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コミュニティセンター
月

事業案内

MUSASHINO CITY

文中の敬称略

主役は市民。あなたの意見を聞かせてください

問い合わせは各コミセン（頁下欄外を参照）へ

● 申 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

■生活習慣病予防
料理講習会


午前10時30分／市内在住で50歳以上／指導：市協力栄養士
／600円
（キャンセルの場合、
実費負担の可能性あり）
／エプロン、
三角巾を持参

吉

■東町の昭和史
「樫の実幼稚園ができた頃の四丁目」 午後2時
東 22日（土） ～4時／樫葉和英（樫の実幼稚園園長）

吉

南 21日（金） 固定種と有機のたねをポットにまきます

■みどりフェスタ第一弾「たねまきしよう」 午前10時～正午／

御殿山 5/4（祝）
吉

■みんなでカフェ 午後2時～4時／午後のひとときをお菓子と
いれたてのコーヒーで／100円
■お話の会
“さくらんぼ” 午後2時／絵本のテーマ：はじめまし

北 15日（土） てさくらんぼです、紙芝居、パネルシアター、工作：こいのぼり

けやき

15日（土）

■けやき茶社 午後2時～4時／いれたてのサイフォンコーヒー
とスイーツでティータイム

22日
（土）

■よみきかせ紙ふうせん
聞かせ、折り紙で遊ぼう

22日（土）

■ピンポンの日 午後1時30分～5時／小中高生（親子可）／卓
球台2台あり。自由に遊べます／ラケット持参可

28日
（金）

■生活習慣病予防料理講習会 「バランスのとれた食事で花粉
症に負けない」 上記のほか筆記用具持参

中

央

中

集 5/1（月）

午前11時～正午／紙芝居、絵本よみ

■中町ストレッチ教室 午前10時30分～正午／動きやすい服
装、水分補給飲料・バスタオル・タオル持参

■パソコン学習会 パソコン何でも相談室：5/12・19・26、午前
10時～正午、1回400円。復習・応用コース：6/23までの毎週金
（金）
～
西久保 5/12
曜
（全7回）
、午後1時30分～3時30分、3500円／各5名（パソコ
ン持参5名まで）／Windows7使用／申 5/6までに窓口へ

緑

■パソコン学習会 7/1までの毎週土曜
（全8回）／初心者：午前
10時～正午、3200円。レベルアップ：午後1時30分～3時30分、
（土）
～
町 5/13
4000円／各8名とパソコン持参4名／ 申 窓口へ（超えた場合抽
選。5/9午後2時）
■ハーブの花に囲まれて

午後1時～4時／10名／スノーボー

八幡町 21日（金） ル（お菓子）作りとハーブティー講習会／400円／申 参加費を添
えて19日までに窓口へ

境

南

24日（月）

■親子で楽しくわらべうたで遊ぼう 午前10時30分～11時30分
／0歳～未就学児と保護者／わらべうたの会
「げっくりかっくり」

募集

■文化講座参加者 5月開講～翌3月末／茶道（表千家）、囲碁、ソ
シアルダンス、フォークダンス／初心者歓迎、費用は各講座別／
申 17日～

第68回

市民 と 市長 の 青
タ空
ウタ
ンウ
ミン
ーミ
テー
ィテ
ンィ
グング

テーマ：
「また来たいまち吉祥寺へ〜あなたのアイディア教えて」
5月14日
（日）
午後1時30分〜3時30分※小雨実施
場所：コピス吉祥寺ふれあいデッキこもれび
市民と市長が地域の課題や市政全般について意見交換を行う会です。
今回は、市長が休日のまちに出て、青空のもとで皆さんの意見に沿って話
し合います。
どなたでも参加できます。
当日、
直接会場へお越しください／
問 市民活動推進課☎60-1829

■武蔵境ぽっぽ公園開園記念展示
■むさしの自然観察園親子で自然が好きに
なるゲームとクラフト〜においくんくん
「地図と写真でたどる武蔵野市」
5月6日（土）午前10時〜11時30
4 月 16 日
分／5歳〜小学2年生と保護者20
（日）午 前 11
名（申込順）／自然の香りを楽し
時〜午後3時
み、感性を豊かにするクラフトや
／同公園
（境
ゲーム。おやつ付き／主催：武蔵野
南町4-3）／地図や空中写真をもと
市／申·問 電話で同園☎55-7109
に、
市の移り変わりをたどります／
無 料 ／ 問 ふるさと歴 史 館☎53- （吉祥寺北町3-12）へ。
1811
■映 画
「マダム・イン・ニューヨー
■企画展
「井の頭と江戸」
ク」上映会
4月22日
5月19日
（金）午後1時〜3時／男
（土）〜6月
女平等推進センター／35名
（申込
18 日（日）
順）／2012年インド、
134分、監督
／午前9時
ガウリ・シンディー／無料／託児：
30 分 〜 午
8名(5月1日までに申し込み、市内
後5時
（金曜、祝日を除く）／ふる
優先し超えた場合抽選）
／申·問 電
話・ファクス・Eメール
（4頁の申込
さ と 歴 史 館 第 二 展 示 室・市 民 ス
要領参照し、託児希望は子の氏名・
ペース／井の頭恩賜公園開園100
生年月日も明記）で同センター☎
周年にちなんで、絵図、典籍、古文
37-3410、
FAX38-6239、
danjo@
書などから、江戸時代の井の頭池
city.musashino.lg.jpへ。
市ホーム
とその周辺地域の様子を振り返る
ページから申込可。
／無料／問 同館☎53-1811

担当：市民活動推進課

■平成29年度
「講座まるごとナビ」
ができました
市内在住・在学の小・中学生を対象に実施している
土曜学校やそのほかさまざまな講座を掲載したガイ
ドができました。今年度の表紙は武蔵野プレイス・デ
ザイン講座を受講した高校生が担当。4月17日から市
立小・中学生には学校を通じて、各市政センター・図
書館・コミセン、市民会館、総合体育館、生涯学習ス
ポーツ課でも配布／問 同課☎60‐1902

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。

掲載希望の方へ

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：申込書裏面および市ホームページに掲載。
必ずご確認ください／申
し込み：所定の申込用紙
（秘書広報課、
各市政センターで配布、
市ホームページから印刷
可）
を郵送・ファクスまたは直接窓口へ。
電子申請も可／ 申·問 秘書広報課☎60-1804、
FAX55-9009 掲載申込締切 6/1号…4月28日、
6/15号…5月17日

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）

本宿コミュニティ協議会
コミュニティ
・
レポート
「ギャラリー開設準備中」

コミュニティ

本宿コミセンでは明るいガラス張りのロ
ビーに、季節ごとの飾りや年間行事のお知ら
せなどを展示していますが、今年度から新た
に小さなギャラリーを開設することになり
ました。市民であればプロ・アマ、個人・団体
を問わず、出展者がそれぞれ自由に個性を出
して使用できるよう考えています。決して広
ギャラリーイメージ
いスペースではありませんが、絵画・書・写真・手芸品など、自分の作品を
発表したくても場所やチャンスがなかった方たちにも、ぜひ利用してい
ただきたいと思います。
現在、ギャラリースペース利用の詳細をお知らせできるよう準備して
います。
このギャラリーを介して新しいコミュニケーションが生まれ、た
くさんの方に足を運んでもらい、驚きや癒しを感じていただけたらうれ
しいです。

コミセンの連絡先

◦吉祥寺南町
（吉祥寺南町3-13-1）･････
◦御殿山
（御殿山1-5-11）･････････････
◦本町
（吉祥寺本町1-22-2）･･･････････
◎電話をかける際はお間違いのないようご注意ください
◦吉祥寺西
（吉祥寺本町3-20-17）･･････
◦吉祥寺東
（吉祥寺東町1-12-6）･･･････ ☎21-4141 ◦吉祥寺西分館
（吉祥寺本町4-10-7）･･･
◦本宿
（吉祥寺東町3-25-2）･･･････････ ☎22-0763 ◦吉祥寺北
（吉祥寺北町1-22-10）･･････

日時・場所

会費／ 申·問

備考

春のバザー（三鷹福音 4月22日
（土）午後1時〜3時
（4 工藤
楽しく地域交流、不
教会）
時まで出入り自由）／三鷹福音 090-9243-4602 用 品 の 有 効 利 用、
教会
チャリティ支援

☎43-6372
☎48-9309
☎22-7002
☎55-3297
☎55-3297
☎22-7006

ベ ル フ ォ ー レ 第 9 回 5月6日
（土）午後3時開演
（2時 土方51-1692 指導：深江ゆか
シャンソン発表会
30分開場）／三鷹市公会堂光
ピアノ：山上陽美
のホール
地域交流バザー（地域 5月7日
（日）午後1時〜3時／大 石井52-3009
交流会）
元密教武蔵野教会ガレージ
むさし野ジュニア合 5月14日（日）午後3時30分開 山下54-7440 子 ど も た ち が 奏 で
唱団“風”第18回定期 演
（3時開場）／三鷹市公会堂光
る“風”を お 楽 し み
演奏会
のホール
ください
ご近所文芸茶会「そう 5月21日
（日）午後2時〜4時／ 500円
講師は観音院来馬
じで清めるこころと暮 武蔵野プレイススペースC／ 大矢33-0633 正行住職。禅のそう
らし」トークイベント 先着30名ほど
じ作法を大公開

仲間あつまれ
団体名
（活動内容）

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
活動時間・場所

会費／ 申·問

備考

マロニエの会
（シャ 第1・3月曜／午後1時30分 月3000円
発表会5月9日
（火）
2時
ンソンを歌う会） 〜3時／本宿コミセン
寺岡22-6457 開演／三鷹芸術文化セ
ンター

武蔵野英語会（AFN 毎月第2・4木曜／午後2時 森住
3分間のAPニュースを
ニュースに関する英 〜3時30分／本町・西久保 080-5899-4327 録音・書き取りし、それ
コミセンなど
会話）
を基に話し合う
◦けやき
（吉祥寺北町5-6-19）･････････
◦中央
（中町3-5-17）
･･････････････････
◦中町集会所
（中町1-28-5）･･･････････
◦西久保
（西久保1-23-7）･････････････
◦緑町
（緑町3-1-17）
･･････････････････
◦八幡町
（八幡町3-3-16）･････････････

☎54-8719
☎53-3934
☎53-2251
☎54-8990
☎53-6954
☎54-0169

◦中央公園北ホール
（八幡町2-5-3）････
◦関前
（関前2-26-10）････････････････
◦関前分館
（関前3-16-6）･････････････
◦西部
（境5-6-20）
････････････････････
◦境南
（境南町3-22-9）
････････････････
◦桜堤
（桜堤3-3-11）
･･････････････････

☎56-0055
☎51-0206
☎51-0206
☎56-2888
☎32-8565
☎53-5311

