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［ 市政の記録 6〜8月 ］6 June

市民と市長のふれあいトーク

「防災意識を高めるために

～くらしの中の防災」と題

して、市民と松下玲子武蔵

野市長が意見交換をする

「ふれあいトーク」を市役

所で開催。防災面で市政に

ご協力いただいている市民、

団体の方とさまざまな意見

交換を行いました。

1
（土）

市内三駅周辺を一斉に清掃

する美化活動に、地域の

方々、事業者、市民団体な

ど 858 名がボランティア

で参加。3 駅合わせて、可

燃ごみ約 90kg、不燃ごみ

約 60kg が集まりました。

ごみゼロデー 市内三駅周辺一斉清掃2
（日）

令和 2 年 11 月開設予定の

環境啓発施設エコプラザ

（仮称）のプレ事業として

森本千絵氏（アートディレク

ター）をお招きし、講演会

を開催。人と人をつなぐた

くさんのアイデアをいただ

きました。

エコプラザ（仮称）キックオフ講演会29
（土）

8月のできごと

アルテ親子まつり
※詳細は次頁下へ

貝がらをつかって
フォトスタンドを作ろう

自然塾キャンプ
「自然を知る 家族でキャンプ体験」

夏休み親子講座
「親子 de サイエンス」高学年講座

夏休みごみ探検隊
「自然観察とごみの行方を探ろう」

第六期長期計画策定委員会

はらっぱ防災フェスタむさしの 2019

ボッチャ武蔵野カップ 2019

水環境講座「水の学校」
夏休み小学生講座

4 日（日）

4 日（日）

10 日（土）～ 11 日（日）

17 日（土）

19 日（月）

22 日（木）

24 日（土）

25 日（日）

28 日（水）

第六期長期計画

圏域別市民意見交換会

現在策定中の第六期長期計

画の計画案に関する意見交

換会を市内三駅圏に分けて

開催しました。3 日間で延

べ 67 名が参加され、たく

さんの貴重なご意見をいた

だきました。

22
（土）

28
（金）

30
（日）

6月のできごと

市民と市長のふれあいトーク

Sports for All 吉祥寺×ラグビー
※詳細は P.28「むさしのスタイル」へ

ごみゼロデー
市内三駅周辺一斉清掃

エコマルシェ

男女共同参画フォーラム講演会

Sports for All バスケットボール

第六期長期計画
圏域別市民意見交換会

第六期長期計画
地域ワークショップ

エコプラザ（仮称）キックオフ講演会

1 日（土）

2 日（日）

2 日（日）

9 日（日）

15 日（土）

16 日（日）

22 日（土）、28 日（金）
30 日（日）

23 日（日）

29 日（土）

M U S A S H I N O  J O U R N A L

7月のできごと

夏野菜品評会

プレイスフェスタ 2019

武蔵野アール・ブリュット 2019

やさしい日本語と
多言語翻訳アプリ体験会

ゆりかごむさしのフェスティバル

武蔵野市赤十字奉仕団
結成 70 周年記念式典
※ P.10「武蔵野ヒストリー」は武蔵野市
　赤十字奉仕団の歴史

水環境講座「水の学校」特別講座

水生生物の採集と観察

参議院議員選挙投開票日

企画展「武蔵野の文化住宅と
モダニズム建築」

夏休み親子講座
「親子 de サイエンス」低学年講座

1 日（月）

4 日（木）～15 日（月・祝）

5 日（金）～ 8 日（月）

6 日（土）

7 日（日）

11 日（木）

13 日（土）

20 日（土）

21 日（日）

27 日（土）
～ 9 月 26 日（木）

28 日（日）
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7 July8 August

武蔵野アール・ブリュット

2019

第 3 回を迎えた今回は、「こ

だわり」をテーマに 8 人の

作家を紹介する企画展を実

施。そのほかにも参加型イ

ベントや監修者によるギャ

ラリーツアーが開催され、

期間中は 1342 名の来館者

でにぎわいました。

5
（金）

8
（月）

~貝がらをつかって

フォトスタンドを作ろう

むさしの自然観察園で貝が

らを使用してオリジナル

フォトスタンドを制作する

ワークショップ講座が開催

され、小学生や保護者 26

名が紙粘土を砂浜に見立て

思い思いに工夫を凝らし、

工作を楽しみました。

4
（日）

昨年までは、連続講座だっ

た「水の学校」がより参加

しやすい形式にリニュー

アル。今年から各回ごと

に参加できる特別講座を

設け、今回がその第 1 回目。

46 名が参加し、「グリーン

インフラ」について学び

ました。

成蹊大学を会場に、7 月の

低学年講座に続き「親子

de サイエンス」高学年講

座を開催。プラスチック電

池の製作や色素を使った

信号反応の実験を行い、参

加した 68 組 136 名の親子

が科学の不思議を学びま

した。

水環境講座「水の学校」特別講座13
（土）

夏休み親子講座

「親子 de サイエンス」高学年講座
17
（土）

関前公園とんぼ池の水を抜

いて行う清掃活動に合わせ

て、親子で参加できる水生

生物の採集や観察のイベン

トを実施。184 名が参加し、

ドジョウやカメの発見に、

子どもたちの歓声があがっ

ていました。

来年 3 月の「ボッチャ東京

カップ 2020」への出場権

もかかるこの大会には、子

どもから大人まで 24 チー

ムが参加し、白熱した試合

を繰り広げました。日本代

表選手による見本試合も行

われ、スーパープレーに参

加者が見入っていました。

水生生物の採集と観察20
（土）

ボッチャ武蔵野カップ 201925
（日）

８月４日、親子を対象とした「アルテ親子まつり」が初めて

開催されました。市民文化会館を普段から利用している方、

利用したことがない方にも、このイベントを機会に改めて市

民文化会館を知り、さまざまな文化活動に触れ、文化活動の

楽しさと奥深さを感じてもらうために、「造形リズム・コン

サート」や「太神楽曲芸に挑戦」など 14 のプログラムを用

意し、約 1500 名の親子が楽しい一日を過ごしました。

市民文化会館では、日ごろから子どもから大人まで楽しめる

場としてコンサートを中心にさまざまなイベントが開催され

ています。ぜひご利用ください。＊アルテ（ARTE：スペイン語で芸術の意味）は市民文化会館の愛称です。

「アルテ親子まつり」を

市民文化会館で開催


