
人口と世帯
《令和3年11月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8142人（93人減）　世帯数7万8318世帯（62減）
●男7万831人（47人減）　●女7万7311人（46人減）　
〔うち外国人住民数3098人（１人増）〕

City Report Musashino is available in 10 languages.
市報むさしのを10 言語で読むことができます。

　子どもの最善の利益を第一に考え、
侵害された子どもの権利を救済するた
めの子どもの相談支援機関設置も含め
た「子どもの権利条例」を制定し、子ど
も子育て応援宣言のまちをさらに推進
します。子どもと子育て家庭を包括的
に支援する施設の開設に向けた準備を
進め、より切れ目のない子育て支援に
取り組むとともに、市立保育園を核と
してさらなる保育の質向上を図りま
す。
　また、学習者用コンピュータを全市
立小・中学生に配付し、子どもたちの
教育環境整備に取り組み、子どもたち
のＩＣＴを適切かつ効果的に活用する
力を育む教育を推進します。

　市政運営における基本姿勢は対話です。多様なご意見に
真摯に向き合い、個々の意見を尊重したうえで、市民や市

議会の皆さま、そして職員とともに、課題を先送りせず、対話を重ねて議論を行
い、課題解決に向けて取り組みます。そのためにも、誰もが分かりやすい市政情
報の発信を進めます。

　本市が直面している重要課題は、大きく
分けて３つあると考えます。

　一つ目は、新型コロナウイルス感染症対策における、いのちを守るセー
フティーネットとしての公共の役割です。感染者数が減少している今の
時期に、関係機関との連携のほか、自宅療養者支援体制の見直しや強化
など、いざという時に備える必要があります。また、保健所の役割の重
要性を痛感しています。感染症対策充実のため多摩府中保健所武蔵野三
鷹地域センターの機能強化が必要です。コロナ禍からいのちと暮らしを
守るため、まちの先頭に立って、武蔵野市としての公共の役割を果たす
とともに、国や東京都へも公共の役割を求めていきます。
　二つ目は、少子高齢社会への対応です。待機児童ゼロの実現や子ども

の医療費 18歳までの無償化などを進めまし
た。引き続き、誰もが安心して子どもを産み
育てることができる社会の実現に向けて取り
組みます。また、年を重ねても、誰もが住み
慣れた地域で安心して住み続けることができ
るよう、本市ならではのまちぐるみの支え合いの仕組みづくりを進める
必要があります。
　三つ目は、公共施設などの維持保全整備や更新の計画的かつ着実な実
施です。学校をはじめとした公共施設が順に更新時期を迎えます。公共
施設等総合管理計画を改定し、公共施設の計画的な建て替えや大規模改
修などを市民生活に支障がないよう着実に進める必要があります。

市長市長がが施政方針施政方針をを表明表明
　11月 19 日開会の市議会定例会において、松下玲子市長が就任２期目の４年間を展望し、市政運営の基本的な
考え方や主要な施策について、施政方針演説を行いました。以下はその要旨です▶問：企画調整課☎ 60-1801

　「高齢になっても、障がいがあって
も、住み慣れた家や地域で暮らし続け
たい」という声に応えるため、引き続
きまちぐるみの支え合いの仕組みづく
りを推進します。
　福祉総合相談窓口の開設により、い
わゆる 8050 問題やその手前の世代
の高齢の親と長期のひきこもりの子ど
もの問題が明らかとなりました。相談
者との信頼関係を築きながら、支援方

法や体制を検討し、解決に向けてさら
に取り組みます。
　また、「健康長寿のまち武蔵野」の
推進に向け、高齢者がいつまでもいき
いきと健康で自分らしく過ごせるよう
取り組みを進めます。

　開設から１年を迎えた環境啓発施設
「むさしのエコ reゾート」は、子どもた
ちを含めた多くの市民や関係団体の皆
さまとともに、環境について考え、学
びながら、持続可能な生活スタイルを
広げる拠点としていきます。
　温室効果ガスの削減に向け、「気候
市民会議」を開催し、気候危機打開武
蔵野市民活動プラン（仮称）の作成を検
討します。
　また、省エネを進めるために家庭で
の取り組みを推進し、再生可能エネル
ギーを増やし、原発に頼らない社会を
目指します。
　「武蔵野市民緑の憲章」の理念に基づ
き、緑豊かな潤いのある空間を次世代
に引き継ぎます。

　近年頻発化・激甚化する局地的大雨
や台風などの風水害については、喫緊
の課題と捉えて取り組みを進めます。
特にコロナ禍においては、自宅が安全
であれば自宅に留まる「在宅避難」が

　すべての人の人権が守られ、多様性
が認められ、いきいき活躍できる共
生社会の実現に向けて取り組みます。
パートナーシップ制度の導入に伴う取
り組みについて、市民・市内事業者の
皆さまにもご理解とご協力をいただけ
るよう努めます。
　第六期長期計画では、これまでの「文
化・市民生活」の分野名に新たに「平和」
を加え、平和施策を推進してきました。
今後も「戦争も核もない世界」の実現
を求める声を、国内外の自治体と連携
して世界へ発信します。
　文化振興基本方針に基づき、合併後
の新団体「文化生涯学習事業団」と連
携して、芸術文化の一層の発展に向け
て取り組みます。

　来年度から、第六期長期計画・調整
計画の策定が始まります。コロナ禍へ
の対策も踏まえ、武蔵野市方式による
策定方法を継承しつつ、市民自治によ
る計画行政をさらに推進します。
　昨年３月に制定した「自治基本条例」
に基づき、常設型の住民投票制度の確
立を目指します。
　本市の豊かで多様性のある「市民
力」が活かされるよう、市民活動支援
の拠点である武蔵野プレイスの機能を
高め、多様な市民活動の活性化を推進
します。
　市のＬＩＮＥ公式アカウントに加

　民間の調査会社調べで、本市が関東
圏の「住み続けたいまちランキング」
第１位を獲得しました。まちとしての
魅力をさらに磨き、吉祥寺・三鷹・武
蔵境の三駅圏それぞれの個性を活かし
た歩いて楽しめるまちづくりに取り組
んでいきます。
　本市では、古くから小説家、音楽家、
漫画家やアニメーターなどのクリエー
ターが活発に活動しています。市民や
事業者の皆さまからご意見をいただき
ながら、市がつなぐ役割を担い、コン
テンツを含むクリエイティブ産業を振
興します。
　また、貴重な都市農地の保全を図る
ため、市独自の都市型認定農業者制度
などによる農業振興を図るとともに、
新鮮な市内産野菜の学校給食での活用
など、地産地消の取り組みを進めます。

重要課題

松下玲子市長

子ども子育て応援宣言のまち1

ひとりでも安心して
暮らせるまち２

脱原発、脱炭素、
緑あふれるまち３

災害に備える
安全・安心なまち４

多様性を認め合い、
平和と文化を育むまち５

より進んだ市民参加に
挑戦するまち６

個性かがやく魅力と
活力のあるまち７

基本施策

基本姿勢

0123 はらっぱ

むさしのエコ re ゾート ものづくり工房

重要なため、食料や水、災害用トイレ
などを日ごろから備える取り組みの普
及啓発に努めます。
　昨年 10月の東京外かく環状道路ト
ンネル工事に伴う陥没事故は、本市に
とっても深刻な問題です。今後示され
る再発防止対策の内容を確認し、沿道
市民への丁寧な説明などを求めます。
　自転車対策は、定期利用と一時利用
方法の見直しにより、駐輪場の集約化
を図るなど、今後もまちづくりの視点
で駐輪場の再配置を行います。

え、新たなツールを活用した市政情報
の発信や、市の施設における通信環境
整備に取り組みます。

　本市の財政は、今後の生産年齢人口
減少に伴う税収減少などにより、中長
期的には厳しくなると予測されていま
す。小・中学校の計画的な建て替えや、
上下水道施設の更新など、中長期にわ
たる公共施設や都市基盤施設の再整備
について、公共施設等総合管理計画を
改定して計画的に実行していきます。
　引き続き、事務事業の見直しや補助
金の見直しなどを行うとともに、ＩＣ
Ｔのさらなる活用やより効果的な行政
評価の仕組みを検討します。

健全財政を
市民のために活かすまち８
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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

新型コロナウイルス感染症の拡大
により、事業収入などが減少した
事業者へ支援金を支給します。
▶日程：令和４年１月 31日（月）
まで▶対象：令和２年中の１年間
の事業収入などが、前年の１年間
の事業収入などと比較して 30％
以上減少している、武蔵野市内に
店舗、事業所を構える中小企業者・
個人事業主など▶申込・問：産業
振興課☎ 60-1989

中小企業者等特別支援金申請を
受け付けています

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

12月3日（金）
午後6時15分

かたらいの道
市民スペース

10名（申込順）／憲法
月間記念行事について
ほか

前日までに
市民活動推進課
☎60-1829へ

学校・家庭・地
域の協働体制
検討委員会

12月16日（木）
午後6時

市役所
802会議室

10名（先着順）／学校・
家庭・地域の連携・協働
に関する課題について

申込：不要
指導課
☎60-1241

市都市計画審
議会

12月23日（木）
午後２時

クリーンセンター
見学者ホール

５名程度（申込順） 前日までに
まちづくり推進課
☎60-1870へ

会議などの開催と傍聴 ※いずれの会議も傍聴できます。体調不良や熱
のある方の入室をお断りすることがあります。

キャッシュレス決済ポイント
還元キャンペーンが始まります
au PAY・ｄ払い
決済の利用で最
大 20％相当のポ
イントが還元さ
れます。１回の決
済当たりの付与
上 限 1000 円 相
当、期間中の付与上限 3000 円相
当（１決済事業者）。
▶日程：12 月 1 日（水）～ 28
日（火）※予算額に達した場合、
早期終了する場合があります▶場
所：市内対象店舗（店舗にポスター
を掲出）▶問：キャッシュレス決
済キャンペーン事務局☎ 0120-
387-293

新型コロナワクチン
接種・予約情報

新たに 1・2回目接種を希望する方

市ホームページ

問い合わせ
□ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（フリーダイヤル）

☎ 0120-761770（土・日曜、祝日含む午前9時～午後9時）

□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（通話料がかかります）

☎ 03-6258-5802（土・日曜、祝日含む24時間）
□予約、接種券、接種会場などについて
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　　　（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）

２回目の接種が完了してから原則 8カ月以上経過した18歳以上の市民

■ 今後のスケジュール（予定）

■対　象

他自治体や海外で２回目接種を行った後に武蔵野市へ転入した
方など、武蔵野市に 2回目の接種情報がない方は、３回目接
種用の接種券を発行するために申請が必要です。対
象者や申請方法は市ホームページ（右記二次元バー
コード参照）や市コールセンターでご確認ください。

■ 接種券一体型予診票および予防接種済証

■ 接種会場・予約方法

①  1・2回目の接種券、予診票とは様式が異なります。
② 「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」が一体となっています。
中央の切り取り線は切り離さずに、当日会場へお持ちください。

この封筒で届きます

接
種
券
一
体
型
予
診
票

予
防
接
種
済
証

１・２回目の接種済み人数や接
種率は市ホームページ参照。

新型コロナワクチン
市民接種率

３回目接種が始まります

※ 以降、２回目接種を完了した月から５カ月後の下旬に接種券を発送
する予定です。

※ 2回目接種日に武蔵野市にお住まいだった方は申請不要です。

※  12 歳になる誕生日の前日から接種が
可能です。

予約開始時期など今後の具体的な日程や接種可能な医療機関な
どの詳細については、決定次第、市ホームページなどでお知ら
せします。

２回目接種後、武蔵野市へ転入した方など

新たに12 歳になる方など1・2回目の接
種を希望する市民は、市内の３つの医
療機関や東京都大規模接種会場で接
種が可能です。各ホームページで予約方
法、予約受付可能な曜日・時間、接種日
などを確認し、予約してください。

東京都大規模接種会場

（通話料がかかります）

E メール：tokyo.daikibo-sesshu@vcinfo.jp

聴覚に障害があるなど、電話での問い合わせが困難な方

東京都ワクチン接種会場コールセンター

（ 土・日曜、祝日含む午前9時～午後6時）
☎ 0570-034-899

FAX：025-255-0620東京都
ホームページ

・森本病院（吉祥寺本町２‒２‒５）
・小森病院
（関前３‒３‒15）
・武蔵境病院
（境１‒18‒ ６）　

市内接種実施医療機関
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2 回目接種を
完了した月 接種券発送時期 3回目接種開始月

令和３年５月 ３年 12月３日（金） 4年１月

３年６月 ３年 12月中旬 ４年 2月

３年７月 ３年 12月下旬 ４年３月

集団接種： 令和４年１月下旬から市内１会場、２月から
市内３会場で接種開始予定

個別接種： ４年２月以降、市内医療機関で接種開始予定

市ホームページや接種券に同封の案内をご確認ください。

市ホームページ
（３回目接種）

市ホームページ
（１・２回目接種）
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

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

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。
●廃棄物に関する市民会議
ごみ処理などに関する基本的事項
（計画の改定や実施状況など）に
ついて協議します。
▶任期：令和4年2月（予定）から2
年間▶会議の開催：年5回程度（平
日）▶場所：クリーンセンター▶対
象：市内在住で18歳以上の方▶選
考：作文「私の考えるごみ減量と課
題」（800字程度）▶報酬：日額1万
2000円▶託児：あり（生後３カ月
以上～未就学児）▶申込・問：12月
21日（火・必着）までに郵送・Ｅメー
ル（会議名、住所、氏名［ふりがな］、
電話番号、生年月日を明記、作文を
添付）または直接ごみ総合対策課
☎ 60-1802、sec-gomitaisaku@
city.musashino.lg.jpへ。

TOKYO 交通安全キャンペーン
12 月1日（水）～7日（火）

年末期における交通
事故や渋滞の防止を
図ることを目的とし
て都内で実施される
キャンペーンです。一
人ひとりが交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーを心
掛け、交通事故防止にご協力をお
願いします。重点目標①子供と高
齢者を始めとする歩行者の安全な
通行の確保②飲酒運転等の悪質・
危険な運転の根絶と歩行者等の保
護など安全運転意識の向上③自転
車の交通事故防止④二輪車の交通
事故防止⑤違法駐車対策の推進▶
問：交通企画課☎ 60-1859、武
蔵野警察署☎ 55-0110、東京都
都民安全推進本部交通安全課☎
03-5388-3125

環境啓発施設むさしのエコ re
ゾート１階利用再開のお知らせ

廃材を使った工
作ができるもの
づくり工房や、
環境に関する自

主学習の場であるスタディルー
ムなどのエリアが利用できます。
マスク着用、手指消毒、検温あり
▶問：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、ecoresort@city.
musashino.lg.jp

「まなこ」112号ができました

特集は「じぶんの未
来 かんがえてみよう」
です。市役所、各市
政センター・図書館・
コミセン・駅、市内
医療機関、理美容院、
大型店舗、金融機関、浴場など約
470カ所で順次無料配布▶問：男
女平等推進センター☎37-3410

12 月 4日（土）～ 10日（金）
は人権週間

「人権」について理解を深め、思い
やりの大切さについて改めて考えて
みませんか。
●人権に関するパネル展示
▶日程：12 月 4 日（土）～ 7日
（火）、午前 10時～午後 3時▶場
所：武蔵野プレイスギャラリー▶
申込：不要▶問：市民活動推進課
☎60-1829
●人権に関する相談
▶相談電話：みんなの人権 110
番☎ 0570-003-110、子どもの
人 権 110 番 ☎ 0120-007-110、
女性の人権ホットライン☎0570-
070-810
●夜間人権ホットライン
弁護士が電話で相談に応じます。
秘密厳守。10 分程度▶日時：12
月 6日（月）午後 5時～8 時▶相
談電話：☎ 03-6722-0127▶費
用：無料▶問：東京都人権啓発セ
ンター（相談担当）☎ 03-6722-
0124、☎ 03-6722-0125
●関連図書を展示します
テーマ「多様な性」
▶日程・場所：12 月 13 日（月）
まで武蔵野プレイス、12 月 2 日
（木）～ 14 日（火）吉祥寺図書
館、12月 6日（月）～ 28日（火）
中央図書館▶費用：無料▶問：男
女平等推進センター☎ 37-3410

住居表示の届け出をお忘れなく

建物を新築・増改築・建て替えを
行った場合、建築確認申請とは別
に住居表示の届け出が必要です。
以前あった建物に住所がついてい
る場合でも、住居表示の届け出は
省略できません。届け出がないと
居住者の住民登録ができなくなる
場合があります。また、同一住居表
示の建物（戸建て）が複数ある場
合、申請により補助番号を付ける
ことができます▶問：市民課☎
60-1839

住宅用地の申告、未分筆道路の
非課税の申請について

◎住宅用地＊は固定資産税の課税
標準の特例により軽減措置が受け
られます。（＊専用住宅、共同住宅、
併用住宅［住宅の床面積割合が 4
分の 1 以上］などの敷地として
使用している土地。今年度、市が
新築家屋調査を行った物件は申告
不要）
▶対象：①②いずれかに該当する
方①住宅用地以外の土地を住宅用
地に変更②住宅用地の全部または
一部をそれ以外の用途に変更▶申
告期限：令和 4年 1月 31日まで。
◎宅地などで公衆用道路として拠
出している部分（未分筆道路）は、
分筆によって非課税となります。
やむを得ない理由で分筆ができな
い場合は、本人の申請（測量図の
添付必須）に基づき市が現地調査
し、公衆用道路として認定した場
合、来年度より非課税となります。
▶申請期限：4年 2月 28 日まで
▶問：資産税課☎ 60-1826

未登記家屋についてのお願い

登記をしていない家屋で、名義変
更（相続、贈与、売買など）をし
た（予定している）方は、資産税
課で所有者変更の手続きをしてく
ださい。手続きのない場合、令和
４年度も前所有者に課税されま
す。今年中に取り壊した（予定し
ている）方も連絡してください▶
問：資産税課☎ 60-1825
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令和3年10月発行
（編集発行）東京都都民安全推進本部総合推進部交通安全課　電話03-5388-3125

～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～
令和３年１２月１日（水）～１２月７日（火）令和３年１２月１日（水）～１２月７日（火）

令和3年令和3年

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン

／首都交通対策協議会／首都交通対策協議会 石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。
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民間賃貸住宅の入居時に保証会社
を利用した際の保証料助成制度

▶対象：高齢者・障害者・ひとり
親世帯などで一定の要件を満たす
方▶助成額：初回保証料の 2 分
の 1 の額（上限 2 万円、2 年目
は上限 1万円、2年目まで）▶問：
住宅対策課☎ 60-1905

歳末たすけあい・地域福祉活動
募金にご協力ください

新型コロナウイルス感染症予防に
配慮のうえ、募金箱を中心とした
募金活動を実施します。地域の福
祉活動や支援を必要とする世帯の
見舞金などに役立てられていま
す。昨年度は、358 万 3773 円の
募金がありました。
▶日時：12 月 1 日（水）～ 31
日（金）▶募金方法：街頭募金活
動…12月 1日（水）JR吉祥寺駅
北口付近・7日（火）JR三鷹駅・
9 日（木）JR 武蔵境駅、正午～
午後 2 時。口座振込…大東京信
用組合吉祥寺支店 普通 2910555
　福）武蔵野市民社会福祉協議
会。募金箱設置…領収書発行可
（市民社協、市役所案内、各市政
センター、高齢者総合センターな
ど）、領収書発行不可（各コミセ
ン、吉祥寺図書館な
ど）。詳細は市民社
協 HP 参照▶問：市
民社会福祉協議会☎
23-0701

市民会館 2 月分使用申込

仮申請が重なった場合、利用団体
などによる公開抽選。空き室は使
用当日まで申し込み可。
▶日時：仮申請…12月 1日（水）
～ 15 日（水）、公開抽選…12 月
17 日（金）午後 1 時 30 分、本
申請…12月 20 日（月）～ 28日
（火）午前9時～午後8時▶場所：
市民会館▶そのほか：今後ロビー
での受付は実施しません。窓口の
みの受付となりますので、開館前
から並ぶのはお控えください▶申
込・問：市民会館☎ 51-9144

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）

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
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）

＊文化施設の住所などについては、
10頁をご覧ください。
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感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

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

7月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制1 2月の相談ごと（無料） 指定外土･日曜、祝日、休館日休み。予予約制。相談日時・方式（対面・電話）は変更となる場合あり。

相 談 名 日 時 相談場所 問

一

般

一般相談（市政に対する意見など）月～金曜 9時～5時
市民活動推進課
☎ 60-1921（予約専用）
問 60-1829
相談は2週間前から予約開始。
人権・行政・交通事故相談の予
約は前日まで。

法律相談 予 月･水･金曜 10時～3時50分
人権相談 予 9日（木） 1時～4時
行政相談 予 9日（木） 1時～4時
交通事故相談 予 2日・16日（木）1時～3時20分
税務相談 予 水曜 1時30分～4時30分年金・社会保険・労務相談予 20日（月）

く
ら
し

消費生活相談 予 月～金曜 9時～4時 消費生活センター☎21-2971
福祉総合相談 月～金曜 8時30分～5時 生活福祉課☎60-1254生活困窮に関する相談
住まいのなんでも相談室

（空き家・耐震化・不動産・マンション）予 木曜 9時～正午
1時～4時 住宅対策課 ☎60-1976

高齢者等入居支援相談 月～金曜 9時～4時 ☎60-1905

高
齢
者

高齢者なんでも電話相談 365日 24時間 ☎36-2123（相談専用電話）

認知症相談 予
1日（水）

10時～正午
1時～3時

吉祥寺本町
高齢者支援課
☎60-18469日（木） 市役所

15日（水） 武蔵野赤十字
総合相談　来所 予 月～金曜 9時～5時 福祉公社☎23-1165

（電話相談は随時）法律相談 予 第4水曜 1時～4時

女
性
女性総合相談 予

第1土曜 1時～3時50分
男女平等推進センター
☎37-3410

第2金曜 夜6時～8時50分
第4火曜 9時～11時50分

女性法律相談 予 第1土曜 9時30分～正午

子
ど
も

教育相談 予 月～金曜 9時～5時 教育支援センター☎60-1899
☎60-1922（相談専用）

帰国・外国人教育相談 予 月～金曜 10時～5時 帰国外国人教育相談室☎54-8626
子育てに関す
る総合相談

来所・訪問 月～金曜 8時30分～5時 子ども家庭支援センター
☎55-9002 0120-839-002電話 月～土曜 8時30分～夜10時

発達に関する相談 予 月～金曜 9時～5時 ハビット☎55-8510
若者サポート相談 月・火・水・金・土曜 10時～6時 協同ネット☎24-6491
ひとり親家庭相談 月～金曜 9時～5時 ひとり親支援担当☎60-1850
マタニティ安心コール
（妊婦相談） 月～金曜 9時～5時 保健センター 健康課

☎51-0703

相 談 名 日 時 相談場所 問

外
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障
害
者

法律相談（電話相談も可）予 21日（火） 10時～4時
市民活動推進課
☎ 60-1921（予約専用）
問 60-1829

住宅改造相談 月～金曜 9時～5時 障害者福祉センター
☎55-3825

歯科相談 予 7日（火） 1時～4時 保健セン
ター

障害者福祉課
☎60-1847

健
康

健康なんでも相談 月～金曜 8時30分～5時 保健セン
ター

健康課
☎51-7006健康相談 予 9日（木） 1時15分～2時30分

歯科相談 随時 随時 市歯科医師会☎49-8881
くすりの相談 随時 随時 市内薬剤師会会員薬局

こ
こ
ろ
の
健
康

ひきこもり相談 月・火・水・金・土曜 10時～6時 協同ネット☎24-6491

こころの
健康相談

来所 予 木曜 1時～4時
市民こころの健康相談室
☎55-6003電話 火・木曜 10時～正午、1時～4時

第2・4土曜 10時～正午、1時～4時

精神保健医療相談 予 お問い合わせください
武蔵野
三鷹地域
センター

多摩府中保健所
☎042-362-
2334

そ
の
他

ボランティア相談 火～土曜 9時～5時 ボランティアセンター武蔵野
☎23-1170

創業支援 水曜、第2・4月曜 10時～4時
産業振興課☎60-1832出店相談 第1・3月曜 1時～4時

事業承継相談 第1火曜 1時30分～4時30分
経営相談（創業含む） 月～金曜 9時～5時 商工会議所☎22-3631

野外活動相談 毎日（15日を除
く） 9時～5時 野外活動センター

☎54-4540
にじいろ電話相談
（性的指向・性自認）
（来所相談も可 予）

第2水曜 夜5時30分～8時30分
男女平等推進センター
☎38-5187
☎37-3410（予約専用、随時）

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

氏　名 職　種 居住地
髙橋　淸次 農業 境
中村　健二 農業 関前
村越　政治 工業 吉祥寺南町
三嶋　紀生 工業 小平市回田町
安藤　嘉男 商業 吉祥寺南町
石井　栄 商業 境
内藤　嘉彦 商業 西久保

第30回産業功労者名簿

氏　名 職　種 居住地
榊原　浩毅 左官職 関前
佐藤　政和 菓子製造工 吉祥寺本町
五関　嗣久 菓子製造工 三鷹市上連雀
酒井　義晴 造園工 吉祥寺南町
藤吾　隆之 電気工事士 吉祥寺東町
東　博之 とび職 関前
山岡　邑之 配管工 埼玉県所沢市
畠山　倫享 美容師 緑町
福﨑　昭生 理容師 三鷹市下連雀
猪俣　君雄 製麺職 三鷹市井口
白尾　進一 大工職 緑町
保坂　龍美 クリーニング師 東村山市萩山町
有馬　生祉 自転車整備士 境
彦坂　忠史 塗装工 小平市鈴木町
田村　昌彰 柔道整復師 緑町

第37回技能功労者名簿

令和３年度技能功労者・産業功
労者を表彰しました

永年にわたり同一の職業に従事
し、技能の練磨や後進の育成にあ
たり、市民生活の向上に貢献され
た方を技能功労者として、農業・
工業・商業の発展に多大な貢献を
された方を産業功労者として、隔
年で表彰しています▶問：産業振
興課☎ 60-1832

式典、新成人による成人式実行委員会企
画のスペシャルイベント。入れ替え制で
開催します。１回目（第一・第三・第四中）、
２回目（第二・第五・第六中）。
▶日時：令和４年１月10日（月・祝）１回
目…午前10時～10時50分、２回目…午後１時30分～２時20分▶
場所：市民文化会館▶対象：平成13年４月２日～14年４月１日
生まれで市に住民登録のある方（12月中旬に案内状を郵送、届か
ない場合は要連絡）▶そのほか：私立中学校に通っていた新成人
はお住まいの学区の回に出席してください。市外にお住まいで、参
加希望の方は要問い合わせ。手話通訳あり。車での来場不可。
◎昨年度中止となった平成12年４月２日～13年４月
１日生まれの方は、同日午後４時30分から同会場で動
画の放映・抽選会を行います▶問：生涯学習スポーツ

国民健康保険医療費通知を
発送しました

確定申告の医療費控除に使用する
ことができますが、保険適用分の
みの記載となりますので、自費診
療や交通費などの費用については
ご自身で医療費の明細書または領
収書をご用意ください。再発行で
きませんので、大切に保管してく
ださい。
▶対象：令和 2年 11 月～３年６
月に医療機関、柔道整復・あん摩・
マッサージ・はり、きゅうの施術
に係る療養を受けた方▶問：保険
年金課☎ 60-1834

12 月・１月は政治家の寄附禁
止ＰＲ強化期間です

「贈らない！求めない！受け取ら
ない！」明るい選挙の実現と選挙
の公正を図るため、政治家が選挙
区内の人や団体にお金や物を贈る
ことは法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止
されています▶問：選挙管理委員
会事務局☎ 60-1893

12 月は滞納 STOP強化月間

都と市区町村では、安定した税
収確保と納税の公平性確保を目
指して、12 月を「オール東京滞
納 STOP強化月間」と位置付け、
広報や催告による納税推進、差し

押さえなどの滞納処分に取り組ん
でいます。今後も納期内納税にご
協力をお願いします。納付でお悩
みの方はご相談ください。
◎ミニトピックス展示…各図書
館。税に関する図書などの展示・
貸し出しほか。展示期間は各館に
お問い合わせください▶問：納税
課☎ 60-1828

歳末消防特別警戒
12月４日（土）～31日（金）

消防団と消防署で歳末消防特別警
戒を実施。警戒のため消防団ポン
プ車が市内を巡回します。寝る前
や外出前には、火の元を点検して
安全を確かめましょう。タバコの投
げ捨てや、寝タバコはしない、さ

せない。家の周りに本や新聞、段
ボールなどの燃えやすいものは置か
ないようにする。慌ただしい年末
年始は特に、火の元に注意しましょ
う▶問：防災課☎60-1820

令和４年武蔵野吉祥七福神めぐ
りの開催中止

令和４年元日から開催予定だった
武蔵野吉祥七福神めぐりは、新型
コロナウイルスの感染拡大防止の
ため中止となりました。色紙や
グッズなどの販売、特別バスの運
行、吉祥寺駅前・各寺社の受付テ
ント設置、延命寺の甘酒無料サー
ビスなども中止です▶問：商工会
議所☎ 22-3631（12 月 29 日～
令和 4年 1月 3日を除く平日）。

未来をひらくはたちのつどい（成人式）

課☎60-1902
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

武蔵野市×ソウル江東区青少年
オンライン交流参加者募集

海外友好都市の韓国ソウル特別市
江東区の中・高生と、日本語や韓
国語を使って話します。
▶日時：令和4年1月12日（水）・17
日（月）・18日（火）・20日（木）・22日
（土）・23日（日）各1時間程度▶場
所：オンライン（Zoom）▶対象：全
日程参加できる市内在住・在学の中・
高生、12名（超えた場合書類選考）
▶そのほか：日韓ファシリテーターが
サポート。詳細は市HP参照▶申込・
問：12月17日までに多文化共生・
交流課☎ 60-1806、
sec-koryu@c i ty .
musashino.lg.jpへ。

市の会計年度任用職員の募集

特に記載のないものは令和４年４
月１日～５年３月31日（条件付採
用期間あり・勤務成績が良好な場

合、再度任用される可能性あり）
／災害時に所属課の災害活動（所
掌事務）に従事させる場合あり／
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。

所属・職種
・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

教
育
支
援
課

チャレン
ジルーム
指導員
1名

不登校児童・生徒への学習
指導、集団活動支援／教員
免許を有する方／PC

週４～５日（月～金曜）午前9時～午
後4時／教育支援センター／週４日
…月額19万2500円、週５日…月
額24万600円／期／交／社／共

一次：書類審査、
論文
二次：面接、
４年１月25日（火）

帰国外国
人教育相
談員（日
本語指導
担当）
１名

帰国児童・生徒および外国人児童・生
徒の教育の支援に関する業務／①～③
のいずれかに該当する方①大学にて日
本語教育科目を専攻または副専攻②日
本語教師養成講座420時間修了③日
本語教育能力検定合格／PC

週３日（水曜および月・火・
木・金曜のうち２日）午前
10時～午後５時／帰国・
外国人教育相談室（吉祥
寺北町5-11-41）／月額
14万4400円／期／交

一次：書類審査、
論文
二次：面接、
４年１月19日（水）

▶申込・問：12月20日（月・必着）までに論文（A4用紙800字以内、テーマは市HP参照）、市
販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）、資格証の写しを郵送または直接教育支援セン
ター☎60-1899（〒180-0001吉祥寺北町4-11-37）へ

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

相談員
1名

子どもと家庭の総合相談、
児童虐待・養育困難家庭へ
の支援／社会福祉士、保健
師、看護師、臨床心理士な
どの有資格者または業務と
して相談経験のある方／自
転車に乗れる方／PC

４年２月１日～3月31日（勤務開始
日は応相談）／週５日（月～金曜）午
前９時～午後５時／月額28万700
円／交／社／共

書類審査（職務経
験を重視）、
実技試験・面接：
4年1月6日（木）
または7日（金）

相談員
２～3名

週５日（月～金曜）午前９時～午後５
時／月額28万700円／期／交／
社／共

▶申込・問：12月20日（月・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、採用開始希望日［両方希望
も可］を明記）、資格証の写しを郵送または直接〒180-8777子ども子育て支援課子ども家
庭支援センター☎60-1850へ

B2 参画プロジェクトメンバー
募集

武蔵野プレイ
スの青少年フ
ロアでパフォー
マンス発表会
をサポートするメンバーを募集。
▶日程：令和４年１月～３月▶場
所：武蔵野プレイス▶対象：次の
①～③のいずれかに該当する中学
生～20歳になった年度末までの
方①ボランティア活動に興味があ
る②自身の興味関心を企画内容で

武蔵野プレイス　青少年フロア
装飾事業「Dream Trip」

青少年と制作した装飾をフロアに
デコレーション。図書展示同時開
催。
▶日程：12 月 2 日（木）～令和
4 年 2 月 1 日（火）▶場所：同
館青少年フロア▶対象：小学生以
上の青少年（20 歳になった年の
年度末までの方）▶費用：無料▶
問：武蔵野プレイス青少年活動支
援担当☎ 30-1902

ふるさと歴史館　特集展示
都立井の頭恩賜公園の開園

井の頭恩賜公園設立の目的や経
過、設計について紹介します。
▶日程：令和 4年 2月 3日（木）
まで▶場所：同館第一展示室特集
展示コーナー▶費用：無料▶問：
ふるさと歴史館☎ 53-1811

エンディング（終活）に関する
トピック展示

エンディングに関する書籍を集め
て展示します。高齢者支援課では

武蔵野プレイス登録市民活動団体ワンデーワークショップ

宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵

▶日時：12月18日（土）午後 1時～3時▶場所：同館①②ギャラリー③
～⑤ワークラウンジ▶定員：各7名（④⑤事前申込5名［申込順］、当日受
付2名）▶費用：①～④無料⑤100円（資料代）▶申込・問：
①～③不要④⑤12月17日までにEメール（申込要領参照し、
希望講座番号も明記）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。

内容 団体名

① 動画で発達の凸凹を考える「ふつうってなあに」
羊毛フェルトのおみやげ付き しょーとてんぱー

② カンボジアのおとぎ話の読み聞かせと印象的な
シーンの絵を画用紙に描く ピープルズ・ホープ・ジャパン

③ ネイティブの子どもたちの選んだクリスマス絵
本を英語で一緒に読もう▶対象：親子 KT吉祥寺サードプレイス

④ モヤモヤする言葉を取り出してアンコンシャス
バイアス（＝無意識の思い込み）に気付こう

作ろう！みんなのジモト
Wa-shoi パートナーシップ

⑤ 老活終活のウソ・ホントに武蔵野大学名誉教授
が答える。終の棲家は自宅が一番 地域サロン「ぷらっと」

随時相談も受け付けています。
▶日時：12月6日（月）～28日（火）
▶場所：中央図書館▶費用：無料
▶問：高齢者支援課☎60-1846

広める高める芸術の和
市民文化祭　お茶会

市民による芸術文化の祭典。お茶
券配付（1人 2枚まで）。
▶日程：令和4年2月20日（日）▶
場所：市民文化会館茶室・和室▶
対象：市内在住・在勤・在学の小学
生以上の方、10枚（超えた場合抽
選）▶講師：市茶道連盟▶費用：
無料▶申込・問：4年1月14日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領
参照し、茶券の枚数［ハガキ1枚に
つき2枚まで］も明記）で〒180-
8777芸文協事務局（生涯学習ス
ポーツ課内）☎60-1856へ。

「武蔵野市の農業を知ろう」
農家見学会

畑での体験を楽しみましょう。
▶日時：令和4年 1月15日（土）
午前10時～11時 30分、雨天中
止▶場所：市内の畑▶対象：市内
在住の小学1～3年生（要保護者
同伴）、30組（子 2名・保護者1
名まで。超えた場合抽選）▶費用：
無料▶そのほか：場所などの詳細は
当選通知に記載▶申込・問：12月
15日（必着）までに電子申請または
ハガキ（申込要領参照し、参加者
全員の生年月日も明記）
で〒180-8777 産業振
興課☎60-1833へ。利用期間は４月から翌年３月末までの１年間となります。令和４

年４月からの利用を希望する方は、申し込みが必要です。詳細は
パンフレット・申込書（管理室のある駐輪場で配布。
自転車駐車場整備センターHP https://musashino.
parking.jitensha.jp/ からダウンロード可）参照。

●対象駐輪場
・吉祥寺駅周辺…西三条通り、
御殿山、御殿山第３、大通り
北、パーキングプラザ、末広
通り、末広通り第３
・三鷹駅北口周辺…武蔵野タ
ワーズ、中町第４
・武蔵境駅周辺…北口第２、
みずき通り、東高架下、西中
央高架下、西高架下、南

※一次募集の結果、空きが生じた場合は二次
募集を行います（募集期間：２月18日［金］～
28日［月］）

申し込みの流れ
一次募集受け付け

【令和4年１月7日（金）～20日（木）】

結果通知　【1月末ごろ】
（駐輪場所ごとの定員を超えた場合抽選）

インターネット
申込の場合

オンライン受付

結果は
Eメールでお知らせ

郵送申込の場合

自転車駐車場
整備センターに郵送

結果は
郵送でお知らせ

令和4年度　公共駐輪場定期利用の募集を行います
▶申込・問：自転車駐車場整備センター☎ 03-6262-5773

※原付バイクの申し込み・更
新は、これまで通り各駐輪場
での受け付けとなります。

都民住宅入居者募集（家族向）

中堅所得者向け賃貸住宅。
▶申込書配布：12 月 1 日（水）
～ 9 日（木）。市役所案内・住
宅対策課、各市政センター・図
書館、都庁、東京都住宅供給公
社募集センター、JKK 東京三鷹
窓口センターなど（数に限りが
あります）。https：//www.to-
kousya.or.jp/ から印刷可▶費
用：仲介手数料・礼金・更新料無
し▶問：東京都住宅供給公社募集
センター☎ 03-3498-8894、住
宅対策課☎ 60-1905

生かしたい③プログラムの企画
や運営を体験したい、若干名（市内
在住・在勤・在学者優先し超えた場
合抽選）▶持ち物：筆記用具、フタ
つきの飲み物▶申込・問：12月20
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・在学者は勤務先・学校名も明
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。12月25日か
ら当落通知。

手
当
な
ど

期期末手当あり／交交通費あり（上限あり）／社社会保険・雇用保険加入あり（令和４年９月
までは協会けんぽ、10月以降は共済組合に加入）／共共済会（互助会）加入あり／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
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感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

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

苦手克服　冬休みジュニアな
わとび教室①②

▶日時：12 月 25 日（土）①
午前 9 時～ 10 時② 10 時 30
分～ 11 時 30 分▶場所：同館
メインアリーナ▶対象：①前
跳びができるようになりたい
小学生②前跳びが連続 30 回
以上できて二重跳びができる
ようになりたい小学生、各 30
名（超えた場合抽選）▶講師：
SHUN（「World Jump Rope 
Championship 2019」優勝）
▶費用：1000 円▶そのほか：
当落一緒はきょうだいのみ可▶
申込：在学者は学校名、①②の
希望も明記。

産後ヨーガ

出産後の体調を整え身体を引き
締めてくれる子どもと一緒に行
うヨーガです。
▶日時：令和 4年 1月 11 日～
3月 22 日の火曜（全 8回）午

前 10 時～ 11 時▶場所：同館
柔道場▶対象：教室初日の時点
で 3 カ月～ 1 歳未満の子と母
親（妊婦不可）、10 組▶講師：
キットクルー▶託児：参加児以
外の未就学児（1歳以上、別料
金）▶費用：6400 円▶申込：
参加児の性別・月齢・生年月日、
在勤者は勤務先、託児希望は子
の氏名・生年月日・年齢・性別
も明記。

子育て支援スポーツ教室
「ヨーガ」
育児を頑張るお母さんを応援す
る教室です。
▶日時：令和4年1月13日～3
月3日の木曜（全8回）午前10時
～11時30分▶場所：吉祥寺南
町コミセン▶対象：市内在住・
在勤で2歳～未就学児の母親
（妊婦不可）、30名▶講師：日本
フィットネスヨーガ協会▶託
児：2歳以上の未就学児、6名▶
費用：100円▶申込：在勤者は

『1分で話せ』から学ぶコミュ
ニケーションの極意

大事なことだけ
シンプルに伝え
る技術を著者自
ら教える「はた
らく大人のサー
ドプレイスセミ
ナー」。
▶日時：令和4年1月15日（土）午
前10時～正午▶場所：武蔵野プ
レイスフォーラム▶定員：50名
（市内在住・在勤・在学者優先し超
えた場合抽選）▶講師：伊藤羊
一（武蔵野大学学部長）▶費用：
1000円▶申込・問：1月4日（必
着）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・在学者は勤務先・学校名も明
記）または直接武蔵野プレイス生
涯学習支援担当☎30-1901、gr-
syougaku@musashino.or.jp
へ。1月8日から当落通知。

東京都空き家フォーラム
in 武蔵野

セミナーと相談会①後悔しない
「親の家」の片づけ術②耐震診断
から改修までの正しい進め方。
▶日時：12 月 12 日（日）①午
前 11 時～正午②午後 1時 30 分
～2時30分▶場所：スイングホー
ル、オンライン（YouTube）▶
定員：各 30名（申込順）▶講師：
①渡部亜矢（実家片づけアドバイ
ザー）②森下明（一級建築士）▶
費用：無料▶共催：武蔵野市▶申
込・問：ネクスト・アイズ（株）
☎ 0120-406-212（ 午 前 10 時
～午後 6時、水曜を除く）。

総合体育館からのお知らせ
▶申込・問：12月 14日（必着）までに同館HP・ハガキ・ファクス（申込要領参照し、
性別、年齢、生年月日も明記）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（要受信確認）へ。

勤務先、託児希望は子の氏名・生
年月日・年齢・性別も明記。

大人向けスポーツ教室

▶対象：15 歳以上（妊婦、中
学生を除く）▶そのほか：当落
一緒は家族のみ可▶申込：在
勤・在学者は勤務先・学校名も
明記。
●ボディバランス・エクササイ
ズ
有酸素運動に体幹トレーニング
をプラスした初心者向けエクサ
サイズ。
▶日時：令和 4 年 1 月 7 日～
3月 18 日の金曜（全 7回）午
前 9 時 15 分～ 10 時 15 分▶
場所：同館サブアリーナ▶定
員：40名▶費用：4200 円
●有酸素コアトレーニング
体幹部を中心とした有酸素運動
で筋持久力を向上させます。
▶日時：4年 1月 15 日～ 2月
19 日の土曜（全 5回）午後 1

時 30 分～ 3時▶場所：同館軽
体操ダンス室▶定員：36 名▶
費用：3000 円
●エレガンスストレッチ
「バレエ」によるストレッチ体
操で、美しい姿勢、ボディライ
ンを作り上げます。
▶日時：4年1月31日～3月14
日の月曜（全7回）午後1時30分
～3時▶場所：同館柔道場▶定
員：24名▶費用：4200円

武蔵野中央公園スポーツ広場
使用中止日のご案内（1月）

大会使用予定および施設休場の
ため受付できません。
▶日時：年末年始休場…12 月
29 日（水）～令和 4年 1 月 3
日（月）。11 日（火）～ 14 日
（金）・22 日（土）午前 9時～
午後 5時、6日（木）・7日（金）
午前9時～午後1時、8日（土）・
16日・23日（日）・29日（土）
午後 1 時～ 5 時▶問：総合体
育館

・「▶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。

家族介護者の集い

①講演会「介護
と向き合い地域
での生活を続け
ていくために」
②家族介護者同
士の情報交換
会。
▶日時：12 月 18 日（土）①午
後２時～３時②３時 15分～ 4時
▶場所：オンライン（Zoom）、
市役所 111 会議室▶定員：オン
ライン① 90 名② 20 名、会場①
②各 40 名▶講師：下垣光 （日本
社会事業大学准教授）▶そのほ
か：①②どちらかの参加可▶申
込・問：12 月 15 日までに市HP
・Eメール・ファクス（申込要領
参照し、①②・希望受講方法も明
記）または電話で高齢者支援課☎
60-1846、FAX51-
9218、sec-kourei@
city.musashino.
lg.jpへ。

野外活動センター

▶申込・問：12月14日（必着）まで
に同センターHP・ハガキ・ファクス（申
込要領参照し、性別、生年月日、市内
在勤・在学・在園者は①勤務先・学校
名・園名②学校名も明記）または所定
の申込用紙（同センター
で配布）で野外活動セ
ンター☎54-4540、
FAX51-9810へ。
＊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
①市民探鳥会
▶日時：令和 4年 1月 10日（月・
祝）午前 9時 45分～正午▶場所：
井の頭恩賜公園集合・解散▶対象：
年少児以上の方（小学 3 年生以
下の子は保護者同伴）、30名（超
えた場合抽選）▶費用：無料
②親子デイキャンプ
▶日時：1月30日（日）午前10時
～午後4時▶場所：二俣尾・武蔵
野市民の森自然体験館（青梅市二
俣尾4-1115）、二俣尾駅集合・解散
▶対象：小学生と保護者、6組（超
えた場合抽選）▶費用：大人6000
円、子ども3000円（交通費実費）

武蔵野市応援の軌跡～東京
2020大会を振り返るパネル展～

同大会で活躍した市ゆかりの選手
やホストタウンルーマニアに関す
るパネル展を開催しています。
▶日時：12月 6日（月）まで（午
前 10 時～午後 9時、最終日は 3
時まで）▶場所：アトレ吉祥寺店
ゆらぎの広場▶問：企画調整課オ
リンピック・パラリンピック担当
☎ 60-1970、多文化共生・交流
課☎ 60-1806

12 月の市民スポーツデー

市立小学校の校庭・体育館を一般
開放。
▶日時：12月19日（日）午後 1
時 30 分～3 時 30 分▶場所：第
二・第三（校庭のみ）・第四・大野
田・本宿・桜野小▶対象：幼児か
ら大人まで（体育館は人数制限あ
り）▶費用：無料▶持ち物：水筒、
タオル、遊ぶ用具、上履き▶その
ほか：利用前に検温、利用者チェッ
クリスト記入などあり。マスク着用
必須。用具の貸し出し、遊具の使
用は原則中止▶申込 :不要▶問：
生涯学習スポーツ課☎ 60-1903

市民体育祭　馬術

馬場馬術競技、小障害飛越競技ほ
か。
▶日時：12月25日（土）午前9時
▶場所：成蹊大学馬場（吉祥寺北

町3-3-1）▶対象：市内在住・在勤・
在学の高校生以上の方▶費用：
3000円（保険料、馬借料）▶そのほ
か：詳細はhttps://musashino-
taikyo.jp/参照▶申込・問：12月
12日までにハガキ（申込要領参照
し、年齢、性別も明記）で体育協会
☎55-4119へ。
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14億2676万円（29.9%）
47億7768万円

5億4942万円（35.5%）
15億4683万円

19億7911万円（32.4%）
61億492万円

23億4893万円（31.3%）
74億9867万円

37億1250万円（38.4%）
96億5963万円

55億6035万円（49.1%）
113億3432万円

118億7526万円（37.4%）
317億5933万円

その他

公債費

土木費

衛生費

総務費

教育費

民生費

予算現額 支出済額（支出率）

　市の財政状況について、地方自治法および市条例に基づき毎年２回財政状況の公表を
行っています。今回は令和３年度上半期の執行状況や市の財産、借入金の状況などをお知
らせします。なお、数値は令和３年９月30日現在のものであり、金額は原則として各項目で
四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります▶問：財政課☎60-1803

令和３年度の一般会計予算は、当初 695 億 3900 万円でしたが、令和２年度からの繰越予算と令和３年度の補正予算により、予算現額は
726 億 8139 万円（前年度同期比 130 億 1363 万円、15.2％の減）となりました。歳入の収入済額は、374 億 6239 万円（前年度同期

比 142億 5620 万円、27.6％の減）で、予算現額に対する収入率は51.5％です。このうち、市の主要な財源である市税収入は、240億 9563 万円（前年度同期比 10
億 2140 万円、4.1％の減）で、予算現額に対する収入率は63.2％です。歳出の支出済額は274億 5234 万円（前年度同期比 117億 7245 万円、30.0％の減）で、
予算現額に対する支出率は37.8％となっています。歳入、歳出（目的別）の執行状況内訳は、下図のとおりです。

一般会計では、これまでに6回の補正を行いました。
主な補正予算の内容は下記のとおりです。

令和 3 年度上半期令和 3 年度上半期財政状況財政状況のあらましのあらまし
一般会計の執行状況

■歳入の状況

■歳出の状況

補正予算の状況

億円

240億9563万円(63.2%)
381億500万円

39億6338万円(34.0%)
116億6624万円

14億5412万円(18.2%)
79億8654万円

7億8086万円(55.2%)
14億1439万円

0円(0.0%)
42億79万円

0円(0.0%)
17億1200万円

71億6840万円(94.4%)
75億9643万円

国庫支出金

都支出金

使用料及び
手 数 料

繰入金

市 債

市 税

その他

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

予算現額 収入済額（収入率）

特別会計の
執行状況

国民健康保険
事 業 会 計

後期高齢者
医 療 会 計

介 護 保 険
事 業 会 計

0 20 40 60 80 100 120 140億円

128億6023万円
48億2170万円（37.5％）
46億3378万円（36.0％）

38億1662万円
10億541万円（26.3％）
11億5759万円（30.3％）

124億8248万円
50億7875万円（40.7％）
49億5932万円（39.7％）

予算現額 収入済額（収入率） 支出済額（支出率）

予算現額
726億8139万円

収入済額
374億6239万円

 市税の市民１人当たりの負担額
予算現額 収入済額（収入率）

市民税 12万8868円 7万9171円（61.4％）
固定資産税 10万9078円 7万1225円（65.3％）
都市計画税 9026円 5684円（63.0％）

予算現額 収入済額（収入率）
市たばこ税 5397円 2328円（43.1％）
事業所税 4317円 3785円（87.7％）
軽自動車税 371円 358円（96.5％）

予算現額
726億8139万円

支出済額
274億5234万円

主な補正内容 金額
新型コロナウイルスワクチン
接種事業 12億3053万円

くらし地域応援券事業 8億6532万円
中小企業者等特別支援金、商店
会活性出店支援金 2億7798万円

キャッシュレス決済によるポ
イント還元事業 2億  272万円

子育て世帯生活支援特別給付
金事業 1億3393万円

生活困窮者自立支援事業（住居
確保給付金） 9434万円

子ども子育て支援特別給付金
事業（市独自制度） 9006万円

市民文化施設使用料返還金 3761万円

主な補正内容 金額
新型コロナウイルス感染症緊急支援
事業補助金（認可保育所、地域型保
育事業、認証、企業主導型、病児・病
後児保育）

3040万円

情報教育指導（GIGAスクール構想
対応事業） 2812万円

橋りょう新設改良事業（よろず橋の
新設工事にかかる支障物件移設補償
費）

2800万円

ＰＣＲ検査関係 2246万円
関前南小学校校舎改修等設計・測量 1800万円
コミュニティセンターへのWi-Fi設置 1399万円
自宅療養者支援 610万円
私立幼稚園新型コロナウイルス感染
症対策事業費補助金 590万円

令和３年度の特別会計の執行状況は下図のとおりです。支出済額
が収入済額を超えている会計について、不足分は一般会計の運用
資金を充てています。

市の所有する財産
は次のとおりです。

市有財産
の状況

不
動
産

土地 61万3642㎡

建物 33万1407㎡

有
価
証
券

株券 4150万円

出資証券 5万円

建設事業などの財源として資金を借り入れ、公債費
として返済しています。借入予定および返済の状況、
借入残高は次のとおりです。

借入金の状況

借入残高
（年度当初）

上半期の
返済元金 上半期借入額 上半期末現在高 令和３年度

新規借入予定額
一般
会計 117億8118万円 5億1278万円 0円112億6840万円 17億1200万円

下水道
事業会計 79億3918万円 1億6157万円 0円 77億7762万円 2億 70万円

土地開発
公社 71億9925万円 0円 5億9330万円 77億9255万円 9億3730万円

合計 269億1961万円 6億7434万円 5億9330万円268億3857万円 28億5000万円

年度間の財源調整、公共施設や学校施設、公園整備
などのために、目的別に基金を設置し、毎年積立を
行っています。基金の状況は次のとおりです。

基金の状況

基金名（目的） 基金残高
財政調整基金（財源が不足した場合のための基金） 59億6786万円
公共施設整備基金（公共施設の建設や大規模改修のための基金） 158億8138万円
学校施設整備基金（学校の建設や大規模改修のための基金） 142億3921万円
吉祥寺まちづくり基金（吉祥寺圏の整備に必要な資金のための基金） 46億9152万円
公園緑化基金（公園用地の確保や緑化推進のための基金） 52億2664万円
介護給付費等準備基金（介護保険給付費のための基金） 10億4160万円
下水道事業基金（下水道事業のための基金） 8億5625万円
その他 13億6464万円

合　計 492億6909万円

■下水道事業会計

収　入 支　出
区分 予算現額 執行額 執行率

(%) 区分 予算現額 執行額 執行率
(%)

下水道事業収益 31億 567万円15億2251万円 49.0 下水道事業費30億4016万円 5億2136万円 17.1
営業収益 23億8700万円15億2247万円 63.8 営業費用 28億5989万円 4億6635万円 16.3
営業外収益 7億1867万円 4万円 0.0 営業外費用 1億7827万円 5501万円 30.9
特別利益 0万円 0円 0.0 特別損失 0万円 0円 0.0

予備費 200万円 0円 0.0

収益的収入および支出

収　入 支　出
区分 予算現額 執行額 執行率

(%) 区分 予算現額 執行額 執行率
(%)

資本的収入 10億8369万円2357万円 2.2 資本的支出 14億4057万円10億4471万円 72.5
企業債 2億 70万円 0円 0.0 建設改良費 10億8877万円 8億8262万円 81.1
出資金 2357万円2357万円 100.0 固定資産購入費 67万円 53万円 78.6
補助金 3400万円 0円 0.0 企業債償還金 3億3014万円 1億6157万円 48.9
負担金等 8億2542万円 0円 0.0 基金積立金 2000万円 0円 0.0
固定資産売却代金 0万円 0円 0.0 予備費 100万円 0円 0.0

資本的支出（予算繰越分） 4034万円 4034万円 100.0
建設改良費 4034万円 4034万円 100.0

資本的収入および支出

■水道事業会計
収益的収入および支出

収　入 支　出

区分 予算現額 執行額 執行率
(%) 区分 予算現額 執行額 執行率

(%)
水道事業収益37億1353万円16億4229万円 44.2 水道事業費 36億6353万円13億3663万円 36.5
営業収益 36億3079万円16億4221万円 45.2 営業費用 35億6174万円13億 869万円 36.7
営業外収益 8275万円 7万円 0.1 営業外費用 1億 79万円 2794万円 27.7
特別利益 0万円 0円 0.0 特別損失 0万円 0円 0.0

予備費 100万円 0円 0.0

資本的収入および支出
収　入 支　出

区分 予算現額 執行額 執行率
(%) 区分 予算現額 執行額 執行率

(%)
資本的収入 2億6104万円 0円 0.0 資本的支出 9億4265万円 2億1467万円 22.8
企業債 2億2712万円 0円 0.0 建設改良費 6億3519万円 6239万円 9.8
固定資産売却代金 0万円 0円 0.0 企業債償還金 3億 646万円 1億5228万円 49.7
負担金 3392万円 0円 0.0 予備費 100万円 0円 0.0

水道事業および下水道事業は、地方公営企業
法により独立採算制が定められ、一般会計と
は別に運営しています。

水道事業会計および
下水道事業会計の執行状況

※「０万円」とあるのは、１万円未満の金額があるものです。
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。

「むさしのすくすくナビ」は、子育ての中で、
必要な情報を探し出すお手伝いを
するツールです▶問：子ども子育
て支援課☎ 60-1851

プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：12月1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▶対象：妊娠5カ月以上の
健康な方▶内容：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▶対象：0歳～1歳3カ月
児と親▶内容：あかちゃんと親同
士で交流します。保育士に相談も
できます

●武蔵野赤十字保育園 ☎52-3298
　 ▶日時：12月14日（火）午前10時～
10時30分▶場所：オンラインあ

●精華第一保育園 ☎54-3854
　 ▶日時：12月11日（土）午前9時30
分～10時15分プあ

●北町保育園 ☎21-6681
　 ▶日時：12月15日（水）午前10時30
分～11時30分プ

　　保育園であそぼう

▶費用：記載のあるもの以外無料▶対

象：記載のあるもの以外未就学児と親
▶申込：電話で各園へ（平日午前10時
～午後4時）
●東保育園 ☎21-2495
　 お庭で遊ぼう▶日時：平日のみ午後
1時～3時

●吉祥寺きらめき保育園 ☎26-7723
オンライン育児講座▶日時：12月16日
（木）午前10時
●吉祥寺東町すみれ保育園☎20-6640
　 クリスマスリトミック▶日時：12月
20日（月）午前10時～10時30分▶対
象：未就園児と親、3組

●精華第一保育園 ☎54-3854
　 一緒に遊ぼう▶日時：12月14日（火）
午前9時40分～10時10分▶対象：0
歳児（令和2年4月～3年3月生）と親

●北町保育園 ☎21-6681
ベビーマッサージ▶日時：12月16
日（木）午前9時45分～11時▶対象：
寝返りが始まる前の子と親

●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

●ふじの実保育園 ☎55-2525
凧作り▶日時：12月18日（土）午前
10時～11時▶対象：2歳児～未就
学児と親、3組

●精華第二保育園 ☎38-7352
　 お楽しみ会▶日時：12月17日（金）
午前10時～10時40分▶対象：1・2
歳児と親

●千川保育園 ☎51-8478
　 お庭であそぼう▶日時：平日のみ午
後1時～3時30分

●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：12月18日
（土）午前9時30分～11時30分▶対
象：未就園児と親

0123吉祥寺
吉祥寺東町2-29-12　　　

  ☎20-3210
休館：日・月曜、祝日　　　　

●0歳ひろば
　 ▶日時：12月9日（木）・14日（火）午
前10時30分～11時▶対象：0歳と親、
8組▶内容：親子遊びと情報交換

●１歳ひろば「クリスマスを楽しもう」
　 ▶日時：12月17日（金）午前10時、
10時45分（各30分、同内容）▶対象：
1歳と親、各8組

●２歳・３歳ひろば

　「クリスマスを楽しもう」
　 ▶日時：12月15日（水）午前10時、
10時45分（各30分、同内容）▶対象：
2～3歳児と親、各8組

● むさしの のびのびプロジェクト
　座談会
　 ▶日時：12月21日（火）午前10時～
11時▶対象：0～5歳児の子の育ち
に不安のある親、8名▶内容：悩み
や不安などを話します▶講師：亀山
隆美▶託児：応相談

●いざというときのために、知ってお
きたい家庭でできる看護

　 ▶日時：12月22日（水）①午前9時
15分②10時30分（各1時間）▶場
所：①オンライン②同施設▶対象：
0～3歳児の親、①15名②8名▶講
師：吉澤志麻

0123はらっぱ
八幡町1-3-24
  ☎ 56-3210

休館：金・土曜、祝日　　　　

●0歳ひろば
　「赤ちゃんと一緒に遊びにきてね！」
　 ▶日時：第1・3月曜午前10時30分
～11時、第2・4月曜午後2時30分～
3時▶対象：0歳と親、各5組▶申
込：1カ月前から

●1歳ひろば
　「季節の遊びを楽しもう！」
　 ▶日時：12月15日（水）午前10時、
10時45分（各30分、同内容）▶対象：
1歳と親、各7組▶持ち物：親子と
もに汚れてもよい動きやすい服装

●2歳3歳ひろば「みんなでクリスマス！」
　 ▶日時：12月16日（木）午前10時、10
時45分（各30分、同内容）▶対象：2
～3歳児と親、各8組▶持ち物：親子
ともに汚れてもよい動きやすい服装

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。

保育園

●ひまわり保育園 ☎56-8732
一緒に遊ぼう　1歳児クラス▶日
時：12月8日（水）午前10時～11時
▶対象：1歳児（平成31年4月～令和
2年3月生）と親、1組

●境南保育園 ☎32-2443
お庭で遊びましょう▶日時：平日の
み正午～午後2時30分

●グローバルキッズ武蔵境園☎51-2242
　 おたのしみかい▶日時：12月11日
（土）午前10時▶対象：2歳児～未就
学児と親

●桜堤保育園 ☎52-4671
　 お庭で遊びましょう▶日時：毎週木
曜午前10時～正午▶対象：市内在
住の未就学児と親▶申込：不要

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：12 月 1 日午前 9時か
ら電話または直接各施設へ

高校生等医療証の申請受付を
開始します

令和４年４月から通院なども含め
た助成へと内容を拡充するため、
高校生等 医療証の交付を開始し
ます。医療機関などの窓口で同医
療証を提示すると、健康保険適用
の自己負担分の窓口での支払いが
不要になります。
▶対象：15～18歳の年度末（15
歳に達した日以後の最初の3月31
日を経過し、18 歳に達した日以後
の最初の 3月31日）までの市内
在住の子を養育している方※保護
者のうち所得の高い方が申請者にな
ります（所得制限なし）▶申込・問：
子ども子育て支援課☎60-1852
申請 対象

必要
現在、高校１・２年生の方
▶申込：12月28日までに申請書（11月
30日に案内を送付）を郵送で〒180-
8777子ども子育て支援課へ。

不要
現在、中学３年生の子〇医療証をお持
ちの方。子〇医療証から自動的に切り
替えになります。

ふたご・みつごのつどい

双子・三つ子などの多胎育児をさ
れている家族のための集い。オン
ライン参加可。詳細は市HP参照。

▶日時：12 月 16 日（木）午前
10時～11時 30分 ▶場所：市役
所和室▶対象：多胎育児をしてい
る家族、プレママ、先輩ママ▶費
用：無料▶持ち物：0歳児のみバ
スタオル▶申込：不要▶問：子ど
も家庭支援センター☎60-1239

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、歯科健診を
行います。
▶日時：令和 4年 1月24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～2歳 6カ月の子と
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兄妹のいる
子と、同教室を受けていない平成
30年 1月～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：令和４年 1月
17日までに電子申請で
健康課☎ 51-0700へ。

ごっくん教室（離乳初期）

離乳食・生活リズムの話。2グルー
プ制。試食はありませんが、サン
プルで硬さなどを体験できます。

▶日時：令和 4年 1月 14日（金）
グループＡ…午前 9 時 30 分～
10 時 15 分、グループＢ…11 時
～ 11 時 45 分▶場所：保健セン
ター▶対象：3 年 7 月～ 9 月生
の子と親（第 1子優先）、32組（申
込順）▶費用：無料▶持ち物：母
子健康手帳・バスタオルなど▶申
込・問：４年 1 月 4 日
までに電子申請で健康
課☎ 51-0700へ。

ベビーサロン

助産師・保健師・管理栄養士によ
る育児の相談、体重測定。
▶日時：①令和4年1月7日（金）
② 1月 21 日（金）午後 1時 30 分
～ 2時 40分（入れ替え制。受付
時間は申し込み後連絡）▶場所：
①保健センター②公会堂▶対象：
市内在住の1カ月児健診終了後～
1歳未満の子と親① 33 組② 18
組（申込順）▶費用：無料▶持ち物：
母子健康手帳・バスタオルなど▶
そのほか：同月に2回の参加不可

▶申込・問：① 12 月 4 日～ 26
日② 12 月 25 日～ 4年
1月 12日に電子申請で
健康課☎51-0700へ。

むさしの自然観察園

▶場所：同園（吉祥寺北町 3-12）
▶対象：小学 3年生以上①大人も
参加可②親子で参加可、各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）
①クリスマス・スワッグづくり
枝 や ド ラ イ フ ラ
ワーに木の実など
を飾って作ります。
▶ 日 時：12 月 12
日（日）午前 10時
～ 11時 30分
②木の実で作るネイチャークラフト
どんぐりなど身近な
自然素材を使ってク
ラフトを作ります。
▶日時：12 月 19 日
（日）午前 10時～正午
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

●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）

●出張児童館inスイング
　 ▶日時：12月7日（火）午前１0時～11
時30分▶定員：18組▶場所：スイン
グレインボーサロン▶申込：12月6日
まで

●ゆう・遊・グーの日
　クリスマスミュージックライブ
　 ▶日時：12月9日（木）午前10時30
分～11時30分▶定員：25組▶出演：
まっとうさん（ゲスト）

● ローズカフェ＠桜堤児童館
　 ▶日時：12月15日（水）午前10時30
分～11時15分▶定員：18組▶内容：
サンタとパペット▶講師：むさしの
児童文化協会

●ちびっこランドニャン3シー
　 ▶日時：12月17日（金）午前10時30
分～11時30分▶対象：2～4歳と保
護者、15組▶内容：リトミック▶
講師：荻原めぐみ

● ①食・なんでも相談②子ども家庭支
援センター保健師さんのひろば相談
 ▶日時：原則①第4木曜②第1月曜
▶対象：0～3歳児の親、①8名▶講
師：①吉田朋子▶申込：①要②不要
▶そのほか：育児相談はスタッフへ

0123施設からのお知らせ
● 0123施設オンライン
　～ようこそ子育てひろばへ～
 ▶日時：12月9日（木）午後2時30分
～3時▶対象：0～3歳児と親・妊娠中
の方、10組▶申込：要（同施設HP）

桜堤児童館
未就学児は保護者同伴▶対象：記載
のあるもの以外乳幼児と保護者▶申
込・問：12 月 1日から同館☎ 53-
2206（月～土曜午前 9 時 30 分～午
後 4時 30 分）へ。

コミセン　親子ひろば

　　12月

定員あり。事前予約制となります。
▶時間：午前 10時～ 11時 30分（西
部は午前 10時 30 分～正午）。中止は
前日（土・日曜、祝日の場合は、その
前の平日）までにすくすくナビなどで
お知らせ▶対象：0歳～未就学児と保
護者▶そのほか：情報交換やおしゃべ
りをしながら自由に遊べるひろば、★
印は出張おもちゃのぐるりん、1月の
日程など詳細は市HP参照▶申込・問：
子ども家庭支援センター☎ 60-1239
●吉祥寺東▶27日（月）▶6組
●本宿▶6日・20日（月）▶8組
●吉祥寺南町▶3日・17日（金）▶8組
●御殿山▶14日（火）▶9組
●本町▶15日（水）▶5組
●吉祥寺西▶28日（火）▶14組
●吉祥寺北▶11日（土）★・24日（金）▶10組
●けやき▶2日（木）▶5組
● 中町集会所▶10日（金）・27日（月）▶8組
●西久保▶6日・13日（月）・21日（火）▶8組
●緑町▶23日（木）▶6組
● 八幡町▶4日（土）・15日（水）▶6組
● 関前▶22日（水）▶12組
●西部▶14日・28日（火）▶18組
●市民会館▶12日（日）▶16組
●境南１階・２階▶1日（水）▶各10組
●桜堤▶8日（水）▶8組

12月申込の
健診・検診

経過観察中・自覚症状のある方は医療機関で
受診をしてください。市HP参照／対対象、定
定員、場実施機関、内内容、費費用／問健康課
☎51-7006、健康づくり事業団☎51-2828

種類 受診日／対象者・内容など 申込

40歳からの
女性のための
がん検診

（乳がん・胃
がんエック
ス線・肺がん
セット検診）

※託児あり

令和４年1月14日（金）／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「40歳からの女性のため
のがん検診希望」、住所、
氏名、生年月日、性別、電
話番号、託児希望は子の
氏名・生年月日・性別

対40歳以上（４年３月31日時点）の女性。昨年度市
の乳がん検診または胃がん内視鏡検診を受診した
方、妊娠中または可能性のある方、授乳中または断
乳後３カ月以内の方、職域などほかで受診機会が
ある方は対象外定15名（申込順）場健康づくり事業
団内問診、乳房エックス線検査（マンモグラフィ）、
胃部エックス線検査（バリウム検査）、胸部エックス
線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）費無料
（３種すべて受診が条件）

胃がんエック
ス線・肺がん
セット検診

※胃がんエックス
線検診のみの
受診も可

４年1月5日（水）・７日（金）・12日（水）・15日（土）
／午前８時30分～11時15分 ハガキ・封書（記入事項は

以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「胃・肺セット検診希望」・
「胃がん検診希望」、第3
希望日まで（時間指定不
可）、住所、氏名、生年月
日、性別、電話番号

胃：対35歳以上（4年3月31日時点）で昨年度市の胃
がん内視鏡検診未受診の方内問診、胃部エックス線
検査（バリウム検査）
肺：対40歳以上（4年3月31日時点）の方内問診、胸部
エックス線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）
【共通】妊娠中または可能性のある方、職域などほか
で受診機会がある方は対象外定60名（申込順）場健
康づくり事業団費無料

肺がん検診

４年1月実施分 ハガキ・封書（記入事項は
以下）または直接健康課
へ。市HPから電子申請可
【記入事項】
「肺がん検診希望」、住所、
氏名、生年月日、性別、電
話番号

対40歳以上（4年3月31日時点）の方。妊娠中または
可能性のある方、職域などほかで受診機会がある方
は対象外場市内指定医療機関内問診、胸部エックス
線検査、喀痰細胞診（基準に該当する方のみ）費無料
※検診日時は、市から受診券シールが届いたら直接
医療機関に予約
※医療機関は予告なく変更する場合があります

若年層胸部
検診

４年1月実施分
電話または
直接
健康づくり
事業団へ

対15～39歳（4年3月31日時点）の方内問診、胸部エックス線検査
場健康づくり事業団費無料

肝炎ウイルス
検診

対40歳以上（4年3月31日時点）で同検診未受診の方、ほかに受診
機会のない方※市国保、後期高齢者医療制度加入者は健診時に実
施場健康づくり事業団内問診、血液検査費無料

若年層
健康診査

対15～39歳（４年３月31日時点）の方でほか
に健診の機会がない方場市内指定医療機関
内問診、身体測定（腹囲を含む）、血圧測定、尿
検査、血液検査、胸部エックス線検査費無料
※健診日時は、市から受診票が届いたら、直
接医療機関に予約

ハガキ・封書（記入事項は以下）
または直接健康課へ。市HPから
電子申請可
【記入事項】
「若年層健康診査希望」、住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号

眼科健康診査

対40歳以上（４年３月31日時点）の方。手元に受診券シールがな
い方は健康課へ。市の健康診査を受診の方（市国保、後期高齢者医
療制度加入者）は内科受診後、内科医より受診に必要なものの交
付があるため申込不要場市内指定医療機関内問診、視力検査、眼
圧検査、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査費500円※健診日時は、市か
ら受診券シールが届いたら、直接医療機関に予約

電話または
直接健康課
へ

妊婦歯科健診 対妊娠中の方場市内指定医療機関内歯科健診費無料※受診票は母
子健康手帳とともに交付（母と子の保健バッグに同封）

転入の方は
健康課へ

ノルディックウオーキング教室

2 本のポールを使用。体力や経験
によってクラス選択。①初めてク
ラス②経験者クラス。
▶日時：令和 4年 1月 21日（金）
①午前 9 時 45 分～ 10 時 45 分
② 11 時～正午▶場所：陸上競技

場▶対象：20
歳以上の市民
（運動制限の
ある方、要支
援・要介護の
方不可）、各
25 名（ 超 え
た場合抽選）
▶講師：健康づくり人材バンク▶
費用：無料▶そのほか：メルマガ
登録は dan@star7.jp へ空メール
を送信。ポール貸し出しあり（無
料）▶申込・問：４年 1 月 5 日
までにメルマガ応募フォームまた
はハガキ（申込要領参照し、年齢、
①②の希望も明記）で健康づくり
支援センター☎ 51-0793へ。

　薬物乱用防止ポスター・標語
　優秀作品の発表
都内の中学生に薬物乱用問題に
ついて関心を持ってもらうた
め、都では平成 11 年度からポ
スター・標語の募集を行ってい
ます。武蔵野市地区では市内の
中学校からポスター部門で 23
点、標語部門で 222 点の応募
があり、各部門で地区会長賞受
賞作品を決定しました▶問：東
京都薬物乱用防止推進武蔵野市
地区協議会事務局（健康課）☎
51-7004
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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 ☎

5 日
（日）

○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町 4-7-9 22-8937
○かみやま内科クリニック 内科 境 1-9-9 60-3188
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

12 日
（日）

○境・藤田クリニック 内科・小児科 境 1-7-5 37-9588
○宮崎クリニック 内科 吉祥寺東町 3-8-9 23-6555
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

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
5日（日） イーデント歯科室 吉祥寺本町1-25-10　KS2ビル6階 ☎28-7705
12 日（日） むさしのグリーン歯科 緑町1-3-15　京王むさしのビル2階 ☎53-5290

12/1（水）～ 14（火）

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

●ちびっこランド・オー
▶日時：令和4年1月14日（金）午前
10時30分～11時30分▶対象：プレ
ママ・1歳未満と保護者、15組▶内
容：わらべうたとおしゃべり▶申
込：12月22日から
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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

感染再拡大防止のため、手洗い・消毒・マスクの着用・密の回避など基本的な感染防止対策の継続をお願いします。
●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

●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

官公署だより

都市計画案の縦覧および意見書
の提出について

都市計画案名称「都市計画河川第
２号石神井川」について。
①縦覧▶日程：12 月 14 日（火）
～ 28 日（火）▶場所：東京都都
市整備局都市計画課、市まちづ
くり推進課②意見の提出：12 月
14 日～ 28 日（消印有効）に意
見書を郵送（都市計画案名称、住
所、氏名、電話番号を明記）で
〒 163-8001 東京都都市整備局
都市計画課へ▶問：同局都市計画
課☎ 03-5388-3225、市まちづ
くり推進課☎ 60-1872

都市計画原案の縦覧および公聴
会の公述申出について

住宅市街地の開発整備の方針につ
いて。対象区域…特別区、市、瑞
穂町および日の出町。
①都市計画原案の縦覧・申出書の

配布▶日程・場所：12 月１日（水）
～ 15 日（水）に東京都都市整備
局都市計画課、市まちづくり推進
課。申出書は都HPからも印刷可
②公述の申出▶対象：区域内に在
住か計画案に利害関係のある方
（１人 10 分以内、多数の場合公
述意見要旨などを考慮し選定）▶
申込： 12 月１日～ 15日（必着）
に申出書を〒 163-8001 東京都
都市整備局都市計画課へ③公聴会
▶日程・場所：令和４年１月 20
日（木）午後７時、東京都庁都民
ホール。１月24日（月）午後２時、
立川市女性総合センター▶そのほ
か：②公述申出がない場合は中止
▶申込：傍聴は不要
【①～③共通】詳細は東京都HP
https://www.toshiseibi.metro.
tokyo.lg.jp/ 参照▶問：同局都市
計画課☎ 03-5388-3336、市ま
ちづくり推進課☎ 60-1872

Ⓐ藤原真理　チェロ・リサイタル
▶日時：令和4年1月18日（火）午
後7時開演▶場所：市民文化会館
小ホール▶費用：一般2000円◯友
1500円◯251000円
Ⓑ富田心
　バイオリン・リサイタル
▶日時：4年2月6日（日）午後2時
開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：一般2000円◯友1800円
Ⓒフレッシュ名曲キャンペーン
　「谷昂登ピアノ・リサイタル」
▶日時：12月23日（木）午後2時

＊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
■左記公演のチケットⒶⒷⒸⒹⒺは 12月 4日発売

◇  ◇  ◇   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）

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

寒さが一段と厳しくなり、電気ス
トーブなどの暖房器具の使用頻度
が高くなる季節です。使用する時
には、周囲に燃えやすい物を置か
ないことはもちろんですが、正し
い使用方法を守り、外出する時に
は消し忘れがないか必ず確認しま
しょう。また、年末年始は救急要
請も多くなります。救急車を呼ぶ
べきか迷った時には、＃７１１９
（東京消防庁救急相談センター）
を利用し、適正な救急車の利用を
お願いします。
令和３年 10月中の災害件数
火災・救助など41件、救急642件

毎日のように詐欺の電話が掛かっ
てきたという通報や相談が寄せら
れています。警察官を装い「詐欺
犯人を捕まえました。カードを交
換する必要があります」と言って
カードをだまし取る手口や、市役
所職員を装い「医療費の還付金が
あります。ATMで手続きができ
ます」と言ってATMを操作させ
る手口が後を絶ちません。自宅の
電話は留守番電話に設定して詐欺
犯人からの電話に出ない対策をし
ましょう。電話に出てしまって少
しでも不審に感じたら、電話を切
り武蔵野警察署または 110 番通
報をお願いします。

☎51-0119
武蔵野消防署

☎55-0110
武蔵野警察署

　どっきんどようび

映画会「クリスマスの鐘」ほか（影
絵、藤城清治）。
▶日時：12 月 12 日（日）午後
２時 30分（30分、開場 15分前）
▶場所：中央図書館視聴覚ホール
▶対象：市内在住・在学の幼児・
小学生と保護者、30名（申込順）
▶費用：無料▶申込・問：12 月
６日午前９時 30分から電話また
は直接中央図書館へ。

　12月の休館

中央：1 日（水）～ 5日（日）（工
事に伴う休館）、10 日・17 日・
24日（金）。吉祥寺・武蔵野プレ
イス：1 日・8 日・15 日・22 日
（水）。年末年始休館（3館とも）：
12 月 29 日（水）～令和４年１
月４日（火）▶問：中央図書館

 クリーンセンター「エコマルシ
ェ・オープンハーヴェスト」

屋上見学、子どもワークショップ
の開催、地域の飲食店でのエコ弁
当の紹介。
▶日時：12 月 5 日（日）午前
10 時～午後 5時▶場所：同セン
ター工場棟▶費用：無料▶主催：
㈱むさしのＥサービス▶そのほ
か：詳細は https://ecomarche.
musashino-clean-center.com/
参照▶申込：不要▶問：
ごみ総合対策課クリー
ンセンター係

リチウムイオン電池
の分別を動画で紹介

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

Ⓑ Ⓒ
Ⓒ井村重人

Ⓓ

開演▶場所：市民文化会館小ホー
ル▶費用：一般600円◯友500円
Ⓓ第145回「初笑い」武蔵野寄席
▶日時：4年1月10日（月・祝）午
後2時30分開演▶場所：公会堂
▶費用：一般2300円◯友2000円◯25
1000円▶出演：春風亭昇太ほか
ⒺSCOT
　「世界の果てからこんにちはⅡ」
▶日時：12月18日（土）～25日（土）
▶場所：吉祥寺シアター▶費用：
一般4000円、市民・◯友3600円▶そ
のほか：構成・演出…鈴木忠志

Ⓔ

●吉祥寺美術館　記念室展示「終わらない情景」「色に浮かぶ」

浜口陽三
「黒いさくらんぼ」
1963

銅板画家の浜口陽三、南桂子の作品計 22点、木版画家
の萩原英雄の作品 16点を紹介。
▶日程：令和 4年２月 27日（日）まで▶場所：同館浜
口陽三記念室・萩原英雄記念室▶費用：100 円（小学
生以下・65 歳以上・障害者の方は無料）▶そのほか：
12 月 1 日・15 日（水）～ 4年 1 月 7 日（金）は展示
替えのため休館▶問：吉祥寺美術館
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●申込先の市内施設の住所は、3頁、12頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市HPで確認してください。

寒い時期になり、外出や人と会うのがおっくうになったり、横に
なったままや座ったまま過ごすことが多くなっていませんか。身
体を動かす機会が減ると、普段元気な人でも体力や気力が低下し、
要介護の前段階のフレイル（虚弱）になる恐れがあります。
１日の中で「今より 10 分多く身体を動かすこと」が、糖尿病、
心臓病、脳卒中、ロコモティブシンドローム、うつ、認知症など
になるリスクを下げると言われています。
行きたい場所に出掛けたり、やりたいことが楽しめる体力を維持
できるよう、今できることから取り組み、元気な心と身体づくり
を心掛けていきましょう▶問：高齢者支援課☎ 60-1947

普段の生活の中での「＋ 10（プラステン）」の例
・家事の合間にストレッチをする。
・いつもより遠くのスーパーまで歩いて買い物に行く。
・買い物から少し遠回りをして帰る。
・家族や友人と外出を楽しむ。
・歩幅を広くして、早く歩く。
・掃除や洗濯をキビキビと行う。

毎日の生活に「＋10（プラステン）」で
フレイル予防！

～高齢者の皆さんへ～

事例：スマートフォンで動画を閲覧中、
副業広告を見て興味を持ち、販売サイ
トにアクセスした。指示に従いメッセ
ージアプリ内でやり取りし、動画広告
を見るよう指示された。自分で動画を
作成して動画共有サイトに投稿すると、
再生回数に応じて収入になるという副
業だった。詳細は5000円のテキスト
で説明されるというので購入した。その後、販売会社から電話が掛か
ってきて、複数のサポートコースがあり、稼ぐには100万円のコース
の方がよいと勧められた。お金がないと言うと、消費者金融から借り
ればよいと借り方を教えられ、消費者金融2社のサイトから50万円
ずつ借りて支払った。落ち着いて考えたら、100万円も返せない。契
約を取り消したい。
アドバイス：「スマートフォンで手軽に稼げる」とうたう副業や内職
に関するトラブルが増えています。こうした副業の多くは、支払った
サポート料を超える利益が得られるようなものではありません。事例
のように消費者が電話で勧誘された場合は「電話勧誘販売」にあたり、
クーリング・オフの対象になりますが、事業者が認めない場合、返金
は容易ではありません。
◆無料動画サイトなどに表示されるバナー広告や副業や内職を探そう
と検索したランキングサイトがきっかけになることがあります。メッ
セージアプリに登録させてから、やり取りする中で高額な契約を促す
手口もあります。
◆「お金がない」と断ったにも関わらず「すぐに利益が得られるから」
などと言って借金を勧められたとしても、うのみにせず、きっぱり断
りましょう。

　消費生活センターでは、消費生活に関するさまざまな相談をお受け
しています▶相談専用電話：☎ 21-2971▶相談時間：平日午前 9時
～午後 4 時▶対象：市内在住・在勤・在学の方▶費用：相談無料▶問：
消費生活センター☎ 21-2972

消費生活センター
  相談の窓口から

副業サイトに登録後、高額なサポートコース
を勧められ、借金して契約してしまった

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■肝臓病教室①肝臓病と薬につい
て②肝疾患で使える制度
質疑応答あり▶日時：12月 21日
（火）午後2時30分～4時▶場所：
武蔵野赤十字病院山﨑記念講堂、
オンライン▶定員：会場…20名
（申込順）▶講師：①小宮実直（薬
剤師）②井手宏人（医療ソーシャ
ルワーカー）▶費用：無料▶その
ほか：受付時検温、マスク着用必
須▶申込・問：同病院肝疾患相談
センター☎・FAX32-3135 へ。
同センターHPから申込可。

■シルバー人材センター
　12月の予定
①入会説明会②手芸品販売③パソ
コン教室▶日時：① 14 日（火）
午後１時30分②２日・16日（木）
午前 10時～午後 3時（雨天強風
時は翌週木曜）③随時相談▶場所：
①③同センター②市役所正面玄関
▶対象：①市内在住で 60歳以上
の健康で働く意欲のある方▶費
用：③個別指導1600円▶持ち物：
①年度会費2000円、ゆうちょ銀
行の通帳▶申込・問：①前日まで
②不要③電話または同センターHP
から同センター☎55-1231へ。

■ほほえみサロン　認知症の人への
対応と支援　認知症の向き合い方
認知症を知り、対応について一緒
に考えませんか▶日時：12 月 17
日（金）午後２時～３時 30 分▶
場所：吉祥寺南町コミセン▶対象：
介護を行っている・在宅介護に関
心のある方、25 名（申込順）▶
講師：菅朋江（認知症予防財団）
▶費用：無料▶そのほか：マスク
着用必須▶申込・問：ゆとりえ在
宅介護・地域包括支援センター☎
72-0313

■家族介護教室　みどりの輪
　「どうする？親の介護 ?!」
▶日時：12 月 18 日（土）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
在住で介護に不安を感じる方・在
宅介護に関心のある方、15名（新
規申込者優先し超えた場合抽選）
▶講師：同センター在宅介護・地
域包括支援センター職員▶費用：
無料▶申込・問：同センター☎
51-1974

■老いじたく講座
エンディングノートの書き方▶日
時：12 月 10 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（権利擁護
センター専用電話）☎ 27-5070

■十色の会「茶話会 私の介護自慢」
これまでの介護経験や悩みについ

て情報交換してみませんか▶日
時：12 月 10 日（金）午後１時
30 分～３時▶場所：吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター
▶対象：介護をしている・始める
予定のある方、在宅介護に興味の
ある方、10名（申込順）▶費用：
100 円▶そのほか：マスク着用
必須▶申込・問：前日までに同セ
ンター☎ 23-1213へ。

■司法書士・土地家屋調査士によ
る登記相談会
相続、贈与、不動産登記、土地建
物測量、空き家問題などの相談▶
日時：12 月 16日（木）午前 10時
～午後3時▶場所：武蔵野プレイ
スギャラリー▶費用：無料▶申込：
不要▶問：東京司法書士会武蔵野
支部・勅使☎27-6761、東京土地
家屋調査士会武蔵野支部・山下☎
33-4343

■司法書士による相談会（予約制）
登記、相続、遺言、成年後見、債
務整理、空き家問題などの相談▶
日時：12 月 11 日（土）午後 1
時～ 4時▶場所：公会堂▶費用：
無料▶申込・問：東京司法書士会
武蔵野支部・勅使☎ 27-6761

■成蹊大学後期公開講座 変わる
アメリカ、変わらないアメリカ
激戦となった大統領選挙から1年経
った米国の政治を考える▶場所：オ
ンライン（オンデマンド配信中）▶
講師：西山隆行（同大学教授）▶
費用：無料▶そのほか：詳細は同大

学 HP https://www.seikei.ac.jp/
university/ 参照▶問：同大学総合
企画課☎37-3531

■外国人のための日本語コース
生活に必要な日本語会話と情報交
換など▶日時：令和４年１月６日
～３月 18 日の①木曜② 2 月 11
日を除く金曜③土曜、午前 10 時
30 分～正午▶場所：国際交流協
会▶対象：18 歳以上で市内・近
隣在住の日本語会話が初級の方、
各 12 名▶講師：同協会日本語交
流員▶費用：各 6000 円▶託児：
①②各 4名▶持ち物：筆記用具、
マスク▶そのほか：日本語中級以
上の方は応相談▶申込・問：12
月 17 日（必着）までに本人が直
接同協会☎ 36-4511 へ。

◆ スポーツ ◆
■卓球　新年初打ち会
午前は役員指導による練習会１回
５分、午後は 4 名でリーグ戦▶
日時：令和４年１月９日（日）①
午前 10時②午後 1時▶場所：総
合体育館サブアリーナ▶対象：市
内在住・在勤・在学の方、① 10
名② 40 名▶費用：無料▶持ち
物：シューズ、ラケット▶申込：
不要▶問：卓球連盟・杉戸☎ 55-
2105（午後６時～９時）

■シティーウオーク　初春　武蔵
野七福神めぐり（自由歩行）
井の頭恩賜公園～武蔵野七福神を
めぐり武蔵境。10㎞▶日時：令

和４年１月４日（火）午前９時集
合、小雨実施▶場所：同公園野外
ステージ前 (JR 吉祥寺駅南口徒歩
7分）▶対象：市内在住・在勤・
在学の方▶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・榎本☎ 080-
9523-0557

◆ お知らせ ◆
■新しい放課後等デイサービス
「ウイング西久保」が12月に開設
発達が気になる子どものための通
所支援サービス。市で発行する受給
者証が必要。見学、相談は要予約▶
問：ウイング西久保☎38-5995（西
久保2-27-23トライコートB）

■むさしのみたか市民テレビ
1日(水)～16日(木）【わがまちジャ
ーナル】1.横断幕のリサイクル～
役目を終えて生まれ変わったバ
ッグたち！～2.シンガーソングラ
イターChifumi(後編）／17日(金）
～31日（金）【アンコールアワー】
1.絵本作家　野村まり子さんに
聞く（2014年10月放送)2.武蔵野
から世界へ　むさしのFM（2011
年12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。

市と友好都市の特産品を販売してい
ます。期間中に 1000円以上お買い上
げの方に、景品が当たるお年玉スク
ラッチカードをプレゼント。
▶日程：12 月４日（土）～ 12 日（日）※早期終了する場合が
あります▶問：産業振興課☎ 60-1832、麦わら帽子☎ 29-0331
（吉祥寺本町 2-33-1。午前 10時 30分～午後 6時 30分）

アンテナショップ麦わら帽子麦わら帽子
20周年フェアを開催20周年フェアを開催



MUSASHINO CITY12 No.2183令和3年12月1日号

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）
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　今年、「コミュニティ構想」の公表から 50年を迎えました。
今後のコミュニティづくりのため、この節目の年に、構想の理
念・目的を再確認し、本市ならではの「自主参加・自主企画・
自主運営」のコミュニティづくりの取り組みを振り返りながら、
将来を展望します▶問：市民活動推進課☎60-1830

昭和 46年、市では市民参加によって第一期
基本構想・長期計画を策定し、「コミュニティ
構想」を公表しました。コミュニティ構想で
は、コミュニティを市民生活の基礎単位と位
置付け、市民自身がコミュニティを生み出し
ていくことを目指すとともに、市による施設
整備の必要性をうたっています。

コミュニティ構想の実現に向けて、コミュニティ
市民委員会の検討を経て、市民の発意に基づき
順次コミュニティセンターの整備が進められま
した。「コミュニティづくりの主体は市民である」
という理念のもと、現在では16のコミュニティ
協議会が、コミュニティセンターを中心とした各
地域のコミュニティづくりを進めています。

コミュニティ
 構想の始まり

コミュニティセンター
 （コミセン）が誕生

コミュニティ構想の歴史や各コミ
センの特徴などについて詳しく取
り上げる予定です。季刊むさしの
は市役所、各市政センター・図書
館・コミセンなどの市内の公共施
設や金融機関、医療機関、理美容
院などで無料配布しています▶
問：秘書広報課☎ 60-1804

「季刊むさしの冬号」
に特集が掲載されます構想の理念やコミュニティづくりを振り返るとともに、 今後を展望するためシンポジウムを開催します。

日　時　12月 19日（日）　午後 2時～ 4時（開場１時 30分）
場　所　公会堂ホール　　定　員　150名（申込順）
出　演 講演 : 天野巡一（岩手県立大学名誉教授）、大矢美代子（境南コミュニティ協議会元会長）
　　　　 パネルディスカッション : コーディネーター…見城武秀（成蹊大学教授）、 パネリスト…町田

敏（吉祥寺南町コミュニティ協議会委員長）、小西美穂子（境おやこひろば共同代表）、玉野
和志（東京都立大学教授）、松下玲子（市長）

申　込 12 月 15 日までに Eメール・ハガキ・ファクス（申込要領参照）
または電話で〒 180-8777 市民活動推進課☎ 60-1830、FAX51-
2000、sec-katsudou@city.musashino.lg.jpへ。市HPから申込可。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

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。

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
シニアの軟式野球チーム
「西東京クラブ」

毎週月・木曜／午前9時～正午／
武蔵野中央公園

月1000円
花村
☎090-3913-1883

英会話サークルSunny
日本人とネイティブ講師が交代
で初級英会話をシニアが学習

毎週水曜午前10時45分～11時
45分／公会堂ほか

月3000円
杉本☎45-7620

仲間あつまれ

　昨年より続くコロナ禍で、コミセン事
業もなかなか思うように行うことがで
きず、特にたくさんの方が集う事業は中
止または内容を変えて実施しています。
　また、地域でのお祭りやイベントも中
止となる中で、何かできることはないか
と模索し始めたのが「季節の小さなイベ
ント」です。初めてとなる「スーパーボー
ルすくい」は、「これだけのイベントで来
てもらえるだろうか?」と不安もあり、
手探りの中で実施しました。ふたを開け
てみれば3日間で130名の方が参加さ

季節の小さなイベント

八幡町
コミュニティ
協議会

コミュニティ
レポート

れ、家族で
写真を撮っ
たり、友だ
ち同士で楽
しんだりし
て い ま し
た。「夏のいい思い出になりました」「お
祭りもなくなっちゃったから参加でき
て嬉しいです」など、たくさんの感想を
いただき実施した私たちも本当に嬉し
く思いました。
　9月には「わなげ」、10月には「ハロ
ウィンおかしすくい」などを実施し、今
後も相談しながら季節の小さなイベン
トを実施していく予定です。密を避ける
ため直前のお知らせとなりますが、ポス
ター・公式ツイッター・インスタグラム
をぜひチェックしてみてください。

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：1/15 号…12月 6日、2/1 号…12月 23日

掲
載
希
望
の
方
へ

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

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

吉
東 12日（日）

■武蔵野市平和の日条例制定10周年講演会「９回の空襲の変化、経
過から日本の空襲を考える」▶時間：午後２時▶講師：牛田守彦（武
蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会）▶持ち物：スリッパ▶申込

本
町 5日（日） ■まちをきれいに▶時間：午前9時コミセン前集合（雨天中止）▶内

容：地域をきれいにする活動です
吉
北 18日（土） ■おはなしの会「さくらんぼ」子どもクリスマス会・映画会▶時間：午後２

時▶定員：40名▶内容：クリスマスの話、紙芝居、パネルシアター、絵本
中
町
集
会
所

6日・20日
（月）

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

西
久
保

4日（土） ■演奏会▶時間：午後２時、３時30分▶定員：各20名（西久保在住の
方優先）▶出演：アイリッシュバンドお噺子楽団「モンロー」▶申込

緑
町 9日（木） ■はじめてのスマホ教室▶時間：午後２時～４時▶対象：60歳以

上で市内在住の方、12名▶そのほか：スマホ貸し出しあり
関
前 8日（水） ■ティータイムに音楽を▶時間：午後1時30分～3時▶定員：20名▶

午後のひとときを元気になれる曲を送ります▶申込

境
南

10日（金） ■くまのこひろば▶時間：午前10時▶対象：0～３歳児未満（父母、
祖父母の付添可）、10組▶内容：読み聞かせ、紙芝居、絵本

13日・27日
（月）

■わらべうたあそびの会「どんぐり」▶時間：午前10時30分▶対
象：０～３歳児未満（父母、祖父母の付添可）、10組▶申込

桜
堤 10 日（金）

■やさしいスマホ教室▶時間：午前10時～正午▶対象：60歳以上
の方、12名▶そのほか：スマホ１人１台無料貸し出し▶申込：５日
まで

コミュニティセンター事業案内12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

12 月下旬
発行予定

市 HP




