
人口と世帯
《令和3年９月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8253人（40人増）　世帯数7万8420世帯（1減）
●男7万868人（17人増）　●女7万7385人（23人増）　
〔うち外国人住民数3102人（2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。

投票所 場所 受付期間 受付時間

①市役所 緑町 2-2-28
市役所西棟１階 111会議室

9月27日（月）～
10月2日（土）

午前８時 30分～午後８時
※西棟または正面玄関からお入りください。
※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。

②東部 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 9月29日（水）～

10月2日（土）
午前 9時 30分～午後８時
※車でお越しの方は、市役所期日前投票所をご利用ください。③西部 境南町 2-3-18

武蔵野プレイス 1階ギャラリー

武蔵野市長選挙
武蔵野市議会議員補欠選挙武蔵野市議会議員補欠選挙のの投票日投票日ですです

• 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。

投票日当日に投票できない方は
期日前投票・不在者投票期日前投票・不在者投票
ができます

　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、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。
※ 選挙当日（10月３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、武蔵野市長選挙・武蔵
野市議会議員補欠選挙を執行します。ご理解・ご協力をお
願いします▶問：選挙管理委員会事務局☎ 60-1893
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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
選挙管理委員会が実施する主な感染症対策

有権者の皆さんにお願いする事項
• 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。

　任期満了による市長選挙と欠員による市議
会議員補欠選挙を行います。

　投票は市長選挙、市議会議員補欠選挙の順で行います。市長選挙はクリー
ム色の投票用紙に、市議会議員補欠選挙は白色の投票用紙にそれぞれ候補
者の氏名を１名記入して投票してください。

今回の選挙について

不在者投票

　平成 15年 10月４日までに出生し、令和３年６
月 25 日までに武蔵野市に転入届出をし、引き続

き９月 25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
に市外へ転出すると投票はできません。
●市内で転居した方
　武蔵野市の選挙人名簿に登録があり、９月３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。９月４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
　６月 26日以降に転入の届出をされた方は、今回の選挙では選挙人名簿
に登録されていないため投票できません｡
●これから市外に転出する方
　武蔵野市外へ転出される方は投票ができません。

投票できる方

1 2 3期日前投票

1010月月３３日（日）は日（日）は
投票時間：午前7時～午後8時

　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９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。

　以下の投票区は投票所が変更になります。

◎第 11投票区（吉祥寺北町４丁目、中町３丁目にお住まいの方）
市民文化会館展示室➡旧シルバー人材センターリサイクルセンター
◎第 22投票区（境南町３～５丁目にお住まいの方）
ぐっどういる境南デイルーム➡境南コミュニティセンター体育室

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
て投票できます（事前に「郵便等投票証明書」の交付が必要）。
4新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしている方で、一定
の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。
※ 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｡

　10月３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

　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。市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

投票所の変更について

投票所入場整理券について

みんなの一票大切に！
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集団接種 むさしのエコreゾートなどの公共施設での接種｠

新型コロナワクチン
接種・予約情報

　集団接種会場を増設するとともに、ファイザー社製ワクチン、アストラ
ゼネカ社製ワクチンに加え、新たに武田／モデルナ社製ワクチンの予約
受付を開始します。なお、これに伴い、医師会と協議の上、９月中の個別接
種の新規予約を停止します。
　ワクチン接種を希望する場合
は、各ワクチンの接種間隔や特
徴をご確認いただき、ご自身で
選択して接種してください。

今後のワクチン供給量によっては、予定を変更することがあります。市ホームページ・各 SNSで随時ご案内します。

濃厚接触者となった場合や体調が優れない場合は、接種会場への来場はご遠慮ください。

 接種済み人数や接種率は
市ホームページ参照。

新型コロナウイルス
ワクチン市民接種率

９月17日（金）昼12時30分から

９月24日（金）昼12時30分から

予約開始日時

※ 10月以降のアストラゼネカ社製ワクチンの集団接種実施については未定です。アス
トラゼネカ社製ワクチンの接種を希望する方は、９月中に予約してください。

９月25日（土）１回目接種日

対　象 40 歳以上の方　約120名分

会　場 保健センター（吉祥寺北町 4-8-10）

● 上記日程以前の予約枠に空きがある場合は、随時予約できます。
●接種可能な時間は、午後２時～４時です。
● ２回目接種日については、最短となる１回目接種日の４週間後または最大の効果を得
られるとされている８週間後のいずれかを、１回目接種時に当日会場で選択できます。

アストラゼネカ社製

※  18 ～ 39歳の方が予約できる条件や専用の予診票の配布場所など、詳細は市ホー
ムページをご確認ください。

※ 18～ 39歳の方は、市コールセンターからのみ予約できます。

１回目
接種日

対　象 …

…

…会　場

妊娠中の方、同居の配偶者などの優先予約を受け付けています

９月18日（土）・25日（土）

総合体育館（1回目）／市民文化会館（2回目）

※接種当日に母子健康手帳（写しも可）をご提示ください。

（1） 母子健康手帳を持ち、妊婦健診先の医師から接
種をしてよいと言われた現在妊娠中の方

（2） 妊娠中の方の同居の配偶者など（パートナー含む）

… 市コールセンターからのみ予約ができます。予約方法

全ワクチン共通事項

インターネット 電　話
 武蔵野市コールセンター（通話料がかかります）

☎ 0570-666-852

（ 平日、午前８時30分～午後5時15分）

予約システム

共
通
予
約
方
法 ※9月23日（木・祝、午前8 時30 分～午後5時15分）は開設します。

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）

（通話料がかかります）

市ホームページ
□ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0120-761770

□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（土・日曜、祝日含む24時間）

（フリーダイヤル）
問い合わせ

（土・日曜、祝日含む午前9時～午後9時）

（通話料がかかります）

※9月23日（木・祝、午前8 時30 分～午後5時15分）は開設します。

予約開始日時

10月３日（日）～24日（日）１回目接種日

対　象 12歳以上の方　約2400名分

会　場 ①市民文化会館 （中町 3-9-11）
②市民会館 （境2-3-7）※10月７日（木）～10日（日）のみ

□★ 吉祥寺駅北口駅前広場に特設接種会場を開設（予定）
10月1日（金）から予約受付を開始する予定です。詳細は、市ホーム
ページ・各ＳＮＳ、市報10月1日号をご確認ください。

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

ファイザー社製
ファイザー社製
ワクチンの特徴
はこちら

アストラゼネカ社製
ワクチンの特徴はこ
ちら

各ワクチンの特徴   　　令和 3年 9月 8日時点

ワクチン ファイザー 武田 /モデルナ アストラゼネカ

タイプ ｍＲＮＡ ウイルス
ベクター

対象 12 歳以上の方 40歳以上の方
１回目と２回目
の接種間隔 3 週間 4週間 4～ 12週間

3 種類のワクチンから選択できます
ワクチンの特徴の詳細は、上記、各ワクチンの二次元バーコー
ドを参照するか厚生労働省コールセンター☎0120-761770
へお問い合わせください。

毎週木曜に予約を開始し、翌週水曜～翌々週月曜に
１回目接種を行います。

対　象 12歳以上の方
約1万800名分

会　場

●  接種可能な曜日と時間は、火曜を除く週６日、午前9 時～午後4時30 分
です。

地図 会場イメージ図

三鷹駅

市役所

クリーン
センター
総合体育館

むさしのエコreゾート

井ノ頭通り

五日市街道

武蔵野警察署

予約開始日時 １回目接種日

９月16日（木）午前８時30分から 
約 3600名分

９月 22日（水）
～ 27日（月）

９月23日（木・祝）
午前８時30分から

約3600名分（予定）

９月 29日（水）
～10月4日（月）

９月30日（木）午前８時30分から
約3600名分（予定）

10月 6日（水）
～ 11日（月）

※接種日も一部利用を制限し、開館します（休館日除く）

※通常時と入り口が異なります。

駐輪場

クリーン
センター

むさしの
エコreゾート

市役所

入口 出口

武田／モデルナ社製
ワクチンの特徴はこ
ちら

武田／モデルナ社製New

むさしのエコ reゾート（緑町3-1-5） 　
リ
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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

9月30日（木）まで緊急事態宣言延長。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。

個別接種
９月中の新規予約の受付は停止しています。10月以降の予約につ
いては、決まり次第、市報、市ホームページなどでお知らせします。

　 新型コロナウイルスワクチン接種
公式ツイッターを開設しました
接種・予約に関する情報が、より迅速に一元化して
届くように「【公式】武蔵野市新型コロナウイルス
ワクチン接種情報」ツイッターを開設しました。

Eメール：tokyo.daikibo-sesshu@vcinfo.jp

　

電　話：0570-034-899
東京都ワクチン接種会場コールセンター

F A X ：025-255-0620

東京都大規模接種会場

（ 土・日曜、祝日含む午前 9時～午後 6時）

都内在住・在学の高等学校、中等教育学校などの最終学年の生徒、市場内の取
引に参加する事業者の方など、接種対象が拡充されています。接種対象者や会場、
予約方法などの詳細については、東京都ホームページまたは大規模接種会場ツ
イッターをご確認ください。

大規模接種会場
ツイッター

防衛省・自衛隊
ホームページ

聴覚に障害があるなど、電話での問い合わせが困難な方

 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　〒180-0013 西久保1-6-27
　　　　　　　　　　　多摩信用金庫武蔵野支店4階
 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、工事のため窓口を一時休止します
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）

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

新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で、低所得の
子育て世帯に対し、その実情を踏
まえた生活の支援を行う観点から
「子育て世帯生活支援特別給付金」
を給付しています（養育要件・所得
要件あり）。申請受付は令和4年2月
28日（月）まで。詳細は市
HP参照▶問：子ども子
育て支援課☎60-1993

新型コロナウイルス感染症

を開設
① 自宅療養に伴う食料品（＝写真、市備蓄食料）
の支援

② NEW 自宅療養に伴う日用品（トイレット
ペーパー・飲料水など）の支援・安否確認

③自宅療養に伴う心配事などの相談
▶対象：新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、自宅療
養をしている方、入院・療養先を調整中の方▶問：安全対策課
☎ 60-1916、FAX51-9184、sec-anzen@city. musashino.
lg.jp。自宅療養者である旨をお伝えください。平日午前 9 時～
午後 5 時（土・日曜、祝日で急を要する場合は☎ 51-5131へ［宿
直、午前 9 時～午後 5 時］。折り返し、担当から連絡します）。

●NEW 自宅療養者への医療支援
市医師会と協力し、自宅療養者へ
の各医療機関によるパルスオキシ
メーターなどの貸与や電話・オン
ライン・訪問による診療などを実
施する医療支援体制を強化しまし
た。パルスオキシメーターなどの
貸与については、ＰＣＲ検査を実
施した市医師会所属の医療機関な
どから病状に応じて案内を行いま
す▶問：健康課☎ 51-7004

～まずは「かかりつけ医」に
 相談しましょう～

 ●発熱などの症状があり、「かかりつけ医」がいない場合
　東京都発熱相談センター☎ 03-5320-4592
　24時間対応（土・日曜、祝日含む）
 ●症状が無くても不安な場合
　新型コロナコールセンター☎0570-550571
　午前 9時～午後 10時（土・日曜、祝日含む）

新型コロナウイルス
　感染症が心配なとき

敬老福祉の集いを中止します

9 月 21 日（火）・24 日（金）
に市民文化会館で開催を予定し
ていた「敬老福祉の集い」は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します。すでに市
へ参加申込票をお送りいただい
た方へは、中止の旨を郵送で連
絡します▶問：高齢者支援課☎
60-1940、FAX51-9218

子育て世帯生活支援特別給付金
の申請を受け付けています ☎0422-60-1916

自宅療養者支援センター自宅療養者支援センター

自宅療養者など
からの相談

新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援センター

食料品
支援

日用品支援
安否確認

生活相談
そのほかの相談

　

電　話：0570-056-730

自衛隊東京大規模接種
センター

（ 土・日曜、祝日含む午前
7時～午後９時）

自衛隊大規模接種センターの運営期間が、11月30日（火）ま
で延長されました。予約開始日などの詳細は、防衛省・自衛隊ホー
ムページまたはコールセンターへお問い合わせください。

予約・問い合わせ（通話料がかかります）

対　象：18～ 39歳の方
使用ワクチン：武田／モデルナ社製

（東京センター）

ワクチン公式
ツイッター

9月1日
から拡充

（通話料がかかります）
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【新型コロナ】自宅療養者の方へ 食料品や日用品などのお困りごとの相談は自宅療養者支援センター☎60-1916（土・日曜など急を要する場合は☎51-5131）へ

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

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。
●生きる力を育む幼児教育振興検
討会議　中間報告書
市の幼児教育の考え方、取り組み
の方向性について検討し、報告書
を作成します。
▶配布：子ども育成課、市内認可
保育園・幼稚園、各市政センター・
図書館・コミセン。市HPに掲載
▶提出方法：9 月 15 日（水）～
28 日（火・必着）に郵送・ファ
クス・Eメール（氏名、住所、電
話番号を明記）で〒 180-8777
子 ど も 育 成 課 FAX51-9223、
sec -kodomoikuse i@c i ty .
musashino.lg.jp へ▶問：子ど
も育成課☎ 60-1854
●障害者福祉センターあり方検討
委員会報告書　中間のまとめ
建物の老朽化が進んでいる障害者
福祉センターの今後のあり方につ
いての中間まとめ。
▶配布：障害者福祉課、障害者福
祉センター、各市政センター・図
書館▶閲覧：各コミセン▶提出
方法：9 月 16 日（木）～ 30 日

（木・必着）に郵送・ファクス・E
メール（氏名、住所、電話番号を
明記）で〒180-8777障害者福祉
課 FAX51-9239、sec-syougai@
city.musashino.lg.jpへ▶問：障
害者福祉課☎60-1904

都市計画マスタープラン 2021
を策定しました
社会経済情勢の変化や法令、関連
計画の改定などを踏まえ策定しま
した。下記の日程で縦覧できます。
▶日程：9月 22日（水）～10月 7
日（木）▶場所：まちづくり推進
課、各市政センター・図書館・コ
ミセン。8日以降は同
課で縦覧・配布。市HP
に掲載▶問：まちづく
り推進課☎60-1870

保存樹林などへの助成制度

屋敷林などのまとまった樹林や大
木、生垣などを保全するため、所
有者の同意を得て保存指定をし助
成金（年額）を給付しています。
▶対象：樹木：幹回り1.3m以上ま
たは高さ10m以上。樹林：面積300
㎡以上。生垣：新設後3年以上経
過したもので延長5m以上高さ0.6m
以上。樹木：1本6000円。樹林：
1㎡100円。生垣：1m300円など
▶問：緑のまち推進課☎60-1863

選挙人名簿登録者数
（9月定時登録）
9月1日現在の登録者数は、男5
万 9046 人、女 6万 6070 人、計
12万 5116人です。また、在外選
挙人名簿の登録者数は、男193人、
女211人、計404人です▶問：選
挙管理委員会事務局☎60-1893

史跡玉川上水活用のための作業
説明会
東京都水道局が行う水路・のり面
保全のための樹木のせん定・伐採
など（作業報告・今後の作業予定）。
▶日時：9月 22 日（水）午後 6
時 30 分～ 8 時（予備日 10 月 7
日［木］）▶場所：スイングレイ
ンボーサロン▶持ち物：マスク着
用必須▶そのほか：中止・延期の
場合は東京都水道局公式ツイッ
ター（＠ tocho_suido）で周知
▶申込：不要▶問：東京都水道局
経理部☎ 03-5320-6388、緑の
まち推進課☎ 60-1864

自賠責の期限切れに気を付けま
しょう
自賠責保険・共済は自動車損害賠
償保障法に基づき万一の交通事故
に備えて、原動機付自転車を含む
すべての自動車に加入が義務付け
られています。未加入での運行は
法令違反です。詳細は加入の保険
会社・共済組合へ▶問：市民税課
☎ 60-1822

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：9 月 30 日（木）
◎国民健康保険税▶問：納税課☎
60-1828
◎後期高齢者医療保険料▶問：保
険年金課☎ 60-1913
◎介護保険料▶問：高齢者支援課
☎ 60-1845

秋の全国交通安全運動を実施し
ます
重点目標①子供と高
齢者を始めとする歩
行者の安全の確保②
夕暮れ時と夜間の事
故防止と歩行者等の
保護など安全運転意
識の向上③自転車の安全確保と交
通ルール遵守の徹底④飲酒運転等
の悪質・危険な運転の根絶⑤二輪
車の交通事故防止
▶日程：9月 21日（火）～30日
（木）▶問：武蔵野警察署☎ 55-
0110、交通企画課☎ 60-1859

商工会館　市民会議室・会議所
会議室の貸し出し（1月分申込）
▶申込・問：10月5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。

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
第二期スポー
ツ振興計画（仮
称）策定委員会

9月21日（火）
午後6時

市役所
802会議室

3名（先着順）／骨子案
および体育施設の今後
のあり方について

申込：不要
生涯学習スポーツ課
☎60-1903

第一中学校改
築懇談会

9月21日（火）
午後6時

第一中
視聴覚室

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課☎60-1972

農業振興基本
計画見直し検
討委員会

9月24日（金）
午後2時

市役所
813会議室

3名（申込順）／現計画
の振り返りなど

9月22日までに
産業振興課
☎60-1833へ

子どもプラン
推進地域協議
会

9月27日（月）
午後6時

市役所
802会議室

10名程度（申込順）／令
和2年度施策実施状況
についてなど

9月24日までに
子ども子育て支援課
☎60-1851へ

バリアフリー
基本構想第4
回改定委員会

9月28日（火）
午後3時30分

市役所
813会議室

3名（申込順） 9月27日までに
まちづくり推進課
☎60-1872へ

第2期市民活
動促進基本計
画策定委員会

9月28日（火）
午後6時30分

市役所
812会議室

5名程度（先着順） 申込：不要
市民活動推進課
☎60-1830

第五中学校改
築懇談会

9月29日（水）
午前10時

第五中
体育館

10名程度（先着順） 申込：不要
教育企画課☎60-1972

子どもの権利
に関する条例
検討委員会

9月29日（水）
午後6時

市役所
802会議室

10名程度（申込順）／子
どもの権利に関する条
例の項目についてなど

前日までに
子ども子育て支援課
☎60-1851へ

教育委員会定
例会

10月6日（水）
午前10時

市役所
813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

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。

空調更新工事に伴い、9月17日（金）～11月19日（金）は以下のとお
り同館内の施設が一時休止します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご
協力のほど、よろしくお願いします▶問：産業振興課☎60-1832

施設名・☎ 期間 対応
吉祥寺市政センター☎ 22-1821 
（右記期間中は、中央市政センター
☎ 56-3800）

10月4日（月）～
15日（金）

窓口を一時休止 
（中央・武蔵境市政センター、市役
所をご利用ください）

吉祥寺まちづくり事務所
☎ 21-1118

10月4日（月）～
15日（金）

電話対応のみ

消費生活センター☎ 21-2972 
消費生活相談は☎ 21-2971

10月18日（月）～
29日（金）

電話対応のみ

市民会議室・会議所会議室
☎ 22-3631

9月30日（木）～
11月19日（金）

貸し出し停止

※ 1階の証明書自動交付機は通常どおり使用できます。
※館内で臨時移転をする施設があります。詳細は館内に掲示します。

吉祥寺市政センターなどの商工会館内施設が一部休止します

「農」のある風景
吉祥寺東町農業公園

　市には「すべての緑を大切にする」
「緑は市民の共有財産」などをうたっ
た「武蔵野市民 緑の憲章」が定められ
ています。その理念のもと推進され
ている「緑の基本計画」のひとつ「農
と触れ合う機会を創出する」ことを
目的に、昨年4月、吉祥寺東町に吉祥
寺東町農業公園が開園しました。以
来、吉祥寺地域の貴重な農風景を伝
える場として、親しまれています。
　公園の面積は653㎡、その3分の2
が畑エリアです。この畑エリアで、農
業体験教室が開催されています（参
加費2万2000円［年額］）。参加者は、
割り当てられた区画を利用し、1年
を通して、種まき、植え付けから収穫
までの野菜栽培を行います。作業は
16回の講習形式をとっており、公園
の運営管理を委託されているアゴラ
造園のスタッフがその日の作業内
容を最初に行い、それを見て参加者
が自分の区画で作業を行います。ス
タッフの手ほどきがあるので、農業
が初めてという方でも気軽に参加で
きます。春夏期はじゃがいも、小松
菜、かぶ、枝豆などを、秋冬期はねぎ、
人参、ブロッコリー、春菊、白菜、大根
などを作ります。昨年度の参加者か
らは、「野菜の成長や新鮮な野菜を体
験してみたかった」「近隣で農にふれ
る体験ができる」「収穫した野菜が多
くて食べきれなかった」「とれた野菜
はとても美味しかった」などの声が

聞かれました。体験できる区画は17
区画ですが、今年は3倍近い応募が
あり、とても人気となっています。
　アゴラ造園の宮間一彰さんに聞き
ました。
「農業体験教室は土に触れてもらう
ことが1番のテーマです。植え付け・
肥培管理（水・肥料やり、整地、除草、
害虫駆除などの作業）・収穫を通し
て、農業の魅力や楽しさが伝われば
いいなと思います。公園が住宅地に
あるので、作業時の音出しについて
は近隣住民の方に迷惑を掛けないよ
う気を付けて行っています。今はコ
ロナ禍で、7月に予定していた収穫
体験イベントも中止になり、とても
残念です。体験教室での作業にも制
約が出てしまいますが、参加者の方
が同じ農業を体験する者どうし、で
きる限り交流を持てるように工夫し
ていきたいと考えています」
　公園はとてもきれいに管理がされ
ており、街中のほっとできる空間と
なっています。一度訪れてみてはど
うでしょうか。
　*令和4年度の農業体験教室の募
集は、市報に掲載予定です。
（取材協力：緑のまち推進課／執筆
者：矢後麻美）
▶問：記事で紹介した内容につい
ては緑のまち推進課☎ 60-1863、
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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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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

9月30日（木）まで緊急事態宣言延長。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。

学生のための国際理解講座
（Zoom）
グローバル人材、多文化共生の社
会づくり、やさしい日本語など。
▶日時：10月9日・16日・23日（土）
午後２時～３時30分▶場所：オンラ
イン（Zoom）▶対象：大学生・大学
院生・専門学校生、15名（申込順）▶
講師：エンピ・カンデルほか▶費用：
無料▶申込・問：10月6日までに国
際交流協会HPhttps：//mia.gr.jp/
から国際交流協会☎36-4511へ。

青少年善行表彰「子鳩・けやき
表彰」などの推薦受付中
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。

個
人
・
グ
ル
ー
プ

対
象

市内在住・在学の18歳までの青少年

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

行
い

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

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 3/4 以上が市内在住

　市有地を売却します
　【一般競争入札】
入札参加方法など
詳細は、募集要領
（用地課で配布、市
HPから印刷可）を
参照。
▶募集要領配布期間：9 月 15 日
（水）～ 10 月 18 日（月）▶申
込受付期間：9 月 17 日（金）～
10 月 18 日（月）午前 9 時～午
後 5時※郵送は 10月 11日（月・
必着）▶入札日：10 月 22 日（金）
▶入札場所：市役所 412 会議室
【共通】▶そのほか：用途地域（建
ぺい率／容積率）…第一種低層住
居専用地域（50%／ 100%）、現
況…更地。詳細は募集要領など参
照▶問：用地課☎ 60-1878

関係団体の職員などの募集

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）／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 応募資格 勤務・報酬など 選考

子
ど
も
協
会

保健業務
１名
正規職員

保健師または看護師
の資格を有する方（令
和４年３月見込み可）

令和４年４月１日～／週5日
（月～金曜）午前８時30分～
午後５時15分／市内の協会、
認定こども園／月額（短大
卒）18万5020円～、（大卒）
20万4276円～。年齢、経験
による加算あり／期／交

書類審査、
１次（ウェブ適性検査）：
11月７日（日）～13日（土）
小論文（ウェブ）：
11月14日（日）
２次（面接）：
12月5日（日）

子育て支援
業務
１名
正規職員

保育士資格、幼稚園
教諭免許を有する方。
または児童厚生施設
や地域子育て支援拠
点事業を行う施設な
どで利用者支援専門
員として２年以上（１
日６時間以上週５日）
または勤務総時間数
3000時間を目安とす
る勤務経験のある方

４年４月１日～／週5日（月～
日曜のうち５日）午前８時30
分～午後５時15分／0123
吉祥寺・はらっぱ、おもちゃ
のぐるりん、いこっと（境こ
ども園）／月額（短大卒）18
万5020円～、（大卒）20万
4276円～。年齢、経験によ
る加算あり／期／交

書類審査、
１次（ウェブ適性検査）：
11月７日（日）～13日（土）
小論文（ウェブ）：
11月14日（日）
２次（集団討論）：
12月5日（日）
３次（面接）：
12月19日（日）

▶申込・問：10月15日（金・必着）までに申込書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。詳細は試験案内（子ども育
成課、各市政センター・図書館、武蔵野プレイス、同協会事務局で配布、http：//mu-kodomo.
kids.coocan.jp/から印刷可。申込書付き）参照

・「▶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。

桜堤ケアハウス（軽費老人ホー
ム）入居者募集

１人居室…2 部屋、月額 8 万
6470 円～ 14 万 7470 円、２人
居室…１部屋、月額 15 万 5460
円～ 28万 1360 円。３食含む。
▶対象：９月 15 日現在満 60 歳
以上で、日常生活がおおむね自立
しており、市内在住３年以上の方
▶申込・問：９月 30 日午後４時
までに電話連絡の上、面談日（10
月 6 日～ 8 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。

教室名／講師 日時 定員 連絡先
①源氏物語を読む「幸い人とよばれる明石君
の光と影」／竹内寿恵子（元高校国語科教諭）

10月15日（金）
午前10時～正午 30名 男女平等推進センター

☎ 37-3410
②明治最後の浮世絵師　小林清親の世界
／斎藤陽一（美術史研究家）

10月16日（土）
午後2時～3時30分 60名 市民会館

☎ 51-9144

市民会館文化祭

▶場所：市民会館▶対象：市内在住・在勤・在学の方。定員を超えた場合
抽選▶費用：無料▶そのほか：詳細は市HP参照▶問：市民会館☎51-9144
●「特別講座」参加者募集：▶申込：9月29日（必着）までに往復ハガキ（申
込要領参照し、講座名も明記）または返信用ハガキを持って直接①男女平等
推進センター②市民会館へ。

子育てママのための社会学＆
アサーション※講座
メディアリテラシー、相手と対等
なコミュニケーションを学ぶ。
※自分も相手も大切にする自己表現
▶日時：10 月 25 日、11月１日・
８日（月）午前 10 時～正午▶場
所：市民会館集会室▶定員：22
名▶講師：谷岡理香（東海大学教
授）、堤暢子（アサーティブトレー
ナー）▶費用：無料▶託児：６カ
月～未就学児、10 名（市内在住
者優先し超えた場合抽選、10 月
８日までに要申込）▶そのほか：
オンライン開催の可能性あり▶申
込・問：E メール（申込要領参照
し、受講動機［200 ～ 300 字］も
添付）・市HPまたは電話で男女平
等推進センター☎ 37-
3410、danjo@city.
musashino.lg.jpへ。

●「体験教室」参加者募集：市民と利用団体の交流を図るため
の体験教室です▶申込：9月 29日までに直接市民会館または電
話で各連絡先へ。（定員に満たない場合、締め切り後も受け付け可）
教室名／講師／主催 日時／定員 持ち物 連絡先
色鉛筆画講座／高
見政良／アトリエ・
コスモ

10月17日（日）午前9時30
分～正午／10名

色鉛筆（水彩色鉛筆も可）、
消しゴム、グレーの色鉛筆
※グレーの色鉛筆は貸与可

磯田
☎090-4548-2383

親子書道体験教室
／井坂トシ、東條
春代／秋津書道会

10月17日（日）午前10時
～正午／20名※大人のみ、
子どものみも可（未就学児
は保護者同伴）

筆、習字セット
※貸し出し可

高嶌
☎090-2631-5066

フラダンス体験教
室／椎野美香／ピ
カケ

10月17日（日）午後3時10
分～3時40分、3時50分～
4時20分／10名（初心者
優先）

なし 椎野
☎090-9954-0376

コロナに打ち勝つ
体を作ろう／沈立
君／少林気功会

10月19日（火）午前10時
～11時45分／10名 なし 世古

☎080-3387-3798

水彩色鉛筆画入門
講座／水野雄現／
アトリエ・虹

10月19日(火)午後1時30
分～4時30分／8名

水彩色鉛筆、パレットなど
※貸し出し可

田中
☎ 34-8255

所在地番
（住居表示）

吉祥寺本町 3丁目 2813番 40
（吉祥寺本町 3-9）

吉祥寺本町 3丁目 2813番 48
（吉祥寺本町 3-9）

吉祥寺本町 3丁目 2813番 50
（吉祥寺本町 3-9）

実測面積 142.72㎡（43.17 坪） 115.71㎡（35.00 坪） 109.01㎡（32.97 坪）
最低売却価格 6161万円 7242万円 6823万円

概略図

所在地番
（住居表示）

吉祥寺本町 3丁目 2813番 51
（吉祥寺本町 3-9）

吉祥寺本町 3丁目 2813番 53
（吉祥寺本町 3-9）

境 2丁目 949番 23
（境 2-8）

実測面積 177.79㎡（53.78 坪） 128.70㎡（38.93 坪） 201.43㎡（60.93 坪）
最低売却価格 4956万円 4568万円 6862万円

概略図
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【新型コロナ】自宅療養者の方へ 食料品や日用品などのお困りごとの相談は自宅療養者支援センター☎60-1916（土・日曜など急を要する場合は☎51-5131）へ

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

Sports for All 水球

東京 2020 大会に出場した選手を
招き、交流やオリンピックでの体
験・感動を共有します。
▶日時：10 月 10 日（日）①②
午前９時30分～ 10時 45分③④
11時 15分～午後 0時 30分▶場
所：温水プール▶対象：①③小学
１～３年生、各 15名、②④４～
６年生、各 15名▶講師：吉田拓
馬、有馬優美、志水祐介、志賀光
明、棚村克行（水球日本代表）▶
費用：無料▶そのほか：重複申込、
参加者以外の入場・見学不可。当
落一緒はきょうだいのみ可。詳細
は総合体育館HP https：//www.
musashino.or.jp/ 参照▶申込：9
月 30 日までに右記
二次元バーコードか
ら▶問：総合体育館
☎56-2200
•  東京 2020 オリンピック競技
大会についてのトーク
• デモンストレーション
•  低学年、高学年に分かれての
アクアゲーム

市民体育祭

▶対象：市内在住・在勤・在学
の方▶申込：申込要領参照▶問：
体育協会☎ 55-4119、詳細は体
育協会 HP https：//musashino-
taikyo.jp/ 参照。
●ターゲットバードゴルフ
18 ホール・ストロークプレイ。
▶日時：10 月 2 日（土）午前 9
時（予備日 10月 21 日［木］）▶
場所：陸上競技場フィールド▶費
用：11 円▶申込：不要
●アーチェリー
初心者・中級者・上級者学生・上
級者一般・コンパウンドの部。

▶日時：10 月 3日（日）午前 9
時▶場所：総合体育館弓道場▶対
象：16歳以上、各部門6名（申込
順）▶費用：11 円▶申込・問：
9月 30日までにアーチェリー協
会・須長☎090-8302-9375、mu 
sashinoarchery@yahoo.co.jpへ。
●ライフル射撃
▶日時：10 月 16 日（土）午前
9 時▶場所：神奈川県立伊勢原
射撃場▶対象：銃の所持許可を
受けている方▶費用：SB5000
円、AR2550 円▶申込・問：10
月 9 日～ 14 日にハガキでライ
フル射撃協会・則松☎ 22-4455
（〒 180-0002 吉祥寺東町 2-33-
8）へ。
●弓道

霞的（一般、参段以下、中・高校
生の部）・得点的・24㎝星的。
▶日時：10 月 17 日（日）午前
9時 30 分▶場所：総合体育館弓
道場▶対象：中学生以上の的前経
験者・弓道連盟会員▶費用：11
円▶申込：9 月 16 日～ 10 月 2
日に体育協会へ。
●バドミントン
男子ダブルス・女子ダブルス。
▶日時：10 月 17 日（日）午前
9時▶場所：総合体育館メインア
リーナ▶対象：中学生以上の方・
バドミントン連盟会員▶費用：
11 円▶申込：9 月 19 日～ 10 月
3日に体育協会へ。
●バス＆ウオーキング
▶日時：10 月 17 日（日）午前
7時 50 分三鷹駅北口ロータリー
東側集合▶場所：山中城址と三島
スカイウオーク（貸切大型バス利
用）▶対象：5㎞ウオーキングで
きる中学生以上の方、60 名（超
えた場合抽選）▶費用：11 円▶
申込：9 月 26 日までに往復ハガ
キ（年齢・性別・勤務先または学
校名も明記）で体育協会へ。
●ミニサッカー
一般男子・一般女子・男子 40 歳
以上・女子 35歳以上。
▶日時：10 月 31 日（日）午前
9時▶場所：総合体育館メイン・
サブアリーナ▶対象：中学生以上
の編成チーム（監督・コーチを含

め 6 名以上）▶費用：１チーム
1000 円▶そのほか：抽選結果…
10 月 3 日（日）に返送、主将会
議…10 月 23 日（土）午後 6時、
同館視聴覚室▶申込：9 月 16 日
～ 30 日（消印有効）に往復ハガ
キ（種目・チーム名・代表者氏名
と住所と電話番号・勤務先または
学校名も明記）を体育協会へ。市
サッカー協会HPから申込可。

はじめてのインラインスケート

▶日時：10 月 30 日～ 11 月 27
日の土曜（全５回、予備日あり）
午前 10時～ 11時 30 分▶場所：
ストリートスポーツ広場▶対象：
小学生、8名▶費用：5500 円▶
そのほか：当落一緒はきょうだい
のみ可▶申込・問：9 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、
在学者は学校名も明記）または所
定の申込用紙（同館で配布）で総
合体育館☎ 56-2200、FAX51-
5493へ。詳細は同館HP参照。

デトックスヨーガ

▶日時：11 月 1日～ 12月 20日
の月曜（全 7回）午後 1時 30分
～ 3 時▶場所：総合体育館柔道
場▶対象：15 歳以上（中学生・
妊婦不可）、14 名▶費用：4200
円▶そのほか：当落一緒は家族の
み可▶申込・問：9 月 30 日（必
着）までに同館HP・ハガキ・ファ
クス（要受信確認）（申込要領参
照し、性別、年齢、生年月日、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（同館で配
布）で総合体育館☎ 56-2200、
FAX51-5493へ。詳細は同館HP
参照。

一時保育（10月分）

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんが対象です。
▶日時：15 日を除く月～金曜午
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。

野外活動センター

* 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
▶申込・問：ⓐ～ⓓ9月30日（必
着）までにハガキ・ファクス（要
受信確認）（申込要領参照し、性
別、生年月日、市内在勤・在学・
在園者は勤務先・学校・園名も

明記）または直接野外活動セン
ター☎ 54-4540、FAX51-9810
へ。同センターHPhttps://www.
musashino.or.jp/から申込可。
ⓐ土曜学校森林体験教室－入門
編①－▶日程：10 月 30 日（土）
午前 7時 30 分市役所出発・午後
5時解散▶場所：青梅市二俣尾武
蔵野市民の森▶対象：市内在住・
在学の小学生、18 名（超えた場
合抽選）▶費用：無料▶持ち物：
昼食
ⓑアウトドアカレッジ～アウトド
アクッキング・ヤマメシ編▶日
程：10 月 31 日（日）午前 10時
～午後 4 時▶場所：青梅市二俣
尾自然体験館（現地集合・解散）
▶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、12 名（登録者優先し超え
た場合抽選）▶費用：4300 円（登
録者 2600 円）（交通費実費）
ⓒ親子野あそびクラブ～農業土い
じり体験▶日程：11 月 3日（水・
祝）①午前 9時 30 分～正午②午
後 1時 30分～ 4時▶場所：名古
屋農園（関前 5丁目）（現地集合・
解散）▶対象：年中児～小学生と
保護者（保護者 1 名につき、子
ども 2名まで）① 13 組② 12 組
（超えた場合抽選）▶費用：1 組
2600 円▶そのほか：①②の重複
申込不可。申し込みはいずれかを
明記。
ⓓ天体観望会▶日時：11 月 6 日
（土）午後 1時三鷹駅北口出発～
7日（日）午後 1時 30分解散（1
泊2日）▶場所：市立自然の村（長
野県川上村）▶対象：小学生以上
の方（小学生は保護者同伴）、24
名（超えた場合抽選）。最少催行
8名▶講師：伊東昌市・岩下由美
（国立天文台特別客員研究員）▶
費用：中学生以上 1 万 200 円、
小学生 6100 円
ⓔ初心者登山教室

低山を自立して安全に登るための
基礎知識と技術を習得します。
▶日時：10 月 20 日（水）～令
和 4 年 1 月 19 日（水）の全 9
回（机上講習 7 回［水曜］午後
6時 45 分～ 9時、登山実習 2回
［日曜］）▶場所：講習…総合体育
館大会議室、登山実習…三頭山・
興因寺山（予定）▶対象：15 ～
69 歳の方（中学生を除く）、20
名（超えた場合抽選）。最少催
行 10 名▶講師：市山岳連盟、登
山講師▶費用：9000 円（保険
料・山行費は別途）▶申込・問：
9 月 30 日（必着）までに所定
の申込用紙（体育協会HPまたは 
同館HPから印刷可）をファクス
（要受信確認）、郵送または直接体
育協会☎・FAX55-4119へ。

先輩と一緒に考えよう
Good thinking‼
現役大学生や社会人と一緒に考
え、悩みの「もやっと」に気付く
ワークショップ。
▶日時：10 日 17 日（日）午後
３時～５時▶場所：武蔵野プレイ
ス▶対象：中学２年生以上の青少
年（20 歳になった年の年度末ま
での方）、８名（市内在住・在勤・

在学者優先し超えた場合抽選）▶
申込・問：10 月 10 日までに E
メール（申込要領参照し、生年月
日、Eメールアドレス、在勤・在
学先も明記）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。10 月 14 日から
当落通知。

吉田拓馬 有馬優美 志水祐介

志賀光明 棚村克行
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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

9月30日（木）まで緊急事態宣言延長。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。

◆ 講座・講習・イベント ◆
■ゆとりえオンライン家族介護者
グループ相談会
介護に悩まれている家族の相談
会。日ごろの悩みや不安を話し合
います▶日時：９月 24 日（金）
午後１時 30 分～３時▶場所：オ
ンライン（Zoom）▶対象：介護
をしている市民、６名▶講師：松
田寿枝（看護師）▶費用：無料▶
そのほか：匿名、映像無しも可▶
申込・問：ゆとりえ☎ 72-0311、
yutorie@fuku-musashino.or.jp

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：９
月 24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

■高齢者総合センター受講者募集
　「季節のガーデニング講座」
花壇の手入れ、クリスマス飾り作り
など▶日時：10 月 27日、11 月
10日・24日、12月８日（水）午
前 10 時 30 分～11 時 30 分（全
４回）▶場所：同センター▶対象：
市内在住で令和３年４月１日現在 60
歳以上で要支援１程度までの方、８

名（超えた場合抽選）▶講師：三
浦香澄▶費用：2000 円（材料
費）▶そのほか：詳細はhttps://
fukushikosha.jp/参照▶申込・問：
9月30日（必着）までにハガキ（性
別、生年月日、年齢も明記）で同
センター☎ 51-1975 へ。

■地域就職面接会 in 武蔵野
①事前セミナー…自分の魅力を伝
えるための自己 PRのコツ②面接
会…午前午後５社程度の企業が参
加予定▶日時：①９月 22 日（水）
午後２時～４時②９月 29日（水）
午前 10 時～正午、午後２時～ 4
時▶場所：スイングホール▶定
員： ① 25 名② 30 名（申込順）
▶費用：無料▶託児：あり▶持ち
物：②面接を希望する企業数分の
履歴書▶共催：武蔵野市ほか▶申
込・問：東京しごとセンター多摩
☎ 042-329-4524

■子育て女性向けセミナー in三鷹
働く前の準備と心構えや応募書
類・面接対策のポイントを学ぶ▶
日時：10 月 27 日（水）午前 10
時～正午▶場所：三鷹産業プラザ
（三鷹市下連雀 3-38-4）▶対象：
子育て中の女性、20名（申込順）
▶費用：無料▶そのほか：0 歳～
3歳の子ども同伴可▶申込・問：
女性しごと応援テラス多摩ブラン
チ☎ 042-529-9003

■「本人が主人公」で暮らすために
知的・発達障害児者の思春期・
青年期に大切にしたいこと▶日

時：9 月 28 日（火）午前 10 時
30 分～正午▶場所：オンライン
（Zoom）▶定員：30 名▶講師：
奥平綾子（［株］おめめどう代表
取締役）▶費用：しょーとてんぱ
ー会員500円、そのほか1000円
（事前払い）▶申込・問：https://
t.livepocket.jp/e/0928okから
しょーとてんぱー☎ 090-5805-
9783、inquiry2017@short-
temper.orgへ。

■世界を知ろう世界の人とふれあ
おうモンゴル編
モンゴルの街、生活、文化、日本
の生活で感じたことなど▶日時：
９月 25 日（土）午後２時～３時
20分▶場所：オンライン（Zoom）
▶定員：15 名（申込順）▶講師：
トゥグスバヤル・エネレル（モン
ゴル出身）▶費用：無料▶申込・問：
９月 22日までに国際交流協会HP
https://mia.gr.jp/ から同協会☎
36-4511へ。

■成蹊大学WEB講演会「北東ア
ジアと『近代』の出会い」
包括連携協定校島根県立大学研究
者との共同企画▶日時：9 月 24
日（金）～令和4年 1月 31日（月）
▶場所：録画配信（オンデマンド）
▶定員：300名（申込順）▶講師：
李暁東（島根県立大学教授）ほ
か▶費用：無料▶申込・問：同大
学 HP https://www.seikei.ac.jp/
university/caps/ から同大学ア
ジア太平洋研究センター☎ 37-
3549へ。

◆ スポーツ ◆
■ソシアルダンス教室
①中級②初級▶日時：① 10 月 1
日～ 12 月 17 日の毎週金曜午後
6時 50分～ 8時 30分② 10月 5
日～ 12 月 21 日の毎週火曜午後
3 時 30 分～ 5 時（各 10 回）▶
場所：総合体育館ダンス室▶定
員：① 24 名② 19 名▶費用：①
5000 円 ② 4000 円▶申込・問：
9 月 25 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メールでソシアルダンス連
合会・島森☎ 080-6555-2144、
t-shima2000@nifty.comへ。

■水泳教室
①火曜（幼児）②金曜（フィン）
▶日時：①令和 4 年 1 月 11 日
～ 3月 22 日（全 8回）② 1月 7
日～ 3月 18 日（全 9回）午後 2
時 30 分・3 時 30 分（各 50 分）
▶場所：温水プール▶対象：市
内在住の①年中・年長② 18 歳以
上、各回 6名（超えた場合抽選）
▶費用：① 3200 円② 4900 円▶
申込：9 月 30 日（必着）までに
往復ハガキ（①②および時間の希
望、生年月日も明記）で体育協会
へ▶問：水泳連盟・佐藤☎ 080-
8479-1573

■ラージボール交流会
男女混成のリーグ戦▶日時：11月
18日（木）午前 9時▶場所：総
合体育館サブアリーナ▶対象：市内
在住・在勤の方（学生・生徒・児

童を除く）▶費用：500 円（当日
集金）▶申込：11月4日までに所
定の申込書（体育協会で配布）を
同協会へ▶問：卓球連盟・尾花☎
51-8921

◆ お知らせ ◆
■子育て支援を行うボランティア
団体の活動資金を応援します
市内で行われる子育て支援のため
の活動への助成▶対象：市内で活
動するNPO法人・ボランティア団
体（障害児や特に支援が必要と思
われる子育て家庭向けの活動を優
先。11月2日までに立ち上げる団
体も可）▶そのほか：詳細は市民
社協HP参照▶申込・問：11月 2
日までに事前連絡の上、申請書を
直接同社協☎ 23-0701へ。

■むさしの FM 放送番組審議会
7 月 12 日（月）午前 10 時から
商工会館で開催しました。詳細は
むさしの FM参照▶問：エフエ
ムむさしの業務部☎ 23-0782

■むさしのみたか市民テレビ
17 日（金）～ 30 日（木）【アン
コールアワー】 1．60 年前、こ
の町は戦場だった（2005 年 9月
放送）2. 心を結ぶ　水引の文化
（2020 年１月放送）▶ 問：同テ
レビ局☎ 79-1434

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。

ガイド＆GUIDE

住宅火災から
命を守る

住宅用火災警報器は、火
災を早期に発見し大切な
命を守るためにとても有
効です。性能を維持する
ため、感知器に付着した
ほこりなどを取り除きま
しょう。また、古くなる
と電子部品の劣化や電池
切れなどにより火災を正
常に感知しなくなること
があります。設置後 10
年を目安に本体の交換を
しましょう。

市内で過去3年間

発生しています
毎年10件以上

　電気や電気製品に関わる火災は、市内では過去３年間、
毎年 10件以上発生しており、全火災件数に対する割合は
30％を超えています。また、電気火災のなかでも、「トラッ
キング」や「電気コード内部の電線がショートし発生する
火災」は、火を使用している意識がないため、火災に気付
きにくく大変危険です。
　火災から大切な生命、身体、財産を守るため、一人ひと
りができる対策へのご協力をお願いします▶問：防災課☎
60-1821、武蔵野消防署☎ 51-0119

電気火災はココに注意電気火災はココに注意

対策

①トラッキング
コンセントに付着したほこり
をそのままにしておくと、湿
気を帯びたほこりに電流が流
れ小さなスパークを繰り返
し、やがて、この部分から火
が噴き出し出火します。見え
にくい場所（家具や冷蔵庫の
裏など）に設置してある場合
は特に注意が必要です。

　・ コンセントや電源タップ
を定期的に点検・清掃

②電気コード内部の電線が
ショート・半断線
家具などによる電気コード
の踏みつけやコードを束ね
ての使用は、被覆損傷や半
断線などを引き起こし、火
災の原因になります。

　・ コードを家具などの下
敷きにしない、束ねて
使用しない

　・ コードの折れ曲がりに
注意する

対策

トラッキング火災トラッキング火災
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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

【新型コロナ】自宅療養者の方へ 食料品や日用品などのお困りごとの相談は自宅療養者支援センター☎60-1916（土・日曜など急を要する場合は☎51-5131）へ

子育て中の方が気軽に利用でき
る催しを行っています▶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。「すく
すくナビ」参照。

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

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：9月15日午前10時から電話ま
たは直接各施設へ

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 ピヨピヨランド▶日時：10月23日
（土）午前10時～11時▶申込：10月
11日午前8時から園HP

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：10月6日・13日
（水）午後1時30分～3時▶対象：令
和4年度年少組入園年齢の子▶費
用：500円▶申込：☎

●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 園庭開放▶日時：10月27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
　 秋に遊ぼう（ミニ運動会）▶日時：
10月13日（水）午後1時～2時▶対
象：2・3歳児と親、20組▶持ち物：
雨天時上履き▶申込：☎

●聖泉幼稚園 ☎51-8254
　 園庭開放▶日時：10月27日（水）午
後2時～3時▶対象：未就園児と保
護者

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：9月16日（木）～24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
のうえ、来館
●初めまして♪ぐるりん
　～初めての利用説明会～
　 ▶日時：9月21日(火)午前10時30分
～11時▶対象：初来館の妊娠中の
方、未就学児と家族、5組▶申込：
電話

保育園

　 プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：9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

●東保育園 ☎21-2495
　 ▶日時：10月5日（火）午前10時30
分～11時プ  あ

●北町保育園 ☎21-6681
　 ▶日時：10月7日（木）午前10時～
11時 あ

●精華第二保育園 ☎38-7352
　 ▶日時：9月30日（木）正午～午後0
時30分プ  
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
 ☎60-2015
　 ▶日時：9月30日（木）午前10時あ

　　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）
●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
●吉祥寺きらめき保育園 ☎26-7723
　 オンライン見学会▶日時：9月29日
（水）午前10時～10時30分▶定員：
8組
●北町保育園 ☎21-6681
　 見学会▶日時：10月1日（金）時間は
予約時に▶定員：3組
●吉祥寺保育園 ☎51-5206
　 お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み午後1時～3時30分▶対象：未就
学児と親
●ふじの実保育園 ☎55-2525
　 運動会▶日時：10月9日（土）午前
10時～11時▶対象：0～2歳児と親
●精華第二保育園 ☎38-7352
　 園庭あそび▶日時：10月5日（火）午
前10時～10時40分▶対象：1歳児
（平成31年4月～令和2年3月生）と親
●西久保保育園 ☎51-5307
　 歯科講座▶日時：9月21日（火）午前
10時～11時▶対象：5～8カ月児と
親・プレママ
●千川保育園 ☎51-8478
　 お庭で遊ぼう▶日時：平日のみ午後
1時～3時30分▶対象：未就学児と
親▶申込：要
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
 ☎60-2015
　 保育園であそぼ▶日時：9月22日・
29日（水）午前10時▶対象：未就園
児と親

●境保育園 ☎53-1783
　 お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み午後0時30分～3時▶対象：未就
学児と親

●境南保育園 ☎32-2443
　 お庭であそびましょう▶日時：平日
のみ正午～午後2時30分▶対象：未
就学児と親

●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：10月27日（水）午
後2時～3時▶対象：満2歳以上の未
就園児▶申込：☎または園HP

　 小学校給食体験講座

小・中学校給食調理場の見学、調
理実演、試食など。
▶日時：① 10 月 21 日（木）②
22 日（金）午前 10 時～ 11 時
45 分（①②同内容）▶場所：桜
堤調理場（桜堤 1-7-23）▶対
象：3 ～ 5 歳児（平成 27 年４月
～ 30 年３月生まれ）の保護者、
各回 10 名（市内在住者優先し超
えた場合抽選）▶費用：300 円
▶そのほか：子ども同伴希望は
要問い合わせ（託児なし）▶申
込・問：9 月 30 日までに Eメー
ル（申込要領参照し、参加希望
日［あれば第２希望］、対象児
の年齢も明記）で北町調理場☎
54-2090、kyusyoku-kouza@
musashinoshi-kyusyoku.jpへ。

　 10 月は 乳〇・子〇医療証の切り替
え月です

現在お使いの若草色の乳〇乳幼児医
療費助成・子〇義務教育就学児医
療費助成の医療証の有効期限は 9
月 30 日です。引き続き対象にな
る方には 10月 1日から有効の新

医療証（薄オレンジ色）を 9 月
17日に郵送（転送不要）します。
切り替えに伴う手続きが必要な方
へは個別に連絡しています。市内
在住で中学生以下（所得制限な
し）の保険診療にかかる自己負担
分（食事療養標準負担額除く）を
全額助成。※生活保護受給者は医
療扶助が優先のため医療証は使え
ません。医療証が届いた場合は必
ず連絡してください。透明カバー
が必要な方には子ども子育て支援
課、各市政センターで配布しま
す。現医療証（若草色）は 10 月
1 日以降に子ども子育て支援課、
各市政センターに返却してくださ
い。医療証をお持ちでない方、届
かない方はお問い合わせください
▶問：子ども子育て支援課☎ 60-
1852

　 不登校を考える保護者の集いを
開催します
市の不登校施策の説明とグループ
ディスカッションにより参加者の
相互交流を行います。
▶日時：10 月 19 日（火）午後
１時 30 分～３時（開場１時）▶
場所：総合体育館視聴覚室▶対
象：市内在住で不登校の子を持
つ保護者、20 名（超えた場合抽
選）▶費用：無料▶申込・問：

10 月５日（必着）までに Eメー
ルまたは往復ハガキ（申込要領
参照）で教育支援センター☎
60-1899、ofc-edu-shien@city.
musashino.lg.jp（〒 180-0001
吉祥寺北町 4-11-37）へ。

　 令和 4 年度児童発達支援事業
の通園申し込み

心身の発達がゆっくりなどの理由で
集団生活に配慮が必要な児童のた
めの通園事業の申し込みを受け付
けます。通園には市の認定が必要。
▶対象施設：みどりのこども館通
園部ウィズ、千川おひさま幼児教
室▶対象年齢：平成 28 年４月２
日～ 31 年４月１日生▶費用：行
事費などの実費負担あり▶申込：
10 月 15 日までにみどりのこど
も館相談部ハビット（締め切り後
も随時相談可）へ▶問：ハビッ
ト☎ 55-8510、障害者福祉課☎
60-1847

　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：① 10月 25日② 11月 8
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
を受けたきょうだいのいる子と、
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：① 10
月 18 日 ② 29 日 ま
でに電子申請で健康
課☎ 51-0700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ご案内。
▶日時：10月 16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▶費用：無料▶対象：初妊
婦（受講時に妊娠16～ 31週の方）
とパートナー、40 組（出産予定
日が近い方優先）▶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：
9 月 27 日～ 10 月 6
日に電子申請で健康
課☎51-0700へ。
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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

9月30日（木）まで緊急事態宣言延長。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。

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

幼稚園 説明会・見学会など　　 申込

樫の実
吉祥寺東町 4-7-2
☎ 22-0788

説明会：① 9月 25日（土）② 10月 16日（土）午前 10
時～ 11時 園HP

見学：10月 15日（金）～29日（金）の平日午前10時
～ 11時 30分※ 19日（火）（雨天時22日［金］）を除く 不要

武蔵野相愛
吉祥寺南町 2-31-4
☎ 43-5260

説明会：9月 30日（木）午後 3時～ 4時 不要
見学会：10月中、説明会参加時に申し込み受け付け 説明会にて

すみれ
吉祥寺本町 2-32-10
☎ 22-2701

説明会：① 9月 29日（水）午後 2時② 10月 23日（土）・
24日（日）午後 1時～ 10時オンライン限定配信 園HP・☎

見学：随時、午前 10時～ 10時 40分 ☎
武蔵野中央
吉祥寺北町 4-5-13
☎ 52-1136

願書受付：当日☎受付（午前 7時～ 8時）
①入園説明会・園舎見学：10月 23日（土）午前 9時 30
分～ 11時／保護者 1名のみ／ 8月の説明会と同内容／詳
細は園HP
②オンライン説明会：9月 30日（木）～ 10月 31日（日）

①☎平日
（午前 10時
～午後3時）
②園HP

武蔵野中央第二
吉祥寺北町 4-4-34
☎ 52-1136
けやき
西久保 1-49-4
☎ 52-2186

説明会：① 9月 18日（土）午後 1時 30分～ 2時 30分
② 10月 1日（金）午前 10時～ 11時 ☎

聖泉
西久保 3-13-5
☎ 53-3374

見学会・説明会：10月 15日（金）午前 10時 30分～ 11
時　 園HP・☎

みやま
緑町 1-6-22
☎ 51-6029

説明会：10月 1日（金）から園紹介の動画配信
園HP

10 月 15日（金）から願書配付開始（満 3歳児保育含む）
武蔵野東第一
関前 3-29-8
☎ 51-3640

願書受付ウェブ出願のため願書配付なし／詳細は園HP参照
説明会：10月 9日 ( 土 ) 午前 9時 30分～ 10時 30分、
11時～正午。10月 13日（水）午後 2時 30分～ 3時
30分
見学会：10月までの設定日

園HP武蔵野東第二
関前 3-37-10
☎ 53-4367

栄光乃園
境 1-11-6
☎ 54-1200

説明会：10月 16日（土）午前 9時・11時、午後 1時／
詳細は園HP参照 園HP

見学会：10月 18日 ( 月 )・19日（火）・21日（木）・22
日（金）午前 10時 30分／詳細は園HP参照 ☎

聖徳
境南町 2-11-8
☎ 31-3839

説明会・見学会：10月 15日（金）／詳細は園HP参照 園HP

境こども園
境４-11- ６
☎ 53-2312

説明会・見学会：10月 20日（水）午前 10時 15分
☎

（午前 9時
～午後4時）

＊詳細は各園に直接お問合せください。マスク・検温・保護者1名での参加。

　令和４年度私立幼稚園など
　園児募集
▶日程：願書配付開始…10月 15
日（金）、願書受付…11 月 1 日
（月）▶対象：3 年保育（3歳児）
…平成 30 年 4 月 2 日～ 31 年 4
月 1日生。2年保育（4歳児）…

29 年 4 月 2 日～ 30 年 4 月 1 日
生▶持ち物：上履き・くつ袋・筆
記用具など（詳細は各園へ）▶申
込：不要と記載のあるもの以外は
事前に各園に要予約▶問：子ども
育成課☎ 60-1854

　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：10 月 19 日（火）グルー
プＡ…午前９時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…午前 11 時～
11時 45分▶場所：保健センター
▶対象：令和３年２月～４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：10 月
９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：10 月 28 日（木）グルー
プＡ…午前９時 30 分～ 10 時
15 分、グループＢ…午前 11 時
～ 11 時 45 分▶場所：保健セン
ター▶対象：令和２年 12 月～３
年２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：10
月 18 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。

　 むさしの自然観察園「クッシー
探検隊～子ども自然発見」

自然塾の名物講師のクッシーが案
内する自然探検。自然を探検しな
がら自然のもので楽しもう。
▶日時：10 月 3 日（日）午前
10 時～正午、雨天中止▶場所：
むさしの自然観察園（吉祥寺北町
3-12）▶対象：4 歳～小学 3 年
生（小学 2 年生以下は保護者同
伴）、8名（申込順）▶費用：無
料▶主催：武蔵野市▶申込・問：
むさしの自然観察園☎ 55-7109
（正午～午後 5時）

　親子天体講座

望遠鏡を作ります。天体や星の話
も聞けます。
▶日時：10 月 17 日（日）午後
5 時 30 分～ 7 時 30 分▶場所：
武蔵野プレイス▶対象：小学生と
保護者 2名 1組、8組（市内在住・
在学者優先し超えた場合抽選）▶
講師：高梨直紘（東京大学特任准
教授）▶費用：1 組 3500 円（参
加費・キット代）▶持ち物：木工
用ボンド、はさみなど▶申込・問：
9 月 16 日～ 30 日（必着）にハ
ガキ（申込要領参照し、親子の氏
名［ふりがな］、子の生年月日・
学年も明記）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・当落確認可（10
月 9日から）。

　 ｢親と子の教室｣ 参加者募集

子どもは集団生活を体験し、大人
は講座「エクササイズと骨盤調整」
「大人からのバレエ入門」です。
▶日時：10 月 26 日～ 12 月 7

日、祝日を除く毎週火曜（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：大西智恵・磯﨑亜
矢子▶費用：無料▶持ち物：タオ
ル・飲み物（ふたができるもの）
など▶申込・問：10 月 4 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。

　 むさしの発見隊「バーチャル昆虫
採集～身近ないきもの探し～」

いきものコレクションアプリを
使って、身近な生き物を調べてみ
よう。
▶日時：10 月 10 日（日）午前
９時～正午▶場所：武蔵野中央公
園周辺▶対象：小学 4年～中学 3
年生、15 名（保護者 1名のみ見
学可）▶講師：梶並純一郎（地域
自然情報ネットワーク理事）、菅
谷和希（［株］環境指標生物）▶
費用：無料▶持ち物：スマート
フォンまたはタブレット、虫かご
など▶申込・問：9月 28日（必着）
までに往復ハガキ（申込要領参照
し、学校名・学年、保護者名も明
記）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。

キタテハ（撮影者　菅谷和希）

武蔵野市は、都内でも詐欺被害の
多い地域であり、警察署は毎日の
ように詐欺の電話がきたとの通報
を受けています。
詐欺犯人は、警察・市役所・金融
機関・百貨店などを装って「逮捕

した犯人があなたの口座を悪用し
た」や「本日中に手続きをすれば
還付金が戻ります」などの動揺さ
せる話をします。自宅の固定電話
を留守番設定にして、電話に出な
いようにしてください。少しでも
不審だと思ったら、迷わず武蔵野
警察署または 110 番通報をお願
いします。

☎55-0110
武蔵野警察署

雨水浸透ます・雨水タンクの設置にご協力ください雨水浸透ます・雨水タンクの設置にご協力ください
～市の助成制度があります～

雨水を地面にしみ込ませたり、雨水の河川へ
の流出の抑制などに効果があります。詳細は
市HP参照▶問：下水道課☎60-1867
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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

【新型コロナ】自宅療養者の方へ 食料品や日用品などのお困りごとの相談は自宅療養者支援センター☎60-1916（土・日曜など急を要する場合は☎51-5131）へ

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 ☎

19 日
（日）

○高橋医院 内科・小児科 中町 2-13-25 52-3149
○武蔵境病院付属あんずクリニック 内科 境南町 4-1-15 50-9770
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

20 日
（月・祝）

○きくざとファミリークリニック 内科・小児科 中町 1-23-3 56-3255
○若狭内科クリニック 内科 境南町 2-12-12 34-5266
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

23 日
（木・祝）

○友利医院 内科・小児科 関前 2-5-14 51-7365
○長沼整形外科・内科医院 内科 境 2-13-6 59-1300
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

26 日
（日）

○境・藤田クリニック 内科・小児科 境 1-7-5 37-9588
○もとはし内科 内科 吉祥寺北町 2-19-9 23-6886
◎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
19日（日） しらかば歯科 境1-5-3　ブルースカイ武蔵野1階 ☎38-7657
20 日（月・祝）あしだて歯科医院 境南町2-9-13　グリーンサンハイツ1階 ☎32-8222
23 日（木・祝）油川歯科医院 西久保2-20-7　パレス武蔵野５ビル ☎53-1556
26 日（日） 桜堤あみの歯科 桜堤1-8-3 ☎37-0777

9/15（水）～ 30（木）

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

●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）

 特定健康診査を受けましょう

メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）に着目した特定健診
を実施しています。
▶場所：市内指定医療機関▶対
象：市国民健康保険に加入してい
る方または 10 月 31 日までに加
入手続きをした方で受診時に 40
～ 74 歳の方▶費用：無料▶持ち
物：受診票一式、保険証▶そのほ
か：受診していない方には案内
を送付する場合があります▶申
込：市内指定医療機関▶問：健
診・受診票について…健康課☎
51-7006、国民健康保険の資格
などについて…保険年金課☎ 60-
1834

 人間ドック（生活習慣病予防、
病気の早期発見のために）
午前に検査、午後に医師による結
果説明。保健師・管理栄養士によ
る健康相談可。
▶日時：火・木曜▶場所：健康づ
くり事業団▶費用：市内住民登録
の方…２万1000円、そのほかの
方…４万2600円▶そのほか：オ
プション検査（別途料金）…胸部
ヘリカルＣＴ、頚動脈超音波、甲

状腺ホルモン検査、腫瘍マーカー
など。半年先まで予約可、２週
間前までに健康づくり事業団へ。
予約状況は同事業団HP参照▶申
込・問：健康づくり事業団☎51-
2828

 インボディミニ測定

筋肉・脂肪量の部位別バランスや
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：10月６日（水）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：９月 29 日まで
に電話で健康づくり支援センター
☎ 51-0793へ。

 健康講座（骨）コロナ禍で、あ
なたの骨！弱っていませんか？
骨粗しょう症を予
防するための講座。
骨を強くする簡単
な体操も紹介。
▶日時：10 月 23
日（土）午前 10
時～ 11 時 30 分▶場所：スイン
グレインボーサロン▶対象：市
民、50名▶講師：中村久美子（保
健師）▶費用：無料▶持ち物：筆
記用具▶申込・問：
電話・市HPから電子
申請または直接健康
課☎ 51-7006へ。

障がい者の就労を考えるつどい
2021「コロナ禍の障害者雇用」
ハローワーク三鷹、企業 2 社
（SUBARUテクノ［株］、ソラン
ピュア［株］）の取り組みを報告。
▶日時：10月 14日（木）午後２
時～４時 10 分、後日録画配信予
定▶場所：スイングホール▶定員：
50 名▶費用：無料▶主催：武蔵
野・三鷹市、ハローワーク三鷹▶
そのほか：車いすスペース・手話
通訳あり。録画配信のみの可能
性あり。詳細は就労支援センター
あいるHP参照▶申込・問：ファク
ス・Eメールで障害者就労支援
センターあいる☎
26-1855、FAX26-
1863、ill1@lion.
ocn.ne.jpへ。

ふるさと歴史館　特集展示
「井の頭の民俗」
井の頭にまつわる民間伝承などに
ついて紹介します。
▶日時：11 月 11 日（木）まで
▶場所：同館第一展示室▶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 3回）

武蔵野にまつわる昔話の紙芝居を
6本口演。昔の武蔵野のくらしに
ついての話を予定。
▶日時：9 月 26 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

催事名 開催期日（開演） 会場 問い合わせ
朗読のしらべ ９月23日（木・祝）午後１時 スイングホール 中田☎22-4379
謡曲大会 10月２日（土）午後１時 芸能劇場 三澤☎090-2212-6053
吟詠大会・吟剣詩舞大会 10月３日（日）午前10時30分 公会堂 村松☎51-3345
謡曲を能楽師と親しむ会 10月９日（土）午後0時30分 芸能劇場 青木☎22-6876

絃のしらべ 10月９日（土）午後1時30分 市民文化会館
小ホール 小副☎090-2749-4670

郷土芸能のつどい（むさ
しのばやし） 10月17日（日）午後２時 芸能劇場 小美濃☎22-2351

邦楽大会 10月17日（日）午後１時 公会堂 杵屋☎080-2258-8841
俳句大会（＊） 10月20日（水）午後１時 市役所 松崎☎52-1297
マジックショー 10月23日（土）午後１時 公会堂 伊藤☎090-3520‐5908

バレエ＆ダンス 10月24日（日）午後２時30分 市民文化会館大ホール 鈴木☎090-4094-6880

歌って踊って笑って 10月31日（日）午後1時30分

公会堂

佐藤☎090-3107-2413
落語 11月６日（土）午後0時30分 露木☎080-2090-2774
喜々踊々 11月７日（日）午後１時 沖山☎54-1400
日本舞踊 11月14日（日）午前11時30分 花柳☎69-0115
音夢スウィング 11月14日（日）午後１時

市民文化会館
小ホール

矢野☎080-5450-7650
民謡大会 11月23日（火・祝）午前10時 中川☎54-5540
市民音楽会Ⅰ 11月28日（日）午後２時 生田☎042-334-2107

フェスティバル 12月５日（日）午後１時 市民文化会館
大ホール 芸文協☎60-1856

絃奏サウンド 12月５日（日）午後１時30分 市民文化会館
小ホール

藤本☎44-6782
市民音楽会Ⅱ 12月12日（日）午後２時 生田☎042-334-2107
子どもかるた大会 令和４年１月30日（日）午後１時 市役所 渡邉☎090-1555-5901
＊「俳句大会」は、句（和歌・短歌）を９月 24日（必着）までに郵送で〒 180-8777 芸文協「俳
句大会」係へ。当日、会場にて講評。
・「お茶会」については、市報 12月 1日号掲載予定。

広める高める芸術の和 市民文化祭

市民による芸術文化の祭典。
▶共催：市民芸術文化協会・市教育委員会▶費用：無料▶問：芸文協事
務局（生涯学習スポーツ課内）☎ 60-1856（火・金曜、午前９時～午
後４時）

井の頭池
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、11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

9月30日（木）まで緊急事態宣言延長。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。

吉
東 28日（火） ■吉祥寺東落語会▶時間：午後1時（開場0時30分）▶定員：25名

（申込順）▶出演：春風亭三朝▶木戸銭：800円▶申込

本
宿

10月８日
（金）～11月
26日（金）

■背骨コンディショニング教室▶日時：第2・4金曜（全4回）、午前9
時30分、10時50分▶定員：各8名▶費用：3000円▶申込：17日
から窓口へ

本
町 26日（日）

■地域フォーラム「この地域におけるコミセンのあり方について考
える」▶時間：午後2時～4時▶定員：15名▶そのほか：吉祥寺ま
ちづくり事務所による話あり

吉
北 18日（土） ■おはなしの会「さくらんぼ」▶時間：午後2時▶内容：「秋を楽し

もう」、紙芝居、パネルシアター、絵本
け
や
き

25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

緑
町

23日
（木・祝）

■はじめてのスマホ体験教室▶時間：午後2時～4時▶対象：60歳
以上の市内在住の方、12名▶そのほか：スマホ貸し出しあり▶申込

八
幡
町

27日（月） ■ハーバリウムボールペンを作ろう▶時間：午前10時▶定員：10
名▶費用：200円▶申込

関
前

10月６日
（水）

■ゆっくりピラティス＆ストレッチ▶時間：午前10時～11時30分
▶対象：初心者の方、10名▶持ち物：ヨガマットまたは大判タオル、
飲み物など▶申込

境
南

27日（月）
■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう▶時間：午前10時30分▶対
象：0歳～未就学児と保護者▶出演：わらべうたあそびの会「どん
ぐり」

28日（火）～ ■書道講座▶日時：第2・4火曜、午前10時

桜
堤

10月１日
（金）

■はじめてのスマホ体験▶時間：午前10時～正午▶対象：60歳以
上で桜堤在住の方、12名（申込順）▶そのほか：スマホ１人１台無料
貸し出し▶申込：20日まで

コミュニティセンター事業案内 9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

　例年なら9月になれば街のあちこち
でお祭りの準備が始まります。しかし昨
年に続いて今年のお祭りも見送りに。
　吉祥寺南町コミセンではコロナ禍に
少しでも季節を感じてもらえるように、
七夕には、コロナ退散の短冊をいっぱい
つけた大きな笹竹をエントランスホー
ルに飾りました。新型コロナワクチンの
集団接種会場となっているため、少し緊
張した面持ちで来られる方々に、季節の
風物詩を眺めて一息ついていただくた
めです。
　そして９月には井の頭通り商店会の
協力を得て、昨年に続いて「お神輿」をエ

気分だけでも"季節"を感じて

吉祥寺南町
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

ントランスに展示します。勇壮な神輿を
間近で眺め一瞬でも“お祭り気分”でほ
ほ笑んでもらえたらうれしいです。
　秋から冬にかけても慎重な感染予防
対策を取りながらの運営が続きますが、
何とか乗り切って、来年こそは眺めるの
ではなく神輿を担ぐ人たちの笑顔と歓
声があふれることを願っています。

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（境南町3-22-9） ☎32-8565
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

昨
年
も
好
評
だ
っ
た
神
輿
展
示

文化事業団文化事業団

Ⓐ見る・聴く・触る　オルガンの午後
①ミニコンサート②オルガン体験
▶日時：10 月 23 日（土）①午
後 3 時開演② 3 時 45 分～ 5 時
45分▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶対象：① 4 歳以上②小学生
以上 1 グループ 3 名まで、8 組
▶費用：① 500 円② 15分（入替
時間含む）2000 円▶そのほか：
演奏・体験案内…勝山雅世

Ⓑキン・シオタニ
「むさしのさんぽライブ#4」
▶日時：10月 31日（日）午後 2
時開演▶場所：吉祥寺シアター▶
費用：一般 2500 円、市民・◯友
2000円、高校生以下 1000円

（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）

Ⓒ松居直美　J.S. バッハ：オルガ
ン作品全曲演奏会
▶日時：11 月 6 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

Ⓓ可児市文化創造センター
ala Collection「紙屋悦子の青春」
▶日時：10 月 20 日（水）～ 28
日（木）※ 26 日は休演▶場所：
吉祥寺シアター▶費用：一般 5000
円、◯友 4500 円、◯25 2500 円（当
日要年齢確認、枚数限定）▶その
ほか：作…松田正隆、演出…藤井
ごう

Ⓑ Art by Kin ShiotaniⒶ Ⓒ Ⓓ

＊特に表記のない公演は全席指定、小学生以上に限る（Ⓐを除く）。
＊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、ⒷⒹは 9月 17日発売

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

◇  ◇  ◇   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10月

・11月 10月1日（金） 市民文化会館

展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2022年4月 10月1日（金） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2022年5月・
6月 市報10月15日号でお知らせ

公会堂 ホール、会議室、和室

2022年4月

10月6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 10月5日（火） スイングホール

松露庵 茶室 10月11日（月）市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 10月1日（金） 吉祥寺美術館

市民スペース 会議室 2022年5月・
6月 市報10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

2023年2月・
3月

吉祥寺シアター
5日未満使用 2022年10月

・11月 10月1日（金）

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2022年4月 10月1日（金）
けいこ場

舞台芸術以外で使用
劇場

2022年1月
けいこ場 10月1日（金）

＊ 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

夜間と日中の気温差が大きくなると、体調を
崩しやすくなります。日ごろから十分な睡眠
をとり、栄養バランスの良い食事を心掛ける
など、健康管理をしっかりしておきましょう
▶問：健康課☎ 51-0700

引き続き熱中症に気を付けましょう
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３階

洗浄室

　市立小・中学校の児童生徒数の増加や既存施設の高経年化に対
応するため、令和２年３月から桜堤調理場の建て替え工事を行っ
てきました。新しい施設は８月30日から稼働を開始し、市内８
校（中学校全校、千川・関前南小学校）に給食の提供をスタート
しています。市がこれまで培ってきた安全・安心の手作り給食の
提供を引き続き行っていきます▶問：教育支援課☎ 60-1901

玉川上水の緑に調和した雰囲気
をもつ建物として設計しました。

新しい桜堤調理場の

注目ポイント注目ポイント

桜堤調理場が
新新しくなりましたしくなりました

見学者ホール見学者ホール

揚物•焼物•蒸物調理室揚物•焼物•蒸物調理室

❶安全・安心の手作り調理の継承 

❷衛生管理の徹底

❸労働安全への配慮

❹災害発生時の対応強化

❺給食を通した食育の推進

❻環境との調和

学校給食

施設概要

● 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

９月20日（月）・23日（木）のごみ収
集は通常通り行います。年間の祝
日（年末年始および土・日曜の祝日
を除く）・振替休日も通常通り行い
ます▶問：ごみ総合対策課

　祝日のごみ収集

危険・有害ごみの分別を
お願いします

●  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

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
三多摩平和交流会
三多摩の空襲・戦争の展示・講演

10月9日（土）・10日（日）午前10時
／芸能劇場

秋山
☎52-0288

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
武蔵野室内合奏団／総勢40名で
奏でる室内オーケストラ。弦管各
パート（Hrn、Trb除く）団員募集中

月2回日曜午後／市民会館など／
次回定期演奏会に向けて、田園、劇
場支配人、アリアーガ交響曲を練習

入 3000円月 3000円
平松
☎090-2152-0915

仲間あつまれ

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：11/1 号…9月 30日、11/15 号…10月 14日

掲
載
希
望
の
方
へ

食育実習
ゾーン

２階

１階

手作り
コーナー

市の学校給食の指針に掲げる、安全と鮮度
を重視した食材選び、素材本来の味を大切
にする手作り調理を引き続き行うことがで
きる設備を整備しました。

 最新の「学校給食衛生管理基準」に基づい
て設計を行い、各作業スペースの明確な区
分や、ドライシステム（床をぬらさない調
理）の採用などの衛生管理を徹底する施設
としています。

滑りにくい床材の採用、省力化を図れる厨房
機器の導入、温度・湿度を管理する全館空調
の採用などにより、働く調理員にも配慮した
作業環境を整備しています。

 災害が発生した時に、市内避難所の炊き出
しを支援するため、プロパンガスに対応し
た の採用、非常用発電装置・米や調味料
の備蓄庫・受水槽の整備などを行いました。

 調理の様子を見渡せる「見学者ホール」や、
給食に関するイベント・会議を行う「地域食
育ステーション」など、食育の推進と情報発
信を行うことができる機能を整備しました。

建物全体の省エネルギー化を図る機器類を
採用しています。騒音や臭気を外に漏らさ
ない設計や、玉川上水に調和した外観など、
周辺の環境にも配慮した施設としました。

米庫米庫

調理の様子を見学できる
ホールで給食に関する展
示・イベントを行います。

アレルゲン（乳製品・卵）
の除去食を専用の部屋で
調理します。

煮炊き調理室煮炊き調理室

地域食育ステーション地域食育ステーション

加工食品を使わずに、「手
作りコーナー」で素材から
さまざまなメニューを調
理します。

給食数回分の米をローリング
ストックで備蓄し、災害時の
炊き出しを支援します。

アレルギー対応調理室アレルギー対応調理室

1000人分の汁物を一度に
調理できる大型の回転 を
11基設置しています。


