スポーツ施設

Sports

●小金井市総合体育館≪小金井市≫

所在地 関野町1–13–1 TEL 042–386–2120
施設内容 体育室（2
室/大・ 小）
、柔 道
場、剣道場、幼児体
育室、ランニング走
路、温水プール、ト
レーニング室、会議
室（3室）ほか
開館時間 午前9時
～午後9時

休館日 毎月第1月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末

年始

●栗山公園健康運動センター
≪小金井市≫

所在地 中町2–21–1 TEL 042–382–1001
施設内容 トレーニング室、グリーンフィットネス
ルーム、温水プール（20ｍ）
、機能回復室
開館時間 午前9時～午後9時（利用時間午後8時45

分まで）

休館日 毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末

年始

●西東京市スポーツセンター
≪西東京市≫

所在地 中町1–5–1 TEL 042–425–0505
施設内容 体育室（2
室）
、 温 水 プ ー ル、
トレーニング室、ラ
ンニング走路、会議
室
開館時間 午前9時
～午後10時
休館日
毎月第1火
曜日（祝日の場合は翌日）
、12月29日～ 1月1日

●西東京市総合体育館≪西東京市≫

開館時間 午前9時
～午後9時
休館日 毎月第1火
曜日（祝日の場合は
翌日）
、年末年始

●武蔵野市立体育施設≪武蔵野市≫

所在地 吉 祥 寺 北
町5-11-20、33、
緑 町3-1-34 TEL
0422-56-2200
施設内容 陸上競技
場（400mト ラ ッ
ク、 天 然 芝 イ ン
フィールド）
、総合
体育館（アリーナ、トレーニング室、軽体操・ダンス
室、武道場、会議室等）
、温水・屋外プール、軟式野
球場（1面）
、庭球場（7面）
開館時間 陸上競技場：午前9時〜午後5時（5 〜 8
月は午後7時まで、4・9月は午後6時まで）
、総合体
育館：午前9時〜午後9時30分、プール：午前9時
〜午後9時30分（屋外は午後6時まで、夏季のみ）
、
軟式野球場・庭球場：午前8時45分〜午後4時45
分（5 〜 8月は午後6時45分まで）
休館日 毎月15日（土日祝日に当たる場合は翌平日
（プールは8月休場無し）
、年末年始

●武蔵野中央公園スポーツ広場
≪武蔵野市≫

所在地 八幡町2–4 TEL 0422–56–2200
施設内容 野球、サッカー、ラグビーなど2面分
開館時間 午前9時～午後5時（5・8月は午後6時ま
で、6・7月は午後7時まで）
休館日 年末年始

●武蔵野ストリートスポーツ広場
≪武蔵野市≫

休館日 毎月15日（土日祝日にあたる場合は翌平
日）
、年末年始

●緑町スポーツ広場≪武蔵野市≫

所在地 武 蔵 野 市 緑 町2–2–29 TEL 0422–56–
2200
施設内容 砂入り人
工 芝 コ ート30m×
47m（フットサル、
ドッジボール、ゲー
トボール、グラウン
ドゴルフ等）
開館時間 午前9時
〜午後5時（5〜8月は午後7時まで）
休館日 毎月15日（土日祝日に当たる場合は翌平
日）
、年末年始

●大沢総合グラウンド≪三鷹市≫

所在地 三鷹市大沢5–7–1 TEL 0422-32-4392
施設内容 テニスコート人工芝（6面）
、サッカー場兼
ラグビー場人工芝（1面）
、野球場（2面）
、ソフトボー
ル場兼少年野球場（2面）
、練習場（1面）
、多目的ス
ポーツ広場（人工芝2面）
、会議室（1室）
使用時間 午前７時～午後９時 ソフトボール場、
練習場、野球場（１
面）４月 ～１０月：
午 前７時 ～ 午 後７
時 １１月 ～３月：
午 前７時 ～ 午 後５
時
休場日 年末年始

●SUBARU総合
スポーツセンター≪三鷹市≫

クローズ
アップ

三鷹中央防災公
園・元気創造プラ
ザ内のスポーツ施
設で、
防災公園（災
害時には一時避難
場 所として機能）
の下部に軽スポー
ツから競技スポーツまで幅広い層が利用可能な
スポーツ施設です。

所在地 前原町3–8–１ TEL 042–385–9563
開館時間 午前10時～午後5時
休館日 第2・第4水曜日、祝日、西之台会館休館日、

●前原町西之台会館図書室
≪小金井市≫
資料342冊 ほか視聴覚資料

所在地 貫井北町1-11-12 TEL 042–385–3561
開館時間 午前9時～午後7時
休館日 第1・第3火曜日、年末年始など
蔵書数 一般書47,963冊、児童書23,881冊、地域

は午後6時まで）

所在地 ひばりが丘1–2–1 TEL 042–424–0264
開館時間 午前10時～午後8時（土・日曜日・祝日

●ひばりが丘図書館≪西東京市≫

は午後6時まで）
休館日 月曜日、第3金曜日、年末年始など
蔵書数 一般書73,083冊、児童書29,070冊、地域
資料2,067冊 ほか視聴覚資料

所在地 柳沢1–15–1 TEL 042–464–8240
開館時間 午前10時～午後8時（土・日曜日・祝日

蔵書数 一般書36,097冊、児童書22,180冊、地域
資料637冊 ほか視聴覚資料

資料1,501冊 ほか視聴覚資料

●図書館貫井北分室≪小金井市≫

●柳沢図書館≪西東京市≫

科学・美術・記念館
●多摩六都科学館
≪西東京市≫

Art
クローズ
アップ

1億4000万個の星を投影できるプラネタリウム
と5つの展示室のある参加体験型の科学館。
「最
も先進的」として世界一に認定されたプラネタ
リウムでリアルな星空と迫力あふれる大型映像
を楽しめます。
所在地 芝 久 保 町
5 – 10 – 6 4 T E L
042–469–6100
展示内容 体験しな
がら科学の面白さ
を発見する展示物
と、実験や工作、観
察、組み立てや分解などができるラボコーナーによ
り多彩なプログラムを展開。プラネタリウム、大型
映像のほか、科学教室、天体観望会、自然観察会、特
別企画展などの魅力あるイベントも随時開催。
開館時間 午前9時30分～午後5時（入館は午後4時
まで）
休館日 月曜日（祝日・振替休日を除く）
、祝日・振
替休日の翌日、年末年始、その他臨時休館あり
入館料 入館券：大人500円・小人200円、プラネ
タリウム・大型映像は別料金

●吉祥寺美術館≪武蔵野市≫

約2,500点の収蔵作品や、多様なジャンルの企画
の展示を開催しています。

所在地 吉祥寺本町1–8–16 ＦＦビル7階
TEL 0422–22–0385
展示内容 常 設 展 示： 浜
口陽三記念室（銅版画）
、
萩 原 英 雄 記 念 室（木 版
画）
。企画展示：年に４回
程度実施
開館時間 午前10時～午後7時30分
休館日 毎月最終水曜日、年末年始、展示替え期間
入館料 企画展：一般300円、中・高100円、常設
展：一般・中・高100円（小学生、65才以上、障害
者は無料）※企画展料金には常設展料金を含む

●三鷹ネットワーク大学≪三鷹市≫

ど

所在地 緑町3–3–23 TEL 042–387–7302
開館時間 午前10時～午後5時
休館日 火曜日、毎月第1金曜日、祝日、年末年始な

●図書館緑分室≪小金井市≫
資料132冊 ほか視聴覚資料

所在地 東町1–39–1 TEL 042–383–4550
開館時間 午前9時～午後7時
休館日 第1・第3火曜日、年末年始など
蔵書数 一般書32,188冊、児童書19,880冊、地域

●図書館東分室≪小金井市≫
曜日は１Ｆのみ午後8時まで）
休館日 月曜日、毎
月第1金曜日、年末
年始など
蔵書数 一 般 書18
1,160冊、児 童 書
93,779冊、地域資
料14,920冊
ほか視聴覚資料

所在地 本町1–1–32 TEL 042–383–1138
開館時間 午前10時～午後5時（平日の水・木・金

所在地 向台町5–4–20 TEL 042–467–3411
施設内容 体育室
（2室）
、
トレーニング室、
会議室
（2室）
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 毎月第1火曜日（祝日の場合は翌日）
、年末

三鷹駅前協同ビル3階

日は午後5時まで）
休館日 月曜日、毎
月第3水曜日、年末
年始など
蔵書数 一 般 書
304,865冊、児 童
書111,144冊、 地
域資料18,640冊
ほか視聴覚資料

所在地 上連雀8–3–3 TEL 0422–43–9151
開館時間 午前9時30分～午後8時（土・日曜日、祝

●三鷹図書館≪三鷹市≫

Library

図書館

所在地 田無町3–7–2 TEL 042–469–5006
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

多目的ホール、音楽練習室、会議室のほか、乳
幼児とその親の交流広場・ピッコロひろばなど
がある複合施設です。

●コール田無≪西東京市≫

所在地 谷戸町1–17–2 TEL 042–421–4545
開館時間 午前10時～午後6時
休館日 月曜日、祝日、年末年始など
蔵書数 一般書53,251冊、児童書64,918冊、地域

●谷戸図書館≪西東京市≫
資料4,565冊 ほか視聴覚資料

所在地 芝久保町5–4–48 TEL 042–465–9825
開館時間 午前10時～午後6時
休館日 月曜日、祝日、年末年始など
蔵書数 一般書60,685冊、児童書19,292冊、地域

●芝久保図書館≪西東京市≫

所在地 東町3–14–30 ステア4階
TEL 042–421–3060
開館時間 午前10時～午後8時（土・日曜日・祝日
は午後6時まで）
休館日 月曜日、第
3金曜日、年末年始
など
蔵書数 一 般 書
56,332冊、児童書
22,430冊、地域資
料1,054冊
ほか視聴覚資料

●南部図書館みんなみ≪三鷹市≫

所在地 新川5–14–16 TEL 0422-76-5571
開館時間 午前9時30分～午後5時
休館日 月曜日、毎月第3水曜日、年末年始など
蔵書数 一般書59,650冊、児童書22,742冊

は午後6時まで）
休館日 月曜日、第3金曜日、年末年始など
蔵書数 一般書121,170冊、児童書34,434冊、地
域資料83,249冊 ほか視聴覚資料
※地域・行政資料室（午前10時～午後6時）併設。

●図書館本館≪小金井市≫

●保谷駅前図書館≪西東京市≫

開館時間 午前10時～午後8時（土・日曜日、祝日は
午後5時まで）
休館日 月曜日、毎月第3水曜日、年末年始など
蔵書数 一般書69,421冊、児童書26,229冊
ほか視聴覚資料

年始

教育・研究機関や企業、NPOなど約80の会員
が「文化・教養」や「起業支援」など多様な講座
を提供します。

分（入館は9時まで）
、日曜日：午前9時30分〜午後
5時
休館日 月曜日、祝日、年末年始

●三鷹市美術ギャラリー≪三鷹市≫

三鷹駅南口すぐ、近現代美術を主とした様々
な企画展示を開催。お勤め帰りにも気軽に立ち
寄れるギャラリーです。三鷹にあった太宰治の
自宅を、様々な資料を基に再現した「太宰治展示
室」もあります。

所在地 下連雀3–35–1 コラル5階
TEL 0422–79–0033
開館時間 午前10時～午後8時（入館は午後7時30
分まで）※展示会によって変更あり※太宰治展示室
は午後６時まで
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始、
展示替え期間
入館料 展覧会により異なる

●三鷹市山本有三記念館≪三鷹市≫

玉川上水のほとりに緑
に囲まれて建つ、大正ロ
マンのぬくもりの感じら
れる洋館。山本有三の直
筆原稿・愛用品などによ
る企画展やイベントを開催しています。

所在地 下連雀2–12–27 TEL 0422–42–6233
開館時間 午前9時30分～午後5時
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始、
展示替え期間
入館料 一般300円、団体200円（20人以上）
※中学生以下および障害者手帳を所持する方とそ
の介助をする方１名は無料
※高校生以下の校外学習と引率教諭は無料

●三鷹市立アニメーション美術館
<三鷹の森ジブリ美術館>≪三鷹市≫

迷路のような空間が楽
しいスタジオジブリの美
術館。展示室から建物の細
部まで、たくさんの仕掛け
が散りばめられています。

クローズ
アップ

所在地 三鷹市新川6–37–1 TEL0422-45-1113
三鷹市野崎1-1-1（弓道場、アーチェリー場、会議室）
施設内容 メインアリーナ、サブアリーナ、小体育
室、武道場（４面）
、トレーニング室、ランニング走
路、軽体操室、多目的体育室（土俵）
、プール、弓道場、
アーチェリー場、会議室

TEL 0422–71–0035

●三鷹駅前図書館≪三鷹市≫

所在地 大沢2–6–47 TEL 0422–33–1311
開館時間 午前9時30分～午後5時
休館日 月曜日、毎月第3水曜日、年末年始など
蔵書数 一般書42,780冊、児童書24,300冊

●西部図書館≪三鷹市≫

本格的なコンサート、演劇、伝統芸能等を578
席の贅沢な空間で楽しめます。皆さんの文化活
動の発表の場としても大きな役割を担うほか、
ワークショップなどを開催し、芸術文化がより身
近になるような取り組みも進めます。202人収容
の平土間形式の小ホール、ギャラリー、練習室等
もあります。

●小金井 宮地楽器ホール
≪小金井市≫

近隣市民枠チケット ※三鷹市、武蔵野市、小金井市、
西東京市に在住・在勤・在学の方。毎日「午前券」
「午
後券」を、毎月最初の営業日に３ヵ月先の入場チケッ
トを発売開始。三鷹観光案内所で販売（要証明書）
問い合わせ：みたか都市観光協会0422–40–5525

●小金井市立はけの森美術館
≪小金井市≫

国分寺崖線（通称「はけ」
）から流れる湧水と恵
まれた自然に囲まれた美術館で豊かな時間を過
ごしませんか。

所在地 中町1–11–3 TEL 042–384–9800
展示内容 所 蔵 作 品
展： 中 村 研 一 の 作 品
（油彩画、素描、陶芸な
ど）を中心としたコレ
クションを紹介。企画
展：年に1 ～ 2回実施。
開館時間 午前10時～
午後5時（入館は午後4時30分まで）
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、展示替え休館、
年末年始
入館料 一般200円、小・中学生100円（未就学児、
障害者手帳を提示の方および付添いの方1人は無
料）
。企画展は別料金

●文化財センター≪小金井市≫

武蔵野の面影を
とどめる浴恩館公
園内にあり、市内
で発見された考古
学資料や古文書、
民具などの文化財
を保存・展示して
います。建物は「浴恩館」と呼ばれ、昭和５年か
ら青年団講習所として使われ、下村湖人の小説
「次郎物語」の舞台としても知られています。
所在地 緑町3–2–37 TEL 042–383–1198
開館時間 午前9時～午後4時30分
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

郊外施設

54-4540へ アクセス 【自動車利用】中央自動車
道・長坂ＩＣから清里高原道路で清里へ、国道141
号線を直進し、ＪＲ野辺山駅先を川上村方面へ（右
折）
、千曲川源流沿いに川上
村を東進。秋山、川端下の集
落を経て自然の村へ。
【鉄道
利用】ＪＲ中央線・小淵沢駅
で乗り換え、ＪＲ小海線・信
濃川上駅下車。信濃川上駅か
ら村営バス（川端下行き終点）で40分。終点川端下
から徒歩40分。

❷川上郷自然の村≪三鷹市≫

所在地 長 野県 南 佐 久 郡 川上 村 大 字 原591–362
TEL 0267–97–3206 施設内容 一般宿泊室（15
室）
、団体宿泊室（29室）
、体
育 館、多 目的 広 場（グ ラ ウ
ンド）
、多目的ホール、学習
室、キャンプ場、フィールド
アスレチックほか 休業日
年中無休（臨時休業の場合
あり） 申し込み 川上郷自然の村へ（電話・FAX・
ホームページ） アクセス 【自動車利用】中央自動
車道・須玉ＩＣより国道141号線で清里を経由し、
「野辺山」信号から川上村へ。
【鉄道利用】ＪＲ中央
本線・小淵沢駅で乗り換え、ＪＲ小海線・信濃川上
駅下車。車で約15分。※信濃川上駅からの送迎あり
（要事前予約）

❸清里山荘≪小金井市≫

所在地 山梨県北杜市高根町清里字念場原3545–1
TEL 0551–48–4649 施設内容 客室25室182人、
研修室、体育館、天 体 観測
室、バーベキュー小屋ほか
休業日 毎月第1・3火曜日
申し込み 清里山荘へ
アクセス【自動車利用】中央
自動車道・須玉ＩＣより国
道141号線に沿って清里駅を過ぎ約5分の「学校寮
入り口」の表示を左折し、2つ目の入り口を右折【鉄
道利用】ＪＲ中央本線・小淵沢駅で乗り換え、ＪＲ
小海線・清里駅下車。徒歩50分。夏季は路線バスあ
り。※清里駅からの送迎あり（要事前予約）

武蔵野市
東京都のほぼ中央、23区と多摩地
区の接点に位置する緑豊かな住宅都
市。コンパクトな市域の中に商業、金
融、情報、スポーツ、文化など多様な産業が高度に
集積。健康・福祉、文化・教育、都市基盤整備など、
吉祥寺・三鷹・武蔵境の３駅圏の特性を生かした、
個性豊かなまちづくりのための施策を、市民参加で
進めています。
●面
積 10.98K㎡（東西6.4㎞、南北3.1㎞）
●人
口 147,643人（男70,626人、女77,017人）
●世 帯 数 77,854世帯（令和3年1月1日現在）

三鷹市
玉川上水、野川などの緑豊かな水
辺や井の頭公園、野川公園など武蔵
野の面影を今に伝える雑木林や農地
などが残っている生活都市。山本有三や武者小路実
篤、太宰治、三木露風など多くの文学者が暮らした
三鷹市は、恵まれた環境と都市的利便性を調和させ
た、高環境・高福祉の都市づくりを進めています。
●面
積 16.42K㎡（東西6.3㎞、南北5.2㎞）
●人
口 190,126人（男92,946人、女97,180人）
●世 帯 数 95,814世帯（令和3年1月1日現在）

小金井市
桜と江戸東京たてもの園で有名な
小金井公園など3つの都立公園、武蔵
野の面影豊かな浴恩館公園、深山の
趣のある滄浪泉園などがあります。野川や玉川上水
が流れ、
「はけ」の緑と湧水は訪れる人に憩いと安
らぎを与え、都心に近いながらも自然環境に恵まれ
た快適都市です。
●面
積 11.30K㎡（東西4.1km、南北4.0km）
●人
口 123,828人（男60,957人、女62,871人）
●世 帯 数 61,909世帯（令和3年1月1日現在）

西東京市
西東京市は、青梅街道の宿場町と
して栄えた歴史、東京大学大学院附
属の農場や演習林といった武蔵野の
面影を残す緑、世界最大級のドームで1億4000万
個の星を投影できる多摩六都科学館プラネタリウ
ムの最新の技術が共生する、住みやすく、暮らしを
楽しめるまちです。
●面
積 15.75K㎡（東西4.8㎞、南北5.6㎞）
●人
口 206,047人（男100,251人、女105,796人）
●世 帯 数 100,220世帯（令和3年1月1日現在）

Nature

❶自然の村≪武蔵野市≫

所在地 長野県南佐久郡川上村大字川端下547–1
TEL 0267–99–2400 施設内容 中央棟（宿泊室8
室）
、キャビン棟（22棟）
、炊事場、営火場、天体観望
施設、広場ほか 休業日 原則火曜日（前日の宿泊も
できません。GW、夏休み期間を除く） 申し込み 野
外活動センター窓口で直接申込 問合TEL 0422-

所在地 下連雀3–16–14 グランジャルダン三鷹1階
TEL 0422–26–9150
開館時間 午前10時～午後5時30分
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始

三鷹ゆかりの作家、太宰治が通った酒店「伊勢
元」跡地に開設。太宰の写真や直筆原稿の複製な
どを展示・公開しています。

●太宰治文学サロン≪三鷹市≫

所在地 中町1–5–1 TEL 042–421–1919
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 定期休館年4日程度、年末年始

●保谷こもれびホール≪西東京市≫

●西東京市南町スポーツ・文化交流
センター「きらっと」≪西東京市≫

所在地 下連雀3–13–10

TEL 042–380–8077
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 毎月第2・3火曜日（祝日の場合は翌日）
、年末
年始
所在地 本町6–14–45

所在地 下連雀3–24–3
TEL 0422–40–0313

所在地 下連雀1–1–83
TEL 0570–055777
開館時間 午前10時～午後6時
休館日 火曜日他、長期休館
あり
©Museo d'Arte Ghibli
入館料 一 般1,000円、高
校・中学生700円、小学生400円、4歳以上100円
※入場は日時指定の予約制。コンビニエンスストア
「ローソン」にて販売

国立天文台協力のもと、天文台の森の中にあ
る大正時代の建物を保存活用して三鷹市が設

●三鷹市星と森と絵本の家≪三鷹市≫

時〜午後7時）
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始

所在地 野崎1–1–1 TEL 0422–29–9868
開館時間 午前9時～午後10時（施設予約は午前10

開館時間 火〜土曜日：午前9時30分〜午後9時30

所在地 桜堤1–4–22（市立古瀬公園内）
TEL 0422–36–8350
開館時間 午前9時から午後5時
休館日 水曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

昭和初期の木造平屋を改修した茶室です。茶
道、華道など伝統文化をはじめ様々な活動の場に
利用できます。

●松露庵（しょうろあん）≪武蔵野市≫

多目的に使用可能な光のホールとさんさん館
（会議室棟）からなり、展示室や防音性に優れた
多目的会議室もあります。

所在地 牟礼5–8–16 TEL 0422–49–3851
開館時間 午前9時30分～午後5時
休館日 月曜日、毎月第3水曜日、年末年始など
蔵書数 一般書41,003冊、児童書22,191冊

●三鷹市公会堂≪三鷹市≫

●東部図書館≪三鷹市≫

〜午後5時）
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始

所在地 下連雀2–10–48 TEL 0422–46–3922
開館時間 午前9時～午後9時30分（受付は午前9時

木造数奇屋造りの本格的茶室と和室大広間や
庭園のある純和風文化施設。茶道・華道・歌会
など伝統文化活動に適しています。

●みたか井心亭（せいしんてい）
≪三鷹市≫

時〜午後7時）
休館日 月曜日（祝日等により変更あり）
、年末年始

所在地 上連雀6–12–14 TEL 0422–47–9100
開館時間 午前9時～午後10時（施設予約は午前10

コンサートホー
ル（風 の ホー ル）
、
多目的ホール（星
のホール）のほか
美 術 創 作・ 展 示
室、音楽練習室、会
議室があります。

所在地 吉祥寺本町1–33–22
電話0422–22–0911
開館時間 午前9時から午後10時30分
休館日 毎月最終火曜日（祝日の場合は翌日）
、年末
年始

所在地 大沢2–21–3 国立天文台内
TEL 0422–39–3401
開館時間 午前10時～午後5時
休館日 火曜日、年末年始

開館時間 午前９時～午後10時
休館日 毎月第４月曜日、年末年始

http://www.city.mitaka.tokyo.jp/
http://www.city.koganei.lg.jp/
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/

TEL0422–54–8822

文化・芸術の拠
点 とし て、練 習・
発表の場、また芸
術鑑賞の機会を提
供しています。小
ホールは、可動式
床でレセプション
など多彩な利用ができます。

置・運営。展示
された絵本を
楽しむことが
でき、自然や科
学への関心に
もつながる催
しなどを行っ
ています。

所在地 吉 祥 寺 北
町5–11–33
TEL 0422–56–
2200
施設内容 スケート
ボ ード・ イン ラ イ
ン ス ケ ート・ＢＭ
Ｘ 専 用 広 場。ア ー
ル、バンク、スパイン、ボックス、ハンドレール
開館時間 平日午後1時～ 8時。土日祝日午前10時
～午後8時（ただし土曜の午前10時～正午は小中学
生専用時間）

三鷹市
小金井市
西東京市

●武蔵野スイングホール≪武蔵野市≫

所在地 吉祥寺南町1–6–22 TEL 0422–46–5121
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

350席のホールは音楽、寄席、講演会に、会議
室はサークル活動や会議に利用できます。

●武蔵野公会堂≪武蔵野市≫

所在地 中町1–15–10 TEL 0422–55–3500
開館時間 午前10時～午後11時
休館日 水曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

江戸風の建築様式が特徴です。伝統芸能など
に適した小劇場とともに、展示などに活用でき
る小ホールを有しています。

●武蔵野芸能劇場≪武蔵野市≫

●三鷹市芸術文化センター≪三鷹市≫

から午後10時
休館日 水曜日（祝
日の場 合は 翌日）
、
年末年始

所在地 中町3–9–11
開館時間 午 前9時

1256席の大ホール、パイプオルガン設置の小
ホールのほか、展示室、茶室なども備えていま
す。平成29年４月リニューアルオープン。

●武蔵野市民文化会館≪武蔵野市≫

舞台と客席を自
由に設定できる構
造とし、小劇場な
らではのさまざま
な演出に対応でき
ま す。現 代 演 劇、
ダンスなど舞台芸
術の上演に適しています。

●吉祥寺シアター≪武蔵野市≫

所在地 南町5–6–5 TEL 042–451–0555
施設内容 体育室（2室）
、武道場、多目的ホール、会

http://www.city.musashino.lg.jp/
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2021
4市の地図と4市の市民なら誰でも利用できる
56施設などのガイドを掲載しています。

武蔵野市

所在地 境2–14–1 TEL 0422–54–1313
開館時間 午前9時～午後10時
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
、年末年始

二重構造の完全防音を施したホールは、ジャ
ズやロックコンサートに使えます。多目的ルー
ムなどでは、会議、講演会、立食パーティーがで
きます。

科学・美術・記念館 Art
郊外施設 Nature
文化・芸術施設 Culture
図書館 Library
スポーツ施設 Sports

利用ガイドマップ

4市公共施設

4

市

小金井

市

文化・芸術施設

西東京

所在地 南町5–6–11 TEL 042–465–0823
開館時間 午前10時～午後8時（土・日曜日・祝日

●中央図書館≪西東京市≫

年末年始など
蔵書数 一般書6,885冊、児童書6,638冊

所在地 境南町
2–3–18
TEL 0422–
30–1905
開館時間 午 前
９時30分 ～ 午
後10時
休館日 毎週水
曜日（祝日と重なる場合は開館し、翌日は休館）
、年
末年始など
蔵書数 一 般 書126,865冊、児 童 書45,540冊、
YA7,906冊、地域資料2,802冊

「図書館」をはじめとして「生涯学習支援」
「市民
活動支援」
「青少年活動支援」の機能を併せ持ち、
多様な人々がそれぞれの活動を通して地域社会
（まち）を活性化していく活動支援型の公共施設
です。

●ひと・まち・情報 創造館
武蔵野プレイス≪武蔵野市≫

クローズ
アップ

所在地 吉祥寺本町1–21–13
TEL 0422–20–1011
開館時間 午前９時３０分～午後８時
休館日 毎週水曜日（祝日と重なる場合は開館し、翌
日は休館）
、年末年始など
蔵書数 一 般 書63,811冊、児 童 書28,960冊、YA
4,456冊、地域資料1,154冊

●吉祥寺図書館≪武蔵野市≫

所在地 吉 祥 寺 北
町4–8–3 TEL
0422–51–5145
開館時間 午前9時
30分～午後8時
（土・
日 曜 日・ 祝 日は 午
後5時まで）
休館日 金曜日、毎
月第1水曜日、年末年始など
蔵書数 一般書519,058冊、児童書107,411冊、Y
A28,160冊、地域資料27,138冊 ほか視聴覚資料
17,263点

●中央図書館≪武蔵野市≫

域資料1,381冊 ほか視聴覚資料
※「原爆小文庫設置」

休館日 月曜日、第3金曜日、年末年始など
蔵書数 一般書127,346冊、児童書29,135冊、地

