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はい

いいえ

所得税の確定申告
税務署で確定申告が不要といわれた
ので確定申告しない場合

1 つでも■■が入った方は税務署へ

１つも該当しない

税税のの申告受付申告受付がが始始まりますまります

税の申告早わかりチャート
令和4年１月１日現在住所地の
市区町村へお問い合わせください

いいえ

はい

いいえ

該当しない

該当しない

税の申告は
不要です

令和 3年 1月 1日～ 12月 31日
に収入がありましたか？

障害年金や遺族年金などの非課税所得のみでしたか？

1
つ
で
も

■
が
入
っ
た
方

1
つ
で
も

■
が
入
っ
た
方

市民税・都民税の申告が必要かの
チェック項目

□ 介護保険、国民健康保険・後期高
齢者医療制度に加入している方

□ 非課税証明書が必要な方

□
保育料の算定、各種手当の受給、
助成・免除などの申請を予定して
いる方

確定申告が必要かのチェック項目
確定申告が必要か不明な方は税務署へお問い合わせください（☎53-1311）

主
に
給
与
収
入
の
方

□ 年末調整を受けていない給与収入がある（例：中途退職、アルバイト、給
与収入 2000万円超の方など）。

□ 給与を 1カ所から受けていて、給与所得の年末調整は受けたが、給与所得・
退職所得以外の所得の合計額が 20万円を超えている。

□ 給与を２カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金
額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が 20万円を超えている。

主
に
公
的
年

金
収
入
の
方

□ 公的年金等（※ 1）の収入が 400万円を超えている。

□ 公的年金等（※ 1）の収入が 400 万円以下で、それ以外の所得が 20万円
を超えている。

※１　 公的年金等は、その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。

そ
の
ほ
か

□ 事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納める必要がある。

□ 純損失、雑損失、または上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その繰越控除
などを受ける。

□ 医療費控除などの控除があるなど、確定申告をすることで所得税の還付を受
けられる（還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください）。

市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目

□
給与収入のみで「給与支払報告書」が勤務先か
ら市に提出されている（同一生計配偶者［控除
対象配偶者を除く］を追加する場合は申告が必
要です）。（※ 2）

□ 公的年金等（※ 1）の収入のみ（源泉徴収票に
追加する控除が無い）。（※ 2）

□ 市内に住所がある人の税法上の扶養親族であり、
前年の合計所得が 45万円以下である。

※2　 給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控
除を追加する方で、所得税の確定申告をしない方は、
市民税・都民税申告が必要です。

医療費控除を受けるために
は「医療費控除の明細書」
の添付が必要です。
領収書の提出のみでは控除
を受けられません。領収書
は提出せず、自宅で５年間
保管してください。

医療費控除を受ける方へ

ワンストップ特例の申請を行っ
た方が確定申告を行う場合（医
療費控除等の控除を受けるため
など）、ワンストップ特例分も
含めて全てのふるさと納税分の
寄付金控除を申告する必要があ
ります。

ふるさと納税ワンストップ
特例制度を申請された方へ

はい

2月16日（水）から3月15日（火）まで市役所

2月 1 日（火）から3月15日（火）まで税務署

令和 4年1月1日現在、武蔵野
市内に住所がありましたか？

所得税の確定申告と市民税・都民税申告とで異なる課税方式を選択する場合
は、①市民税・都民税申告書②付表③付表に記載されている添付資料を納税
通知書が送達されるときまでに提出してください。なお、市民税・都民税で
は全部を申告不要とする場合※に、確定申告書第 2表「住民税に関する事項」
の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入する
ことで、市民税・都民税申告を省略することができます。

上場株式等に係る配当所得等について

※ 令和３年中の配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定
配当等の額および特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全
部を住民税において申告不要とする場合。①②は市HPから印刷可。

申告受付
期　間

ス
タ
ー
ト

市民税・都民税
の申告

市民税・都民税
の申告

９頁へ進む

９頁へ進む

▶問：市民税課☎ 60-1823
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市民税・都民税の申告は市役所へ

所得税の確定申告は税務署へ

「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp

<郵送先>〒 180-8777　武蔵野市役所市民税課
【申告書などの入手方法】
●● 前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、２月４日（金）
に申告書と返信用封筒を発送します（申告内容から、申告が不要
だったと思われる方は除く）。
●● 申告書や医療費控除の明細書は、市HPからも印刷可能です。自宅
に郵送を希望する方は市民税課☎60-1823までお電話ください。

【提出書類】
①令和 4年度市民税・都民税申告書
② マイナンバーを確認できる書類と本人確認書
類（保険証など）の写し
③令和３年中の収入が明らかになる資料　　例…源泉徴収票など
④所得控除を申告する方は、各種証明書など（原本）
　 例…生命保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書など
※電話番号を必ず記入してください。
※ 健康保険証の写しや医療費通知を提出する場合は、保険者番号および被保険者等記号・
番号部分を塗りつぶしてください。

郵送での提出書類と郵送先

日　時 場　所

2月2日（水） 午前 9時 30分～ 11時、
午後 1時～ 3時

スイングレインボーサロ
ン

小規模納税者の「所得税及び復興特別所得税」および「個人消費税」、年
金受給者および給与所得者の「所得税及び復興特別所得税」の申告（土地、
建物および株式などの譲渡所得がある場合を除く）のための無料申告相談
です。

▶持ち物：確定申告に必要な書類、前年の申告書などの控え、
筆記用具、電卓、印鑑、マイナンバーカード・番号確認書類・
本人確認書類▶申込：事前申込サイトまたは事前申込専用番号
☎ 0570-007696（平日午前９時～午後６時）へ。

税理士による無料申告相談へお越しの方

滞在時間の短縮にご協力ください
下記のものについて、あらかじめ自宅などで記入・作成してご来場ください。
・ 申告書の氏名・個人番号・電話番号・そのほか該当欄など、分かる箇所
すべて（申告書などの入手方法は左記参照）
・医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」（領収書の添付不可）

確定申告の作成補助や相談は税務署へ。

申告受付
本会場

２月16日（水）～３月15日（火）
※土・日曜、祝日は除く
午前９時30分～正午、午後１時～４時30分

市役所802会議室

出張受付
会場

２月25日（金）
午前９時30分～正午、午後１時～４時

スイングスカイルーム
（境 2‒14‒1）

・マスクの着用をお願いします。
・ 発熱や体調不良などの症状がある場合は来場をご遠慮ください（会場入口で検温を実
施します）。
・ 会場が混雑している場合、会場外でお待ちいただく場合があります。
・ 正午～午後 1時は、市役所市民税課（市民税係）のみでの受付となります。混雑が予想
されますので、極力この時間帯は避けてご来場ください。

▶持ち物： 左記【提出書類】の①～④（②は原本提示可）⑤筆記用具・電卓

市民税・都民税申告受付会場へお越しの方

確定申告の提出は、便利な電子
申告 (e-Tax) をご利用ください

郵送での提出にご協力をお願いします

日程 2月1日（火）～3月15日（火）
（土・日曜、祝日は除く。２月20日・27日［日］は開場）

時間 受付時間：午前 8時 30分～午後４時（提出は午後５時まで）
相談時間：午前９時～午後５時

場所 武蔵野税務署（吉祥寺本町 3-27-1）

所得税等申告書作成会場へお越しの方

◎ 「所得税及び復興特別所得税」・「贈与税」の確定申告書の提出お
よび納付期限：３月 15 日（火）

◎ 「個人事業者の消費税および地方消費税」の確定申告書の提出お
よび納付期限：３月 31 日（木）

※ 入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
※ ３月中は「入場整理券」の入手が困難となるため、２月中の来署をお勧めします。
※申告受付期間中は、税務署の駐車場は使用できません。

※混雑回避のために「入場整理券」を配付します。
※ 「入場整理券」は、当日に会場で配付するほか、
LINE による事前発行で入手できます。

申告書や各種
書類はこちら

確定申告会場　
入場整理券（詳細）

※ 事前申込専用番号以外（税務署や市役所）での電話申込は受け付けていません。
電話が大変混み合う可能性がありますので、オンラインの利用をご検討ください。

※利用には、マイナンバーカードなどが必要です。お持
ちでない場合は IDPW 方式での提出も可能です。IDと
PW（パスワード）は税務署で即日発行できます。申告
者本人が運転免許証などの本人確認書類を持参してくだ
さい。詳細は同 HP参照。

国税庁 HP「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコン
やスマートフォンからスムーズに電子申告（e-Tax）※で申告納税手
続きを行えます。

○ スマホ（マイナンバーカード読取対応）でパソコン画面の二
次元バーコードを読み込めば、ICカードリーダライタ無し
でマイナンバーカード方式による e-Tax の提出ができます。

○  給与所得の源泉徴収票をスマホのカメラで撮影することで、
源泉徴収票の内容が自動入力されます。

○スマホ専用画面の対象が増えます。
　　 ⇒① 特定口座年間取引報告書②上場株式等の譲渡損失額
　　　③外国税額控除

　▶問：武蔵野税務署☎ 53-1311

確定申告書は自宅などからe-Tax でスムーズに手続きを

スマホでの申告がさらに便利になります

◎住民税に関する事項の記載について該当する方
　 確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」の住民税欄や「住
民税・事業税に関する事項」（配当割額控除、寄附金税額控除など）
への記載を必ずお願いします。記載が漏れている場合、控除が適用
されないなど個人住民税が正しく計算されない場合があります。

◎そのほかのお知らせ
　 市民税・都民税の内容への反映が遅れる場合がありますので、申告
期限内にご申告ください。

社会保険料控除について

令和 3年中に納めた介護保険料、
国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料は、全額が所得税・住民税
の社会保険料控除の対象になりま
す。確定申告の際、納付額を証明
する書類の添付は必要ありません。
●介護保険料：特別徴収の方（年
金から保険料が引き落とされてい
る方）…１月末までに日本年金機

構などから送付される「公的年金
等の源泉徴収票」で金額を確認し
てください。本人の所得からのみ
控除が認められます。普通徴収の
方（納付書で納めている方）…各
期別分の領収書を確認してくださ
い。口座振替を利用している方…
１月下旬に送付する「口座振替済
のお知らせ」を確認してください
▶問：高齢者支援課☎ 60-1845
●国民健康保険税・後期高齢者医

療保険料：１月下旬に送付する「納
付済のお知らせ」を確認してくだ
さい▶問：国民健康保険税につい
て…納税課☎ 60-1827、後期高
齢者医療保険料について…保険年
金課☎ 60-1913

高齢者の障害者控除対象者
認定書の交付について

65 歳以上で要介護または要支援
認定を受けている方は、所得税・

住民税などの控除が受けられる場
合があります。申請により障害者
控除対象者認定書を該当する方に
交付しています。
▶そのほか：認定基準日は申告対
象年の 12 月 31 日（申請は毎年
必要。発行には申請から１週間～
10日程度かかります）▶申込・問：
申請書（高齢者支援課で配布、市
HPから印刷可）を高齢者支援課
☎ 60-1925へ。

確定申告書等
作成コーナー

事前申込
サイト
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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。

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

総
務
課

審理員
1名

行政不服審査法に規定する審
理員業務／弁護士の資格を有
する方／市区町村において審
理員業務経験がある方なお可

月1日（月～金曜のうちいずれ
か）午前9時～午後5時のうち
2時間／月額2万円／期／交

書類審査、
小論文
面接：
2月4日（金）

▶申込・問：1月28日（金・必着）までに小論文「適切な行政不服審査の実施において求められる
審理員の役割とは」（800字以内）、市販の履歴書（写真貼付）、弁護士資格の証明書の写しを郵
送または直接〒180-8777総務課☎60-1807へ

環
境
政
策
課

環境啓発施
設コーディ
ネーター
１名

同施設のコーディネーター職
／地域・NPO・企業などとの
コーディネートの知識・経験／
PC

勤務開始日応相談／週５日
（水～月曜）の指定する日／
午前９時～午後５時30分の
うち7時間／むさしのエコre
ゾート／月額22万1400円／
期／交／社／共

書類審査、
小論文
面接：
２月25日（金）

▶申込・問：２月10日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）、市民団体や企業などとの
協働の知識や経験についてをまとめたもの（履歴書内に記入も可）、小論文（800字程度、テー
マは市HP参照）を郵送または直接むさしのエコ reゾート☎ 60-1945（〒180-0012 緑町
3-1-5）へ

教
育
支
援
課

スクール
ソーシャル
ワーカー
若干名

不登校、家庭環境など児童・
生徒の抱える諸問題への対応
／社会福祉士または精神保
健福祉士の資格を有する方も
しくはスクールソーシャルワー
カーとしての勤務経験のある
方／PC

週４日～５日（月～金曜、週
４日の場合水曜は要勤務）
午前 9 時～午後 5時／週４
日…月額 22万4600 円、週
５日…月額 28万700 円／
期／交／社／共

一次（書類審査、
論文）
二次（面接）：
２月20日（日）

▶申込・問：2月1日（火・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

ふ
る
さ
と
歴
史
館

歴史公文書
専門員
1名

歴史公文書などの選別・管理、
中島飛行機関連資料の調査・
展示、歴史館の企画・運営／
公文書館などでの公文書管理
の実務経験者／PC

週5日（土～木曜）午前9時～
午後5時／月額31万100円
／期／交／社／共

一次
（書類審査、
論文）
二次（面接）：
2月16日（水）

▶申込・問：２月３日（木・必着）までに市販の履歴書（写真貼付・メールアドレスを明記）、志
望動機（250文字程度）、論文（テーマは市HP参照）、研究業績、実務経験など一覧（A４書
式自由）を郵送または直接ふるさと歴史館☎ 53-1811（〒180-0022境 5-15-5）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。

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（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

関係団体の職員などの募集

特に記載のないものは令和4年
4月1日～5年3月31日まで（試用
期間なし。再度任用される場合あ
り）、社会保険・雇用保険加入あり

／期期末手当あり／交交通費あ
り（上限あり）／PCパソコン（ワー
ド、エクセル）操作のできる方／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

桜堤ケアハウス（軽費老人ホー
ム）入居者募集　2人居室
２部屋、月額 15 万 5460 円～
28万 1360 円。３食含む。
▶対象：１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：１月28日午後４時までに電
話連絡のうえ、面談日（2月3日・
4日）に申込書（高齢者支援課、
同施設で配布）を桜堤ケアハウス
☎ 36-5122（桜堤 1-9-9）へ。

武蔵野桜まつり
～協賛金募集のお知らせ～
桜まつり（３月中旬ウェブ開催予
定）の費用の一部に充てるため、
協賛金を募集します。
▶対象：市内事業者・団体（個
人名による協賛は不可）▶費用：
1口 1 万円以上▶そのほか：2月
15日までに入金が確認できた場
合は、公式サイトに協賛者名を掲
載（希望によりリンク埋め込み、３
口以上の協賛でバナー掲出）。市
HPにも協賛者を掲載▶申込・問：
2月 15日までに電話・Eメール・

市民農園名（所在地） 区画数（1区画面積） 募集数 管理協力員 使用料（各年度）
緑町（緑町 1-6） 103（12㎡） 102名 1名 8000円
御殿山（御殿山 2-11） 56（9㎡） 55名 1名 6000円
御殿山第 2（御殿山 2-12）62（12㎡） 61名 1名 8000円
南町（吉祥寺南町 4-18） 72（12㎡） 71名 1名 1年目　5810円

2年目　8000円

市民農園（緑町・御殿山・御殿
山第 2・南町）使用者を募集
４カ所 293 区画を募集します▶
申込・問：１月 20日～ 2月 4日
午後 5 時に電子申請、同意書兼

申込用紙（市HPから印刷可）を
ファクスまたは本人
が直接産業振興課☎
60-1833、FAX51-
9408へ。

ファクスまたは直接桜まつり協賛金
受付窓口（［株］オフィス・ミット）
☎ 03-5937-4049、FAX03-
5 9 2 5 - 2 7 0 3、
sakuramatsuri@
info-jimukyoku.
comへ。

シニア支え合いポイント制度説
明会
福祉施設などでの活動にポイント
を付与、ギフト券などに交換でき
る制度の説明や登録申請など。
▶日時：①１月 21 日（金）午後２
時～３時②２月22日（火）午前10
時～ 11時▶場所：①商工会議所
第３・４合同会議室②スイング
スカイルーム▶対象：令和 4年 3
月 31日時点で 65歳以上の市民、
15名（申込順）▶申込：ファクス・
Eメール（申込要領参照）または電
話でボランティアセンター武蔵
野 ☎ 23-1170、FAX23-1180、
vcm@shakyou.or.jpへ▶問：ボ
ランティアセンター武蔵野、地域
支援課☎60-1941

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

給
食
・
食
育
振
興
財
団

調理補助業務
若干名

学校給食の調理補助作
業など

4月1日～（試用期間あり）／週5日（月
～金曜）午前8時～11時30分／桜堤
調理場／月額7万7100円／8月は週
3日程度、報酬日割／期／交／社保・
雇保なし

書類審査、
面接：
随時日時を
連絡（平日午
後実施）洗浄業務

若干名

学校給食の食器の洗
浄、場内清掃作業など

4月1日～（試用期間あり）／週5日（月
～金曜）午後1時15分～4時45分／
桜堤調理場／月額7万7100円／8月
は週3日程度、報酬日割／期／交／
社保・雇保なし

▶申込・問：2月1日（火・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、職種を明記）を郵送または直接給
食・食育振興財団北町調理場☎54-2090(〒180-0001吉祥寺北町4-11-30)へ

子
ど
も
協
会

①保育業務
５名程度
正規職員

保育士資格を有する方
（３月 31日までに資格
取得見込み可）

午前７時30分～午後７時30分のうち
７時間45分。週休２日制（月～土曜の
シフト勤務）／子ども協会保育園／月
額20万4276円（大卒22歳）、年齢・
経験による加算あり／期／交

書類審査、
一次（web
小論文）：
２月６日（日）

②週休嘱託
 若干名
嘱託職員

保育士資格を有する方
（３月 31日までに資格
取得見込み可）

週5日（月～金曜）午前8時30分～午
後6時のうち7時間／千川・北町・桜
堤・東・境南第２・吉祥寺きらめき保育
園、境こども園のいずれか／月額22
万8700円／期／交

書類審査、
面接：
２月10日（木）

▶申込・問：1月28日（金・必着）までに①専用申込書（同協会ホームページから印刷可）②
市販の履歴書（写真貼付、希望園を３つまで明記）を郵送で子ども協会事務局総務課☎36-
0671（〒180-0013 西久保1-6-27 多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ

給食調理
1名
嘱託職員

給食調理／調理師また
は栄養士資格を有する
方

週4日（月～金曜）午前8時30分～午
後5時までの７時間30分／千川保育
園／月額18万300円／期／交

書類審査、
面接：
２月10日（木）

学童クラブ
支援員
若干名
嘱託職員

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

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

面接：
２月9日（水）

▶申込・問：1月28日（金・必着）までに市販の履歴書（写真貼付、希望職種を明記）を郵送で子ども
協会事務局総務課☎36-0671（〒180-0013西久保1-6-27多摩信用金庫武蔵野支店4階）へ

地域子ども館
（あそべえ・
学童クラブ）
アルバイト
各館数名

①子どもの見守り、遊
具・備品の管理、学童
クラブにおける育成補
助、障害児対応、雑務
など
②早朝校庭開放見守り・
事故対応など

随時～4年3月末（更新の可能性あり）
／月～土曜のシフト勤務
①午後1時～6時のうち2時間以上（7
時まで勤務の可能性あり）／一小・
大野田・関前南地域子ども館／時給
1150円／交
②土曜は学校公開時、午前7時15分
～8時20分(事故対応時延長あり)／
四小地域子ども館／時給1420円（事
故対応時1150円)／交

書類審査、
面接：
随時日時を
連絡

▶申込・問：市販の履歴書（写真貼付・返却不可。「地域子ども館アルバイト希望」および希望勤務
館を明記）を郵送で子ども協会事務局事業課☎36-0673（〒180-0013 西久保1-6-27多摩信
用金庫武蔵野支店4階）へ

使用期間 4 月 1日～令和 6年 1月 31日（1年 10カ月）ただし、南町市民農園については、7月 1日～ 6年 1月 31日（1年 7カ月）

応募条件

市内に住民登録があり耕作可能な土地を持たない世帯で、使用期間中は週に 1回程
度来園し、ほかの利用者を尊重し区画の維持管理ができる方。市市民農園条例・同
施行規則、市民農園使用者心得を遵守。1世帯 1区画。
申込
無効

ほかの市民農園を使用中の世帯からの申込、複数農園への申込、同一世帯から
の複数申込、事実と違う申込、申込期限経過後の申込、記入の不備など。

選考方法 申込資格を審査し、多数の場合は抽選。補欠登録も決定。
結果通知 ３月上旬通知発送（承認・補欠・落選）
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●申込先の市内施設の住所は、7頁、16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。

武蔵野プレイス食文化講座　発酵
食で身体も世界も笑顔で元気に
日本や世界の発
酵食の魅力と活
用方法を紹介。
▶ 日 時：2 月
19 日（土）午
前 10 時～正午
▶場所：同館フォーラム▶対象：
高校生以上の方、30 名（市内在
住 ･在勤・在学者優先し超えた場
合抽選）▶講師：浅利定栄（［有］
糀屋本店こうじ料理研究家）▶費
用：1000 円▶託児：生後 3カ月
～未就学児、2名（1650 円）▶
申込・問：2 月 6日（必着）まで
にハガキ（申込要領参照し、生年
月日、在勤・在学者は勤務先・学
校名、託児希望は子の氏名［ふり
がな］・性別・生年月日も明記）
または直接武蔵野プレイス生涯
学習支援担当☎ 30-
1901へ。同館HPか
ら申込・当落確認可
（2月 11日から）。

市認定ヘルパー養成研修

高齢者宅で家事援助（身体介護なし）
を行う認定ヘルパーの養成研修。
▶日時：２月 21 日（月）・24 日
（木）・25 日（金）午前９時～午
後４時（講義受講後、１時間程
度の実習あり）▶場所：市役所
413 会議室▶対象：市内または
近隣在住で修了・認定後に指定の
事業所に所属し市認定ヘルパーと
して活動できる方、16 名（申込
順）▶費用：無料▶主催：武蔵野
市▶そのほか：一時保育助成制度
あり（詳細は地域包括ケア人材育
成センター☎20-3741へ）。介護
の有資格者には研修の一部を免除
（詳細は高齢者支援課☎ 60-1846
へ）▶申込・問：１月 17 日～２
月９日正午（必着）までに申込
書（同課、各在宅介護・地域包括
支援センター、地域包括ケア人
材育成センターで配布、https://
m-machigurumi.jp/から印刷可）

を郵送または直接地域包括ケア人
材育成センター☎ 20-3741 へ。

地域健康クラブ　受講者募集

ストレッチ、筋力トレーニング、
リズム体操など。
▶日程：４月中旬～令和５年３月
の隔週（各回 1 時間実施）▶対
象：市内在住で 4 年 4 月 1 日現
在 60 歳以上の方。原則自力で講
座に参加できる方。運動強度：強
は、新規申し込み 75 歳まで▶講
師：ヘルシーライフプロジェクト
▶費用：無料（実費負担あり）▶
申込・問：1 月 31 日（必着）ま
でに往復ハガキ（申込要領参照し、
性別、年齢、生年月
日、会場名、コース
名も明記）で高齢者
総合センター☎ 51-
1975へ。

曜
日 場所 開始時間

Ｈ
（
ヘ
ル
ス
ケ
ア
コ
ー
ス
）

運
動
強
度
：
軽

月 中央コミセン 午前9時45分

火 本宿コミセン 午後1時30分

水 西部コミセン 午前 10時

木

西久保コミセン 午前 10時

境南コミセン 午後２時

本町コミセン 午後1時15分

Ｌ
（
ラ
イ
ブ
リ
ー
コ
ー
ス
）

運
動
強
度
：
中

月

中央コミセン 午前11時15分

吉祥寺西コミセン 午後２時

吉祥寺東コミセン 午後２時

火

けやきコミセン 午前 10時

吉祥寺南町コミセン 午後1時15分

本宿コミセン 午後 3時

水

境南コミセン 午前 10時

総合体育館柔道場 午後1時15分

緑町コミセン 午後1時30分

木

西久保コミセン 午前11時20分

桜堤コミセン 午前 10時

御殿山コミセン 午後1時30分

本町コミセン 午後２時45分

金

関前コミセン 午前 10時

中央公園北ホール 午前 10時

西部コミセン 午前11時45分

Ｐ（
フ
ィ
ジ
カ
ル

コ
ー
ス
）

運
動
強
度
：
強

火
総合体育館
サブアリーナ 午前10時15分

吉祥寺南町コミセン 午後2時45分

金 西部コミセン 午後1時15分
※各コミセンの所在地は 16頁参照／中央
公園北ホール（八幡町 2-5-3）

民会議室②市役所 812 会議室③
武蔵野プレイスフォーラム▶対
象：スマートフォンを持っていな
い・使い慣れていない 65 歳以上
の市民、①③ 30 名② 15 名▶講
師：スマートフォン専門講師、操
作アシスタント▶費用：無料▶持
ち物：あればスマートフォン▶申
込・問：２月２日までにファク
ス（申込要領参照し、年代、性
別、スマートフォンの有無も明
記）・市HPまたは電
話で高齢者支援課☎
60-1846、FAX51-
9218へ。

読んで味わう！聞いて味わう！
皆でたのしむ朗読の会
詩や物語の朗読体験を通して心の
触れ合いなどを味わう。
▶日時：2 月 23 日（水・祝）午
後 2 時～ 5 時▶場所：武蔵野プ
レイスフォーラム▶対象：未就学
児は応相談、50 名（市内在住・
在勤・在学者優先し申込順）▶
講師：針谷理繪子・服部健一 (む
さしの芝居塾）▶費用：無料▶
申込・問：1 月 15 日からＥメー
ル（申込要領参照し、市内また
は市外、Ｅメールアドレスも明
記）・電話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。市外の方は 2月
1 日から申し込み開
始。

消費生活講座「みんなではじめ
るエシカル消費」
持続可能な世
界のために
“エシカル消
費”仲間にな
りませんか。
▶日時：2 月
18 日（金）午
前 10 時～ 11 時 30 分▶場所：
商工会館市民会議室▶対象：市内
在住・在勤・在学の方、40名（超
えた場合抽選）▶講師：河原佑香
（消費者教育支援センター研究員）
▶費用：無料▶託児：1 歳～未就
学児、5名（超えた場合抽選）▶
申込・問：1 月 31 日（必着）ま
でにハガキ（申込要領参照し、年
齢、託児希望は子の氏名［ふりが
な］・生年月日・性
別も明記）または市
HPから消費生活セン
ター☎ 21-2972へ。

高齢者向けスマホ体験会

スマートフォンやアプリの活用を
体験できる教室形式の体験会。
▶日時：①２月 10 日（木）②
15 日（火）③ 18 日（金）午後
２時～５時▶場所：①商工会館市

小・中学校へのタブレット型
パソコン導入について

　令和 3年度から市立小・中学校で
のタブレット端末を活用した学習が始
まりました。AI（人工知能）やロボッ
ト、IoT、ビッグデータなど新しい技
術の浸透で社会が急速に変化していく
中、市では特別な支援を必要とする
児童・生徒を含め、個性や発達段階
に合わせ最適化し、資質・能力を最
大限に伸ばすことができるよう、小学
校 12 校、中学校 6校の児童・生徒
および教職員約 8700 名に１人 1 台
のタブレット端末（特別支援教育用に
は iPad ）を配布し、高速大容量の
通信ネットワークを整備しました。これ
は、国が推進する「GIGA（Global 
and Innovation Gateway for All
＝すべての児童・生徒のための世界
につながる革新的な扉）スクール構
想」を受けた施策で、5年かけて段
階的に導入する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、
早まりました。
　タブレット端末には主に 4 つの
教育クラウドが採用されています。
「Google Workspace for Education」
は、文書や図形、発表用の資料の作
成や共有、アンケートや選択式の課
題への回答・集計、学校から保護者
へのお便りの電子配信、欠席連絡な
ど学校や先生とのコミュニケーショ
ンを可能にするほか、「SKYMENU 

Cloud」が Google の機能をさら
に便利にします。「e ライブラリ」
「eboard」には自宅での学習用ドリ
ルが入っています。
　タブレット端末を使った学習につい
ては、活用方法だけでなく、安全性
も大切です。市ではシステム全体の
セキュリティ対策として「Inter Safe  
Gateway Connection」を導入し、
不要なサイトや有害なサイトの閲覧を
禁止（フィルタリング）するほか、ソ
フトウェアの自動更新やデータの暗号
化、紛失盗難時の保護機能などコン
ピュータ「Chrome OS」自体の多
層防御により安心して利用できるように
しています。また児童・生徒が適切・
安全に使いこなすことができるよう、ネ
ットリテラシー（情報活用能力）を育
むことも重要です。
　初めての試みで試行錯誤の段階で
すが、市では市立学校教員や学識経
験者、教育委員会で構成される「学習
者用コンピュータ活用検討委員会」
を通じて情報共有し、今後の授業改
善や課題解決のため、検討・協議して
いきたいと考えています。（取材協
力：指導課／執筆者：遠藤梨栄）
▶問：記事で紹介した内容について
は指導課☎60-1898、CIMコラム全
般については市政資料コーナー☎
60-1809

開催日 開始時間 会場 締切日（消印有効）
2月20日・
27日（日）

午前10時
午後1時30分★ 市役所412会議室 2月6日（日）

対象／定員
市内で自転車を利用する中学生以上。★は小学生以下の子同伴可（認定証の
交付なし。託児なし）／各回40名（市内在住者優先し超えた場合抽選）／定員
に満たない場合、締切後も受付可

持ち物 本人確認書類（運転免許証、学生証、健康保険証など）、受講票・感染防止
チェックシート（締切日以降に郵送）、更新の方は自転車安全利用認定証

特典
自転車安全利用認定証発行（有効期限あり）／点検整備TSマーク（保険付帯）
の1000円分助成（市内在住者のみ）／公共駐輪場定期利用の優先措置（必ず
しも利用を保証するものではありません）

申込
市HPから電子申請またはハガキ（申込要領参照し、希望日・時間、
★は子の人数、更新の方は認定番号10桁も明記）で〒180-8777
交通企画課「自転車安全利用講習会担当」へ。二次元バーコー
ドから申込可。※荒天などにより中止の場合あり

既受講者延べ約4万6000名。交通
安全教育の専門家と武蔵野警察

　自転車安全利用講習会　
　点検整備の助成など特典あり

署員（予定）による交通ルール・マ
ナーの確認、講話など（80分程度）
▶問：交通企画課☎60-1860
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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

「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：1月17日から各保育園へ（平
日午前10時～午後4時）。定員のある
園もあります。
プ プレママ▶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

●境保育園 ☎53-1783
　 ▶日時：1月22日（土）午前9時30分
～10時30分プあ

●境南保育園 ☎32-2443
▶日時：1月29日（土）午前10時～11
時あ

●桜堤保育園 ☎52-4671
　 ▶日時：1月18日（火）午前10時～10
時45分▶場所：桜堤児童館多目的室
プあ

　　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）
●吉祥寺きらめき保育園 ☎26-7723
　 離乳食講座（オンライン）▶日時：1
月21日（金）午後2時～2時30分▶対
象：3～10カ月児の親
●吉祥寺東町すみれ保育園☎20-6640
　 バスボムをつくろう▶日時：1月26日
（水）午前10時10分▶対象：未就園児
と親
●南保育園 ☎48-1501
　 お庭であそびましょう▶日時：平日の
み午後0時30分～3時30分
●うぃず吉祥寺第一保育園 ☎27-1565
　 身体測定▶日時：1月19日（水）午前
10時▶対象：1～３歳児と親、８組
●うぃず吉祥寺第二保育園 ☎27-5468
　 お誕生日会▶日時：1月28日（金）午
前10時～10時30分▶対象：1～2歳
児と親、2組
●北町保育園 ☎21-6681
見学会▶日時：2月4日（金）時間は
予約時に▶定員：3組

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

●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
節分制作▶日時：1月22日（土）午前
10時～11時▶対象：2歳児～未就
学児と親、3組
●ありんこ保育園 ☎54-1356
子育て・保育講座▶日時：1月29日
（土）午後1時30分～3時30分▶対
象：子育て中の親
●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園

☎60-2015
保育園で遊ぼう▶日時：1月22日（土）
午前9時30分～11時
●千川保育園 ☎51-8478
　 豆まき▶日時：2月3日（木）午前10
時30分～11時▶対象：2歳児～未就
学児と親、3組
●ひまわり保育園 ☎56-8732
　 産後の骨盤体操▶日時：1月26日
（水）午前10時～11時▶対象：１歳６
カ月までの子と親、５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
●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
住の乳幼児と保護者

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：2月2日・9日（水）
午後1時30分▶対象：令和5年度年
少組入園年齢該当児と親▶費用：1
回500円▶申込：☎

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：2月9日
（水）午後1時～2時▶対象：2・3歳児
と親、10組▶費用：1人100円（教材
費・おやつ代）▶申込：☎

●武蔵野東第一幼稚園 ☎51-3640
　 なかよしクラブ▶日時：2月17日
（木）・18日（金）午前10時～11時▶
対象：令和5年度入園適齢児と親、
10組▶申込・問：園HP
●武蔵野東第二幼稚園 ☎53-4367
　 なかよし園庭開放▶日時：2月19日
（土）午前10時～11時▶対象：令和5
年度入園適齢児と親、40組▶申込：
園HP

高校生等 医療証の申請はお早
めに

「高校生等医療費助成事業」は通
院なども含めた助成へと内容を拡
充するため、４月から 高校生等
医療証の取り扱いを開始します。
現在、高校１・２年生の方は医療
証の交付のための申請が必要です
（令和 3 年 11 月 30 日に案内送
付済）▶問：子ども子育て支援課
☎ 60-1852

市立新小・中学生の入学通知書
を送付します

①～⑥のいずれかに該当する方は
教育支援課へ連絡してください①
入学通知書が 1月 31 日までに届
かない②市内転居・市外転出を予
定③私立・国立小学校在籍者で市
立中学校入学予定④病弱などで就
学猶予・免除を希望⑤私立・国立・
都立小・中学校に入学が決まっ
た（2月 10日までに同課へ電話、
後日入学承諾書を提出）⑥指定学
校の変更を希望（入学する学校は
住所に応じて指定しますが、指定
学校以外の学校へ通学を希望する
場合には一定の基準内で変更を承
認しています。1月 26 日までに
申し出てください）▶問：教育支
援課☎ 60-1900

「私立幼稚園等の預かり保育」
の無償化の申請について

申請し認定を受けた場合、無償化

（上限あり）の対象となります。
▶対象：4月以降に私立幼稚園等
の預かり保育を利用予定の 3 ～
5歳児クラスの園児で、保育の必
要性の事由が確認できる世帯の
方（満３歳児クラスは住民税非
課税世帯のみ）▶そのほか：新規
（新入園児を含む）、前年度から
利用中の方ともに毎年度申請が
必要です。詳細は市HP参照。各
園締切日以降に利用することが
決定した場合は子ども育成課に
直接申請▶申込：各園締切日ま
でに申請書（各園・子ども育成
課に取りに来てください。市HP
から印刷可）・保育の必要性を証
明する書類（様式・有効期限あり）
を直接各園へ▶問：子ども育成
課☎ 60-1854

「認可外保育施設等」の利用料
の無償化の申請について

申請し認定を受けた場合、無償化
（上限あり）の対象となります。
▶対象：4月以降に東京都認証保
育所などの認可外保育施設を利用
予定の３～５歳児クラスの子ども
で、保育の必要性の事由が確認で
きる世帯の方（０～２歳児クラス
は住民税非課税世帯のみ）▶その
ほか：新規（新入園児を含む）、
前年度から利用中の方ともに毎年
度申請が必要です。詳細は市HP
参照▶申込・問：３月１日（必着）
までに申請書（子ども育成課で配
布、市HPから印刷可、認証保育
所の利用者は利用施設でも配布）
を郵送または直接〒 180-8777
子ども育成課☎ 60-1854へ。

令和 4年 4 月認可保育施設入
所の 2次申し込み受け付け

▶対象：保護者が就労・病気・介
護などの理由で子どもの保育に当
たれない世帯（育児休業中の場合
は 5月 1日までに復職すること）
▶そのほか：2次受け付け前の空
き状況は 1月 31日（月）に市HP
に掲載予定▶申込・問：2月 1日
～ 4日に申込書一式（詳細は「令
和4年度保育施設のしおり」参照）
を郵送または直接子ども育成課☎
60-1854へ。

むし歯予防教室

むし歯予防の話、歯みがきのポイ
ントの話、栄養の話、歯科健診を行
います。
▶日時：3月7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）受診した後～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3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：2月28
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：2月 25 日（金）グルー
プＡ…午前 9時 30分～ 10時 15
分、グループＢ…11 時～ 11 時
45 分▶場所：保健センター▶対
象：令和 3 年 4 月～ 6 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：
2月 15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：2月15日（火）グループ
Ａ…午前9時30分～10時15分、グ
ループＢ…11時～11時45分▶場
所：保健センター▶対象：令和3
年8月～10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：2
月5日までに電子申請で
健康課☎51-0700へ。

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
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●申込先の市内施設の住所は、7頁、16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）

● おもちゃ病院
　（おもちゃを預かって修理します）
　 ▶日時：1月21日（金）まで▶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（午前10時
～午後4時）で来館日予約

②境こども園いこっと
境4-11-6  ☎ 53-2312
午前10 時～午後4時

休館：日曜、祝日

● coco（0歳）コース
　 ▶日時：2月1日（火）午前10時～10
時45分▶対象：0歳と親、8組▶内
容：親子遊びと話タイム▶申込：要

● ico（1歳）コース
　 ▶日時：2月9日（水）午前10時～10時
45分▶対象：1歳と親、8組▶内容：

ひなまつりの飾りを作ろう▶申込：要
●nico（2歳）コース
　 ▶日時：2月25日（金）午前10時～10時
45分▶対象：2・3歳と親、8組▶内容：
ひなまつりの飾りを作ろう▶申込：要
●講演会「乳幼児期の睡眠の基礎知識
と生活リズム」

　 ▶日時：2月4日（金）午前10時～11
時▶対象：0歳～5歳児の親、20組▶
講師：上木原瞳▶申込：要

●離乳食講座（初期～中期）
　 ▶日時：2月10日（木）午前10時～10
時45分▶対象：4～7カ月の子と保護
者、6組▶申込：要

③みんなのとことこ
（とことこおやこひろば）
関前4-17-10  ☎27-7195
休館：土・日曜、祝日

●オンラインマタニティヨガ
　 ▶日時：2月6日（日）午前10時30分、
3月23日（水）午後1時15分▶対象：
妊娠中の方、各10名▶内容：マタニ
ティヨガ▶申込：HP

●オンライン産後のセルフケア
　 ▶日時：1月16日・3月6日（日）午前
10時30分～11時30分▶対象：産後
の方、各10名▶内容：講座・座談会▶
講師：大坪三保子（たらちね助産院）
▶申込：HP

●あかちゃんのやわらか抱き方講座
　 ▶日時：2月10日（木）午後1時、2時、
3時▶対象：1歳くらいまでの子と親・妊
婦、各回2組▶講師：中保子▶申込：☎

赤ちゃん全員を助産師・保健師
が家庭訪問（こんにちは赤ちゃ
ん訪問）し、健康チェックや相談
を行っています。「お誕生連絡
票」のない方は電話で健康課へ。
● 3～4カ月児、6・9カ月児、
1歳6カ月児、3歳児になったら
乳幼児健康診査を受けましょう。
対象者には、個別に通知します。
●子どもの予防接種
標準的な接種期間に合わせて予
診票などを郵送します。市内の
指定医療機関で予防接種を受け
るときは①接種前に冊子「予防
接種と子どもの健康」を読んで
ください②必ず予診票と母子健
康手帳を持参し、お子さんに同
伴してください。予診票をお持
ちでない方は、電子申請・郵送
または母子健康手帳を持って直
接健康課へ。

●妊娠したら
妊娠が分かったら保健センター
（健康課）に届け出てください。
①母子健康手帳・妊婦健康診査
受診票などを交付します②専任
の保健師などが「ゆりかごむさ
しの面接（予約制）」をし、妊
娠中の疑問や不安にお応えしま
す。妊娠中に同面接を受けた方
には、子ども・子育て応援券
（こども商品券）を 1万円分配
付します▶問：母子健康手帳の
交付について…マタニティ安
心コール☎ 51-0703、
子ども・子育て応援券
について…子ども子育
て支援課☎ 60-1239
●出産したら
母子健康手帳に綴じてある「お
誕生連絡票」を早めに投函しま
しょう。生後4カ月ごろまでの

妊娠、出産したら、健康課でも
手続きを ▶問：健康課☎ 51-0700

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：2月 19 日（土）午前 9
時 20 分 ～ 10 時 15 分、10 時
55 分～ 11 時 50 分（受付 10 分
前から。各回同内容）▶場所：保
健センター▶対象：初妊婦（受講
時に妊娠 16～ 31週の方）とパー
トナー、40 組（出産予定日が近
い方優先）▶費用：無料▶そのほ
か：事前講座として動画視聴あり
（動画視聴のみ妊娠 32 週以降の
方、経産婦可）▶申込・
問：1月 31 日～ 2月 9
日に電子申請で健康課
☎ 51-0700へ。

親子で参加！
こども国際交流クラブ

「マイケルさんとアンザックビス
ケットをつくろう！」ビスケット
や、クラフトを一緒に作ります。
▶日時：3月 5 日（土）午前 10
時～正午、午後 1 時～ 3 時▶場
所：市民会館料理室▶対象：5歳
～小学 6年生と保護者（10 歳以
上は子どものみの参加も可）、各
4組（超えた場合抽選）▶講師：
マイケル・ハモンド（オースト
ラリア出身）▶費用：一般 1000
円、国際交流協会会員 500 円、
子ども 1人追加 250 円▶持ち物：
エプロン、上履き▶申込・問：
2月 24 日までに国際交流協会☎
36-4511へ。同協会HP https://
mia.gr.jp/ から申込可。

むさしの自然観察園

▶場所：同園（吉祥寺北町 3-12）
▶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）
●冬ごし中の生き物を探そう
冬は昆虫はどこにいるの？植物は
どんな形に？冬の自然観察のポイ
ントを教えます。
▶日時：1月 29日（土）午前 10
時～正午、雨天中止▶対象：小学
生以上（小学１・２年生は保護者
同伴）、8名（申込順）
●ＵＶレジンで海アート作り
紫外線ライトで固まる樹脂（ＵＶ
レジン）で貝の中に透明感のある
海アートを作ります。
▶日時：1月30日（日）午前10時
～正午▶対象：小学3年生以上（大
人のみの参加可）、８名（申込順）

広報誌「季刊むさしの」仕事体
験をする中学生を募集します

今回は「学芸員」です。吉祥寺美
術館の展示や運営に関わる仕事で
す。
▶日時：１・２月のうち１日（応
相談）で日中２～３時間程度▶対
象：市内在住・在学の中学生、２
名（申込順）▶発行：春号（３月
末）▶申込・問：秘書広報課☎
60-1804

腰痛予防教室

目的のコースで腰痛予防、腰の不
調改善、腰痛緩和を目指します。
▶日時：①予防コース 2月 21 日
（月）②改善コース 2月 28日（月）
③緩和コース 3月 7日（月）、午
前 10 時～ 11 時▶場所：保健セ
ンター▶対象：20 歳以上でうつ
伏せになることが可能な市民、各
13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▶申
込・問：2 月 10 日（消印有効）
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、希望
のコースも明記）で健康づくり支
援センター☎ 51-0793へ。

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。
▶日時：２月４日（金）午前 10
時～正午（15 分毎各１名予約
制）▶場所：保健センター▶対
象：60歳以上で過去にインボディ
測定会に参加したことのある方
（ペースメーカー使用者・測定後
1年未満の方不可）、８名▶費用：
無料▶申込・問：1月 27 日まで

に電話または直接健康づくり支援
センター☎ 51-0793へ。

インボディ測定会

筋肉・脂肪量の部位別バランスや
基礎代謝量などの測定。
▶日時：２月 19 日（土）午前 10
時～正午▶場所：公会堂▶対象：
65 歳未満の方（ペースメーカー
使用者・妊娠中の方・測定後１年
未満の方不可）、10名▶講師：健
康づくり人材バンク▶費用：無料
▶託児：４カ月～未就学児、３名
▶申込・問：２月 10 日までに電
話または直接健康づくり支援セン
ター☎ 51-0793へ。

健康講座（栄養）コロナ禍で気
になる！健康と食事の話

高血糖や肥満を防ぐための食事の
ポイント、家でできる簡単な運動。
▶日時：2月 18 日（金）午後 2
時～ 3時 30 分▶場所：芸能劇場
小劇場▶対象：市民、50 名（申
込順）▶講師：鈴木明子（管理栄
養士）▶費用：無料▶持ち物：筆
記用具▶申込・問：電
話・電子申請または直
接健康課☎ 51-7006
へ。

冬季の献血にご協力ください

寒い時期は、献血者が減少し輸血
用血液が不足します。血液の安全
供給のために、400ml 献血や血
液の回復が早い成分献血へのご協
力をお願いします▶問：献血ルー
ム吉祥寺タキオン☎21-9000（吉
祥寺本町 1-15-2）

子育て支援施設
運営団体：①②子ども協会☎36-
0673③みんなのとことこ☎27-
7195▶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：②1月17日午前10時から
電話または直接いこっとへ

ゆりかご
むさしの
面接予約

①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

転入された方へは各種お知らせが届か
ない場合があります。必ず健康課へご連絡ください。
※子ども家庭支援センターでも各種手続きができます。

●転入された方へ●
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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

初期救急（入院を要しない急病）○印＝午前 9時～午後 5時◎印＝午前 9時～午後 10時
風邪症状がある方は、必ず事前に連絡してから受診してください。
※ 症状によってほかの病院での受診をお勧めする場合があります。
　内科に小児、小児科に成人が受診する場合は事前に電話連絡が必要です。
　なお、午前 9時～午後 5時の間に 1時間の休憩時間があります。
　詳細については各医療機関に電話でお問い合わせください。
日 医療機関名 診療科目 住　　所 ☎

16 日
（日）

○晴朗クリニック 内科・小児科 吉祥寺本町 2-10-12 23-7234
○ごとう内科・循環器クリニック 内科 境南町 2-20-6 32-5048
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

23 日
（日）

○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町 1-23-3 22-5755
○サルスクリニック武蔵境 内科 境 1-15-5 050-3851-0249
◎武蔵野陽和会病院 内科 緑町 2-1-33 52-3212

30 日
（日）

○渡辺医院 内科・小児科 吉祥寺本町 4-7-9 22-8937
○長沼整形外科・内科医院 内科 境 2-13-6 59-1300
◎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
16日（日） ハート・イン歯科クリニック 吉祥寺南町2-7-10 ☎24-8101
23 日（日） コミヤマ歯科クリニック 中町1-6-4　三鷹山田ビル4階 ☎55-1678
30 日（日） さくま歯科 吉祥寺本町4-13-12 ☎20-8447

休日の医療機関 1/15（土）～ 31（月）

東京都医療機関案内「ひまわり」
☎ 03-5272-0303（自動応答）
FAX03-5285-8080（聴覚障害者向け）
☎ 03-5285-8181（外国語）毎日 9-20
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/

東京都小児救急相談
月～金 18- 翌 8／土日祝年末年始 24時間
＃8000 または☎ 03-5285-8898

東京消防庁救急相談センター
電話相談＃7119または☎ 042-521-2323

東京版救急受診ガイド 検索

調剤薬局 日曜午前 9時～午後 5時
当番薬局は市薬剤師会ホームページ https://www.musayaku.jp/ 参照

はじめての親子テニス体験①②

▶日時：2月 19 日（土）①午後
2 時～ 3 時② 3 時 30 分～ 4 時
30 分▶場所：総合体育館サブア
リーナ▶対象：①年中児と保護者 
②年長児と保護者、各 20 組▶費
用：1500 円▶そのほか：詳細は
https://www.musashino.or.jp/
参照▶申込・問：1月 31 日（必
着）までに同館HP・ハガキ・ファ
クス（申込要領参照し、子の性別・
年齢・生年月日・在園者は園名も
明記）または所定の申込用紙（同
館で配布）で総合体育館☎ 56-
2200、FAX51-5493へ。

ユニバーサルスポーツ教室
ノルディックウオーキング
▶日時：2月17日～3月17日の
木曜（全 5回）午後 1時 15分～
2時 45分▶場所：陸上競技場（雨
天時は視聴覚室）▶対象：15 歳
以上（妊婦、中学生を除く）の自
力歩行ができる方、20名▶費用：
3900円▶申込・問：1月31日（必着）
までに総合体育館HP・ハガキ・ファ
クス（申込要領参照し、性別、年齢、
生年月日、在勤・在学者は勤務先・
学校名、障害がある方は障害名・
等級・介助者の有無［必要な方は
同伴］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。

一時保育（2月分）

体育施設利用者、教室参加者のお
子さんを一時保育します。
▶日時：月・火（15日を除く）・水（23
日を除く）・木・金曜（11日を除く）
午前 9時～午後 1時▶対象：１歳
以上の未就学児、定員5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

▶申込・問：1 月 31 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、市内在学者は学校名、
Ⓐは①②の希望も明記）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

Ⓐ馬とふれあい仲良くなろう
～ちょこっと乗馬体験～
▶日時：3月 6日（日）①午前 9
時 15 分～正午②午後 1時 15 分
～ 4 時、荒天中止▶場所：成蹊
大学（吉祥寺北町）▶対象：①小
学 1・2年生と保護者②小学 3～
6年生と保護者、各 6組（超えた
場合抽選）。最少催行各 3組▶講
師：同大学馬術部▶費用：1組に
つき 3000 円
Ⓑアウトドアカレッジ
～エピペン＆CPR～
アナフィラキシーショック対応
（エピペン）と心肺蘇生法（CPR）
を学びます。
▶日時：3月 5 日（土）午前 10
時～午後 3 時▶場所：武蔵野プ
レイスフォーラム▶対象：18 歳
以上の方（高校生不可）・サポー
トスタッフ登録者、20 名（登録
者優先し超えた場合抽選）。最少
催行 6名▶講師：EMR財団▶費
用：5500 円（登録者 4500 円）
●「自然の村直行バス」1 泊 2
日で自然の村へ
小淵沢に立寄り、自由に散策を楽
しみます。
▶日時：3月 26 日（土）午前 8
時三鷹駅北口出発～ 27 日（日）
午後 5 時解散▶場所：自然の村
（長野県川上村）▶対象：市内在
住・在勤・在学の方ほか、12 名
（申込順）。最少催行 5名▶費用：
往復大人 4000 円、小・中学生
2000 円、未就学児無料（宿泊・
食事・施設使用料別途）▶申込・問：
2カ月～ 2日前に自然の村の宿泊
予約と合わせて直接野外活動セン
ターへ。

青少年交流事業
謎解きしか勝たん
謎解きを通じて同世代の仲間との
交流を楽しみます。
▶日時：２月 19 日（土）午後２
時～４時▶場所：武蔵野プレイス
スペースＣ▶対象：中学生以上の
青少年（20 歳になった年の年度
末までの方）、10 名（市内在住・
在勤・在学者優先し越えた場合抽
選）▶費用：無料▶申込・問：１
月 31日までに Eメール（申込要
領参照し、生年月日、在勤・在学
者は勤務先・学校名を明記）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。2
月 5日から当落通知。

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第 5回）

武蔵野にまつわる昔話の紙芝居を
6本口演。
▶日時：1月 23 日（日）午後 1
時 30 分～ 2 時 30 分▶場所：同
館市民スペース▶講師：むさしの

紙芝居一座▶費用：無料▶問：ふ
るさと歴史館 ☎ 53-1811

映画「I Am Here」
上映会+監督による講演

トランスジェンダーのリアルを描
いたドキュメンタリー映画の上映
と、性の多様性について講演。
▶日時：２月 20 日（日）午後２
時～４時▶場所：武蔵野プレイス
フォーラム▶定員：45名(申込順)
▶講師：浅沼智也（監督・主演）
▶費用：無料▶申込・問：Eメー
ル・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。

市立小・中学校美術展
（図画工作・美術作品）
市立小・中学校の作品を展示。「特
別支援教育紹介・作品展」を同時
開催。
▶日時：２月４日（金）～８日（火）
午前10時～午後４時30分（２月
８日は正午まで）▶場所：市民文
化会館展示室▶問：指導課☎60-
1897、教育支援課☎60-1908

「I Am Here」
2020年、日本、
60分

市立小・中学校書き初め展

市立小・中学校の児童・生徒の
毛筆作品約 750 点と硬筆作品約
250 点を展示。
▶日時：１月 22 日（土）～ 24
日（月）午前 10 時～午後４時
30 分（24 日は午後３時 30 分ま
で）▶場所：市民文化会館展示室
▶問：指導課☎ 60-1897
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●申込先の市内施設の住所は、7頁、16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。

ガイド＆GUIDE

◆ 講座・講習・イベント ◆
■がん患者・家族交流会「『がん
とお金』知って得する制度」
講演後、参加者との交流時間あり
▶日時：2月 25 日（金）午後２
時～４時（受付１時 30 分）▶場
所：武蔵野赤十字病院山﨑記念講
堂▶定員：20名（申込順）▶講師：
医療ソーシャルワーカー▶費用：
無料▶申込・問：同病院がん相談
支援センター☎ 32-3111

■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：１
月 25 日（火）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（権利擁護センター専用電話）
☎ 27-5070

■ひとり暮らし応援クラブ
自分らしいエンディングノートを
書いてみよう▶日時：1月 25 日
（火）午後 1時 30 分～ 3 時▶場
所：テンミリオンハウスきんもく
せい（境 4-10-4）▶定員：10名
（超えた場合抽選）▶費用：100

円▶申込・問：1月 20 日までに
きんもくせい☎ 50-2611へ。

■家族介護教室　みどりの輪　食
べることから出すことまで
高齢者の排泄ケア▶日時：1 月
28 日（金）午後１時 30 分～３時
▶場所：高齢者総合センター講義
室▶対象：市内在住で介護に不安
を感じる・在宅介護に関心のある
方、15名（初参加者優先し申込順）
▶講師：牧野美奈子（住宅改修・
福祉用具相談支援センター排泄ケ
ア専門員）▶申込・問：高齢者総
合センター在宅介護・地域包括支
援センター☎ 51-1974

■暮らしの保健室mini
医療・介護・健康について気軽に
相談できる場。個別相談 1名 30
分▶日時：２月６日（日）午後２
時～４時▶場所：本宿コミセン▶
対象：市内在住の方（個別相談は
４名まで）▶講師：松田寿枝（看
護師）▶費用：無料▶申込・問：
ゆとりえデイサービスセンター☎
72-0311

■吉祥寺アニメーション映画祭
「親子でプラモデル教室」
「ガンダム」などのプラモデル組
み立て・色付け。作ったプラモデ
ルはプレゼント▶日時：2月 27
日（日）午後 1時～ 3時▶場所：
公会堂会議室▶対象：親子、20
組（超えた場合抽選）▶講師：野

本憲一▶費用：無料▶申込・問：
1月 28 日（必着）までに往復ハ
ガキ（人数、子の学年も明記）で
商工会議所☎ 22-3631へ。

■就職支援セミナー
①就職活動準備と職業理解②履歴
書・職務経歴書の書き方③面接対
策▶日時：①２月２日（水）②３日
（木）③４日（金）、午後１時 30分
～３時 30 分▶場所：商工会館市
民会議室▶対象：雇用保険を受給
中の方、45 名▶費用：無料▶持
ち物：筆記用具・雇用保険受給資
格者証▶申込：（株）東京リーガ
ルマインド☎ 03-5913-6910（平
日午前 9 時～午後 5 時）▶問：
ハローワーク三鷹☎ 47-8617

■東京女子大学　社会人英語講座
ブリティッシュ・カウンシルの
講師によるオールイングリッシ
ュのレベル別講座▶日時：4月～
7 月、10 月～令和 5 年 1 月（平
日昼間、週 1回、全 24 回、1回
90 分）▶場所：同大学（杉並区
善福寺 2-6-1）▶費用：10万円（年
額）▶申込・問：2月 10 日まで
に同大学HP https://www.twcu.
ac.jp/ で同大学教育研究支援課
☎ 03-5382-6453へ。

■語学ボランティア募集
法律相談の再現劇と活動のオリエ
ンテーション。別途研修あり▶日
時：2月 19 日（土）午後 3時～ 

5 時▶場所：国際交流協会会議室
▶対象：5 月開催の「在住外国人 
のための法律と心理の相談会」で 
の通訳に関心がある方。特にタガ
ログ語、ネパール語▶講師：弁護
士、語学ボランティアほか▶費
用：登録は会費 2500 円▶持ち物：
筆記用具▶申込・問：2月 10 日
までに同協会☎ 36-4511 へ。
https://mia. gr.jp/から申込可。

◆ スポーツ ◆
■グループ対抗戦
　バドミントン大会
3 複団体戦（男子・女子共 1部・
2 部）▶日時：2 月 13 日（日）
午前 9 時▶場所：総合体育館メ
インアリーナ▶対象：市内在住・
在勤・在学の高校生以上の方▶費
用：2000 円、加盟団体 1000 円
▶持ち物：シャトル▶申込：1月
26 日までに申込書（体育協会で
配布、同協会HPから印刷可）を
寺井（〒 180-0012 緑町 2-1-4-
404）へ▶問：バドミントン連盟・
沼尻☎ 55-2675

■ジュニア水泳教室
①月曜②火曜③水曜④木曜▶日
時：4月 4日～ 6月 30 日の各曜
日（全 11回）午後 5時・6時（各
50分）▶場所：温水プール▶対象：
市内在住の小学生、各回 21名（超
えた場合抽選）▶費用：5500 円
▶申込：1月 30 日（必着）まで

に往復ハガキ（曜日・時間の希
望、生年月日、学年も明記）で体
育協会へ▶問：水泳連盟・佐藤☎
080-8479-1573

■フェスタインディアカむさしの
2022
▶日時：2月 20 日（日）午前 9
時～午後 5 時▶場所：総合体育
館メインアリーナ▶対象：中学生
以上▶費用：1チーム 2000 円▶
申込・問：1月 23 日までにイン
ディアカ連盟・依田☎ 55-2201
へ。

■下期卓球リーグ戦
4 単 1 複で男女各 3 名以上のリ
ーグ戦。3点先取▶日時：3月 6
日（日）午前 9 時▶場所：総合
体育館メインアリーナ▶対象：市
内在住・在勤・在学または令和 3
年度市卓球連盟登録者で編成した
チーム▶費用：1チーム 6000 円、
連盟登録チーム 3000 円▶申込：
所定の申込用紙（体育協会で配布）
を持参で代議員会（2月26日［土］
午後 7時、中央コミセン）へ▶問：
同連盟・井谷☎ 50-2486（平日
は午後 7時以降）

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。

Ⓐお花見コンサート
　～０歳からのパイプオルガン～
▶日時：3月26日（土）午前10時
30分開演▶場所：市民文化会館
小ホール▶費用：全席自由、未就
学児と保護者各500円（大人のみ
不可、2歳以下膝上無料、席が必要
な場合有料） ▶出演：山口綾規、
阿部翠
Ⓑポジティフオルガン解体ショー
▶日時：3月26日（土）午後１時開
演▶場所：市民文化会館小ホール

＊特に表記のない公演は全席指定、小学生以上に限る。
＊予約チケットの取り消し・変更はできません。
＊ 午前 10 時から発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。
発売日翌日（休館日を除く）以降：市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイング
ホール、吉祥寺シアター、各市政センターの窓口でも購入可。
＊ アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イ
ンターネットでは不可）。年会費 1000円。

■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■文化事業団HP http://www.musashino-culture.or.jp/ 参照
■上記公演のチケットは発売中

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇

文化事業団文化事業団
（割引料金設定）
◯友：アルテ友の会料金
◯25： 25 歳以下料金（枚数限定）

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

●土田圭介展　関連イベント「スペシャルトーク」
▶日時：2 月 6日（日）午後２時～３時 30分▶場所：吉祥寺美術館音
楽室▶定員：40 名（定員に達し次第締切、キャンセル待ちなし）▶講師：
土田圭介（出品作家）、倉本美津留（放送作家）▶費用：無料（要当日
の美術館入館券）▶そのほか：1 回の申し込みで 2名まで可▶申込・問：
1月 15日午前 10時から電話または直接吉祥寺美術館へ。

官公署だより

東京都都市計画審議会の傍聴者
募集
▶日時：２月９日（水）午後１時
30 分▶場所：東京都庁内会議室
▶定員：15名（超えた場合抽選）
▶そのほか：個人のプライバシー
に関わる案件などがあるときは、
一部非公開の場合あり。詳細は同
局 HP https://www.toshiseibi.
metro.tokyo.lg.jp/ 参照▶申込・
問：1 月 19 日（消印有効）ま
でに往復ハガキ（申込要領参照
し、1名 1通）で東京都都市整備
局都市計画課☎ 03-5388-3225
（〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-
1）へ。

令和 4年度下水道モニター募集

都において、意見・要望を聴取し、
効率的・効果的な事業運営を行う
ため、下水道モニターを募集。
▶日程：4月 1日から１年間▶対
象：令和 4 年 4 月 1 日現在、都
内在住の 18歳以上の方（公務員、
過去のモニター経験者、島しょ
在住者を除く）で、HPの閲覧と
E メールの送受信ができる方。
1000 名程度▶そのほか：回答数
に応じ図書カード贈呈▶申込：2
月 28日までに東京都下水道局HP
から▶問：東京都下水道局広報
サービス課☎ 03-5320-6693

▶費用：大人1000円◯友900円、4
歳～中学生500円▶そのほか：３
歳以下入場不可▶出演：山口綾規、
阿部翠、マテュー・ガルニエ
Ⓒ名取事務所「ペーター・ストック
マン～「人民の敵」より」
▶日時：2月19日（土）～27日（日）
▶場所：吉祥寺シアター▶費用：
一般4500円、◯友4000円▶そのほ
か：作…H.イプセン、翻案・演出
…瀬戸山美咲

＊ 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 2023年2月・3月 2月1日（火） 市民文化会館
展示室、練習室、会議室、
和室、茶室 2022年8月 2月1日（火） 市民文化会館

芸能劇場 小劇場、小ホール 2022年9月・10月 市報2月15日号でお知らせ
公会堂 ホール、会議室、和室

2022年8月

2月2日（水） 公会堂

スイングホール スイングホール、レイン
ボーサロン、スカイルーム 2月8日（火） スイング

ホール
松露庵 茶室 2月10日（木） 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 2月1日（火） 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2022年9月・10月 市報2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6月・7月 2月10日（木）

吉祥寺
シアター

5日未満使用 2023年2月・3月

舞台芸術の上演以外使用 劇場 2022年8月けいこ場 2月1日（火）

舞台芸術以外で使用 劇場 2022年5月けいこ場 2月1日（火）
＊ 市民文化会館大・小ホール、芸能劇場、公会堂ホールおよびスイングホール（イベントホー
ル）は毎月第 1木曜～翌週火曜、シアター劇場は奇数月 24日～同月末、非営利の市内アマ
チュア芸術文化団体の優先期間です。受付開始時に対象団体の申し込みのない場合は一般の
申し込みを受け付けます。

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇
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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

吉
東

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

27日（木） ■コミュニティのつどい「今年は壬寅　十干十二支を知ろう」▶
時間：午後6時▶講師：草場純▶持ち物：スリッパ▶申込

本
宿

２月４日～
３月25日

■背骨コンディショニング教室▶日時：第2・4金曜（2月4日の
み第1、全４回）午前９時30分、10時50分▶定員：各８名▶費用：
3000円▶申込：16日から窓口

お知らせ ２月11日（金・祝）開館30周年記念式典のため、休館になります
吉
西 29日（土） ■あそぼうよ「豆まきとゲーム大会」▶時間：午後１時30分～３

時30分▶対象：小学生、30名▶申込：28日までに窓口へ

け
や
き

17日（月） ■こもれび▶時間：午前10時～11時30分▶対象：妊婦、０歳～
未就学児と親

22日（土） ■よみきかせ▶時間：午前11時▶内容：指遊び・紙芝居・絵本・折
り紙ほか

中
央

23日（日）
■健康づくり出前講座「背骨コンディショニング」▶時間：午前
10時▶講師：健康づくり人材バンク健康運動指導士▶対象：市内
在住の方、15名▶申込：午前10時から

30日（日） ■東日本大震災復興支援事業「フリーマーケット」▶時間：午前
10時～午後２時▶そのほか：入場人数制限あり

西
久
保
２月11日（金・祝）
・12日（土）

■多摩湖往復ナイトハイク▶時間：午後11時30分、コミセン集
合▶対象：五中学区中学生▶参加費：100円（保険料）▶共催：関
前コミセン、青少協第五地区、関前南地区、五中PTA▶申込

緑
町 20日（木） ■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、16名▶そのほか：スマホ貸し出しあり▶申込：電話のみ

八
幡
町

28日～
２月25日

■初心者向け中国語講座（全５回）▶日時：毎週金曜午後１時（全
5回）▶定員：10名▶持ち物：ノート、ペン▶そのほか：フェイス
シールド使用▶申込

関
前 21日（金） ■ゆったりヨガ▶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

西
部 29日（土）

■味噌を手作りしてみよう▶時間：午前10時～午後１時、２時～
５時▶定員：各６名▶会費：500円▶持ち物：エプロン、三角巾▶
申込

コミュニティセンター事業案内 1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

　今年こそはと企画した行事やイベン
トが、長く続くコロナ禍のためほとん
どが中止となる中、夏休み子ども教室
として企画した「アイロンビーズ」
「楽しい折り紙」を通してたくさんの小
学生と父母の方との触れ合いの機会を
持つことができました。また、講師の指
導のもとで定期的にフレイル予防の体
操をしながら、地域住民同士で親交を
深め、その後の行事に参加される方も

最近の活動報告

本町
コミュニティセンター
協議会

コミュニティ
レポート

増えてきまし
た。
　年に一度の
センター祭は
中止になりま
したが、主催
教室での稽古の成果をぜひ皆さんに見
せたいと、令和3年12月に「ミニセン
ター祭」を企画し、換気・３密・消毒など
に充分注意しながら無事開催しました。
　エレベーターがないという課題はあ
るものの、吉祥寺駅に最も近いコミセン
として市内の方はもちろん市外の方も
多くご利用いただいています。人と人と
の触れ合いの場、出会いの場として本町
コミセンへお越しください。

市民伝言板市民伝言板
市民の市内での活動の情報交換や仲間づくりをお手伝いするため
のコーナーです。講師の方などの敬称略。掲載内容の責任は主催
者にあります。詳細は、各催しの問の方にお問い合わせください。

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
むさしのシルバーズ（還暦野
球）60歳以上の野球のでき
る方、70歳以上も可

毎週日曜（時間不規則）…第二
中。毎週水曜午後1時…武蔵野
中央公園

月2500円
入1000円
室岡☎22-4863

「三々五 （々さんさんごごう）」
市内のコミュニティ活動につ
いて（フリートーキング形式）

2月5日（土）午後1時／オンライン
（Zoom）／困っている・改善した
いことなど何でもOK、学生歓迎

鈴木
☎090-8742-4041
haneda3000@gmail.com

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：3/1 号…1月 26日、3/15 号…2月 9日

掲
載
希
望
の
方
へ

●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

不要な生活用品のリユース掲示
板をご利用ください

市民同士が「譲りたいもの」「譲っ
てほしいもの」の情報を提供する
掲示板。
▶設置施設：市役所食堂前、ごみ
総合対策課、むさしのエコ re ゾー
ト、総合体育館、市民会館、中央・
吉祥寺図書館、0123 吉祥寺・は
らっぱ、本宿・吉祥寺南町・境南
コミセン、各市政センター▶その
ほか：閲覧は各施設の開館時間内。
市HPに掲載。掲示の申込方法は
掲示板に設置されている利用案内

または市HP参照。利用者間で直
接交渉（市は交渉には関与しませ
ん）▶問：ごみ総合対策課

複合素材製品ごみの出し方につ
いて
可燃性素材（革製・布製・ビニール
製など）の衣類・バッグ・靴などで、
小さな金属製のボタンやファス
ナーなど取り外しての分別が困難
な場合は、「燃やすごみ」として出
してください。フック部分やバネ
部分のみなどに少量の金属を使用
している木製・プラスチック製の
ハンガー、洗濯ばさみ、洗濯ピンチ
ハンガーなども同様です。金属部
品が多量に付いている製品は「燃
やさないごみ」としてお出しくだ
さい▶問：ごみ総合対策課

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

●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

健康寿命を延ばして元気に過ごすため、普段から心掛けたい日常
の過ごし方や健康管理について12項目にまとめられたものです。
まずは今できているか振り返ってみましょう。できていなくても
意識することで効果が期待できます。心と身体の元気を保って生
活を楽しみましょう▶問：高齢者支援課☎ 60-1947

＜健康長寿のための 12か条＞
（東京都健康長寿医療センター「健康長寿新ガイドライン」より）
１. 食生活：いろいろ食べて、やせと栄養不足を防ごう！
２. お口の健康：口の健康を守り、かむ力を維持しよう！
３. 体力・身体活動：筋力＋歩行力で、生活体力をキープしよう！
４. 社会参加：外出・交流・活動で、人やまちとつながろう！
５.こころ（心理）：めざそうウェル・ビーイング＊1。百寿者の心に学ぼう！
６. 事故予防：年を重ねるほど増える、家庭内事故を防ごう！
７. 健康食品やサプリメント：正しい利用の目安を知ろう！
８. 地域力：広げよう地域の輪。地域力でみんな元気に！
９. フレイル＊2：「栄養・体力・社会参加」3本の矢で、フレイルを防ごう！
10. 認知症：よく食べ、よく歩き、よくしゃべり、認知症を防ごう！
11. 生活習慣病：高齢期の持病を適切にコントロールする知識を持と
う！
12. 介護・終末期：事前の備えで、最期まで自分らしく暮らそう！

＊1ウェル・ビーイング：身体的、精神的、社会的に健康で豊かであること
＊2フレイル：加齢などにより体力や気力が低下し、要介護の一歩手前の状態

12の合言葉で
健康長寿を目指しましょう

～高齢者の皆さんへ～

危険・有害ごみの分別を
お願いします

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


