
人口と世帯
《令和4年5月1日現在、（ ）は前月比》

人口14万8241人（59人減）　世帯数7万8589世帯（80増）
●男7万950人（29人減）　●女7万7291人（30人減）　
〔うち外国人住民数3097人（49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。

条例については「子どもの権利に
関する条例検討委員会」で検討を
行っていますが、中高生世代ワー
クショップ「Teens ムサカツ
2022 春」など子どもたちの意見
を聴きながら進めています。

▶日程： ５月 15日（日）～６月 6日（月）
▶配布： 子ども子育て支援課、各市政セン

ター・図書館・コミセン、桜堤児
童館など

▶提出方法： ５月15日（日）～６月6日（月・
必着）に市HP・郵送・ファク
ス・E メール（氏名、住所、
電話番号を明記）または直接
〒 180-8777 子ども子育て
支援課 FAX51-9417、sec-
kodomokosodate@city.
musashino.lg.jpへ。

▶日時： ①5月21日（土）午前10時
　　　　②6月1日（水）午後６時
　　　　③6月4日（土）午前10時
▶場所： ①商工会館市民会議室
　　　　②市役所 412会議室
　　　　③スイングスカイルーム
▶申込： 不要。③のみ手話通訳あり（手

話通訳希望の方は、5月 22 日
までにEメールまたはファクス
で子ども子育て支援課 FAX51-
9417、sec-kodomokosoda
te@city.musashino.lg.jpまで
要申込）

の検討を行っています
子どもの権利に関する条例

条例制定までのスケジュール

検討委員会での主な検討内容（中間報告）

●〇いじめにより子どもの権利が侵害されることを防ぐ
●〇学校をいじめのない安心できる場にしていく
●〇いじめが起きたときにそれを解決するための仕組みを整える

●〇 子どもに関係のあることを決めるときは、子どもの意見を
聴き、意見を尊重する

●〇子どもが参加することの楽しさを味わえる場をつくる

子どもの意見表明・参加

●〇 子どもが安心して、自分らしくいられるための居場所をつ
くる

●〇子どもが安心できる人とつながり、相談できる場をつくる

子どもの居場所

●〇条例に定められた子どもの権利が侵害された場合の救済を行
うため、子どもの権利擁護委員を置く

●〇権利擁護委員は、子どもの権利を守り・促進するため、必要
な制度改善の提案や普及啓発も行う

子どもの権利擁護委員（子どもオンブズパーソン）

いじめの防止

意 見 交 会換

令和３年
５月

「子どもの権利に
関する条例検討委
員会」での検討を
開始

令和４年
３月

「Teens ムサカツ
2022 春」で子ど
もの権利に関する
ワークショップを
実施

５月

検討委員会中間報
告についてのパブ
リックコメント
（意見募集）実施

12 月頃

市のつくる条例素
案についてのパブ
リックコメント
（意見募集）実施
（予定）

令和５年
２月

条例案の完成、市
議会への議案提出
（予定）

今ココ

検討委員会中間報告につい
てのパブリックコメントを
募集します

検討委員会中間
報告、パブリッ
クコメント

　「子どもの権利条約」に定められた子どもの理念に基づき、市では、「子どもの権利に関す
る条例（仮称）」の制定について検討を進めています。このたび検討委員会の中間報告を作成
しました。皆さんのご意見をお寄せください▶問：子ども子育て支援課☎60-1851

◀ 3月29日に開催した「Teensムサカツ2022
春」では、子どもの権利に関する条例をテーマ
にワークショップが行われました。

子ども（18歳未満）を権利を持つ主
体と位置付けて、大人と同じく１人
の人間として持っている権利や子ど
もならではの権利を定めています。
子どもの命と健やかな成長を守るた
め、ユニセフをはじめ、国際機関な
どが作ったこの条約に日本も平成 6
年から加わりました。

市では、「条例」をつくることで、
子どもの権利を守るまちとしての
大切なルールをずっと残していき
たいと考えています。

子どもの権利条約とは

なぜ子どもの権利に
関する条例をつくるの？

子ども向けの中間
報告（概要版）も
あります。子ども
たちからの意見も
お待ちしてます。

75周年75周年
令和 4年 11月３日に市制施行
75周年を迎えるにあたり、「市
制施行 75周年」の冠事業の冒
頭にマークを記載しています。

令和4年度
Teensムサカツ中高生世代実行委員を募集します
これからの市について意見を出し合う場「Teens ムサカツ」の中
高生世代実行委員を募集します。昨年度に引き続き「子どもの権利
に関する条例」をテーマとしたワークショップなどを実施します。
▶対象：市内在住・在学の中・高生世代の方、20名程度▶会議：
年５回程度（第１回６月 12日［日］午後 1時 30分～４時 30分）
▶そのほか：図書カード（2000円分）進呈。詳細は下記二次元コー
ド参照▶申込・問：5月29日までに市 HPまたはEメー
ル（事業名、住所、氏名［ふりがな］、電話番号、年
齢を明記）で子ども子育て支援課☎ 60-1851、sec-
kodomokosodate@city.musashino.lg.jpへ。

※ほかに地域フォーラムあり。詳細は市 HP参照
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国や都の方針変更などにより、今後の
スケジュールなどを変更する場合があ
ります。変更した場合は市ホームペー
ジや各 SNSでお知らせします。

３回目接種

４回目接種

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）

ワクチントップページ
（市ホームページ）

□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

☎ 03-6736-5604
※通話料がかかります

※5月は土・日曜含む午前８時30分～午後５時15分
※医学的な質問は、下記コールセンターをご利用ください

ワクチン
接種情報
ツイッター

４回目接種
について

ファイザー モデルナ ともに予約枠に空きがあります。
６月６日（月）以降、３回目接種の接種体制を縮小するため、接種を希望する方はお早めに接種をお願いします。

　４回目接種に向け、準備を進めています。国は60歳以上の方に加え、基礎疾患の
ある方など18～59歳の方も接種できる方針を示しました。４回目接種については、
国から接種開始時期などが示され次第、最新情報を市ホームページや各SNSでお知
らせします。３回目までの接種と異なる点もあるため、必ずご確認ください。

新型コロナワクチン
接種・予約情報

1・2回目接種

市が実施する
小児接種

３週間の間隔をおいて２回接種接種間隔・回数 注意事項 接種券に同封のお知らせを必ずお読みください

小児（５～ 11歳）の方

【集団接種】

予約方法 市インターネット予約システム、市コールセンター

予約開始日時 ５月20日（金）昼12時30分
左の二次元コード参照接種日・会場

市の集団接種会場、市内２つの
医療機関、東京都大規模接種会
場で接種が可能です。

12 歳以上の方
市が実施する
１・２回目接種

【個別接種】 ファイザー予約受付中
上の二次元コードを参照し、医療機関に電話で予約してください。

小児を対象とした集団接種の予約受付は終了しました

【個別接種】
予約方法や接種日は医療機関によって異なります。左の二次元コード参照。

小児用ファイザー
接 種 券 ５歳になる誕生月の前月末に発送

予約受付中

●5月は土・日曜も市コールセンターを開設します。
●５月16日（月）以降、市コールセンターの電話番号が変更となります。☎03‒６７３６‒５６０４

５～ 15歳のお子さんの保護者の方へ
●接種当日に保護者（親権者や後見人）の同伴が必要です。
詳細は右の二次元コードをご確認ください。

● 前後にほかの予防接種を行う場合、原則として新型コロナワ
クチン接種と 13 日以上の間隔を空けてください。 5～ 15歳の

接種について

市インターネット予約システム

予約開始日の午前９時～昼 12時
30 分はシステムメンテナンスの
ため、予約操作不可 ※通話料がかかります

※５月15日までは☎ 0570‒666‒852

☎ 03-6736-5604

市コールセンター
（ 予約開始日昼１２時３０分 以降の
  市コールセンター受付時間内）（ 予約開始日昼12時30分以降24時間予約可能）予

約
方
法

※接種当日に市インターネット予約システムから個別接種の予約をキャンセルした場合は、必ず医療
機関にも電話してください

５月16日（月）以降の新しい電話番号

５月16日（月）以降の新しい電話番号

※５月15日までは☎ 0570‒666‒852

接種券の再発行
申請について

１～３回目接種について、
接種券が届かない方や紛
失した方は、再発行申請
ができます。

　　　　　　　　　　  などについては、国から詳細が示され次第、市ホームページや各 SNSでお知らせします。予約・接種開始日時

３回目接種
について

▶対象：11月30日までに２回目接種した 12 歳以上の方
▶予約できる接種日：６月５日（日）まで

予約受付中

※２回目接種日の6カ月後の同日以降接種可能

【個別接種】・市内約50医療機関で接種可能
・予約に空きがある場合、一部日程で予約なしで接種可能【集団接種】

・平日は午後８時まで夜間接種可能
※接種日・時間は左上の二次元コード参照

【新たなお知らせ（５月 9日時点）】
・ 国は３回目接種について、５月下旬以降、接種間隔を２回目接種日から最短
５カ月に短縮する方針を示しています。国から詳細が示され次第、対象者へ
接種券を発送できるよう準備を進めています。

・ １～３回目接種について、18歳以上の方を対象に、新たに武田社ワクチン（ノ
ババックス）が薬事承認されました。今後、東京都大規模接種会場で接種可
能になる予定です。

７月 17日（日）まで予約できる接種日

５月 25日（水）昼 12時 30分予約開始日時
12月 31日までに２回目接種した 12歳以上の方予約できる方

■ 次回の予約受付情報　【個別・集団共通】

※12～17歳の方は、ファイザーのみ接種可能
※2回目接種日は、３回目用接種券で確認可能

※２回目接種日の６カ月後の同日以降接種可能
（同日がない場合は、翌月の１日以降接種可能） 市インターネット予約システム、市コールセンター予約方法

６月１１日（土）・１８日（土）・２６日（日）、７月１７日（日）接 種 日

【集団接種】 ファイザー

ファイザー

モデルナ

最新の
医療機関
一覧

【個別接種】 ファイザー（一部モデルナ）

市インターネット予約システム、市コールセンター予約方法

集団接種
スケジュール

対象者 接種間隔３回目接種日から５カ月が経過し、下記①～③のいずれかに該当する方 ３回目接種日から最短５カ月

対象者（下記日程に3回目接種した方） 申請受付開始日（予定）
1月まで 5月16日（月）
2月 5月23日（月）
3月 6月1日（水）※上記以降、３回目接種月のおおむね４カ月

後の中旬をめどに順次発送予定

① 60歳以上の方

3回目接種日 接種券発送時期（予定）
1月15日まで 5月20日（金）頃
1月16日～31日 6月10日（金）頃 ※申請方法などは市ホームページ

や各SNS、市コールセンターで
確認してください

18～59歳のうち、②基礎疾患のある方
　　　　　　　 ③ 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方

■ 接種を希望する方は、接種券発行
の申請が必要です。

※会場は右の二次元コード参照
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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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

会議名 日時 会場 傍聴・議題など 申込・問
情報公開委員
会

５月26日（木）
午後６時15分

武蔵野プレイ
スフォーラム

10名(申込順)／ＣＩＭコ
ラムについてほか

前日までに電話で
市民活動推進課
☎60-1809へ

第８期廃棄物
に関する市民
会議

５月27日（金）
午後３時

クリーンセン
ター見学者
ホール

３名程度（先着順） 申込：不要
ごみ総合対策課
☎60-1802

市立保健セン
ター機能充実
検討有識者会
議

５月27日（金）
午後７時

市役所
対策本部室

20名程度（先着順）／保健
センター増築および複合
化施設整備についてほか

申込：不要（当日受
付簿への記入あり）
企画調整課
☎60-1970

地域自立支援
協議会（親会）

５月30日（月）
午後６時30分

市役所
412会議室

10名程度（先着順）／今
年度の各部会の活動内容
についてほか

申込：不要
障害者福祉課
☎60-1904

下水道総合計
画見直し及び
下水道事業経
営の在り方等
検討委員会

６月３日（金）
午後７時

商工会館
第１・２会議室

５名程度（先着順）／計画
案の検討

申込：不要
下水道課
☎60-1868

三鷹駅北口交
通環境基本方
針の策定に向
けたワーク
ショップ

６月４日（土）
午後２時～４
時30分（予定）

芸能劇場
小ホール

10名程度（先着順）／三
鷹駅北口駅前広場と周辺
道路の今後の再整備につ
いて

申込：不要
まちづくり推進課
課☎60-1872

教育委員会定
例会

６月６日（月）
午前９時30分

市役所
412会議室

10名
（先着順）

申込：不要（当日、申込用紙への
記入あり）
教育企画課☎60-1894

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

 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。

就学援助費制度（小・中学校の
給食費・学用品費などの支援制度）

国公立小・中学校に在学する児童
生徒のいる市内在住の保護者に対
し、給食費・学用品費など保護者
が負担する費用についての助成制

度があります（所得制限あり）。
前年１年間の収入にて所得審査を
行いますが、新型コロナウイルス
感染症の影響により失業した方が
いる世帯については、失業後の収
入状況を踏まえた審
査を行います。詳細
は市HP参照▶申込・
問：教育支援課☎
60-1900

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。
●第五・井之頭小改築懇談会委員
同小学校の改築に向けて、学校施
設整備基本計画に基づき改築校の
基本計画策定および基本設計を実
施。
▶任期：第１回改築懇談会の日から
改築校に関する実施設計が終了し
た日まで▶会議の開催：令和４年度
は６回程度、５年度は２回程度（予
定）▶対象：５月15日現在、各小
学校学区内に在住する未就学児の
保護者、各校１名。各小学校学区
内に在住する18 歳以上の方、各
校１名▶選考：作文「魅力的な小
学校づくりについて」（400 字程
度）▶謝礼：1 回 1 万 2000 円▶
申込・問：５月31日（必着）まで
に郵送・ファクス・Eメール（氏名、

住所、電話番号、生年月日を明記、
作文を添付）または直接〒180-
8777 教育企画課☎ 60-1972、
FAX51-9264、sec-kyouiku@
city.musashino.lg.jpへ。

三鷹駅北口交通環境基本方針策
定に向けたオープンハウスの開催

駅前広場と周辺道路の今後の再整
備について取り組みを紹介し意見
を聞きます。
▶日時：５月28日（土）午前11時
～午後4時（予定）▶場所：かたら
いの道周辺（中町1-12-10）▶その
ほか：詳細は市HP参
照▶申込：不要▶問：
まちづくり推進課☎
60-1872

納期のお知らせ

納期内納付にご協力ください。納
期限までに納められない場合はご
相談ください。
納期限：5月 31日（火）
◎固定資産税・都市計画税（償却
資産含む）、軽自動車税（種別割）
▶問：納税課☎ 60-1828

意見を募集します
（パブリックコメント）
提出意見は原則公開し
ます。
●吉祥寺東町１丁目市有地利活用
庁内検討委員会中間のまとめ
福祉利用を条件に遺贈を受けた土
地を含む吉祥寺東町１丁目12 番
地の市有地に設置する施設につい
て、令和元年度に「吉祥寺東町１
丁目市有地利活用検討委員会」の
報告を受けました。令和３年度から
庁内検討委員会を設置し、公民連
携も視野に事業内容、事業主体、

事業手法などの検討を進め、この
たび中間のまとめがまとまりました。
▶配布：市役所案内・資産活用課、
各市政センター・図書館・コミセン
▶閲覧：市HP▶提出方法：５月16
日（月）～30日（月・必着）に郵
送・ファクス・Eメール（氏名、住
所、電話番号を明記）で〒180-
8777資産活用課FAX51-5638、
sec-shisankatsuyou@city.
musashino.lg.jpへ▶問：資産活
用課☎ 60-1973
●市民意見交換会
▶日時：①５月18日（水）午後2時
30分②５月19日（木）午後2時30
分▶場所：①公会堂第1会議室②
総合体育館大会議室▶申込：不要
▶問：資産活用課☎60-1973

新型コロナウイルス感染症

☎60-1916
自宅療養者支援センター自宅療養者支援センター

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

① 食料品・日用品の支援
② 安否確認
③ 自宅療養に伴う心配事などの相談

▶日程：9 月 22 日（木）まで▶場所：市役
所案内、各市政センター・図書館、市民社協、
国際交流協会▶送金先：日本赤十字社▶問：
地域支援課☎ 60-1941

ウクライナ人道危機救援金
募金箱設置期間を延長します

春の褒章と叙勲

【瑞宝大綬章】 大
おお

野
の

恒
こう

太
た

郎
ろう

（多年にわたり検事総長等としてそ
の重責を果たした）

【瑞宝大綬章】 横
よこばたけ

畠 裕
ゆうすけ

介（多年にわたり内閣法制局長官等として
その重責を果たした）

【瑞宝重光章】河
か わ い

合 健
けん

司
じ

（裁判官功労）
【瑞宝小綬章】小

お の

野満
みつ

禎
てい

子
こ

（教育功労）
【瑞宝小綬章】西

にしざわ

澤 邦
くにかず

和（海上保安功労）
【瑞宝小綬章】福

ふく

地
ち

一
はじめ

（総務省行政事務功労）

【瑞宝双光章】島
しま

田
だ

敦
あつ

夫
お
（防衛功労）

【黄綬褒章】　  高
こうむら

村 伸
のぶひこ

彦（業務精励［建設揚重業］）
【藍綬褒章】　  渡

わたなべ

邉 芳
よしひろ

弘（消防功績）

叙　勲

褒　章

危険業務従事者叙勲

春の褒章と叙勲が行われ、市内で下記
の方が受章されました（敬称略）。
おめでとうございます。
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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（消せるボールペン不可）

区分 障害名 障害の程度など
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 １級または２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸

１級または３級

免疫、肝臓 １級から３級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第２項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、肝臓

特別項症から第３項症

介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護５

区分 障害名 障害の程度など
身体障害者手帳 上肢または視覚 １級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症から第２項症

表２　代理記載による投票ができる方（表１に該当する方で下表にも該当する方）

表１　郵便などによる不在者投票ができる方

表1に該当する方は、自宅などから郵送で不在者投票ができます。また、
表 1・2の両方に該当する方は、事前に指定した代理人が投票の記載を
する代理記載の制度があります。郵便などによる不在者投票制度を利用
するにはあらかじめ選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要
です。詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください▶申込・
問：事前に「郵便等投票証明書交付申請書」（市HPから印刷または同事
務局まで連絡）を郵送（代理人などによる使達も可）で〒 180-8777
選挙管理委員会事務局☎ 60-1893へ（ファクス不可）。

道路にはみ出した庭木のせん定
をお願いします

‼

樹木の枝葉が伸びすぎて道路には
み出すと、通行の妨げになり、交
通事故の原因になることもあります。
庭木・生垣の管理をしている方は、
早い時期にせん定をお願いします▶
問：道路管理課☎ 60-1857

市民活動団体のクラウドファンデ
ィング活用支援補助金申請受付

NPO・市民活動団体が公益事業
でクラウドファンディングを行う
場合、サイト手数料の全額を補助。
▶対象：市内で活動する非営利団
体▶そのほか：1 団体年度１回、
手数料の全額（上限 10 万円）。
詳細は募集要項（市民活動推進課
で配布。市HPに掲載）参照▶申込・
問：事前相談のうえ、5月 30 日
以降に必要書類をEメールまたは
直接市民活動推進課
☎ 60-1830、npo@
city .musashino.
lg.jpへ。

令和３年に市内で起きた自転車事故のうち、出会い頭の交通事故が
全体の約 37％、右左折時の事故が約 10％となっています。自転車
を安全に利用して事故を防止するためにも、交通ルールを再確認し
ましょう▶問：交通企画課☎ 60-1860

減らそう！自転車事故

令和３年に起きた交通事故のうち
自転車が関与した事故の割合

東京都　 　43.6％
武蔵野市　 63.3％

一時停止標識がある場所のほか、
見通しの悪い場所などでは、
「もしかして…」の気持ちで
安全確認をしましょう。

①一時停止の標識・標示のある場所では、
停止線で必ず一時停止

②左右の安全確認ができるところまで
ゆっくり前進し、再度停止

③前後左右の安全確認を行ってから通行

★車道の左側を通行しましょう！

★交差点では一時停止と安全確認をしましょう！

＜交差点を通行するときの安全確認方法＞

NPO 法人の公益活動経費補助
金申請受付

講演会・シンポジウムなどの開
催、調査活動などの費用の一部を
補助。
▶対象：市内に事務所を置くNPO
法人▶費用：無料▶選考：書類審
査、公開プレゼンテーション（６月
18日［土］、市民文化会館会議室、
申請事業について10 分程度）。詳

細は募集要項（市民活動推進課で
配布。市HPに掲載）参照▶その
ほか：１団体年度１回、上限 20万
円。助成対象外経費あり▶申込・
問：５月30日～６月６日に申請書・
必要書類を郵送・E メールまたは
直接〒180-8777 市
民活動推進課☎ 60-
1830、npo@city.
musashino.lg.jpへ。

参議院議員選挙（７月１０日想定）が行われます
郵便などによる不在者投票制度の証明書交付申請はお早めに

既存施設を大規模
改修して EV（エ
レベーター）な
どを増築する案
（ホール内部も一
部改修）

改善案Ⅰ
パークエリア
のまちづくり
が進展するま
での間に使用
するために建
て替える案

改善案Ⅲ

▶問：市民活動推進課☎ 60-1831

駐車場
（地上３階)

既存ホール棟
（地上２階/地下１階)

棟
室
議
会
存
既

階
１
下
地
／
階
５
上
地
（

)

EV・トイレ
増築棟

会議室棟を南側
に改築し、通り
沿いにオープン
スペースを設け
る案（ホール内
部も一部改修）

改善案Ⅱ
既存ホール棟
（地上２階/地下１階)

新会議室棟

駐車場

オープン
スペース

（地上２階/地下１階)

棟
理
管
新

階
１
下
地
／
階
１
上
地
（

)

駐
輪
場

新公会堂

駐車場オープン
スペース

（地上３階/地下１階)

駐
輪
場

の改修等のための公会堂公会堂 検討を進めますを進めます

■会議　第 1回会議…６月 2日（木）午後 6時 30 分、公会堂第１会議室、現状の課題・まちづくりとの関係についてなど／傍聴 10名（申込順）
／前日までに市民活動推進課☎ 60-1831へ。

５月は
自転車月間

文化施設整備計画で示した３つの改善案

　武蔵野公会堂は、吉祥寺駅から近く、多くの市民の皆さんにご利用いただいています。ホールは市民の発表の
場でもあり、引き続き市民文化の交流・発信拠点としての機能を有していくことが期待されていますが、給排水
管などの設備の老朽化や、エレベーターの未設置などのバリアフリー化の遅れ、リハーサル室や控室の不足とい
った課題もあります。
　令和４年３月に策定した武蔵野市文化施設整備計画では、吉祥寺駅南口パークエリアのまちづくりの課題があ
る中で、安全に安心して公会堂を使い続けられるよう、今後の更新方針を検討するため、３つの改善案を提示し
ました（詳細は右記二次元コード参照）。
　今年度は、この改善案の具体的な検討を進めるため、有識者会議を設置するとともに、市民ワークショップな
どにおいて、市民の皆さんから利用上の課題やニーズなどの意見を伺います。有識者会議や市民の意見を踏まえ、改修などの基本
計画を策定していく予定です（有識者会議の委員は市報６月１日号でお知らせします）。
　またこの検討と並行して、公会堂が立地する吉祥寺駅南口パークエリアの将来的なまちづくりについて、今年度、公会堂を使っ
た社会実験なども行いつつ、まちの将来像（試案）の検討を進めます。
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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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

▶対象：市内在住・在勤・在学の
方▶講師：齋藤瑞枝（武蔵野農業
ふれあい村）▶費用：無料▶その
ほか：各会場 200 苗。5月 28 日
（土）からむさしのエコ re ゾート
で 100 苗配布。1世帯 3苗まで、
先着順。緑のカーテンレポータ
ーの中から環境の学校Green プ
ロジェクトの受講生を別途募集。
詳細は市HP参照▶申
込：不要▶問：環境
政策課環境啓発施設
係☎ 60-1945

今後の市民活動促進のあり方の方向性を示す計画を
策定しました▶問：市民活動推進課☎ 60-1830

「第二期市民活動促進基本計画」
が完成しました

▶配布：市民活動推進課、各市政センター・図書館・
コミセン。市HPに掲載

6月1日は「人権擁護委員の日」
特設人権相談を実施

市の人権擁護委員による面接相談
（1人 60分）。
▶日時：6 月 1 日（水）午後 1
時～ 4 時▶場所：市民活動推進
課相談室▶費用：無料▶そのほ
か：人権擁護委員は、法務大臣か
ら委嘱され、地域で人権思想を広
め、人権侵害が起きないように見
守るなどの活動を行っています▶
申込・問：前日までに市民活動推
進課☎ 60-1829へ。

スマートフォン決済アプリを利用
して市税などを納付できます

市が発行する納付書に印字されて
いる、コンビニ収納用バーコード
を読み取ることで、いつでも、ど
こでも、キャッシュレスで納付が
できます（30万円以下のみ）。

▶そのほか：詳細は市HP参照▶
問： 納 税 課 ☎ 60-
1827、保険年金課☎
60-1913、高齢者支
援課☎ 60-1845

全国瞬時警報システムＪアラート

動作確認のため、内閣官房から配
信された情報が市内防災行政無線
屋外スピーカーから一斉に放送さ

れます。災害の発生状況、気象状
況によっては、国の判断により中
止となります。
▶日時：５月 18 日（水）午前
11 時ごろ▶放送内容：チャイム
→「これは J アラートのテストで
す」を 3 回→「こちらは防災む
さしのです」→チャイム▶問：安
全対策課☎ 60-1916

野鳥への給餌は控えましょう

ドバトなどの野鳥は自然の中で雑
草や樹木の種や芽などを食べてい
ます。過度な給餌の結果、栄養状
態が良くなり一年に何度も繁殖し
たり、数が増えすぎることで市内
でも糞害などの生活環境被害が発
生しています。野鳥は自然のまま
の状態でいることが本来の姿です
ので、ご協力ください。また、市
内でも外来種のワカケホンセイイ
ンコの群れが見られ、糞害や鳴き
声の相談が寄せられています。餌
場があると定住する恐れがあるの
で、給餌行為は控えましょう▶
問：環境政策課☎ 60-1842

スズメバチなどの巣の駆除助成
と駆除用具の貸し出し

スズメバチなどの巣を自分で駆除
する方に、専用駆除スプレーを無
料で貸し出します。自主駆除が困
難な場合は、市が指定する専門
業者（井之頭造園協同組合☎ 21-
9261) に依頼してください。費
用の一部を助成します。６月末ま
での早期の巣は小さいため、駆除
費用が少なく済みます▶問：環境
政策課☎ 60-1842

助成額 本人負担額
スズメバチ 9200円 9500 円
６月末まで 6850円 8000 円
オオスズメバチ 25700 円 9500 円
そのほかのハチ 4400円 5500 円

▶申込・問：市HPまたは二次元コードから選挙管理委員会
事務局☎ 60-1893へ。
職種／
人数

当日投票事務補助／ 100名程度（選考あり、定員に達し次第終了）

業務／
応募資格

前日：投票所設営（軽作業）、当日：投票事務（投票用紙交付、誘導案内）
／大学生・大学院生・短大生・専門学校生（留学生不可）で下記①～③の
すべてに出席できること

勤務場所
／日時

① 説明会：６月 25日（土）午前 10時～正午、午後２時～４時、26日（日）
午前 10時～正午、午後２時～４時のいずれか 1回／市役所
② 前日：７月９日（土）［想定］午前８時 30分～午後８時の間で市指定
の２時間／市指定の投票所
③ 当日：７月 10日（日）［想定］午前６時 30分～午後９時 30分／②
と同じ投票所

報酬 合計 2万 1791円
そのほか 選挙期日は想定のため、変更の場合あり。確定次第、市HPなどに掲載

参議院議員選挙（７月 10日想定）の選挙事務学生アル
バイト募集

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

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５年
３月31日まで（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

所属・職種・人数 業務・応募資格 勤務・報酬など 選考

下
水
道
課

一般事務
1名

会計事務、契約事務、
庶務事務など／PC

7月1日もしくは8月1日～（応相談）／
週5日（月～金曜）午前9時～午後5時
／月額21万400円／期／交／社／
共

書類審査、
筆記、面接：
6月6日（月）

▶申込・問：5月25日（水・必着）までに市販の履歴書（写真貼付）を郵送または直接〒180-8777
下水道課☎60-1914へ

緑のカーテンレポーター＆環境の学
校Greenプロジェクト受講生募集

緑のカーテンとな
るゴーヤの育成に
関する公開講座。
成育状況、遮熱効
果などをレポート
していただける方
にゴーヤ苗を配布。
▶日時：①５月 28 日（土）②５月
29日（日）③６月５日（日）、午
前 10時～午後３時（各回同内容）
▶場所：①中央図書館②イトーヨ
ーカドー武蔵境店③アトレ吉祥寺

成人式実行委員を募集していま
す

令和５年１月９日（月・祝）に開
催する成人式の実行委員を募集し
ます。
▶対象：市内在住・在学・在勤で
平成 14 年４月２日～平成 15 年
４月１日生まれの方、10 名程度
▶そのほか：第１回実行委員会

は６月中旬予定▶申込・問：Ｅ
メール（申込要領参照し、Ｅメ
ールアドレスも明記）または電
話で生涯学習スポーツ課☎ 60-
1902、sec-syougaku@city.
musashino.lg.jpへ。

ふるさと歴史館
企画展「武蔵野の異界」

武蔵野の自然
や村、盛り場
などの異界を
紹介。
▶日程：５月
14 日（土）～
７月14日（木）
▶費用：無料
▶問：ふるさ
と 歴 史 館 ☎
53-1811

勧進留札（市保
管井口家資料）

ふるさと歴史館に紙芝居一座が
やってくる（第１回）

武蔵野にまつわる昔話の紙芝居を
６本口演。開催中の展示に合わせ
た話を予定。
▶日時：5 月 29 日（日）午後 1
時 30 分～２時 30 分▶場所：ふ
るさと歴史館▶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
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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（消せるボールペン不可）

スイムフォームチェック

水中から撮影した映像をもとに理
想とするフォームのアドバイスを
行います。
▶日時：６月 29 日（水）午後７
時 30 分～９時▶場所：温水プー
ル▶対象：15 歳以上（妊婦、中
学生を除く）、10名▶講師：藤村
水泳教室▶費用：1500 円▶その
ほか：映像のダビングサービスあ
り。当落一緒は家族のみ可。詳
細 は https://www.musashino.
or.jp/ 参照▶申込・
問：5 月 31 日（ 必
着）までに総合体育
館HP・ハガキ・ファ

　　　 市民体育大会
ラグビー（成人）７人制大会
▶日時：5 月 29 日（日）正午、
雨天中止▶場所：陸上競技場
フィールド▶対象：市内在住・在
勤・在学の18歳以上の方、1チー
ム 12名以内▶費用：1 人 100 円
（保険料・当日集金）▶そのほ
か：詳細は https://musashino-
taikyo.jp/ 参照▶申込：5 月 15
日～ 24日に直接体育協会☎55-
4119へ▶問：ラグビーフットボー
ル協会・田川☎090-8877-4492

クス（要受信確認）（申込要領参
照し、性別、年齢、生年月日、在勤・
在学者は勤務先・学校名も明記）
または所定の申込用紙（同館で配
布）で総合体育館☎ 56-2200、
FAX51-5493へ。

野外活動センター
サーフィン

オリンピック種目のサーフィンを
聖地九十九里で体験しよう。
▶日時：６月 25 日（土）午前７
時三鷹駅集合・午後７時解散▶場
所：千葉県九十九里町▶対象：中
学生～ 65 歳の方、20 名（超え
た場合抽選）。最少催行 10 名▶
講師：ラ・メールサーフショップ
▶費用：1 万 2000 円▶持ち物：
昼食▶申込・問：５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、生年月日、
市内在勤・在学者は
勤務先・学校名も明

緑の創作園オープンガーデン

ラベンダーなど花が見ごろです。公
園内の散策を楽しんでください。

・「▶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。

消費生活講座
「健康食品にご注意を！」
表示ルールや
過剰摂取のリ
スクについて。
▶日時：６月
23 日（木）午
前 10 時 ～ 11
時 30 分 ▶ 場
所：①商工会館市民会議室②オン
ライン（Zoom）▶対象：市内在
住・在勤・在学の方、45 名（超
えた場合抽選）▶講師：森田満樹
（消費生活コンサルタント）▶費
用：無料▶託児：１歳～未就学児、
５名（超えた場合抽選）▶申込・
問：5 月 31 日（必着）までに市
HPまたはハガキ（申込要領参照
し、年齢、受講方法①②、Eメー
ルアドレス、在勤・在学は勤務先・
学校名、託児希望は子の氏名［ふ
りがな］・生年月日・
性別も明記）で消費
生活センター☎ 21-
2972へ。

武蔵野プレイス大人の学び場
「今すぐできるダンドリ術」
20・30 代のう
ちから段取り
の重要性を学
び、社会で生
かせる教養を
身に付けます。
▶ 日 時：6 月

25 日（土）午後６時～８時▶場
所：オンライン（Zoom）▶定員：
30 名（市内在住・在勤・在学者
優先し、超えた場合抽選）▶講師：
飯田剛弘（ビジネスファイターズ
合同会社代表）▶費用：1000 円
▶申込・問：６月 12 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、
g r - s y o u g a k u@
musashino.or.jp
へ。6 月 14 日 か ら
当落通知。

市民活動啓発事業映画上映
「もったいないキッチン」

食品ロスをテーマに身近な課題解
決への取り組みと自分ができる活
動を考えるドキュメンタリー。
▶日時：６月 12 日（日）①午前
10 時 30 分～午後 0 時 15 分②
午後２時～３時 45分③７時～８
時 45 分▶場所：武蔵野プレイス
フォーラム▶対象：中学生以上、
各回 30 名（市内在住・在勤・在
学者優先し申込順）▶費用：無料
▶申込・問：電話・Eメール（申
込要領参照し、①②③の希望時
間、市内在住・在勤・在学または
市外を明記）または直接武蔵野プ
レイス市民活動カウンター☎ 30-
1903、gr-shikatu@musashino.
or.jpへ。市外の方は６月２日か
ら申込可。

▶日時：5 月 21 日（土）午前 10
時～午後 0時 30 分、小雨実施▶
場所：緑の創作園（八幡町 3-2）
▶共催：M's Garden みどりの
食いしん坊▶そのほか：ハーブ
ティーは中止。20 周年記念ラベ
ンダー 200 鉢（１グループ１鉢、
同伴者にはハーブ苗か花苗）など
プレゼント▶申込：不要▶問：緑
のまち推進課☎ 60-1863

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DO SPORTS!をご覧ください。（公
財）武蔵野文化生涯学習事業団野外
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

一時保育（6月分）

体育施設利用者、スポーツ教室参
加者のお子さんを一時保育しま
す。
▶日時：月・火・水（15日を除く）・
木・金曜午前 9 時～午後 1 時▶
対象：１歳以上の未就学児、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。

時～４時▶場所：商工会館市民会
議室▶定員：40 名▶講師：清田
隆之（恋バナ収集ユニット桃山商
事代表）
③団体企画　幼児期から思春期ま
で　明るく伝えよう、生と性のこと：
子どもが幸せに感じ、相手も尊重
できる人に育つために、明るく伝
えるヒントを学ぶ。
▶日時：６月 18 日（土）午後２
時 30 分～４時 30 分▶場所：総
合体育館大会議室▶対象：大人、
50 名▶講師：直井亜紀（ベビケ
ア推進協会代表理事）
④団体企画　令和時代の地域アク
ション 地域防災×ジェンダー×教
育：固定化した役割を見直す。事
例発表と講演から自分たちができ
ることを考える。
▶日時：６月 26 日（日）午後 1
時 30 分～４時▶場所：武蔵野プ
レイスフォーラム▶定員：60 名
▶講師：小山内世喜子（男女共同
参画地域みらいねっと代表理事）
⑤団体企画　性の多様性の観点か
ら考えたいこと＆暮らしの無料相
談会：法律や条例、パートナーシッ
プや相続に関する相談事例などの
解説と無料相談。
▶日時：７月２日（土）午後２時
～４時▶場所：市民会館集会室▶
定員：60 名▶講師：田中勉（東
京都行政書士会武鷹支部支部長）
⑥登録団体パネル展：同センター
登録団体の活動を紹介します。
▶日程・場所：6 月 15 日（水）
～ 21 日（火）…市役所ロビー、6
月 24 日（金）～ 26 日（日）…武蔵
野プレイスギャラリー（時間は市
HPで確認）

男女共同参画フォーラム2022
【共通】▶費用：無料▶託児：６
カ月～未就学児、①②⑤ 10 名③
5名④２名（市内在住者優先し、
超えた場合抽選）、6 月①④ 13
日②⑤ 20日③ 6日までに要申込
▶定員：申込順▶申込・問：①～
⑤ 5月 16 日からＥメール（申込
要領参照し、託児希望は子の氏
名［ふりがな］・月齢、⑤無料相
談希望の有無も明記）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HPから申込可。
⑥不要
①男女平等とサステナブルな社会
知識と意識をアップデート：10 年
後の未来、世界のどこにいても幸
せに生きるため
に、どう考え行
動したらよいか考
える。
▶日時：６月
25 日（土）午
後２時～４時
▶場所：スイングホール▶定員：
60 名▶講師：大崎麻子（Gender 
Action Platform 理事）▶その
ほか：手話通訳あり（６月 15 日
までに要申込）。
②男らしさの鎧

よろい

にさよなら：俺た
ちから「私」と
いう個人を生き
る生き方にシフ
トした講師に話
を聞く。
▶日時：７月３
日（日）午後２

75周年75周年

75周年75周年

ⒸUNITED PEOPLE
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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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

二俣尾駅改札集合・解散）▶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）▶対
象：市内在住・在勤・在学の小学
生～大人（中学生以下は保護者同
伴）、15名（超えた場合抽選）▶
費用：無料▶持ち物：汚れてもよ
い服装と履きなれた靴、昼食▶協
力：エンジョイ・フォレスト女性
林研▶申込・問：6 月 3日（必着）
までに Eメールまたはハガキ（申
込要領参照し、E メールアドレ
ス、在勤・在学者は勤務先・学校
名・学年、中学生以下は保護者
氏名も明記）で〒 180-8777 緑
のまち推進課☎ 60-1863、sec-
midori@city.musashino.lg.jp
へ。

菊づくり講習会

優秀苗実費提
供。車での来
館不可。
▶ 日 時：6 月
4 日（土）午
後 2 時～ 3 時
30 分▶場所：
JA 東京むさし
武蔵野新鮮館 2階（西久保 1-18-
10）▶費用：無料▶申込：不要▶
問：千秋会☎ 51-8377、緑のま
ち推進課☎ 60-1863

失語症会話パートナー養成講座 
Ａ養成コース・Ｂ基礎コース

失語症のある方への会話のかけ橋
となるボランティアの養成講座。
Ａ…全 7回、Ｂ…全１回
▶日時：①A・B共通…６月４日
（土）午後１時～４時②A…６月
25 日（土）～８月 27 日（土）の午
後・全6回▶場所：①スイングレ
インボーサロン②市民社協、市内
福祉施設ほか▶対象：市内在住・
在勤・在学で 18歳以上の方、Ａ
４名・Ｂ 20名▶講師：言語聴覚
士▶費用：Ａ実費負担、Ｂ無料
▶持ち物：筆記用具▶主催：武蔵
野市▶申込・問：５月 20日（必
着）までに往復ハガキ（申込要領
参照し、在勤・在学者は勤務先・
学校名［所在地と電話番号］、A・
Bの希望も明記）でボランティ
アセンター武蔵野☎ 23-1170、
FAX23-1180へ。

健康講座「コロナ禍で、あなた
の骨！弱っていませんか？」

骨粗しょう症を予防するための講
座。骨を強くする簡単な体操も紹
介。

▶日時：６月18日（土）午前10時
～11時30分▶場所：スイングレ
インボーサロン▶対象：市内在
住・在勤・在学の方、50名（申込順）
▶講師：中村久美子（保健師）▶費
用：無料▶持ち物：筆記用具、飲
み物▶申込・問：電
話・市HPから電子申
請または直接健康課
☎51-7006へ。

市民会館料理講座
「簡単、かわいい、和菓子体験」

練り切りで紫陽花を作ります。
▶日時：６月 18 日（土）午前
10 時～正午▶場所：市民会館講
座室▶対象：市内在住・在勤・在
学の高校生以上の方、16 名（初
参加者優先し、超えた場合抽選）
▶講師：鳥居満智栄（創作和菓子
研究家）▶費用：1000 円（材料
費）▶持ち物：エプロン、マス
クなど▶申込・問：6 月 6日（必
着）までに往復ハガ
キ（申込要領参照）
または返信用ハガキ
を持って直接市民会

市政情報は、
こちらからもチェックできます
さまざまな方法で情報を発信しています▶問：秘書広報
課☎ 60-1804

月２回発行。全戸配布のほか、市の施設、JR ３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。

J：COMチャンネル武蔵野・三鷹にて毎日 4回放映中の市広報番
組です。武蔵野市の行政の動きや取り組み、市主催の事業などを紹
介しています。
▶日時：毎日、午前 9時 15分・正午・午後 8時 15分・10時（各
15分）※ 5月 28日（土）は放送時間が変わります。午前 7時 15
分・午後 6時・8時 15分・10時

市政広報番組「マイシティむさしの」では、市政情報をお届けして
います。平日午後 1時 30分からの生放送には、毎回市職員や関係
団体の職員、コミュニティセンターの方などが 10 分程度出演し、
生放送を行うゲストトークのコーナーがあります。災害時には緊急
放送も行います。
▶日時：月～金曜…午前 9時 30分・午後 0時 15分・1時 30分・
4 時 45 分・6 時 30 分・9 時 30 分／土曜…午前 9 時 30 分・11
時 45 分・午後 0 時 45 分・3 時 30 分・4 時 45 分・6 時 30 分／
日曜…午前 9時 30分・11時 45分

「子ども・子育て」「イベント情報」「相談窓口」など知りたい（欲しい）
情報を簡単に調べられます。
◆友だち登録方法
右記二次元コードまたは LINE アプリのホーム画面か
ら「武蔵野市」または「@musashinocity」を検索。

ツイッターフェイスブックhttp://www.city.musashino.lg.jp/
http://www.city.musashino.lg.jp/m/（携帯電話版）

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

年４回発行（３・６・９・12月）。
市政の情報や課題、地域の情報などにつ
いて掘り下げて紹介。市内３駅、公共施
設、医療機関、理・美容院などで無料配布。
春号のみ全戸配布しています。

イベントやお知らせなどを随時紹介。

◎市ホームページ

◎季刊むさしの

◎むさしの防災・安全メール

◎市報

◎公式 LINE

◎公式フェイスブック・ツイッター

◎ケーブルテレビむさしのシティニュース（11ch）

◎むさしの FM（78.2 メガヘルツ）

館☎51-9144へ。市HPから申込
可。

学生のための国際理解講座

①外国につながる子どもの現状と
課題②多文化共生とコミュニケー
ション。
▶日時：① 5月 26 日（木）② 6
月 1日（水）午後 6時 30 分～ 8
時▶場所：スイングスカイルーム
▶対象：大学生・大学院生・専門
学校生、15名（申込順）▶講師：
ピッチフォード理絵（青少年自立
援助センター）、留学生ほか▶費
用：無料▶そのほか：重複申込可
▶申込・問：2 日前までに国際交
流協会 HP https://mia.gr.jp/ か
ら同協会☎ 36-4511へ。

森の市民講座「簡単で楽しい木
工細工と沢遊び」

東京の森の現状の話、簡単な木工
細工、沢遊び。
▶日時：６月 26 日（日）午前
10 時 30 分～午後 4 時ごろ（JR
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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（消せるボールペン不可）

楽しくありながらも忙しい子育
ての中で、本当に必要な情報を自
分で探し出すのは大変。むさしの
すくすくナビはそんな保護者の
方をお手伝いするツー
ルです▶問：子ども子
育て支援課☎ 60-1851

　　保育園であそぼう

▶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）

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：記載
のあるもの以外無料▶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

プレママのひろば・
　　あかちゃんのひろば
▶申込：5月16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

●精華第一保育園 ☎54-3854
▶日時：5月21日（土）午前9時30分
～10時15分プあ

●北町保育園 ☎21-6681
　 ▶日時：5月26日（木）午前10時30分
～11時15分プあ

●西久保保育園 ☎51-5307
　 ▶日時：5月26日（木）午前10時～11時
プあ

●桜堤保育園 ☎52-4671
▶日時：6月2日（木）午前10時～11時
▶場所：桜堤児童館多目的室▶申込：
要 あ

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

●樫の実幼稚園 ☎22-0788
　 園庭開放▶日時：6月8日（水）午後1
時30分～3時30分

●武蔵野相愛幼稚園 ☎43-5260
　 たまごの会▶日時：6月15日（水）午
後1時30分～3時▶対象：2歳以上
の未就園児と親▶申込：☎

子育て支援施設
▶対象：①②市内在住の方。3歳児
対象事業は令和4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：②5月16日午前10時から電
話または直接各施設へ

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

●coco（0歳）コースと同時開催
　プレパパ・プレママのひろば
▶日時：6月14日（火）午前10時～
10時45分▶対象：0歳と親、10組。
妊婦、3組▶内容：親子遊びと話タ
イム▶申込：要

●ico（1歳）コース
▶日時：6月8日（水）午前10時～10
時45分▶対象：1歳と親、10組▶内
容：いこっとのおもちゃで遊ぼう▶
申込：要

●nico（2歳）コース
▶日時：6月24日（金）午前10時～
10時45分▶対象：2・3歳と親、10組
▶内容：おさかなを作って遊ぼう▶
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：月・日曜、祝日

●オンラインマタニティヨガ
　 ▶日時：6月5日（日）午前10時30分、
7月20日（水）午後1時15分▶対象：
妊婦、10名▶講師：大坪三保子、大田
静香▶申込：HP

● お迎え付き　ふたごちゃんみつご
ちゃん優先の日

　 ▶日時：5月27日（金）午後1時～3時▶
対象：多胎児の親子、3組▶そのほか：
送迎のサポートあり▶申込：☎

●オンラインスプーン灸講座
　 ▶日時：5月27日（金）午前10時30分
▶対象：子育て中の親子、10組▶講
師：福里真希▶申込：HP

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

●おもちゃ病院
　おもちゃを預かって修理します
　 ▶日程：5月19日（木）～27日（金）▶
対象：市民（1家族1点、上限に達し次
第受付終了）▶申込：事前に電話（午
前10時～午後4時）で来館日予約

●すみれ幼稚園 ☎22-2701
　 幼稚園で遊ぼう▶日時：6月11日
（土）午前10時30分～11時30分▶対
象：入園希望の2・3歳児、10組▶持
ち物：上履き、水筒▶申込：☎

●けやき幼稚園 ☎52-2186
　 ミニ見にシアター▶日時：6月8日・
22日（水）午後1時～2時▶対象：2・
3歳児と親▶費用：1人100円（おや
つ・教材費）▶申込：☎

●聖泉幼稚園 ☎53-3374
　 園庭開放▶日時：6月15日（水）午後
2時～3時

●みやま幼稚園 ☎51-6029
　 園庭開放▶日時：6月15日（水）午後
2時～3時▶対象：満2歳以上の未就
園児と親▶申込：6月1日から☎ま
たは園HP

●武蔵野東第一幼稚園 ☎51-3640
　 なかよしクラブ▶日時：6月17日
（金）・27日（月）・28日（火）午前10時
～11時▶対象：令和5年度入園適齢
児▶申込：園HP

●武蔵野東第二幼稚園 ☎53-4367
　 わくわくデー▶日時：6月11日（土）
午前▶対象：令和5年度入園適齢児
▶申込：園HP

　 ＨＰＶワクチンのキャッチアッ
プ接種を実施しています

３回接種が完了していない方の接
種を実施しています。希望者は予
診票を要申請。期限切れの予診票
も利用可（再申請不要）。
▶実施期間：令和７年３月31日
まで▶場所：市内指定医療機関▶
対象：３回接種が完了していない
平成９年４月２日～平成18年４
月１日生まれの女子▶費用：無料
▶そのほか：詳細は
市HP参照▶申込・問：
電話・電子申請・郵送
または直接健康課☎
51-0700へ。

　 1 歳ごはん教室

1 歳ごろの食事・歯の手入れ・子
どもとの関わり方の話。試食やグ
ループトークはありません。

▶日時：６月 10 日（金）午前
10時15分～11時20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
のみ）、23組（申込順）▶費用：
無料▶持ち物：母子健康手帳・筆
記用具▶申込・問：
５月 31 日までに電
子申請で健康課☎
51-0700へ。

　 もぐもぐ教室（離乳中期）

離乳食・口の手入れの話。2グルー
プ制。離乳食サンプルあり。
▶日時：6月 14 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 10 月～ 12 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：
6月 4 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700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：7月 4日（月）午前 9時
30 分～ 11時 30 分▶場所：保健
センター▶対象：保健センターで

●吉祥寺東町すみれ保育園☎20-6640
お楽しみ会▶日時：5月25日（水）午
前10時

●精華第一保育園 ☎54-3854
　 一緒に遊ぼう▶日時：5月24日（火）
午前9時40分～10時10分▶対象：0
歳児と親

●ふじの実保育園 ☎55-2525
園庭で一緒に遊ぼう▶日時：5月28
日（土）午前10時～11時▶対象：2
歳児～未就学児と親

●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

●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▶申込：要

●ニチイキッズ武蔵野やはた保育園
☎60-2015

　 えいごで遊ぼう▶日時：5月25日（水）
午前10時▶対象：未就園児と親

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

●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▶対象：未就
園児と親

●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

の 1 歳 6 カ月児健康診査（保育
相談・歯科健診）を受診した後～
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▶申込・問：6
月 23 日までに電子
申請で健康課☎ 51-
0700へ。
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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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

　 土曜学校「サイエンスクラブ」

驚き・感動・発見がたくさん。研
究員大募集。君もサイエンス博士
だ。
▶日時：各開催日の午前 10 時～
正午▶場所：大野田小理科室（吉
祥寺北町 4-11-37）、野外学習▶
対象：市内在住・在学の小学５年
～中学１年生、40 名（超えた場
合抽選）▶講師：小林光信、小学
校教員ほか▶費用：3000 円（教
材費）▶そのほか：第１回目に保
護者会あり▶申込・問：５月 27
日（必着）までに電子申請・往復
ハガキ（申込要領参照し、学校名・
学年・保護者氏名も明記）または
返信用ハガキを持っ
て直接〒 180-8777
生涯学習スポーツ課
☎ 60-1902へ。

回 日　　程 内　　　容

1 ６月18日 開講式　紙コプターを
作って遊ぼう

2 ７月２日 井の頭公園で生き物にふ
れてみよう

3 ７月９日 偏光板で光の不思議を楽
しもう

4 ９月3日 過冷却って何だろう？

5 ９月17日 偏心モーターカーを作ろ
う

6 10月1日 ミラクルアクアリウムを
作ろう　

７ 10月８日 もくもくスポンジを作ろ
う

８ 10月22日 サイエンスフェスタの準備だ！ア・ラ・カルト

９ 11月３日 むさしのサイエンスフェ
スタ2022

10 11月26日 紙コップの中でスーパーボールを作ろう　閉講式

　 0123 施設の開館時間延長を試
行します

施設運営の検討のため、6月1日
（水）～8月31日（水）の間、各施設
の開館時間を1時間延長し、午前9
時～午後5時とします。試行後に利
用者へのアンケートを実施します。
▶場所：0123 吉祥寺、0123 は
らっぱ▶問：子ども協会事務局☎
36-0673、子ども子育て支援課
☎ 60-1239

　 土曜学校「日本獣医生命科学大
学バイオ実験教室」

大学の先生や学生と一緒に実験を
しながらＤＮＡについて学ぶ。
▶日時：6月 18 日（土）①午前
10時～ 11時 30分②午後 2時～

3時 30分（①②同内容）▶場所：
同大学第１校舎（境南町 1-7-1）
▶対象：市内在住・在学の小学
4･5 年生、各 10 名（超えた場合
抽選）▶講師：原宏佳（同大学講
師）、江草愛（同大学准教授）、学
生▶費用：無料▶申込・問：５月
30 日（必着）までにハガキ（申
込要領参照し、生年月日、性別、
学校名・学年、保護者氏名、希望
時間①②も明記）で武蔵野プレイ
ス生涯学習支援担当☎ 30-1901
へ。同館 HPから申込可。6 月 7
日～ 18日に当落確認可。

◆ 講座・講習・イベント ◆
■老いじたく講座
老いじたくの基礎知識▶日時：５
月 26 日（木）午後 5 時～ 6 時
30 分▶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

■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：5 月 26 日（木）午前 10
時～午後 3 時▶場所：市役所ロ
ビー▶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：6 月 4 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

■令和 4年度成蹊大学公開講座
▶日程：6月4日・18日、7月2日、
9 月 17 日、10 月 1 日、11 月
26 日（土）▶場所：第 1～ 5回
…ライブ配信、第 6回…成蹊学園
本館大講堂（予定）▶定員：各回
200 名（申込順）▶講師：山崎
章弘（同大学教授）、廣津留すみ
れ（同大学客員教員）ほか▶費用：
無料▶申込・問：11 月 4 日午
後５時までに同大学HP https://
www.seikei.ac.jp/university/
campuslife/kouza/ から同大学
総合企画課☎ 37-3531へ。

■女性再就職準備セミナー＆個別
相談会 in 武蔵野
相手に上手に伝わる「話し方」で
印象力をあげよう▶日時：6 月
15 日（水）▶場所：スイングホ
ール▶対象：女性、40名程度（申
込順）▶費用：無料▶託児：あり
▶そのほか：セミナー終了後、希
望者には個別相談会あり（申込順）
▶申込・問：５月 16 日から東京
しごとセンター多摩女性しごと
応援テラス多摩ブランチ☎ 042-
529-9003へ。

■小柳さんのミャンマー家庭料理
教室
ミャンマー式チキンカレーと茶の
葉のサラダ。参加者同士の交流▶
日時：6 月 4 日（土）午前 9 時
45 分～午後 1時▶場所：市民会
館料理室▶対象：18歳以上の方、
9名（超えた場合抽選）。最少催
行 5 名▶講師：小柳（ミャンマ
ー出身）▶費用：2000 円（国際
交流協会会員 1000 円）前日・当
日キャンセルは参加費全額▶持
ち物：エプロン・筆記用具など
▶申込・問：6月 2日正午までに
https：//mia.gr.jp/ から国際交
流協会☎ 36-4511へ。

■家族介護教室
　みどりの輪「自宅で出来る運動」
フレイルを防ぎ、手軽にできる運
動の講座です▶日時：5月 27 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：市内在住の方、15 名（初
参加者優先し申込順）▶講師：原
陽子（市住宅改修・福祉用具相談
支援センター理学療法士）▶申込・
問：同センター☎ 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：6月 5日（日）午後２
時～４時▶場所：吉祥寺東コミセ
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

■市民社協バザー～春のお得市～
を開催します
市民から寄付された日用品などを
販売▶日時：5月 21 日（土）午
前 11時～午後 3時、雨天実施▶
場所：市民社協▶対象：市内在住
の方▶持ち物：マイバッグ持参▶
そのほか：収益は地域福祉のた
めに活用。新たな物品の寄付は
不可▶申込・問：市民社協☎ 23-
0701、FAX23-1180、shimin@
shakyou.or.jp

■市民交響楽団
　管弦楽定期演奏会
チャイコフスキー「ロメオとジュ
リエット」カリンニコフ第１番▶
日時：５月 29 日（日）午後２時
（開場１時 30 分）▶場所：市民
文化会館大ホール▶費用：無料▶
そのほか：事前登録制▶申込・問：
同団 HPから同団・細川☎ 080-
2244-0955へ。

■武蔵野赤十字病院
　「もの忘れ教室　認知症相談会」
専門スタッフによる認知症相談会
▶日時：6月 24 日（金）午後 2
時～ 3 時▶場所：武蔵野赤十字
病院山﨑記念講堂▶対象：市民、
同病院患者▶申込・問：同病院☎
32-3111

■高齢者総合センター
　受講者募集「スマホ教室」
①基本編②応用編で操作説明▶
日時：6月29日（水）①午前9時30
分～11時30分②午後1時30分～

3時30分▶場所：高齢者総合セン
ター講義室▶対象：４月１日現在
60歳以上で市内在住の方、各10名
（超えた場合抽選）▶講師：（株）平
沢商会吉祥寺スマホスクール▶
費用：無料▶持ち物：筆記用具、
スマートフォン（①のみ貸し出し
あり［5名］）▶そのほか：詳細は
https://fukushikosha.jp/参照▶
申込・問：5月31日（必着）までに
ハガキ（申込要領参照し、性別、生
年月日、年齢、①スマホ貸し出し
希望有無も明記）で同センター☎
51-1975へ。

■谷戸沢処分場国蝶オオムラサキ
見学会参加者募集
▶日時：６月 25 日（土）①午前
8時 30 分～ 11 時 30 分② 10 時
～午後 1 時③１時～４時（各回
入れ替え制、時間指定不可）JR
青梅線河辺駅集合・解散▶対象：
各 40 名▶申込・問：６月 15 日
（必着）までにハガキ（参加者全
員の氏名［ふりがな］・年齢・性別・
住所、日中連絡のとれる電話番
号、同見学会参加希望を明記）で
東京たま広域資源循環組合「オオ
ムラサキ見学会」係☎ 042-597-
6152（〒 190-0181 西多摩郡日
の出町大字大久野7642番地）へ。
同組合HPから申込可。

■むさしのまち歩きツアー
吉祥寺村江戸歴史探訪コース。徒
歩約 4㎞、約 2 時間▶日時：6
月 12 日（日）午前 9時 50 分▶
場所：京王井の頭線井の頭公園
駅▶定員：15 名（申込順）▶費
用：500 円▶申込・問：観光機
構☎ 23-5900、kanko_office@
musashino-kanko.com

■シティーウオーク　青梅街道に
歴史を訪ねて（団体歩行）
青梅街道の宿場町などをめぐって

武蔵野中央公園まで約 10㎞歩き
ます▶日時：6月 19 日（日）午
前 9 時集合、小雨実施▶場所：
むさしの市民公園（緑町 2-2）▶
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

■話し合いDE解決　民事調停の
利用相談会
土地建物、近隣関係、金銭問題
などの民事調停の手続きなど▶
日時：5月 19 日（木）午後 1時
30 分～ 4 時 30 分▶場所：市役
所ロビー▶講師：裁判所の民事調
停委員（弁護士含む）▶費用：無
料▶申込：不要▶問：武蔵野民事
調停協会（三多摩法律事務所・小
林）☎ 042-524-4321（月～金曜、
午前 10時～午後 5時）

◆ スポーツ ◆
■ジュニア水泳教室
①月曜（全12回）②火曜（全14回）
③水曜（全14回）④木曜（全13回）
▶日時：9 月 5 日～ 12 月 22 日
の各曜日、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：① 6000
円②③ 7000 円④ 6500 円▶申
込：5月 30 日（必着）までに往
復ハガキ（申込要領参照し、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

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。

ガイド＆GUIDE

市民社協HPに子ども・コミュニティ食堂
やフードパントリ―、学習・生活支援情
報を掲載しています▶問：市
民社協☎ 23-0701、子ども
子育て支援課☎ 60-1239

子どもの
居場所、地域の活動情報を掲載しています
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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（消せるボールペン不可）

円盤に乗る派演劇公演 「仮想的な
失調」
▶日程：6月3日（金）～5日（日）▶
場所：吉祥寺シアター▶費用：一
般3000円、◯友◯25 2500円▶そのほ
か：演出…カゲヤマ気象台、蜂巣
もも（グループ野原）、電子チケッ
ト非対応

（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）

文化・芸術文化・芸術
（武蔵野文化生涯学習事業団）（武蔵野文化生涯学習事業団）

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

＊特に表記のない公演は全席指定、電子チケットにも対応、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。
＊ 発売日当日：午前 10時から電話・インターネットのみの発売。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。
年会費 1000円。

◇  ◇  ◇   公演チケット申込   ◇  ◇  ◇
■チケット予約専用電話☎ 54-2011
■ 文化生涯学習事業団HP https://www.musashino.or.jp/ 参照
■ 上記公演のチケットは発売中

 ＊ インターネット申込には、事前に施設窓口での登録手続が必要です。
＊ ホール・劇場には、非営利の市内アマチュア芸術文化団体の優先制度（要事前登録、審査あり）
があります。

＊ 施設の利用条件、抽選の申込要件、上記優先制度などについての詳細は、文化生涯学習事業
団HP（各施設ページ）をご覧いただくか、直接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 インターネット

受付締切

市民文化会館
大ホール、小ホール 2023年6月・7月 6月1日（水）市民文化会館
展示室、練習室、会議
室、和室、茶室 2022年12月 5月27日（金）市民文化会館 6月1日（水）

芸能劇場 小劇場、小ホール 2023年1月 市報6月15日号にてお知らせ
公会堂 ホール、会議室、和室

2022年12月 5月27日（金）

公会堂

6月1日（水）
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

スイング
ホール

松露庵 茶室 市民文化会館
吉祥寺美術館 音楽室 吉祥寺美術館
市民スペース 会議室 2023年1月 市報6月15日号にてお知らせ

吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー

舞台芸術
上演

5日以上使用
劇場

2023年10月・11月

吉祥寺
シアター

5日未満使用 2023年6月・7月 6月1日（水）

舞台芸術の上演以外使用
劇場

2022年12月
けいこ場 5月27日（金） 6月1日（水）

舞台芸術以外で使用
劇場

2022年9月
けいこ場

＊ 抽選結果確定後、15日から通常の使用申込が可能となります。

◇  ◇  ◇   施設の使用申込   ◇  ◇  ◇

『ウォーターフォールを追いか
けて』（2021）写真：濱田晋

●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）

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 ☎

15 日
（日）

○高橋医院 内科・小児科 中町 2-13-25 52-3149
○サルスクリニック武蔵境 内科 境 1-15-5 050-3851-0249
◎吉祥寺南病院 内科 吉祥寺南町 3-14-4 45-2161

22 日
（日）

○武蔵境病院 内科・小児科
（6歳以上） 境 1-18-6 51-0301

○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

29 日
（日）

○松本医院 内科・小児科 吉祥寺東町 1-23-3 22-5755
○ほりうちクリニック 内科 関前 5-8-10 38-8770
◎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
15日（日） 松本歯科 吉祥寺本町2-1-7　DMビル4階 ☎20-4618
22 日（日） 本橋歯科医院 吉祥寺本町 1-36-2 ☎21-0651
29 日（日） いづみ歯科クリニック 境南町3-8-7　アーク境南町1階 ☎39-1230

休日の医療機関 5/15（日）～ 31（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

大人の風しん（妊娠希望の女性
など）抗体検査・予防接種

抗体価が低いことが抗体検査で分
かっていて抗体価を申告できる方
は、抗体検査は受けずに予防接種
を受けられます。
▶対象：①19歳以上で妊娠を予
定または希望している女性②19
歳以上の妊婦の同居者③19歳以
上の①の同居者（過去に２回以上
風しんまたは麻しん風しん予防接
種を受けた方、妊娠中の方、風しん
に対する免疫があると確定診断
を受けた方は対象外）▶費用：抗
体検査は無料、予防接種は4000円
（生活保護受給者は無料）▶そのほ
か：昭和37（1962）年４月２日～
54（1979）年４月１日生の男性は
別制度あり▶申込：市指定医療機
関（要予約）、生活保護受給者は健
康課へ▶問：健康課☎51-0700

インボディミニ測定

筋肉・脂肪量の部位別バランスや
基礎代謝量などの測定。結果票の
見方の説明はありません。
▶日時：６月10日（金）午前10時
～正午（１人15分）▶場所：保健
センター▶対象：60歳以上で過
去にインボディ測定会に参加し

たことのある方（ペースメーカー
使用者・測定後 1 年未満の方は不
可）、８名（申込順）▶費用：無料▶
申込・問：６月９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。

おいしく元気アップ！教室

高齢者のフレイル予防のための栄
養と体操の講座です。
▶日時：６月 29日、７月 13日・
27 日（水）午前 10 時～ 11 時
30分▶場所：スイングレインボー
サロン▶対象：65歳以上の市民、
20 名（初参加者優先し申込順）
▶講師：管理栄養士（講義）、健
康運動指導士（体操）▶費用：無
料▶持ち物：筆記用具、飲み物▶
申込・問：６月 14 日（必着）ま
でに電話・ハガキまたは申込書
（健康課で配布、市HPから印刷可）
を郵送または直接健康課☎ 51-
7006へ。

歯科健康診査

大人の歯科健康診査を行います。
▶日程：７月１日（金）～ 11 月
30 日（水）▶場所：市内指定歯
科医療機関▶対象：令和５年 3
月 31 日現在 40 歳以上の市民▶
費用：無料▶申込・問：新規申込
は６月１日～７月31日にハガキ・
封書・電子申請または直接健康課
☎ 51-0700 へ。 前
年度受診された方は
申込不要（6 月末に
問診票を送付）。

●文化施設のインターネット抽選申込を開始します
▶対象施設：市民文化会館（大・小ホール以外）、芸能劇場、公会堂、スイン
グホール、松露庵、吉祥寺美術館（音楽室のみ）、かたらいの道市民スペー
ス、吉祥寺シアター（けいこ場のみ）▶そのほか：郵送での受け付けは、イ
ンターネット申し込みより締切が早くなります（右表参照）。上記以外の
施設は、郵送のみの抽選受付です。

ゆ り か ご む さ し の
 武蔵野市母子保健サービスの愛称です

妊娠期から子育て期まで、切れ目なくサポートします
子どもの健やかな成長のため、妊娠期から一人ひとりに寄り添います。

問：健康課マタニティ安心コール☎ 51-0703
　　健康課子育て相談☎ 51-0700



MUSASHINO CITY No.2194 令和4年5月15日号 11
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。

●申込先の市内施設の住所は、3頁、11頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは〒180-8777 で届きます。住所不要）　●市外局番「0422」は省略
●HP＝ホームページ　●講師の方などの敬称略　●受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます

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

  おいでください　市民が市内で主催する催しなど。特に表記のないものは無料
催しもの（団体名） 日時・場所 会費／申込・問

第8回武蔵野三田会美術クラブ展 5月27日（金）～31日（火）午前11
時～午後5時（31日は3時まで）／
芸能劇場小ホール

会田
☎54-1474

第22回写遊どんぐり写真展
同時開催　わが街武蔵野特別展
「三鷹跨線橋」

6月3日（金）～7日（火）午前10時～
午後6時30分（最終日5時まで）／
武蔵野プレイスギャラリー

溝淵
☎37-9063

写真学習会（たのしい写真教室） 6月18日（土）午前9時30分～午後
5時／井の頭公園野外ステージ集合

髙橋
☎54-8526

市民が市内で活動しているサークルなど
入は入会金。特に表記のないものは無料

団体名（活動内容） 活動時間・場所 会費／申込・問
武蔵野たんぽぽ（バドミントン）／
技術向上したい成人女性対象（初心
者歓迎）

木曜：コーチ練、火曜：自主練／
午前9時～正午／総合体育館

月2500円
萬田
☎55-2879

混声合唱団りべるて（中世ルネサン
ス音楽ほかフランス古謡・黒人霊歌
など原語で歌い楽しみ理解を図る）

毎週火曜日（月4回）／午後6時
15分～8時15分／吉祥寺美術館
音楽室、本宿コミセンホール

月3000円
押田
☎47-2739

仲間あつまれ

●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

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

家電製品などの電池や充電池は必
ず取り外してください。取り外し
たことが分かるように（ふたを開
けたままにするなど）して出して
ください。電池の取り外せない小
型家電は、本体ごと（部品や付属
品は除く）危険・有害ごみでお出
しください▶問：ごみ総合対策課

危険・有害ごみ袋（配布：市役所案内、
ごみ総合対策課、各市政センター・コミ
セン）か「危険・有害ごみ」と書いた透
明または半透明の袋に入れて指定の収集
日に出してください。

吉
東

24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

28日（土）
■講演会「第４期コミュニティ評価委員会を終えて　吉祥寺東コミ
セン（九浦の家）について」▶時間：午後２時▶講師：玉野和志（同委
員長）▶申込

本
宿
６月10日（金）
～７月22日
（金）

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

御
殿
山

22日（日） ■利用者懇談会▶時間：午後２時～３時

吉
北 21日（土） ■おはなしの会「さくらんぼ」▶時間：午後２時▶内容：絵本、紙芝

居、パネルシアター、工作・紙皿まわし
け
や
き

28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 25日（水）

■歩こう会「ぶらり発見・武蔵野の足あと」（雨天中止）▶時間：午前
８時50分三鷹駅北口交番前集合・午後0時30分解散（予定）▶対象：
市内在住の方、10名▶内容：玉川上水緑道～桜堤調理場～ふるさと
歴史館～三鷹跨線橋▶申込：午前10時

緑
町 20日（金）

■初心者限定スマホ体験教室▶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：15日午前10時から電話のみ

八
幡
町

6月3日（金） ■シニア向けスマホ安全教室「防災対策コース」▶時間：午後１時
30分▶定員：20名▶そのほか：デモ機貸し出しあり（アンドロイド）

境
南

27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▶申込

23日・
６月13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：未就園児と保護者▶主催：げっくりかっくり

コミュニティセンター事業案内 ５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

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：7/1 号…5月 31日、7/15 号…6月 14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

■コミセンでフリーWi-Fi の本格運用を開始します
これまでの試行から本格運用に移ります。詳細は市HP参照。
▶日程：5月 20日（金）から▶場所：市内 16コミセン（分館・集会所・
北ホールを除く）▶問：市民活動推進課☎ 60-1830

吉祥寺図書館の映画会

「遠足　Der Ausflug」（1999 年、
日本、カラー、86分、日本語字幕、

ドキュメンタリー、監督…五十嵐
久美子）。
▶日時：5月28日（土）午後２時～
４時▶場所：同館まなびとつどい
のへや▶対象：市内在住・在勤・在
学の中学生以上の方、20名（申込
順）▶費用：無料▶そのほか：吉
祥寺美術館学芸員によるトークあ
り▶申込・問：5月15日から本人が
電話または直接吉祥寺図書館へ。

文庫連　春の催し

講演会「子どもたちに物語の楽し
みを～絵本から幼年文学へ～」
▶日時：５月 22 日（日）午後２
時 30 分～４時 30 分（２時 15
分開場）▶場所：中央図書館視聴
覚ホール▶対象：図書館カードを
登録している中学生以上、30 名
（申込順）▶講師：こみやゆう（翻
訳家）▶費用：無料▶持ち物：自
身の図書館カード▶申込・問：５
月 16 日午前９時 30 分から電話
または直接中央図書館へ。

とと連携協定連携協定を結びましたを結びました

フードシェアリング
サービス リユース掲示板

ジモティーTABETE
タ　　ベ　　テ

スマホアプリを使って捨てられてしまいそうな食品のレス
キューをしたり、まだ使えるけど不要になったものを欲しい
人に譲ってみませんか▶問：ごみ総合対策課

アプリの
ダウンロードは
こちらから

遠足　Der Ausflug
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実施機関
請求 決定内容（件） 審査

請求件数 延べ人数 全部開示 一部開示 非開示（うち文書不存在）却下
市長部局 241 159 77 125 39（28） 0 2
教育委員会 4 4 1 3 0 0 0
その他行政委員会 0 0 0 0 0 0 0
議会 6 4 5 0 1（1） 0 0

計 251 167 83 128 40（29） 0 2
前年度計 219 137 74 91 54（44） 0 2

　情報公開は、市自治基本条例や市情報公開条例で定められている
ように、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情報を
公開することにより、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政
を推進することを目的とする制度です。市報毎月 15日号の CIM 
コラムで、知っていただきたい情報を分かりやすく掲載しているほ
か、市政に関わる情報は、市政資料コーナーをはじめ、市報・市
HP・各課窓口などで提供を行っています。窓口などで提供されて
いない行政文書についても、市民からの請求に応じて、個人のプラ
イバシーに最大限配慮したうえで、閲覧や複写により、原則として
開示を行っています▶問：市民活動推進課☎ 60-1809

市民に情報を公開し、市民に情報を公開し、
公正で透明な市政を公正で透明な市政を
推進します推進します

全部開示・一部開示・
非開示決定通知の交付

写しの交付や郵送を
希望するときは、実費
の支払いが必要です。

請 求

決 定

●決定の内訳●請求の内訳

一部開示・非開示となる例
開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別で
きる情報」、法人代表者印などの「法人などの地位が損なわれ
る情報」、そのほかに「市の審議、検討又は協議に関する情報」、
「行政運営に支障をおよぼす情報」、「任意に提供した情報」な
どが含まれる場合は、その部分を非開示としています。

　市役所市政資料コーナーで
は、市の刊行物、報告書をは
じめ、法規、辞典、官報など
各種の資料を自由に閲覧でき
ます。コピー（Ａ３まで白黒
１枚10円・カラー１枚30円）
や備え付けのパソコンによる
行政情報のインターネット検
索ができ、有償刊行物の販売
や資料の頒布なども行っています。なお、市政資料の目録（平成
20～令和３年度）は市HPの「市政資料」に掲載しています。

市政資料コーナー（市役所西棟７階）

令和３年度行政文書開示状況

武蔵野市全図（100 円）をはじめ、
さまざまな有償刊行物があります。

有償刊行物

　有償刊行物一覧は、「わたし
の便利帳令和４年・５年版」
124頁に掲載。また、市HPの「有
償刊行物」で内容を随時更新し
て掲載しています。

（直接窓口へ持参、または
郵送・ファクス）
原則請求のあった日の翌日
より起算し、実施機関は
14日以内に決定

開示請求書を情報公開
担当に提出

令和３年度は、道に関
する協定書や入札・見
積り合わせの結果、土
地取引に関する資料な
どが提出されました。

情報公開・個人情報保護審査会で審議します

開示が認められないことがあります

開示が認められない理由に納得できないとき

開示が認められない理由を文書でお知らせします

開示が認められない理由を示した文書を受け取った日の翌日か
ら３カ月以内に審査請求ができます

ＣＩＭ=Civil Information Minimum（これだけは知っておきたい市民の情報）

毎月15日号の市報に掲載

　市報では毎月15 日号に身近な題材の中から、市民の皆さんに知っ
てほしい情報を、市民ライターが分かりやすくお伝えするCIMコラム
（下記参照）を掲載しています。平成４年から続いている本市ならでは
の取り組みで、令和３年度は、「日ごろの備えと在宅避難」、「「吉祥寺
グランドデザイン2020」について」、「シルバー人材センターでお仕事
しませんか」などをテーマとしたコラムが掲載されました。

人と環境問題をつなぐ施設
むさしのエコreゾート

　むさしのエコreゾートはごみ処理
施設「クリーンセンター」をリノベー
ションし、ごみをはじめさまざまな環
境について考え、学び合う環境啓発
施設として令和２年11月にオープンし
ました。ごみは身近な問題であり、自
分たちの暮らしの中で課題を感じて、
考えることで、環境問題全体について
広げていることを意識して施設は作
られています。
　施設の特徴は、小規模な講座や
ワークショップを実施できるスタディ
ルーム以外に、旧クリーンセンターの
高さを生かした広いフリースペースが
あることで、大きなイベント会場として
使えます。ここでは、環境市民団体の
展示も行っています。また、ものづくり
工房では、工作用具や作業台が並び、
環境市民団体や市内の企業から提供
された包装紙や端切れなどの廃材を
利用して、いつでも自由に工作が可能
です。１階のカフェスペースには、環境
やSDGs関連の書籍が並ぶ本棚があ
り、読書を楽しめるようになっており、
現在はコロナの影響でレイアウトが
変わっているところもあります。
　むさしのエコreゾートは、環境に関
する２つの大きなイベントの会場にな
りました。１つは６月の環境月間に合
わせて行われた「環境展」で、地球温
暖化に向けた「Ｃ

ク ー ル
ＯＯＬＣ

チ ョ イ ス
ＨＯＩＣＥ」

やごみ発電などのエネルギーに関す
る展示を行い、ゴーヤのカーテンのレ
ポートに協力してくれる方にゴーヤ苗
を配布しました。もう１つは、11月から

行われた「第14回むさしの環境フェス
タ」ポップアップイベントで、暮らしの
中のSDGsを考えてもらうイベントが
開催されました。
　昨年度はそれに加え、３つの連続
講座が開催されました。「環境の学
校」では、身近な視点から環境のこと
を広く学ぶ講座で、SDGs、地産地消、
水とみどり、エシカル生活の講座を受
講し、環境に配慮した暮らしに向け、
自分たちでできることをまとめました。
「環境の学校 Greenプロジェクト」で
は、草花から環境を考える講座を行い
ました。「環境の学校PRプロジェクト」
では、市内の高校生や大学生が、広報
誌を作ったり、SNSで発信したりして、
むさしのエコreゾートをPRする活動
を行いました。
　これら連続講座を通して、人と環境
問題をつなぎ、興味を持った方は「サ
ポーター」になっていただき、環境活動
を支援してもらう仕組みになっていま
す。講座の受講生だけでなく、市の環
境事業を応援し、いろいろな方 と々一
緒に取り組んでくれるサポーターを募
集中です。皆さんも「サポーター」と
なって、むさしのエコreゾートの運営
やむさしのエコreゾートで行われる各
種催しの企画・運営を行ってみません
か。
（取材協力：環境政策課／執筆者：小
町友則）▶問：記事で紹介した内容に
ついては環境政策課環境啓発施設係
☎60-1945、CIMコラム全般につい
ては市政資料コーナー☎60-1809

行政文書開示請求の流れ

ＣＩＭ=Civil Information Minimum（これだけは知っておきたい市民の情報）
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