
再生紙を使用しています。

市の人口と世帯
 令和元年９月１日現在　（前月比）

男 36,104人 （－ 20人    ）
女 36,334人 （－   9人    ）

合　計 72,438人 （－ 29人    ）
世帯数 31,899世帯 （＋ 31世帯）

令 和 元 年
（２０１９年）

第１０３６号

市 報

むさしむらやま
１０/１

第１４回 with

環境フェスタ

真如苑プロジェクト用地

（榎一丁目）

１０１９
（土）

午前９時３０分～午後８時

午前９時３０分～午後４時

１０２０
（日）

☞イベント等の紹介は２ページへ！

会

場

デエダラボッチ、現る。

車でお越しのかたへ
・ 会場入口は右折進入禁止
・ なるべく公共交通機関を
　ご利用ください。

イオンモールむさし村山会場でも
楽しいイベントを開催！会場への
往復シャトルバスも運行します。

【問い合わせ】

武蔵村山市民まつり実行委員会事務局
（市役所観光課）☎ 042-565-1111（内線 225）

※まつり開催中は会場内本部へ
　☎ 090-1219-9297
　ホームページ　http://www.dedara.com/
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環境に関するパネル展示、生ごみ処理容器ミニ・キエーロの展示、
フリーマーケット（20 日㈰のみ）、ごみ分別輪投げ等

村山特別支援学校

ボッチャ選抜甲子園優勝！

市役所新人職員チーム

自衛消防審査会優勝！

　このコーナーでは、まち
の明るい話題や情報をお届
けしています。市民の皆さ
まの元気が出るニュースが
ありましたら、市役所秘書
広報課までお気軽にご連絡
ください。
問秘書広報課（☎内線 315）

　8 月 13 日に開催された、第 4回全国ボッチャ選
抜甲子園において、村山特別支援学校が 2年ぶり 2
度目の優勝を果たしました。この大会には、全国か
ら 24 校の特別支援学校が参加しました。
　試合後の優勝インタビューで選手は、「去年、悔
しい思いをしたので絶対優勝したかった。いい結果
を残せてよかったです。」と笑顔で答えていました。

山車

パレード

午後7時～８時
場所＝まつり会場内

午後３時３０分～５時４５分
場所＝下記運行ルート図のとおり

市内運行 市民パレード

各日午前９時３０分～午後４時
環境

フェスタ

１９日（土）

１９日（土）

２０日（日）

デエダラまつりといえばコレ ！ 大迫力のデエダラ山車

エコを学んで地球を守ろう！

フードドライブ

回収できる食品の条件
●未開封で包装や外装が破損
　していない
●賞味期限が 1か月以上先で
　あると明記されている
●生鮮食品、瓶詰食品でない
●包装や外装を他のものに移
　し替えていない

各家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設、フード
バンク等に寄付します。　※ 20 日㈰の回収は午後 3時まで

まつり以外でも、毎月第 3週の月～金曜日（祝日を除く）に
市役所ごみ対策課窓口にてフードドライブを実施しています。

その他イベント

芸能人

ステージ
２０日（日）

芸能人による熱いステージ！

　9月 10 日に開催された令和元年度自衛消防審査
会 1号消火栓の部において、武蔵村山市役所チーム
が昭和 63 年以来、31 年ぶりの優勝を果たしました。
　このチームは今年 4月に市役所に入庁した職員 3
人で結成されています。市民の皆さまが安心して暮
らせるまちづくりを進めるために、これからのさら
なる活躍が期待されます。

ボッチャとは？
白いボールに向けて、赤と青
のボールを転がしたりして、
いかに近づけるかを競うスポ
ーツです。パラリンピックの
正式種目にもなっています。
ーツです。パラリンピックの
正式種目にもなっています。正式種目にもなっています。

市広報キャラクター
「Mジロ」

昨年から新たに登場した「三代目デエダ
ラ山車」、リニューアルした「村山党山車」、
「太鼓台車」が市内を練り歩きます。

午後２時４０分～３時１０分
BANZAI JAPAN【UNIVERSAL BOYS】

午前１１時３０分 ～ 正午

村山デエダラまつりフォトコンテスト

募集＝一般の部、携帯電話・スマートフォンの部
締切＝ 11 月 8日㈮まで
※詳細はホームページ（右記QRコード）

み ど ろこ
第１４回 村山デエダラまつりの 他にも楽しいイベント

盛りだくさん！
詳細は 10 月上旬に全戸
配布予定のパンフレット
をご覧ください。

問ごみ対策課（☎内線 293） 1005494HP

15：30
第 1区間／中久保図書館

16：15
第 2区間／第八小学校

17：30
第 3区間／イオンモール臨時駐車場
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市ホームページのページ番号検索欄に ○○○…HP  を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご覧いただけます。

健　　康

結核検診（胸部レントゲン）
▶日時＝ 10 月 11 日㈮午後 2時～ 3時 30 分
▶場所＝保健相談センター
▶対象＝ 65 歳以上の市民
▶持ち物＝年齢を確認できるもの（保険証等）
※予約不要。直接会場へ
※年間 1人１回まで
問保健相談センター☎ 565-9315

1000764HP

健康教室
【①～④共通事項】
▶対象＝ 20 歳以上の市民
▶申込＝ 10 月 7日㈪午前 9時から電話で受付
※今年度初めてのかた優先（④を除く）
※動きやすい服装・靴でご参加ください。
問保健相談センターお伊勢の森分室☎ 564-5421

①フットケア教室～今日からはじめよう～
▶日時＝ 10 月 25 日㈮午後 1時 30 分～ 3時 30 分
▶場所＝保健相談センターお伊勢の森分室
▶内容＝巻爪等のお手入れ方法、靴の選び方・
　履き方、足イキイキ体操
▶定員＝ 12 人（申込先着順）
▶持ち物＝フェイスタオル（2枚）、爪切り、爪
　やすり、ハンドクリーム、飲み物、健康手帳
※紐靴、素足になれる動きやすい服装での参加
　（スカート・ストッキング不可）

②健康づくり生き活き運動塾
▶日時＝ 10 月 21 日㈪午後 1時 30 分～ 3時
▶場所＝市民総合センター 3階集会室
▶内容＝運動指導員によるお話と実技（エアロ
　ビクス運動等）
▶定員＝ 15 人（申込先着順）
▶持ち物＝タオル、飲み物、健康手帳

③骨粗しょう症予防教室
▶日時＝ 2日間コース
　① 10 月 30 日㈬午後 1時 15 分～ 4時
　② 10 月 31 日㈭午後 1時 30 分～ 4時
▶場所＝保健相談センターお伊勢の森分室
▶定員＝ 16 人（申込先着順）
▶持ち物＝タオル、飲み物、歯ブラシ、手鏡、
　健康手帳

④ウォーキング教室～ちょっと実行、ずっと健康～
▶日時＝ 11月 1日㈮午後 1時 30 分～ 3時 30 分
※雨天時は室内で講習のみ
▶場所＝中藤地区会館、その周辺
▶定員＝ 25 人（申込先着順）
▶持ち物＝スポーツタオル、飲み物、健康手帳
▶講師＝有吉正博氏（東京学芸大学名誉教授・
　関東学生陸上競技連盟会長）

1000785HP

こどもの健康診査
▶内容＝ 3～ 4か月児健康診査、1歳 6か月児健
　康診査、3歳児健康診査、2歳児歯科健康診査
※対象者には個別に通知します。転入等により
　通知が届いていないかたはご連絡ください。
▶場所＝保健相談センター（3～ 4か月児健康
　診査のみ保健相談センターお伊勢の森分室）
問保健相談センターお伊勢の森分室☎ 564-5421

1004230HP

赤ちゃんのために
①離乳食教室（離乳食開始時期）
▶日時＝ 10 月 3日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分
▶場所＝保健相談センター
▶対象＝生後 5～ 6か月ごろ
▶定員＝ 15 人（申込先着順）
▶持ち物＝母子健康手帳
問保健相談センター☎ 565-9315

②離乳食教室（2回食を始めるかた）
▶日時＝ 10 月 17 日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分
▶場所＝保健相談センター
▶対象＝生後 7～ 8か月ごろ
▶定員＝ 10 人（申込先着順）
▶持ち物＝母子健康手帳
問保健相談センター☎ 565-9315

③歯科健康教室「かむかむキッズ」
▶日時＝ 10 月 29 日㈫午前 10 時～ 11 時 30 分
▶場所＝保健相談センター
▶内容＝むし歯予防（参加者は後日定期歯科健診
　を受診できます）、幼児の食事、手作りおやつ等
▶対象＝ 10 か月～ 1歳 6か月児
▶定員＝ 20 人（申込先着順）
▶持ち物＝母子健康手帳、使用中の歯ブラシ、
　タオル
問保健相談センター☎ 565-9315

④パパとママのためのマタニティークラス
▶日時＝ 11 月 11 日㈪・14 日㈭・18 日㈪・
　21 日㈭午後 1時～ 4時（18 日は午前 9時　
　30 分～正午）
▶場所＝保健相談センターお伊勢の森分室
　（14 日は保健相談センター）
▶対象＝妊娠中のかたとその夫
　（妊娠 5～ 8か月の安定した時期のかた）
▶定員＝ 15 人（申込先着順）
▶持ち物＝母子健康手帳
問保健相談センターお伊勢の森分室☎564-5421

1004501HP

1001819HP

1004503HP

1003731HP

高齢者インフルエンザ
予防接種費用の一部助成
　市内の指定実施医療機関に直接申し込みの
上、接種してください。
※近隣 10 市の医療機関でも接種できます。
　詳細は保健相談センターへ問い合わせ
▶期間＝ 10 月 15 日㈫～令和 2年 1月 31 日㈮
▶対象 ＝
　①接種日現在 65 歳以上のかた
　②接種日現在 60 歳以上 65 歳未満のかたで、
　　心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不
　　全ウイルスによる免疫機能の障害程度が身
　　体障害者手帳1級相当のかた（接種の際は、
　　要身体障害者手帳）
▶接種回数 ＝ １回
▶自己負担額 ＝ 2,500 円（助成後の金額）
※接種期間を過ぎて接種した場合には全額自己
　負担になりますのでご注意ください。
※生活保護受給者および中国残留邦人等支援受
　給者は、全額公費負担（要証明書）
▶持ち物＝保険証
問保健相談センター☎ 565-9315

1000773HP

胃がん、大腸がん、肺がん検診を 1日で――

がん三セット検診（後期募集）
10月   1 日㈫
～15日㈫

（期間内消印有効）

申
込
期
間

▶日程・場所＝
日程 場所
11 月 28 日㈭

保健相談センター
11 月 30 日㈯
12 月 12 日㈭
12 月 17 日㈫

令和 2年  1 月 11 日㈯ 三ツ木地区会館
2月   1 日㈯ 市民総合センター
2月 29 日㈯ 保健相談センター

▶時間＝午前中（詳しい時間は個別に通知）
▶対象＝ 40 歳以上の市民
　　　　（平成 31 年 4月 1日時点）
▶定員＝各回 100 人（申込多数の場合は抽選）
▶公開抽選日＝ 10 月 21 日㈪ 午前 10 時、
　保健相談センターお伊勢の森分室
※体の状態によっては、胃がん検診（バリウ
　ム検査）が適さない場合があります。

1000756HP

問 保健相談センターお伊勢の森分室☎ 564-5421 ※詳しくは、3月下旬に全戸配布した「武
　蔵村山市の保健事業予定表」の 3ペー
　ジ又は、市ホームページをご覧ください。

10月20日㈰
午前 10時～午後 4時

（正午～午後 1時 15 分を除く）

村山デエダラまつり会場内
【対象】   200ml …  16 ～ 69 歳
 　　　  400ml …  男性：17 ～ 69 歳
　　　   　　　　 　女性：18 ～ 69 歳
※成分献血は行っていません。
※200ml献血は、当日の必要量が確保できた際、
　受付終了となる場合があります。
問保健相談センター☎ 565-9315

献血にご理解とご協力を 1009827HP

申し込みは往復はがき又は電子申請で
※申し込みは１人１通まで。重複申込の
　場合は無効
【往復はがきでの申し込み】
必要事項を記入し、保健相談センター　
お伊勢の森分室（中央 2-118）へ郵送
※10月1日㈫から郵便料金が変わります。
▶必要事項＝
往信の裏面：①氏名（フリガナ）②生年月日
③年齢　④性別　⑤住所　⑥電話番号　⑦携
帯電話番号　⑧受診希望日（第 6希望まで）
返信の宛名面：住所、氏名
【インターネットからの申し込み】
市ホームページ 1000296HP  又は
右記QRコードからアクセス

健康診査の受診はお早めに！
受診は11月15日㈮まで

　市内又は東大和市の指定医療機関に予
約の上、受診してください。

▶対象＝
①後期高齢者医療制度に加入しているかた
②国民健康保険に加入している
　40 歳以上 74 歳以下のかた
③公的医療保険に加入していない
　40 歳以上 74 歳以下のかた

▶持ち物＝受診券・質問票、保険証
※受診券・質問票は5月下旬に送付済み。
　お手元にない場合は、連絡を。

問保険年金課（☎内線 134・138）又は
　保健相談センターお伊勢の森分室
　☎ 564-5421
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福　　祉

広告内容については市が保証するものではありません

□ちょこっとふらっと寄っていける認知症カフェ
　「ちょこふらカフェ」が始まります
▶日時＝ 10 月 12 日㈯午後 2時～ 3時 30 分
▶場所＝伊奈平苑１階ホール
▶内容＝アンサンブルユニット「Bouquet ！」
　によるミニコンサート（お茶菓子付き）
▶申込＝ 10 月 9日㈬まで電話で受付
問西部地域包括支援センター☎ 560-3931
　月～土曜日（祝日を除く）午前 9時～午後 6時

西部地域包括支援センター

□楽しくうたってボイストレーニング！
▶日時＝ 10 月 24 日㈭午前 10 時～ 11 時 30 分
▶場所＝中藤地区会館３階学習室
▶対象＝おおむね 60 歳以上の市民
▶定員＝ 20 人（申込先着順）
▶持ち物＝飲み物、上履き、筆記用具
▶講師＝牧野あゆ子氏（元日本音楽振興会講師）
▶申込＝ 10 月 1 日㈫午前 9時から電話又は窓
　口で受付
問北部地域包括支援センター☎ 516-0062
　月～土曜日（祝日を除く）午前 9時～午後 5時

北部地域包括支援センター

□障害者のかたの調理実習　そばをつくろう！
▶日時＝ 10 月 26 日㈯午前 10 時～午後 1時 30 分
▶場所＝市民総合センター 2階調理実習室
※午前 9時 30 分までに 1階喫茶スペース「茶
　花」に集合）
▶対象＝市内在住の障害者（18 歳以上）のかた、
　ご家族のかた、関係者のかた
▶定員＝ 16 人（申込先着順）
▶持ち物＝エプロン、三角巾（バンダナ可）、　
　タオル 2枚
▶講師＝長潟謙彰氏（元気塾そばクラブ）
▶参加費＝ 500 円
▶申込＝ 10 月 1 日㈫から電話又はファクスで
　受付
問障害者地域自立生活支援センター
　☎ 590-1501　（ファクス 590-1305）
　月～土曜日（祝日を除く）午前 8時 30 分～
　午後 5時 15 分

障害者地域自立生活支援センター

□ご存じですか？老後に必要な “6 つの備え”
▶日時＝ 10 月 25 日㈮午後 2時～ 3時 30 分
▶場所＝市民総合センター 3階集会室
▶対象＝市民
▶講師＝汲田健氏（行政書士キートス法務事務
　所代表）
▶申込＝ 10 月 18 日㈮まで電話又は窓口で受付
問南部地域包括支援センター☎ 590-1477
　月～金曜日（祝日を除く）午前 9時～午後 5時

南部地域包括支援センター

□むさしむらやま不登校・ひきこもり家族会
　立ち上げ準備会
▶日時＝ 10 月 11 日㈮午後 1時 30 分～ 4時
▶場所＝市民総合センター 2階会議室
▶内容＝他地区の家族会活動等の情報提供、
　家族会立ち上げに向けた意見交換・交流
▶対象＝不登校、ひきこもり、発達障害等の生
　きづらさを抱えるご本人、家族、支援者、関
　心のあるかた
問社会福祉協議会☎ 566-0061
　月～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時

社会福祉協議会

　市報むさしむらやま（毎月１日号）、市ホー
ムページ（トップページ）に事業のＰＲ広告を
掲載しませんか。
掲載料１回（1か月）１枠 15,000 円
問秘書広報課（☎内線 314）

市報・市ホームページに掲載する

を募集
しています！ 1003607HP

1003606HP
（市報むさしむらやま広告募集）
（市ホームページ広告募集）

介護職員初任者研修講座
▶日程＝ 10 月 21 日㈪～ 12 月 11 日㈬
▶場所＝特別養護老人ホームサンシャインホーム
　（伊奈平 4-10-2）
▶内容＝講座・実技演習（130 時間）
▶対象＝次の①～⑤の全てに該当するかた
　①健康な満 55 歳以下
　②市内又は近隣に在住
　③自身で会場に通うことができる
　④カリキュラムを全て受講できる
　⑤市内の事業所等に勤務又は
　　勤務予定
▶定員＝ 8人
　（応募多数の場合は抽選）
▶参加費＝ 5万円（テキスト代含む）
▶申込＝ 10 月 1 日㈫～ 15 日㈫（午前 8時 30
　分～午後 5時 30 分）に社会福祉法人武蔵村
　山正徳会へ電話で申し込み。後日、申込書を
　郵送します。
問社会福祉法人武蔵村山正徳会☎ 531-3741　
　又は市民総合センター内高齢福祉課☎ 590-1233

1003819HP

１０月 の

東京経済大学村山校舎
室内プール市民開放日

  6 日㈰、13 日㈰、
20 日㈰、22 日（火・祝）、
27 日㈰

午前 10 時～午後 4時
※変更になる場合あり

▶対象＝市民（在勤・在学含む）
※保険証等で住所・年齢を確認します。
※心身障害者のかたは障害者手帳を確認し、  
　付添人は原則一人まで可能
※小学 1 ～ 3 年生の児童は、16 歳以上の
　かたの同伴が必要
※お車の利用はご遠慮ください。

利 用 料 金
小・中学生 50 円

高校生以上 200 円

65歳以上 50 円
心身障害者・
付添人 50 円

問スポーツ振興課（☎内線 655）

1004892HP

　ピンクリボンは、乳がんの早期発見・
治療の重要性を伝えるために、世界共通
で使用されているシンボルマークです。

乳がん検診普及啓発運動
（ピンクリボン運動） 1005536HP

　乳がんにかかる人は、30 ～ 50 歳代に多く、
この年代の女性のがん死亡原因のトップになっ
ています。市では、平成 29 年度に 7人のかた
が乳がんで亡くなられています。
　40 歳になったら、2 年に 1 回の検診を定期
的に受診しましょう。
　村山デエダラまつり（10 月 19 日㈯）に、普
及啓発の展示ブースを開設します。
問保健相談センターお伊勢の森分室☎ 564-5421

骨密度相談
▶日時＝ 10 月 18 日㈮午前９時 30 分～ 11 時
▶場所＝保健相談センターお伊勢の森分室
▶対象＝ 20 歳以上の市民
▶定員＝ 30 人（申込先着順）
▶持ち物＝健康手帳
▶申込＝ 10 月 4日㈮午前 9時から電話で受付
※測定は手首で行います。手首周りが 19 センチ
　以上のかたは測定できない場合があります。
※年間 1人１回まで
問保健相談センターお伊勢の森分室☎ 564-5421

1005942HP

わたしたちの食事展
食塩を減らして目指そう健康生活
▶日時＝ 10 月 12 日㈯午前 10 時～午後 4時 30 分
▶場所＝イオンモールむさし村山 1階サウスコート
▶内容＝食事診断や野菜の計量、体脂肪測定等
▶主催＝多摩立川保健所地区施設給食協議会
問保健相談センター☎ 565-9315

1001822HP

持ち物：健康保険証、医療証（ 乳 ・ 子 ・ 親 ・ 障 等）

休日や夜間、思わぬ急病に見舞われたときに―

診療ご存知
　ですか

休日・休日準夜 ( 内科・小児科 )
【受付】日曜・祝日　午前 9時～ 11 時 30 分、
午後 1時～ 4時、午後 5時 30 分～ 8時 30 分
【場所】保健相談センター 1階 ☎ 564-4114

【受付】午前 9時～ 11 時 30 分、午後 1時～ 4時

 6 日㈰ 宮澤歯科
クリニック 学園 2-4-1 ☎ 511-1981

13 日㈰ 宮田歯科
医院

大南 1-127
クリハラビル
A棟 2F-201

☎ 566-0018

20 日㈰ メトロ歯科
医院 大南 5-69-2 ☎ 563-2418

27 日㈰ いとう歯科
医院 本町 1-2-6 ☎ 561-4487

問武蔵村山市歯科医師会☎ 562-2743

小児初期救急準夜・小児二次救急
武蔵村山病院救急外来診察室☎ 566-3111

小児初期救急準夜：月～日曜日（祝日・年末年始
　　　　　　　　　除く）午後 7時～ 9時 30 分
小 児 二 次 救 急：24 時間対応

10 月の休日歯科（歯科急患）

ハンセン病の理解と制圧に向けて
11 月 2 日㈯午前 10 時～ 11 時 15 分

　（9時 30 分から受付）
▶場所＝国立感染症研究所村山庁舎

※申込不要

感染研市民セミナー

▶場所＝国立感染症研究所村山庁舎

問国立感染症研究所村山庁舎☎ 561-0771
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市ホームページのページ番号検索欄に ○○○…HP  を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご覧いただけます。

法の日週間　10月 1日㈫～ 7日㈪
　裁判所、法務省等では「法の日」
週間に毎年各種の行事を実施。
　詳細は、東京地方裁判所ホーム
ページ（右記QRコード）へ ＱＲコード

公証週間　10月 1日㈫～ 7日㈪
　遺言や契約等の公証事務に関する電話相談
　（☎ 03-3502-8239）
▶時間＝午前 9時 30 分～正午、午後１時　
　～ 4時 30 分（期間中は土・日曜日も対応）
問東京法務局東京公証人会☎ 03-3502-8050

土地家屋調査士会　無料相談（予約不要）
▶日時＝ 10 月 9日㈬午後 1時 30 分～ 4時
▶場所＝中部地区会館（市役所 4階）
▶内容＝土地・建物の調査・測量、境界問　
　題および不動産の表示登記の相談
問東京土地家屋調査士会立川支部・山﨑
　☎ 042-505-7601

特設行政相談所（予約不要）
▶日時＝ 10 月 19 日㈯、20 日㈰午前 10 時　
　～午後 3時
▶場所＝第 14 回村山デエダラまつり会場
▶内容＝国の仕事等についての苦情や要望
▶相談委員（総務大臣委嘱）＝阿部和功氏・
　中村政義氏
※毎月第１水曜日に行政相談を実施。詳細　
　は、毎月 1日発行の市報をご覧ください。
問秘書広報課（☎内線 314）

行政相談週間　10月 7日㈪～ 13 日㈰
行政苦情 110 番（☎ 0570-090110、ファクス
03-5331-1761）で相談受付
問総務省東京行政評価事務所☎ 03-5331-1752

行政書士による無料相談（予約不要）
▶日時＝ 10 月 29 日㈫午前 10 時～午後 4時
▶場所＝市役所 1階ロビー
▶内容＝相続、遺言、成年後見制度などの身
　近な事柄、会社の設立や各種許認可等
問東京都行政書士会立川支部・松浦
　☎ 042-595-7633

法 ま も る　 心 が 築 く　 よ い 社 会

無 料 相 談 等 の ご 案 内

　

相　　談　　名 日　　　　　時 場　　所 問い合わせ先

法 律 相 談

２日㈬、１６日㈬、２３日㈬
午後１時３０分～４時３０分
※相談日の１週間前の午前８時３０分　
から当日午後３時まで電話予約　　　
（先着１２人）

中部地区会館
（市役所４階）

会議室

※１６日㈬は
　さくらホール
　（市民会館）

秘書広報課
（☎内線３１４）

人 権 相 談
２日㈬、１６日㈬

午後１時３０分～４時
※事前予約不要。受付は当日３時まで

行 政 相 談
２日㈬

午後１時３０分～４時
※事前予約不要。受付は当日３時まで

交 通 事 故 相 談
９日㈬

午後１時３０分～４時
※事前に電話を。受付は当日３時まで（先着４人）

建 築 相 談

９日㈬
午後１時３０分～４時
※４日㈮までに電話予約
（各相談先着６人）

表 示 登 記 相 談

不動産取引相談

相続遺言・成年後見・
許 認 可 等 相 談

税 務 相 談 １６日㈬
午後１時３０分～４時
※１１日㈮までに電話予約
（各相談先着６人）

登 記・ 相 続・
成 年 後 見 相 談

創 業 支 援
個 別 相 談

毎週月～金曜日
午後１時～５時

（事前に電話で予約を）

中部地区会館
（市役所４階）

会議室

産業振興課
（☎内線２２７）

消 費 生 活 相 談

毎週月・水・金 曜日
午前９時３０分～午後４時３０分
※受付は４時まで（昼休みを除く）

市役所１階 消費生活センタ―
（☎内線１０８）

毎週火曜日
午前９時３０分～午後４時３０分
※受付は４時まで（昼休みを除く）

緑が丘出張所 消費生活センタ―
（☎内線１０９）

市民なやみごと
相 談 窓 口

毎週月～金曜日
午前８時３０分～午後５時１５分

（昼休みを除く）

市役所
地域福祉課

地域福祉課
（☎内線１５５
・１５６）

母 子 ・ 父 子 ・
女 性 相 談

毎週月～金曜日
午前９時～午後４時

市役所
地域福祉課

毎週木曜日
午前９時～午後４時 緑が丘出張所

教 育 相 談 毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

市民総合センター内
３階教育センター

教育相談室
( ☎５９０―１４７０)
フリーダイヤル

( ☎０１２０―９１０―５４８)

相 談 名 日　　　　　時 場　　　所 問い合わせ先

こ こ ろ の 保 健 室
　　保育有（要予約）

【男性相談員】
１２日㈯

午後２時～４時
（事前に電話で予約を）

※女性相談員は奇数月

緑が丘
ふれあい
センター

（男女共同参画セン
ター「ゆーあい」）

緑が丘
ふれあいセンター
( ☎５９０－０７５５)

女 性 弁 護 士 に
よ る 法 律 相 談
　　保育有（要予約）

１６日㈬ 
午後５時～７時
１９日㈯ 

午後２時～４時
（事前に電話で予約を）

ふ く し 法 律 相 談
１５日㈫

午後１時３０分～４時３０分
（事前に電話で予約を）

市民総合　　
　　センター

社会福祉協議会
（☎５６６－００６１)

受 験 生
チャレンジ支援相談

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

10月から第 1・3木曜日は午後 7時まで
（事前に電話で予約を）

福祉サービス総合相談
毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

成年後見制度の相談

ピアカウンセリング
( 障害者による相談 )

聴覚は２日・高次脳は９日・
肢体は１６日・視覚は２３日
（視覚のみ電話相談可）

いずれも水曜日午後１時～４時
(受付は３時３０分まで )

市民総合　　
　　センター

障害者地域自立生活
支援センター

（ ☎ ５９０－１５０１）
（ファクス５９０－１３０５）

子どもの栄養と歯科相談
１１日㈮

午前９時３０分～１１時
（事前予約不要）

保健相談　　
　　センター

保健相談センター
（☎５６５－９３１５）

障 害 者 就 労 相 談

毎週月～金曜日
午前９時～午後６時

障害者就労
支援センター
とらい 障害者就労

支援センターとらい
（☎５６０ー７８３９）

毎週水曜日
午前９時～午後５時

市民総合　　
　　センター

シ ル バ ー 人 材
セ ン タ ー
入 会 説 明 会

１６日㈬
午後１時３０分開始
（事前に電話で予約を）

シルバー
ワークプラザ

シルバー
人材センター

( ☎５６４－１０８１)

※情報館「えのき」又は全国のコンビニ等でも住民票の写し等の交付を受けることがで
　きます。詳しくは、市ホームページ（ 1005227・1005166）をご覧ください。
　なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマ
　イナンバーカードが必要となります。

市役所本庁舎の窓口時間を延長

《毎週木曜日は午後７時まで》

　延長している窓口・取扱業務は、市民課・保険年金課・課税課・収納課・子育
て支援課・子ども育成課の業務の一部です。
問市役所企画政策課（☎内線 375） 1000334HP

１０月の無料相談

総合体育館からのお知らせ  ☎ 520-0082

▶場所＝総合体育館および総合第 3運動場
▶持ち物＝室内用と屋外用のシューズ
※事故やけがを防ぐため必ずお持ちください。

１０月１４日（月・祝）
  午前 9時～午後 4時 30 分

スポーツ無料体験
スラックライン、卓球、バドミントン、
ボッチャ、トランポリン、サッカー、
ベースボール、紙飛行機とばしなど

トレーニング室
▶対象＝高校生以上
※登録希望のかたは後日改めて登録

午後 9時 30 分まで開放

・活動発表会（午後 2時から）
・フリーマーケット
・市内店舗の販売

詳細は総合体育館ホームページ
（http://musamura-gym.jp）へ

その他イベント

ベースボール、紙飛行機とばしなど

み ん な の

体
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市　　政

10 月から地方税共通納税システムが
始まりました
　eLTAX( エルタックス ) の電子申告システム
を利用した地方税共通納税システムが利用でき
るようになりました。一度の手続きで複数の地
方公共団体への納税が可能になります。納付事
務の負担軽減に、ご活用ください。
▶納付できる税目＝個人住民税（特別徴収分、
　退職所得分）、法人市民税
※詳細は、地方税共同機構のホームページ（http://
　www.eltax.jp/）をご覧ください。
問地方税共同機構☎ 0570-081459（土・日曜日、
　祝日・年末年始を除く午前 9時～午後 5時）
　又は収納課（☎内線 192）

1010641HP

日曜日にマイナンバー関係窓口を
開設しています
　本人確認と番号確認が一枚でできる
マイナンバーカードを申請しませんか。
▶日時＝ 10 月 27 日㈰午前 9時～正午
▶場所＝市役所市民課
▶内容＝マイナンバーカードの交付申請（無料
　写真撮影も行います）、マイナンバーカード
　の受け取り、通知カードの受け取り
▶持ち物＝本人確認書類など
※利用者証明用電子証明書を搭載したマイナン
　バーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登
　録証明書などの各種証明書を、コンビニエン
スストア等に設置されているマルチコピー機で
取得できます。
問市民課（☎内線 146）

1004643HP

　10 月は市・都民税（普通徴収）〔第 3期分〕、
国民健康保険税 ( 普通徴収）〔第 4期分〕、後期
高齢者医療保険料 ( 普通徴収）〔第 4期分〕の
納期です。納期内納付（納期限は10月 31日㈭）
をお願いします。
　市役所では、毎週木曜日の午後 7時まで納付
できます（納税相談および閉庁日を除く）。
問収納課（☎内線 193 ～ 196）

市税等の納期内納付を
お願いします 1000277HP

コンビニ等の証明書交付の一時停止
　システムメンテナンスのため、以下の証明書
発行業務の取り扱いができません。
▶日程＝ 11 月 4日（月・休）
▶対象となる発行業務＝
　①コンビニ交付（戸籍の証明書）
　※住民票の写し、印鑑証明書等は交付可
　②イオンモールむさし村山内情報館「えのき」
　　での、すべての証明書
問市民課（☎内線 146）

1006056HP

1000302HP

　10 月 1 日㈫から施行される消費税率および
地方消費税率の引き上げに伴い、下水道使用料
は、令和元年 12 月分の使用料から新税率 10％
を適用します。
※下水道使用料の税抜価格の変更はありません。
問道路下水道課（☎内線 255）

1000596HP
消費税率の引き上げに伴う
下水道料金の改定

▶閲覧場所＝市役所 2階都市計画課・市政情報
　コーナー、雷塚図書館、緑が丘出張所
※東京都財務局ホームページ（http://www.zaimu.
　metro.tokyo.jp/kijunchi/index.html）でも閲覧可
問都市計画課（☎内線 276）又は東京都財務局
　財産運用部管理課☎ 03-5388-2736

1009896HP東京都基準地価格の閲覧

　レジ袋を断ると、ごみの減量や二酸化炭素な
どの温室効果ガス発生の抑制にもなります。
　買い物にはマイバッグを持参し、不要なレジ
袋を断る３つの Rの実践をお願いします。
３つの R…①リフューズ（断る）②リデュース
（ごみの抑制）③リユース（再使用）
問ごみ対策課（☎内線 292 ～ 294）

1000470HPマイバッグキャンペーン推進中！

　日本では、世界全体の食料援助量の約2倍（年
間 600 万トン）の食品ロスが発生しています。
【市民の皆さまへ】
〇賞味期限が過ぎてもすぐに廃棄せず、自分で
　食べられるか判断しましょう。
〇宴会では、3010( サンマルイチマル ) 運動に
　取り組みましょう。
※ 3010 運動とは、宴会開始後 30 分と終了前
　10 分は食べる時間とし、食べ残しを減らす
　取り組み
【事業者のかたへ】
〇品質的に問題がないものは、ドギーバッグ（持
　ち帰り用の容器）等を活用し、持ち帰り用に
　提供することを検討しましょう。
〇残飯はリサイクル施設へ搬入し、飼料・肥料
　化するなどリサイクルにご協力を
問ごみ対策課（☎内線 292 ～ 294）

1006592HP
10 月 16 日は世界食料デー
食品ロス削減にご協力を

▶更新期間＝有効期限の属する月（有効期限が
　10 月 31 日の場合、10 月 1日～ 31 日の間）
▶手続き＝利用者登録証に記載された発行場所
▶持ち物＝武蔵村山市公共施設予約システム利
　用者登録申請書、お持ちの利用者登録証
※個別通知は行いません。
問文化振興課（☎内線 658）

公共施設予約システムの登録者のかたへ
更新手続きはお済みですか？ 1009943HP

▶種類＝木造住宅耐震診断補助金、木造住宅耐
　震改修等補助金
▶補助対象＝次の①～③の全てに該当するかた
　①市民②改修工事を施す住宅の所有者で、現に
　住宅に居住しているかた③対象住宅の所有者
　全員が市税を滞納していないこと
▶補助金額＝補助対象費用の2分の1（上限あり）
※詳細は、市ホームページ又は市役所産業振興
　課にご確認ください。
問産業振興課（☎内線 227）

1000953HPお家の耐震対策に

▶対象＝国民年金第１号被保険者で、出産日が
　平成 31 年 2月 1日以降のかた
▶内容＝出産予定日又は出産日が属する月の前
　月から 4か月間の国民年金保険料が免除にな
　ります（多胎妊娠の場合は、出産予定日又は
　出産日が属する月の3か月前から6か月間）。
　出産予定日の 6か月前から申請できます。
▶受付＝市役所保険年金課
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、
　流産、早産されたかたを含みます。
問保険年金課（☎内線 136）又は
　立川年金事務所☎ 523-0352
　※いずれも年末年始を除く

産前産後期間に
保険料が免除されます 1010263HP

▶販売開始日＝ 10 月 19 日㈯から
▶販売場所＝
　19 日㈯・20 日㈰　村山デエダラまつり「MM
　シャトル＆モノレールでGO!」ブース
　21 日㈪以降　市役所市政情報コーナー、イ
　オンモールむさし村山内情報館「えのき」
▶販売価格＝ 300 円
　モノレールカレンダー等の売上金は、全額「多
摩都市モノレール基金」に積み立てています。
問交通企画・モノレール推進課（☎内線 279）

1002070HP
令和 2年
モノレールカレンダーの販売

プレミアム付商品券の販売、利用が始まります

HP 問産業振興課（☎内線 227）

対 象
　①市民税非課税のかた（課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く）
　⇒購入するには、プレミアム付商品券購入引換券の交付申請が必要
　② 3歳未満の子どもを養育する世帯主のかた
　⇒申請は不要（別途プレミアム付商品券購入引換券が市から送付されます）
購入方法　プレミアム付商品券購入引換券および運転免許証等の身分証明書をお持ちの上、　　　　　   
市内の郵便局または臨時販売所で購入

販売額等　1冊 5,000 円（500 円券 10 枚綴り）を 4,000 円で販売（1人 5冊まで購入可能）
利用期間　10 月１日㈫～令和 2年 3月 31 日㈫
使えるお店　市内店舗で、加盟店登録をした店舗（武蔵村山市商工会のホームページ
　　　　　   http://www.murayama.or.jp/ 又は右記QRコードで確認可）
利用対象外　商品券、各種金券、たばこ、公共料金の支払い等

市内の全ての郵便局
販売日＝ 10 月 1日㈫
～令和 2年 2月 28 日㈮
（土・日曜日、祝日を除く）
販売時間＝
午前 9時～午後 4時

臨時販売所
市民総合センター１階入口正面プレミアム付商品券申請窓口
販売日＝ 10 月 26 日㈯、11 月 17 日㈰・30 日㈯、12 月 21 日㈯・
22 日㈰、令和 2年１月 18 日㈯・19 日㈰、2月 24 日㈪・29 日㈯
販売時間＝午前 9時～正午
問☎ 0800-555-6346

特殊詐欺にご注意ください！
市や国等が商品券の販売のため、ATMによる振り込みを求めることや、
販売員が自宅を訪問してお金を受け取ることは、絶対にありません。

1005489HP
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市ホームページのページ番号検索欄に ○○○…HP  を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご覧いただけます。

説明会
10 月 8 日㈫午後 7時
三ツ木地区会館集会室
※予約不要。駐車場の台数が
　非常に少ないため、ご協力
　ください。

縦覧・意見書提出
10 月 2 日㈬～ 23 日㈬
（土・日曜日、祝日を除く）
市役所都市計画課
対　　象＝地区計画区域内の土地所有者や
　　　　　土地について利害関係を有するかた
提出方法＝氏名、住所、意見を記入の上、
　　　　　持参又は郵送

官公署等からのお知らせ

□都立村山特別支援学校
村山祭　▶日時＝ 11 月 1 日㈮・2 日㈯午前 9
時 30 分～午後 2時 40 分　▶場所＝同校　▶内
容＝舞台・教室発表、作品展示等※車での来場
はご遠慮ください。
問副校長 髙橋・只野☎ 564-2781
非常勤看護師の募集　▶職務内容＝①児童・生
徒の専用通学車両への乗車および乗車中の医療
的ケアの実施（吸引、酸素管理等）②学校での
児童・生徒への医療的ケアの実施　▶応募要件
＝次の全てを満たすかた①正看護師の免許を有
する②医療機関等において臨床分野の実践経験
を有する③非常勤看護師の役割を理解し、その
職務を遂行する熱意を有する　▶勤務場所＝同校
問副校長又は経営企画室長☎ 564-2781

□学校公開（都立羽村特別支援学校）
▶日時＝ 10 月 23 日㈬午前 9時 30 分～正午
▶場所＝同校　▶内容＝授業公開、学部説明会
▶申込＝ 10 月 16 日㈬までに電話又はファクス
（042-555-3853）で受付
問副校長 安田☎ 042-554-0829

□東京都最低賃金改正（東京労働局） 　
10月1日㈫から時間額1,013円に改正されます。
都内で働く全ての労働者に適用されます問賃金
課☎ 03-3512-1614（直通）又は東京都働き方
改革推進支援センター☎ 0120-232-865

□海上保安試験研究センター一般公開　2019
海保フェア in 立川（海上保安庁） 
▶日時＝ 10 月 19 日㈯午前 10 時～午後 3 時　
▶場所＝海上保安試験研究センター（立川市泉
町 1156）　▶内容＝施設一般公開、ヘリコプタ
ーの展示、音楽隊コンサート
問管理課計画係☎ 042-526-5630

□食品衛生実務講習会（多摩立川保健所） 　
▶日時＝ 11 月 6 日㈬午後 2時～ 4時　▶場所
＝さくらホール（市民会館）　▶内容＝HACCP
制度化、食中毒防止等について　▶対象＝飲食
店等の食品衛生責任者、調理従事者等　※申込
不要、車での来場はご遠慮ください。
問食品衛生担当☎ 042-524-5171

□東京ゼロエミポイント（東京都環境局） 
省エネ性能の高い家電等への買い換えに対し、
「東京ゼロエミポイント」を付与するとともに、
省エネアドバイスを行います。ポイントは商品
券・LED割引券と交換できます。
▶期間＝ 10 月 1日㈫～令和 3年 3月 31 日㈬
▶対象＝省エネ性能の高いエアコン・冷蔵

武蔵村山市商工会から  ☎ 560-1327

□お見合いフェスタ～輝かしい明日のために～
▶日時＝ 11 月 10 日㈰午後 2時 30 分～ 5時　
　30 分（2時開場）
▶場所＝ Tre Monte（トレモンテ）立川駅南口
▶内容＝商工会が主催するお見合いイベント
表：参加資格等
項　目 男性 女性

参加資格 20～ 50 歳で独身の
市民（在勤含む）

20 ～ 45 歳で
独身のかた

参加費 5,000 円 2,000 円

定　員 12 人 12 人

▶募集期間＝10月7日㈪～21日㈪（申込先着順）

庫・給湯器　※申込方法等詳細はホームページ
（https://www.zero-emi-points.jp）へ
問コールセンター☎ 03-6634-1337

□油
ゆ

・断
だん

・快適！下水道キャンペーン（東京都
下水道局） 
キッチンから流れた油は、下水道管のつまりや
悪臭の原因となります。鍋等に付いた油汚れは、
洗う前にふき取りましょう。東京都下水道局が
作成した油の使用量の少ない料理レシピを、市
ホームページ 1000594HP  で紹介しています。
問道路下水道課（☎内線 256）

□シニアお仕事フェア（東京しごとセンター多摩） 
▶日時＝ 10 月 30 日㈬午後 1 時 30 分～ 4 時 30
分（入退場自由）　▶場所＝イオンモールむさし
村山センターコート・サウスコート　▶内容＝相
談ブース、再就職セミナー　▶対象＝ 55 歳以上
の求職者　※セミナー申し込み、参加企業詳細は
ホームページ（https://senior-caravan.com）へ
問シニア就職支援キャラバン事務局☎03-5212-2636

□中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労
者退職金共済機構） 
中小企業で働く従業員のために国がサポートす
る退職金制度です。詳細はホームページ（http://
chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）へ
問☎ 03-6907-1234

□街頭相談（東京都労働相談情報センター） 
賃金・労働時間・休日休暇・労働保険などの労
働条件に関することや、労使間のトラブルなど
の相談に応じます。
▶日時＝ 10 月 18 日㈮午前 11 時 30 分～午後
3時 30 分　▶場所＝昭島駅北口駅前
問国分寺事務所☎ 042-323-8511

新青梅街道沿道第四地区に関する都市計画原案の縦覧、説明会を行います HP 問都市計画課（☎内線 279）

都市計画法第 16 条の規定に基づき、この原案の縦覧・意見書の受付、
説明会を行います。
対象区域＝三ツ藤三丁目地内から岸一丁目地内までの区域（下図参照）

　市では、「新青梅街道沿道地区まちづくり計画」を基に、東京都によ
り拡幅整備事業が進められている一部の区域において、用途地域等の
変更・地区計画の策定について検討し、都市計画の原案を作成しました。

1000227HP

 問課税課（☎内線 123 ～ 125）

　次の①～③の全てに該当するかたは、
各支払月の年金から市・都民税が天引き
されます。

①その年の４月１日現在、 ６５歳以上で、

　老齢基礎年金等を受給している

②公的年金等の所得に係る市 ・都民税の

　 納税義務者

③市の介護保険料が、 老齢基礎年金等から

　 特別徴収されている

公的年金からの

市 ・ 都民税天引きのお知らせ

天引きの対象となるかた

１０月から天引きが開始されるかた

　左記対象者のうち、今年新たに対象と
なられたかたは、10 月の年金支給分か
ら天引きが開始されます。
　天引きの対象は、今年度の公的年金等
の所得に係る税額から普通徴収（第 1・
2期）で納付した税額を引いた額になり
ます。

昨年度から引き続き対象となるかたへ

　10 月から天引きされる税額が変更にな
る場合があります。
　10 月からは、4・6・8月に天引きされた
税額（仮徴収税額※）を、平成 30 年中の公
的年金等の所得に係る税額から、差し引い
た額が天引きされます。
※仮徴収税額＝前年度の公的年金等の所得
　に係る個人住民税（年税額）の 2分の 1

毎年 6月に送付している納税通知書の、７ページ「今回通知」欄
で天引きされる金額が確認できます。

天引きされる金額は納税通知書で確認できます

※ 1ページ「公的年金から特別徴収の方法によって徴収　
　する額の合計額」欄に金額の記載がある場合のみ
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武蔵村山市役所　〒 208-8501 本町一丁目 1番地の 1／電話：042-565-1111 ㈹／ファクス：042-563-0793

※原則として、費用の記載のないものは無料です。

参加者募集

▶日時＝ 11 月 1日㈮午後 3時～ 5時 30 分
▶場所＝たましん RISURU ホール（立川市錦町
　3-3-20）
▶内容＝各市の地域資源を生かした今後の広域
　連携のあり方について～魅力なくして連携な
　し～
問企画政策課（☎内線 374）

本市と近隣 8市の市長が話し合います
広域連携サミット傍聴者募集 1005918HP

▶日時＝ 10 月 12 日㈯午後 2時～ 4時 30 分
　（1時 30 分受付開始）
▶場所＝中部地区会館（市役所 4階）401 大集会室
▶内容＝①基調講演（講師：倉斗綾子氏（千葉　
工業大学創造工学部デザイン科学科准教授））
　②公共施設の現状と今後の取組
　③パネルディスカッション（コーディネー
タ：　山本康友氏（首都大学東京都市環境学部
客員　教授）、パネラー：倉斗綾子氏、高尾典
之（武　蔵村山市企画財務部長））

公共施設に関する市民講演会 1011027HP

倉斗綾子氏 山本康友氏
▶定員＝ 50 人（申込不要、先着順）
※保育あり（10 月 8 日㈫までに電話又はメー　
ルで申し込み。1歳以上の未就学児対象）
問企画政策課（☎内線 352・353）
　メール：kanzai@city.musashimurayama.lg.jp

▶日時＝ 10 月 10 日㈭午後 1時～ 4時
▶場所＝中部地区会館（市役所 4階）401 大集会室
▶内容＝①職業相談や職業訓練に関する相談、
　就職に関する情報提供（失業給付関係は除く）
　②ハローワーク求人情報の検索・応募
　③ミニ面接会（予約制）
※求人内容等は、決定次第、ハローワーク窓口
　又はホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/
　tokyo-hellowork/tachikawa.html）で随時公開
問ハローワーク立川職業相談第一部門☎ 042-525-8607
　又は産業振興課（☎内線 227）

ハローワーク立川出張相談会＆
ミニ就職面接会 in 武蔵村山 1005023HP

□世界の料理教室　みんなでハロパ！
ハロウィンパーティー料理を作って食べよう！
▶日時＝ 10 月 15 日㈫午前 10 時～正午
▶場所＝市民総合センター調理実習室
※前回と場所が違いますので、ご注意ください。
▶参加費＝ 1,500 円（材料費込み）
▶持ち物＝エプロン、三角巾
▶申込＝前日までに電話で予約
※当日受付をする場合あり
問地球や 佐久間☎ 080-6521-4973

※市の協働事業提案制度として、各団体と協働
　で行っています。
問協働事業提案制度については、協働推進課（☎
　内線 242）

1005023HP  協　国際 Fes と文化交流協　国際 Fes と文化交流

▶日時＝ 10 月 12 日㈯・13 日㈰午前 10 時～
　午後 3時
▶場所＝ダイエー武蔵村山店１階
▶内容＝暮らしに関する問題や役に立つ情報に
　ついてのパネル展示、防災コーナー、フード
　ドライブ、オリジナルエコバッグ作り、スタ
　ンプラリー（景品あり）など
問協働推進課（☎内線 242・243）

みんなのくらしフェスタ 2019 1008225HP

▶日時＝ 10 月 31 日㈭午前 10 時 30 分～正午
　（雨天中止、小雨決行）
※ 10時 30 分にみんなのおうち（神明 4-17-1）集合
▶場所＝土方農園（神明 4-16）
▶内容＝農園での収穫体験と試食
▶定員＝ 15 組（申込先着順）
▶持ち物＝長靴、軍手、レジ袋、雨がっぱ（小雨時）
▶申込＝ 10 月 1 日㈫～ 15 日㈫に電話又は窓
　口で受付
問産業振興課（☎内線 226）

1011037HP
市内の畑で里芋堀り！
収穫体験イベント

▶期間＝ 10 月 11 日㈮～ 20 日㈰
▶運動重点＝子どもと女性の犯罪被害防止、特殊
　詐欺の被害防止、万引き・自転車盗の防止、
　侵入窃盗の被害防止、東京2020オリンピック・
　パラリンピック競技大会に向けた自主防犯体
　制等の強化、女性と子どもに対する声掛け事
　案対策

□地域安全市民のつどい
▶日時＝10月 16日㈬午後１時（０時30分開場）
▶場所＝ハミングホール（東大和市民会館）小
　ホール
▶内容＝特殊詐欺被害防止講演（犯行手口等の
　演劇）、飯豊まりえ氏トークショー、成瀬み
　のり氏歌謡ショー
問東大和警察署生活安全課☎ 566-0110（内線 2612）
　又は防災安全課（☎内線 332）

～守ろうよ  わたしの好きな  街だから～
全国地域安全運動 1000109HP

1005664HP

▶日時＝ 10 月 26 日㈯午前 9時～正午
　（雨天中止、小雨決行）
▶場所＝都立野山北・六道山公園内里山民家（岸
　2-32）およびその周辺
▶対象＝市民（在勤・在学含む）
※小学生以下は要保護者同伴
▶定員＝ 30 人（申込先着順）
▶持ち物＝筆記用具・飲み物・タオル・手袋・
　雨がっぱ、動きやすい服（長袖）・帽子・ス
　ニーカー、（お持ちのかたのみ）捕獲網・虫め
　がね・双眼鏡等
※小川に入ることもあるため、着替え持参
▶申込＝ 10 月 1 日㈫午前９時から電話又は窓
　口で受付
※捕獲した昆虫等は観察後、自然に返します。
問環境課（☎内線 295・296）

1000571HP
環境学習会　小さい秋見つけた！
～昆虫・植物観察会～

▶日時＝ 11 月 13 日、12 月 11 日、令和 2 年
　1月 15 日、2月 12 日いずれも㈬午後 2時～ 4時
▶場所＝さくらホール（市民会館）和室
▶対象＝ 60 歳以上の市民（在勤・在学含む）
▶定員＝ 20 人
▶講師＝北島愛子氏（日本折紙協会折紙師範）
▶申込＝ 10 月 1日㈫から電話で受付
※ 1日だけの参加可。応募者多数の場合は全日
　参加できるかた優先
問文化振興課（☎内線 658）

1011039HP
公民館講座シルバー教室
みんなの知らない折紙の世界

▶日時＝ 10 月 11 日、11 月 8日、12 月 13 日、
　令和 2年 2月 14 日、3月 13 日
　いずれも㈮午後 7時 30 分～ 9時 15 分
▶場所＝総合体育館第一体育室
▶内容＝キンボールスポーツ、ボッチャ等
▶対象＝市民（在勤・在学含む）
※中学生以下は要保護者同伴
▶持ち物＝体育館履き、飲み物、タオル
▶講師＝武蔵村山市スポーツ推進委員協議会
▶申込＝当日会場で受付
問スポーツ振興課（☎内線 655）

1004696HPニュースポーツ体験教室

▶日時＝ 10 月 19 日、11 月 2日、12 月 21 日、
　令和 2年 2月 8日、3月 7日
　いずれも㈯午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
▶場所＝市立一小校庭（雨天時は同校体育館）
※ 3月 7日のみ野山北公園で開催（雨天中止）
▶内容＝グラウンド・ゴルフ、ボッチャ等
▶対象＝市内在住・在学の心身障害者および保
　護者・介護者
▶定員＝各回 50 人
▶持ち物＝運動靴、飲み物、タオル、体育館履
　き（雨天時）
▶講師＝武蔵村山市スポーツ推進委員協議会
▶申込＝当日会場で受付
問スポーツ振興課（☎内線 655）

1001764HP心身障害者・児スポーツ教室

▶日時＝ 10 月 26 日㈯午前 9時～ 11 時 30 分
▶場所＝大南地区会館実習室
▶対象＝小学生
▶定員＝ 10 人程度（申込先着順）
▶持ち物＝エプロン、飲み物、タオル等
▶講師＝河原塚達樹氏（おもろば・おおみなみ）
▶申込＝ 10 月 1日㈫から電話で受付
問文化振興課（☎内線 658）

1011038HP
第 3回青少年教室　秋の名物
どんぐりクッキーをつくろう

▶日程・場所等＝
日程 場所 内容

11 月 2日㈯ 東村山ふる
さと歴史館

講演会
「狭山茶の歴史と伝統」
講師＝工藤宏氏
（入間市博物館学芸員）

12 月４日㈬ 入間市
博物館 ALIT

入間市博物館 ALIT
特別展見学

令和 2年
2月 1日㈯

東大和市立
中央公民館 狭山茶での染色体験会

3月 21 日㈯ 瑞穂町内 瑞穂町周辺見学

※時間はいずれも午後 1時 30 分から
▶対象＝全ての回に参加できるかた
▶定員＝ 10 人（申込先着順）
▶参加費＝各回 100 ～ 200 円
▶申込＝ 10 月 3日㈭から電話で受付
問歴史民俗資料館（☎ 560-6620）

1001686HP
第 20回狭山丘陵市民大学
狭山茶を学ぶ
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□障害者差別解消法を学ぶ～障害の有無にかか
　わらず、支え合う共生社会実現のために～
▶日時＝ 11 月 15 日㈮午後 6時 30 分～ 8時 30 分
▶場所＝市民総合センター 3階集会室
▶内容＝障害者福祉の第一人者が「合理的配慮」
　について分かりやすく解説します。
▶定員＝ 30 人
▶講師＝佐藤久夫氏（日本障害者協議会理事、
　日本社会事業大学名誉教授）
▶参加費＝ 500 円

□家族でフォトベビマ（ふれあいベビーマッサージ）
▶日時＝ 10 月 6日㈰午前 10 時～正午
▶場所＝保育室
▶内容＝オイルを使った赤ちゃんへのマッサージ、
　アルバム作り、ハンドペアマッサージ
▶対象＝ 0歳児と母親、父親
▶定員＝ 6組（申込先着順）
▶持ち物＝バスタオル、赤ちゃんの飲み物
▶講師＝内野秀美氏（ベビーマッサージとタッ
　チケア教室ぬくぬく主宰）
▶参加費＝ 800 円（オイル・シーツ代）

□ひとり親支援　シングルマザーのためのおしゃ
　べりカフェ＠武蔵村山
▶日時＝ 10 月 20 日㈰午後 2時～ 4時
▶場所＝男女共同参画センター学習室
▶内容＝情報交換会、レジンキーホルダー作り
▶対象＝シングルマザーのかた、シングルを考
　えているかた
▶定員＝ 8人
▶話し手＝篠原輝美氏（立川市ひとり親家庭福
　祉会立川みらい）
▶参加費＝ 300 円（材料費込み）
※保育あり（無料、要予約）

□女性のためのチャレンジ相談会
▶日時＝ 10 月 25 日㈮
　①午前 10 時～ 10 時 40 分
　②午前 10 時 45 分～ 11 時 25 分
　③午前 11 時 30 分～午後 0時 10 分
▶場所＝相談室
▶対象＝起業、キャリアアップ、再就職を考え

男女共同参画センターゆーあい
（緑が丘ふれあいセンター）

ている女性
▶定員＝各回 1人
▶講師＝森林育代氏（株式会社シーズプレイス
　代表取締役社長）

問☎ 590-0755　月～日曜日午前 9時～午後 10時
※第 1月曜日は休館日
　http://www.fureai-diversity.com
HP

HP

ボランティア・市民活動センターほほえみ

問スポーツ振興課（☎内線 655） 1010010HP

12月8日（日）

（雨天決行）

スタート

  9：45　女子の部、小学生の部、中学生の部
10：00　一般の部、地域の部

表２　各地区の参加対象

中藤地区
鍛冶ヶ谷戸、谷津、入り、向山、神明、中藤団地、原山、原山（第一）、
萩ノ尾、赤堀、中村（第一）、中村（第二）、中村（第三）、馬場、横田、
日の出、平和台第一、新海道

西部地区
三ツ藤、村山道下、山王森、峰、後ヶ谷戸、宿、残堀、伊奈平、岸、
中原

南部地区
しののめ、平和台第二、大南、マイホームランド玉川上水、上水台、
大南五丁目、第 2ブロック、1101、1110、1111、1112、緑が丘第 1、
緑が丘第 2、緑が丘第 3、緑が丘第 5

北部地区
雷塚、学園、第6ブロック、第8ブロック、第10ブロック、第11ブロック、
第 12 ブロック、緑が丘第 6、緑が丘第 7、緑が丘第 8、緑が丘第 9、
むさしの宿舎、村山団地 42 号館

表１　各地区の会場・開会時間
中藤地区 西部地区 南部地区 北部地区

会場 第一中学校
校庭

総合運動公園
運動場（第 2）

大南公園
野球場

雷塚小学校
校庭

時間 開会式
（9時 30 分）

開会式
（9時 30 分）

開会式
（9時）

開会式
（9時）

受付開始時間などの詳細は、お問い合わせください。※雨天中止
1005584HP問スポーツ振興課（☎内線 654･655）

～地域のふれあいを大切に、子どもからお年寄りまでだれもが気軽に参加できる～

（sun）

1013
地区ふれあい

スポレク大会

▶申込＝ 11 月 7日㈭午後 5時まで受付
▶共催＝武蔵村山NPOネットワーク

□第 41 回まなぶとできる　楽しみながら覚え
　る手話～本物の手話に触れてみよう～
▶日時＝ 11 月 9日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分
▶場所＝市民総合センター 2階会議室
▶対象＝小学生以上（大人の参加も可）
▶定員＝ 10 人（応募者多数の場合は抽選）
▶講師＝ JSLC クラブ（日本手話クラブ）（登録団体）
▶申込＝ 11 月１日㈮午後 5時まで受付

□市民活動なんでも相談
　毎月第 4土曜日に、NPO や協働に関する相
談を受け付けています。
▶ 10 月は 26 日㈯午後 1時～ 5時
※相談日以外も随時受付。要事前予約

問☎ 590-1430　火～日曜日午前 8時 30 分～
　午後 5時 15 分
　http://musashimurayama.org

さくらホール（市民会館）の催し　 問 ☎ 565-0226

全席指定　前売 4,000 円
【一般発売】
10 月 5日㈯午前 10 時から
※ 5歳以上有料。
　4歳以下ひざ上無料。お席

令和 2年 2月 11 日（火・祝）
午後 6時 30 分開演　大ホール
全席指定　前売 4,500 円
【一般発売】10 月 25 日㈮午前 10 時から
【キャンディ・パレット会員先行】
　　　　　  10 月 19 日㈯午前 10 時から
※未就学児入場不可

【チケット購入方法】初日は電話予約のみ（座席選択不可）残席がある場合のみ翌日以降窓口販売。各種割引あり

よしもとお笑いライブ in 武蔵村山 2019
～週末スペシャル～

11 月 30 日㈯
午後 7時開演　大ホール

が必要な場合は有料

KOBUDO－古武道－
～尺八・チェロ・ピアノコンサート～

バスの迂回運行のお知らせ

交通規制実施に伴い、規制区間を運行する西武バス、立川バス、
都営バスは新青梅街道へ迂回となります。
※MMシャトル（市内循環バス）は除く
詳細は、市報 11 月 1日号でご案内します。

参加費

一般、地域、女子の部＝ 6,000 円（1チーム）
小学生、中学生の部＝無料
11 月 27 日㈬の監督会議（※）で納入してください。
納入後の返金はしません。※参加チームの監督は参加必須

申し込み

申込期限　10 月 3日㈭～ 17 日㈭
指定用紙を市役所第２庁舎スポーツ振興課へ提出
用紙は、市役所スポーツ振興課・市政情報コーナー、総合体育館、
緑が丘出張所で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可

チーム編成

監督 1人（選手との兼任可）、正選手 6人、補欠 3人以内
小学 4年生以上の市民（在勤・在学含む）
募集チーム数＝ 140 チーム（申込先着順）
部門＝○一般の部　事業所、学校、クラブ等で編成（男女混合可）
　　　○地域の部　同一自治会内の居住者で編成（男女混合可）
　　　○女子の部　高校生以上の女子で編成　
　　　〇小学生男子の部（男女混合可）　〇小学生女子の部　
　　　○中学生男子の部　　　　　　　  ○中学生女子の部
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子　育　て 個々に応じた支援、保育の様子、指導内容や配
慮を小学校に引き継ぐ貴重な資料です。
　10 月中旬に各保育園・幼稚園へ配布を予定
しています。入学する小学校へ伝えたいことが
あるかたは保育園・幼稚園等にご相談ください。
問教育指導課（☎内線 442・443）

　市教育委員会では、事務の管理や執行状況に
ついて点検・評価を行い、その結果に関する報
告書を作成し、議会に提出するとともに市民に
公表しています。
　今後は、評価結果を踏まえ、課題の改善を図る
とともに、教育施策の推進に役立てていきます。
　報告書は、市役所市政情報コーナー・教育総
務課窓口で閲覧できるほか、市ホームページで
もご覧いただけます。
問教育総務課（☎内線 424）

平成 30年度教育委員会事務事業
点検・評価報告書を作成 1000826HP

▶募集期間＝10月 1日㈫～15日㈫（書留郵送、
　必着）
▶募集コース＝地域保育コース
※募集要項は市役所子ども育成課窓口で配布又
　は市ホームページからダウンロード可
問子ども育成課（☎内線 182）

東京都子育て
支援員研修（第 3期） 1003573HP

▶支払日＝ 10 月 15 日㈫ごろ（6～ 9月分）
問子育て支援課（☎内線 185）

児童手当・児童育成手当の支払い

アイコンの説明
　…場所　　…対象　　…定員　　…持ち物
　…講師　　…料金　　…申し込み

所 対

申料講

持定

保育園事業
　市が地域子育て支援拠点として市内の保育園に委託をしています。

場所 イベント 日時 備考

村山中藤保育園「櫻」
☎ 562-3143
※子育て相談 来所・電話随時
※申し込みは電話又は園庭開放時
※入会随時受付

タンポポ広場（園庭開放） 月～金　9：00 ～
雨の日は室内開放（申し込
みの必要な講座、0才・1才
ひろばの日は除く）

運動遊び 2 日㈬・16 日㈬ 11：00 ～ サーキット遊び、投げる、
はしご渡り等

製作 4 日㈮・23 日㈬ 11：00 ～ 糊づけ遊び
遊戯 8 日㈫・30 日㈬ 11：30 ～ きのこ

0 才ひろば 11 日㈮・25 日㈮
10：00 ～ 12：00

手型カレンダー
対 0 歳児と保護者
所別館 1階

1 才ひろば 18 日㈮　10：00 ～ 12：00
手型カレンダー
対 1 歳児と保護者
所別館 1階

読み聞かせ 21 日㈪ 11：15 ～ 所別館 1階
身体測定と健康相談 29 日㈫ 11：00 ～ 所別館 1階

育児ポイント 11 月 13 日㈬
10：00 ～ 11：00

汗と皮膚の働き
申 10 月 31 日㈭まで

手軽に作れる食事の作り方 11 月 25 日㈪
10：30 ～ 11：30

ワンタン
申 10 月 31 日㈭まで

みらい保育園
☎ 562-3232
※初参加のかたは☎を
※子育て相談 来所・電話随時

園庭開放 月～金　9：30 ～ 12：30 園児と一緒に遊びましょう

誕生日会 3 日㈭ 9：50 ～
誕生月ではないお友達もどうぞ
対 0 ～ 3 歳児

ベビーマッサージ 7 日㈪ 10：00 ～ 11：00 対 2 か月～ 11 か月児
定 10 人（要予約）

親子リトミック 8 日㈫ 9：40 ～ 10：30 対 1 歳半～ 3歳児（年間登
録されているかたのみ）

自由あそび 8 日㈫ 10：40 ～ 11：30
初めの 10 分音楽あそび
対 0 歳～ 1歳半児

手あそび、指あそび、
ハンカチあそび
～親子であそぼう～

25 日㈮ 10：00 ～ 11：30

お気に入りのハンカチでお
人形づくり
対 0 歳～ 3歳児（前回予約・
参加したかたのみ。要連絡）
持 タオルハンカチ（大・小各1枚）
　前回配布したハンカチ

れんげ武蔵保育園
☎ 561-3959
※子育て相談
（電話）9：00～ 16：00
（来所）10：00～ 16：00

申 1 日㈰ 10：00 から
　  電話で受付

運動会 5 日㈯ 10：10 ～ 参加自由

園庭開放 8 日㈫・23 日㈬・30 日㈬
10：00 ～

絵本の読み聞かせ 9 日㈬・16 日㈬ 10：00 ～

保育体験 10 日㈭ 10：00 ～
1、2歳児の保育活動に参加
対 1 歳半～ 3歳児
定各年齢 3人（要予約）

楽しく塗り絵エコバッグ 15 日㈫ 10：00 ～
定 10 人（要予約）
料 200 円

作って遊ぼう 22 日㈫ 10：00 ～ 定 8 人（要予約）

離乳食体験 29 日㈫ 10：00 ～
定 3 人（要予約）
持エプロン　料 300 円

誕生会 25 日㈮ 10：00 ～
聖光三ツ藤保育園
☎ 560-3564
※子育て相談
（電話）9：30～ 16：00
（来所・要予約）10：00～ 16：00

園庭開放 月～金 9：00 ～ 12：00

保育園開放 火・水・金 9：00 ～ 12：00

散歩 16 日㈬ 10：30 ～ 山王森公園であそびます

ハロウィン製作 23 日㈬ 10：30 ～ お面とお菓子入れ作り

1010675HP 子ども家庭支援センター
　市民総合センター2階☎ 590-1152

イベント 日時 備考

子どもとその家庭に
関するあらゆる相談

月～土
（祝日・年末年始を除く）
8：30 ～ 19：00

対 0 ～ 18 歳未満と保護者

子どもの非行や
いじめなどの心理相談

10 日㈭
14：00 ～ 17：00 要電話予約

ひろば開放
月～土
（祝日・年末年始を除く）
10：00 ～ 16：00

対 0 歳～就学前児と保護者

0歳ひろば 2 日㈬
10：30 ～ 12：00 対 0 歳

1歳ひろば 9 日㈬
10：30 ～ 12：00 対 1 歳

おはなしの会 10 日㈭
10：30 ～ 11：00

絵本の読み聞かせ
残堀・図書館のかたが遊
びに来てくれます

りぼんの会 16 日㈬
10：45 ～ 11：15

大きくなったかな 23 日㈬
10：30 ～ 12：00

体重測定、子どもの心と
体の相談
対 0 歳～就学前児

出張ひろば 25 日㈮・29 日㈫
10：00 ～ 11：30

所三ツ木地区会館（25 日）
　  中原地区集会所（29 日）

10月生まれのお誕生会 30 日㈬
10：30 ～ 12：00

お誕生月ではないお子さ
まも、一緒にお祝いしま
しょう！

1010675HP

　お子さまが病気にかかった際、武蔵村山病院
内の病児・病後児保育室でお預かりします。
▶時間＝月～金曜日：午前 8時～午後 6時
　　　　土 曜 日：午前 8時～午後 1時
※日曜日、祝日、年末年始を除く
▶対象＝生後 6か月～小学 3年生
▶定員＝ 1日 4人
▶持ち物＝昼食（給食はありません）
▶料金＝ 1日 2,000 円（生活保護世帯は免除）
※申込方法等詳細は市ホームページへ
問子ども家庭支援センター（☎ 590-1152）

病児・病後児保育 1003768HP

▶対象＝平成 25 年 4月 2日～平成 26 年 4月
　1日生まれの児童

□就学時健康診断
　該当する児童のご家庭には、9月下旬に通知を
お送りしました。指定日に受診できない場合は、
教育委員会教育総務課へ必ずご連絡ください。
※お子さまが通う学校は原則、住所によって指
　定されています。通知に記載していますので、
　併せてご確認ください。
問教育総務課（☎内線 422・426）

□市立小中一貫校に入学希望のかたへ
▶市立小中一貫校＝村山学園、大南学園
　原則は住所ごとに指定された学校に通います
が、市立小中一貫校については、市内全域から
入学することができます。希望するかたは、教
育委員会教育総務課へ申請してください。
問教育総務課（☎内線 422・426）

□就学支援シート
　就学支援シートとは、入学前に受けていた

新小学 1年生のかたへ

1000881HP

1000935HP

1000879HP

場所 イベント 日時 備考

つみき保育園
☎ 563-3842

つみきっこ広場（園庭開放）火 10：00 ～ 11：00 対未就学児
天候により中止の場合あり

運動会
※雨天時は雷塚小の体育館 12日㈯ 8：45 ～ 12：00 対未就園児参加競技あり

　（10：00 ～ 10：30）
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▶期間＝ 10 月 7日㈪～ 11 日㈮
　この期間は、市内の小学校を自由に参観でき
ます。公開の詳細は各小学校へ
問教育指導課（☎内線 438）

市立小学校一斉学校公開週間 1006888HP

子どもカフェ　
　問 NPO法人子育て未来ネットこどもと
　　☎070（3128）8454（火・水・木曜日、10︓00～14︓00）

場所 イベント 日時 備考

みんなのおうち
（神明4-17-1）

子
ど
も
カ
フ
ェ

誕生日デー   2 日㈬
10：30～ 13：00

絵本読み聞かせ
  8 日㈫
15 日㈫
11：00 ～

栄養士による
食事の作り方
＆試食会

10 日㈭
11：00 ～ 魚の蒲焼き

ナチュラル素材の
オータムリース
作り

16 日㈬
10：30 ～

定 15 人（要予約）
料 1500 円
講峰岸喬氏（フラワーショップみねぎし）

みらい保育園の
先生とあそぼう

17日㈭
10：30 ～

ハロウィーンイ
ベント

23 日㈬
10：30 ～ 定 10 組（要予約）

秋のわくわくひ
ろば

28 日㈪
10：00～ 11：45
（10：30開始）

ミニ運動会、スタンプラリー
所武蔵村山高校

0 歳の集まり
赤ちゃん広場

30 日㈬
10：30 ～

発達を促す手作りオモチャ七変化
定 8 組（要予約）
料 200 円
講水橋薫氏（のびのび教室）

産業振興課
×みんなのおうち
収穫体験イベント

31 日㈭
10：30 ～

申市役所産業振興課で受付
※詳細は 8ページ

子ども食堂
10日㈭
24 日㈭
18：00～ 19：00

料子ども 100 円、大人 300 円

申子ども食堂がある週の火曜日正午までに
　電子メール（murayamakodomoshokudo@
　gmail.com) で受付

※講座の予約受付は 10月 1日㈫ 10︓00から。22日は祝日のためお休み

図書館のおはなしの会
　幼児・児童を対象とした絵本の読み聞かせと紙芝居を行います。
　休館日＝7日㈪、16日㈬

場所 日時・対象

雷塚図書館　　   　☎ 564-1284
19 日㈯
26 日㈯

幼児・小学生
10：30

中久保図書館　　　　  ☎ 569-1501 26 日㈯

中藤地区図書館 　　　 ☎ 565-0112 19 日㈯

三ツ木地区図書館 　　 ☎ 560-3301    5 日㈯

大南地区図書館　　　  ☎ 562-3243    5 日㈯ （幼児）10：30
（小学生）11：00

残堀・伊奈平地区図書館 　☎ 560-0171 26 日㈯ 幼児・小学生
10：30

○大南地区会館保育室　2 日㈬午前 9時 30 分～正午
　図書館で利用するための布の絵本を作成しています。
　一緒に作成していただけるかたは、ぜひ見学・ご参加ください。
　詳細は雷塚図書館までお問い合わせください。

①発達が気になる子どもたちに学ぶ～地域の宝物～
▶日時＝ 10 月 3日㈭午前 10 時～正午
▶場所＝市民総合センター 3階集会室
▶講師＝奈須康子氏（埼玉医科大学総合医療セ
　ンター小児科医）
②応急救護訓練
▶日時＝ 10 月 29 日㈫午前 10 時～正午
▶場所＝市民総合センター 3階集会室
▶内容＝家庭内にある物を使った応急処置、　
　AED訓練
▶講師＝北多摩西部消防署
【①②共通】
▶申込＝電話又は窓口で受付
※保育あり（10 人まで、要予約）
問子ども家庭支援センター（☎ 590-1152）

ファミリー・サポート・センター
子育て援助活動講習会 1010168HP

▶対象＝私立幼稚園に入園する幼児の保護者の
　うち、次の①～④を全て満たしているかた
　①市内に住所があり、私立幼稚園に入園する
　　幼児と同じ世帯である
　②市税を滞納していない
　③入園支度金の償還が確実に行える
　④都内に住所がある連帯保証人（1人）がいる
▶金額＝ 8万円まで
▶償還＝貸し付けを受けた翌月から、毎月末日
　を期限とする 10 回以内の均等払い（無利子）
▶申込＝ 11 月 8 日㈮まで市役所子育て支援課
　で受付。申込書は、子育て支援課、各市内幼
　稚園で配布
問子育て支援課（☎内線 186）

令和 2年度私立幼稚園入園支度金

☎ 070（3128）8454（火・水・木曜日、10︓00～14︓00）☎ 070（3128）8454（火・水・木曜日、10︓00～14︓00）
備考

☎ 070（3128）8454（火・水・木曜日、10︓00～14︓00）☎ 070（3128）8454（火・水・木曜日、10︓00～14︓00）

Photo
　Gallery

たくさんのおもちゃで
みんなと仲良く
遊びましょう♪

1010675HP

10 月のじどうかん　
　休館日＝日曜日、祝日と下記館内整理日

場所 イベント 日時

お伊勢の森児童館
☎ 564-5594

館内整理日15日㈫

なわとび大会   9 日㈬

15：00風船バトミントン 23 日㈬

ハロウィンパーティー 30 日㈬

山王森児童館
☎ 560-3037

館内整理日8日㈫

なわとび大会   2 日㈬

15：00ダーツゲーム   9 日㈬

つり大会 23 日㈬

さいかち地区児童館
☎ 565-0758

館内整理日15日㈫

なわとび大会   2 日㈬

14：30

ビンゴ！オ～レ！   9 日㈬

めちゃめちゃハロウィン 16 日㈬

ふーせんバレーボール 23 日㈬

さすらいのワリバシガンマン 30 日㈬

中藤地区児童館
☎ 565-0111

館内整理日8日㈫

なわとび大会   9 日㈬

14：30ダーツゲーム 16 日㈬

ストラックアウト 23 日㈬

大南地区児童館
☎ 562-3242

館内整理日8日㈫

なわとび大会   2 日㈬

14：30宝探しゲーム   9 日㈬

スライムを作ろう 23 日㈬

残堀・伊奈平地区児童館
☎ 560-0770

館内整理日15日㈫

なわとび大会   2 日㈬

14：30ちゃんばらキング   9 日㈬

ジャンケン大会 23 日㈬

1010667HP

児童館親子ひろば事業
　赤ちゃんから遊べるひろばです。
　親子の交流・友達作り・育児相談等、お気軽に遊びに来てください。

場所 イベント 日時 備考

中藤地区児童館
☎ 565-0111

わくわくタイム

  4 日㈮
9:30 ～ 12:00 絵本の読み聞かせ、手遊び、

ペープサート、育児相談等山王森児童館
☎ 560-3037

18日㈮
9:30 ～ 12:00

残堀・伊奈平地区児
童館
☎ 560-0770

みんなであそぼう！
【予約不要・参加自由】
赤ちゃんから遊べる木や
布、手作りおもちゃ等が
揃えてあり、親子でゆっ
たり遊べます。
手遊び、歌遊び、親子ふれ
あい・親子体操、ベビー
マッサージ・ヨガ等さま
ざまな催し物があります。
友達作り・育児相談等

  3 日㈭
9:30 ～ 12:00

・あそびのひろば (9:30 ～ )
・思い出手型足型つくり
　(9:30 ～ 10:40)
・10 月のお誕生会 (10:50～ ) 等

31 日㈭
9:30 ～ 12:00

・あそびのひろば (9:30 ～ )
・ハロウィーン遊び　等

大南地区児童館
☎ 562-3242

17 日㈭
9:30 ～ 12:00

・あそびのひろば (9:30 ～ )
・秋まつり　等

※各イベントの担当
　わくわくタイム　　＝NPO法人子育て未来ネットこどもと
　　　　　　　　　　　☎070（3128）8454（火・水・木曜日、10:00 ～ 14:00）
　みんなであそぼう︕＝NPO法人いつひよファミリー・育はぐ
　　　　　　　　　　　メール（itsuhiyochan-10.20.2790@docomo.ne.jp）

令和 2 年度

市内の私立幼稚園 園児募集

　幼稚園の見学は随時できますが、行事等と
重なる場合もありますので、運動会等も含め
て、各園にお問い合わせください。
　いずれの場合も、お子さまとご一緒にお越
しください。
※幼児教育無償化については、
　市役所子育て支援課へお問い合わせを
　問子育て支援課（☎内線 186）

入園案内・願書配布　10 月 15 日㈫から
願書受付　　　　　11 月 1日㈮から

入園案内・願書配布、願書受付先
〇むらやま幼稚園
　大南 1-25　　   ☎ 561-1351
〇東京多摩幼稚園
　緑が丘 1834　  ☎ 562-5588
〇村山いずみ幼稚園
　三ツ木 3-45-1   ☎ 560-4432
〇武蔵みどり幼稚園
　大南 3-90-5　   ☎ 564-9245

1007987HP

1005341HP
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前回の正解
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ひろば
※原則として、費

　用の記載のない

　ものは無料です。

催しもの

□小・中学生向バドミントン教室（武蔵村山市バ
ドミントン連盟）　10 月 3 日・10 日・17 日・31
日㈭午後 7時～ 9時、総合体育館。タオル・水分
持参、ラケット若干用意あり。要保護者送迎
問山本☎ 565-1629（午後 6時以降）

□音声ガイド・字幕付き映画体験会（武蔵村山
市障がい者（児）連絡協議会）　10 月 5 日㈯午
後 1 時 30 分～ 3 時、市民総合センター 3階会
議室。映画「マリと子犬の物語」
問柳☎ 090-3479-7782

□「知っていますか？フレイルのこと～神経・
筋疾患をもつ方がいきいきと暮らすために」（国
立精神・神経医療研究センター病院）　10 月 5
日㈯午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分、同病院（小
平市小川東町 4-1-1）教育研修棟ユニバーサル
ホール。事前申込不要
問看護部  五十嵐・中島☎ 042-341-2711

□社会医療法人財団大和会
①公開医学講座「気管支鏡～肺の診断に欠かせ
ない検査とその治療」　10 月 5 日㈯午後 3時～
4時、東大和病院 7階会議室。予約不要

②糖尿病勉強会「糖尿病と骨粗鬆症」　10 月 6
日㈰午後 1時～ 4時、武蔵村山病院 2階リハビ
リテーションセンター。要予約☎ 566-3111
③公開医学講座「認知症診断のいろいろ～もし身
近な人が認知症になったら？～」　11 月 2 日㈯午
後 3時～ 4時、東大和病院 7階会議室。予約不要
問☎ 567-8307

□ SDGs（持続可能な開発目標）講演会（立川
青年会議所）　10 月 16 日㈬午後 7 時～ 9 時、
ホテル日航立川東京 3階アトランティック。定
員 390 人、ゲスト：杉村太蔵氏
問長井☎ 090-1040-7711

□まどか食堂（まどか保育園）　① 10 月 17 日
㈭（10 月 1 日㈫～ 11 日㈮電話受付）② 11 月
21 日㈭（11 月 1 日㈮～ 15 日㈮電話受付）③
12 月 19 日㈭（12 月 2日㈪～ 13 日㈮電話受付）
いずれも午後 6 時～ 7 時、同園保育室。定員
30 人。参加（小学生以下）100 円、（中学生以上）
300 円。要予約
問嶺岡・二見☎ 560-1855

□どんとこいまつり（特定非営利活動法人くわ
の実）　10 月 19 日㈯午前 10 時～正午、くわの
実駐車場およびデイルーム。焼きそば 100 円、
ラムネ・しょうがご飯・くじ 1回各 50 円
問小園☎ 560-4525

□スポーツデー
①北部地区　10 月 20 日、11 月 10 日、12 月

会員募集

□英会話習得（中原英語サークル）　水曜日午
後 4時、中原地区集会所。中学生～高齢者対象、
若者大歓迎。アメリカ人の先生の指導でめきめ
き英語を話せるようになるかも！会費月 1,000 円
問須永☎ 080-5686-8547

□ターゲットバードゴルフ（TBG 武蔵村山愛
好会）　月・金曜日午後 1時、大南公園野球場。
ゴルフのように楽しめる、熟年世代向けのニュ
ースポーツ。入会 1,000 円、会費月 800 円
問田中☎ 564-6341

15 日、令和 2 年 1 月 19 日、2 月 16 日㈰午前
10 時～午後 3時、市立雷塚小体育館
問高橋☎ 090-3519-1984
②南部地区　10 月 27 日、11 月 24 日、12 月
22 日、令和 2 年 1 月 26 日、2 月 23 日、3 月
22 日㈰午前 9時～正午、市立小中一貫校村山
学園体育館・武道場
問松田☎ 090-3209-2858

□リズム体操とミニミニ運動会（親子リズム
小組）　10 月 21 日㈪午前 10 時～ 11 時 50 分、
雷塚地区会館。広いホールで楽しく遊ぼう
問塩野☎ 560-2235

□人形劇団「あかぱんつ」公演（おもちゃ図書
館すきっぷ）　10月 26日㈯午前 10時～ 11時、
福祉会館 2階大広間。要保護者同伴
問森☎ 090-6663-7534
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  次号は１１月１日号です。

５４７回
1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

市政クイズ

く

り

ご

は

ん

市報を読んで応募しよう
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タテのカギ
①第 14 回村山デエダラまつり○○○○ろ
②ニュースポーツ体○○○ょう室
③○○まもる心が築くよい社会無料相談等の　
　ご案内
④公み○○○講座シルバー教室みんなの知ら
　ない折紙の世界
⑥東京都子育て支援員研し○○（○い 3期）
⑧高齢者インフルエンザ予防接種費○○○○
　ち部助成
⑩くりごはん
⑫公共施設に関する市民講え○○い
⑬ 10 が○○○地方税共通納税システムが
　始まりました
⑮市な○○○たけで里芋堀り！収穫体験
　イベント
⑯日曜日にマイナンバー関係窓口を開○○し
ています
⑰マイバッグキャンペーン推○○中！

ヨコのカギ
①こども○○○康診査
③○○○と近隣 8市の市長が話し合います
　広域連携サミット傍聴者募集
⑤公的年金からの市・都○○税天引きの
　お知らせ

A B C

▶必要事項＝
①住所 ②氏名 ③年齢 ④今月のキーワード
⑤今月の市報の感想（例：良かった点、
　悪かった点、〇〇の情報がもっと欲しい 等）
▶応募資格＝市民
▶締め切り＝ 10 月 15 日㈫（必着）
※正解者の中から抽選で 20 人に記念品を郵
　送。当選結果は発送をもってかえさせてい
　ただきます。

令和元年台風第 15 号
千葉県災害義援金
　台風第 15 号により、千葉県において甚大
な被害が出ました。この台風で被災された
かたがたを支援するため、右記のとおり義
援金の受け付けを行っていますので、皆さ
まのご協力をお願いします。

【受付期間】9月 20 日㈮～ 12 月 30 日㈪
【募金箱設置場所】
　①市役所市政情報コーナー
　②市民総合センター
　③緑が丘出張所
　④情報館「えのき」
　⑤村山温泉かたくりの湯
問地域福祉課（☎内線 152） 1011036HP

畑を守ります…

　はがき等に以下の必要事項を記入し、
市役所秘書広報課へ郵送又は持参
※市ホームページ（右記QRコード）　
　からも応募できます。

⑥環境学し○○○い小さい秋見つけた！
　～昆虫・植物観察会～
⑦平成30年○○○○育委員会事務事業点検・　
　評価報告書を作成
⑨乳がん検診普及啓発運動（ピ○○リボン運動）
⑪骨密度そ○○○
⑬ 10が○○東京経済大学村山校舎室内プール
　市民開放日
⑭○○○職員初任者研修講座
⑯ 10 月 16 日は○○○○ょく料デー食品
　ロス削減にご協力を
⑱令和 2年モノレールカレンダー○○ん売
⑲東京都基準地価格のえ○○ん
⑳プレミアム付商品け○○○○売、利用が
　始まります

市報を読んでクロスワードを完成させましょう。

ヒントは市報の中にあります！

前回の当選者（敬称略）
金井文子、山崎未来、安藤久子、村山保江、水谷かつ子、
鈴木愛子、波多野絵美、今野英誠、乙幡明子、髙橋光子、
牧野あゆ子、佐藤真智子、大橋智子、稗田佑三子、荻田幸男、
渡邊優子、佐藤武司、山崎茜、増田孝之、吉田薫

1011032HP




