに▶時間：午前9時コミセン前集合▶内容：地域を
きれいにする活動です

7月5日（月）
■健康講座とゆうゆう体操「糖尿病予備軍増加中」▶時間：午前10
時～正午▶定員：8名（申込順）▶内容：糖尿病を予防するためには
▶持ち物：長めのタオル、飲み物▶申込

吉
西 7月4日（日）■井ノ頭通り美化活動▶時間：午前9時30分コミセン集合▶内容：

歩道、植え込みの清掃活動をしましょう

け
や
き

21日（月） ■こもれび▶時間：午前10時～11時30分▶対象：妊婦、０歳～未
就学児と親

26日（土） ■よみきかせ▶時間：午前11時▶内容：指遊び・紙芝居・絵本・折り
紙ほか

中
央

7月10日
（土）

■苔だまづくり▶時間：午前10時、午後1時30分▶対象：成人、各
10名（申込順）▶費用：500円▶申込

7月末日まで ■ふるさと歴史館出張パネル展▶内容：「武蔵野の地名」

八
幡
町

26日（土）
■市自治基本条例などに関する懇談会▶時間：午前10時▶定員：
18名▶申込：Zoomでの参加はEメール（hachikomionline@
gmail.com）

関
前 30日（水）

■七夕づくり「七夕飾りを一緒に作りましょう」▶時間：午後2時～
3時30分▶そのほか：折り紙と小さな笹のお土産あり▶共催：関前
福祉の会

コミュニティセンター事業案内 6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

　地域の皆さん大変お待たせしました。
　昨年11月から始まった改修工事が完
了し、6月1日より本館が開館しました。
　今回の工事では給排水管や屋上の防
水など、目に見えない個所を更新するこ
とで建物の寿命を大幅に改善しました。
また、工事に伴って内装・照明・水回りな
ども整備しました。内装は白や木目を基
調とした壁・床となり、明るさが増して
開放感もあります。また、ポスターやチ
ラシなどの情報も見やすく効果的に掲
示できるよう工夫を凝らしています。水

6月1日リニューアルオープン

関前
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

回りでは洗面所や給湯室を整備し、明る
く清潔なデザインと、使いやすい動線を
確保しました。
　開館後も新型コロナウイルス感染拡
大防止対策には万全を期し、皆さんの安
心・安全を確保するようスタッフ一同頑
張りながら、ご来館を心よりお待ちして
います。多くの方々にリニューアルした
関前コミセンをご利用いただくことで
地域の絆をさらに深めましょう。

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（関前2-26-10） ☎51-0206
関前分館（関前3-16-6） ☎51-0206
西部（境5-6-20） ☎56-2888
境南 7月末（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

官公署だより

　 介護支援専門員（ケアマネジャ
ー）実務研修受講試験

▶試験日程：10月 10日（日）▶
受験要項：高齢者支援課、各在宅
介護・地域包括支援センター、都
庁などで配布。郵送希望は角2封
筒（250円分の切手貼付）を同封
し、東京都福祉保健財団ケアマネ
試験担当（〒163-0719 新宿区
西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル
19階）へ▶申込・問：6月30日（消
印有効）までに簡易書留郵便で同

財団☎ 03-3344-8512 へ。

　 令和３年度の年金額について

年金：年額…老齢基礎年金 78 万
900 円、障害基礎年金 1級 97万
6125 円、2 級 78 万 900 円、遺
族基礎年金 78 万 900 円、遺族
年金の子の加算額…第 1子およ
び第 2子 22 万 4700 円、第 3子
以降 7万 4900 円▶問：武蔵野年
金事務所☎ 56-1411

市民伝言板市民伝言板

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：8/1 号…6月 29日、8/15 号…7月 12日

掲
載
希
望
の
方
へ

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。


