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■公設民営市立恋ヶ窪保育園臨
時職員募集
【勤務先】恋ヶ窪保育園（東恋ヶ窪
2-6-13）【勤務内容】保育補助（資
格なし可）【勤務開始】4月1日
（月）【勤務日】月～金曜（土曜勤務
あり）【勤務時間】午前7時～8時
30分【時給】1千円【募集人数】1人
【応募・問合せ】（社福）菊美会へ電
話／→☎（042）321-0465
■春の全国交通安全運動市民の
集い（小金井警察署管内交通安全
協会）
【日時】3月7日（木）午後2時【会
場】市立いずみホール※入場無
料。当日直接会場へ【内容】式典、
交通安全ビデオ上映、歌謡ショー
【定員】370人※車での来場は不
可／→小金井警察署☎（042）
381-0110
■（公社）国分寺市シルバー人材
センター入会説明会
【日時・会場】①3月8日（金）午後1
時30分／福祉センター②21日
（木）午後1時30分／本町・南町地
域センター【対象】市内在住の60
歳以上の方【内容】センターの内
容・就業状況の説明※当日直接会
場へ。入会希望者は年会費1,000
円、住所・年齢が確認できるもの
が必要／→☎（042）325-4011
■三市の教育力を高めるフュー
チャーセッション
【日時】3月8日（金）午後2時～4時
30分【会場】国分寺Lホール（駅ビ
ル8階）【内容】三市連携講座・カ
フェの事例報告会、課題を見つけ
地域で新しいつながりをつくる
トークセッションと交流会【費
用】100円（お茶代）【パネラー】松
田恵示さん（東京学芸大学教授）
ほか【申込み】NPO法人東京学芸
大こども未来研究所担当へファ
クスまたはEメール（codomo@
u-gakugei.ac.jp）で／→☎＆思
（042）312-4112
■防災炊き出し訓練実施（国分寺
南栄商店会）
　国分寺南栄商店会と南町二丁

目町会合同による防災炊き出し
訓練を実施します。当日は約300
人分のすいとんを無料配布しま
す。家族・友達とお越しください。
【日時】3月9日（土）午前11時～午
後2時【会場】南町2-17-7トヨタ
レンタカー横※当日直接会場へ
／→☎吉越（042）321-4781
■防災カードゲームで考える災
害ボランティア（ボランティア活
動センターこくぶんじ）
　災害時に判断に迷う場面を想
定して、自分ならどう行動するか
を考えるゲームです。
【日時】3月11日（月）①午前10時
～正午②午後1時30分～3時30
分【会場】ボランティア活動セン
ターこくぶんじ（東元町3-17-2）
【対象】関心のある方【定員】①②
各25人【費用】無料【申込み】3月9
日（土）までに同センターへ（先着
順）／→☎（042）300-6363
■ともしび工房バザー
　春物衣類のセール。
【日時】3月14日（木）午前11時～
午後2時【会場】ともしび工房（西
恋ヶ窪4-10-2）清掃センター隣
／→☎（042）324-7071
■国分寺市国際協会から
①日本語地域連携連絡会懇談会
（みんなで話そう考えよう）「異国
での子育てパートⅡ　今、学校
で、地域で」
【日時】3月16日（土）午後2時～4
時【会場】本多公民館【講師】外国
人市民（中国・ベトナム・ペルー出
身）【定員】40人（子ども同伴可）
【費用】300円（飲み物付き）
②国際理解講座「プーチン大統領
とロシアの今後の行方について」
【日時】3月23日（土）午後2時～4
時【会場】本多公民館【講師】石郷
岡建さん（日本大学教授）【定員】
40人【費用】300円
■共通事項
【申込み】①3月14日（木）②21日
（木）までに、ハガキ、ファクス〔思
（042）325-3669〕またはEメー
ル（kia@mrj.biglobe.ne.jp）で、
住所･氏名･電話番号を明記し、
〒185-0003戸倉4-14福祉セン
ター内国分寺市国際協会へ／→
☎（042）325-3661

■TBG（ターゲット・バード・ゴ
ルフ）チャレンジ in 国分寺（国分
寺市商工会青年部）
　TBG協会のメンバーが指導し
ます。スポーツに親しみ、健康増
進を図りましょう。当日は、ス
ポーツ祭東京2013のマスコット
キャラクター「ゆりーと」も来場
します。
【日時】3月17日（日）午後0時15
分～4時30分【会場】けやき公園
グランド※当日直接会場へ【対
象】気軽にゴルフを楽しみたい方
※小学生は保護者同伴【費用】無
料／→☎（042）323-1011
■講演「障害者差別禁止法につい
て」（国分寺市障害者福祉を進め
る会）
　誰もが安心して生活できる社
会の実現について考えましょう。
【日時】3月12日（火）午後1時～3
時30分【会場】本多公民館【講師】
西村正樹さん（障害者制度改革推
進会議委員）／→高田☎（042）
323-8028
■国分寺野外音楽祭「T-SOUL」
出演者募集（T-SOUL実行委員会）
【開催日】7月27日（土）【テーマ】
Thanks ～ありがとう～【申込
み】3月1日（金）～4月15日（月）
（必着）。申し込み方法はHP（htt
p://www.t-soul.com）を参照。
（多数の場合抽選）【問合せ】
T-SOUL実行委員会事務局へ電
話またはEメール（info@t-soul.
com）。詳しくはHPでもご覧にな
れます／→☎080（4445）-5055

▼相続と遺言の無料相談会（東京
都行政書士会国分寺支部）　3月
6日（水）午後1時30分～4時30分
／国分寺Lホール（駅ビル8階）／
遺産相続・公正証書遺言等／→☎
（042）324-5811

▼ 早春の殿ヶ谷戸カタクリを楽
しむ（都立殿ヶ谷戸庭園）　○カ
タクリ演奏会／日時＝3月16日
（土）①午前10時～②午後1時30
分～※荒天中止／会場＝紅葉亭
／費用＝無料　○竹細工づくり

関 係 団 体
詳しくは各団体へお問い合わせください

官公署等から
詳しくは各団体へお問い合わせください
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-BOOST（キッズストリートダンス）毎週木曜午後4時～7時 国分寺北口スタジオデュオ 5000円 月4000円 小
お

塩
じお

☎090・5331・5982 初心者歓迎。4～15歳ヒップホップ

自立生活体操クラブ・西町 毎週木曜午後1時15分～2時45分 西町プラザ 500円 月1500円 中林☎042・576・6525 筋力トレーニング中心の介護予防体操

けやきトライアングル 毎週水曜午前10時～11時30分 けやきスポーツセンター なし 月1500円 高井☎042・321・0491 楽しい健康体操・介護予防にも

国分寺スポーツ少年団（硬式テニス）毎週土曜または日曜午前9時～11時 戸倉第二テニスコート 3000円 年20000円 廣﨑☎042・502・6048 新小学3～4年（抽選）　往復ハガキで日
吉町2-18-22廣﨑へ〔3月5日（火）必着〕

国分寺けやき会（ゴルフ同好会） 毎月1回 東京近郊のゴルフ場 なし 年3000円 野々村☎042・301・5776 年齢60歳以上・楽しくゴルフをする人

ボーイスカウト国分寺第1団 毎週日曜午前9時30分～正午 武蔵国分寺境内 5000円 月約3000円 福本☎042・322・6140 新小学1・3年生各10人。他各学年若干名

健康体操クラブ・西町 毎週火曜午前9時15分～10時45分 西町地域センター 1000円 月1500円 網野☎042・572・2912 有酸素運動を中心とした肥満予防体操

ステップ・ジョイ・L（社交ダンス）毎週月曜　初級午後1時～　　　　　中級午後3時～ 国分寺Lホール（駅ビル8階） なし 3か月12000円 井上☎080・2558・3976 プロの指導で楽しく、美しく踊りましょう

いきいき3B体操 第1・2・4土曜午前10時～11時30分 いきいきセンター 1000円 月3000円 𠮷田☎042・300・1535 ストレッチ筋トレ等を易しく楽しく行います

親子リトミック　やっぱっぱ 月4回火曜午前10時45分～11時45分 恋ヶ窪公民館 なし 2000円 橋本☎042・325・7991 1歳半ごろ～未就園児対象

リトミックサークル　ピヨピヨ 毎週水曜午前10時～11時、午前11時～正午 本多公民館 500円 月3100円
年2000円 種田☎090・3912・2309 1歳半ごろ～未就園児　体験可

NMU（日本民謡） 木曜午後1時～4時30分 本多公民館 1000円 月4000円 川村☎042・325・2032 ふるさとの土の匂いを皆さんで

民謡金曜会 第2・4金曜午後1時～5時 本多公民館 1000円 月3000円 寺沢☎042・323・0546 日本の地方のいろんなことが分かります

恋ヶ窪水墨画 第1・4月曜午後1時30分～3時30分 恋ヶ窪公民館 なし 月3000円 山田☎042・321・2145 初心者歓迎

※「ひろば」の各サークルの活動・掲載内容の確認、トラブルの解決については当事者間でお願いします。／※「ひろば」の掲載については総合情報課広報担当（内410）へ、公民館を会場と
して使用しているサークルは各公民館へお問い合わせください。

※無料体験・見学ができます（材料費が必要になる場合があります。詳しくは、各サークルへお問い合わせください）。／※公
民館だより「けやきの樹」の「会員募集」は市報で掲載します。□内のサークルは各公民館で受け付けた「会員募集」です。ひ ろ ば 会員募集

／日時＝3月23日（土）午後1時～
3時30分／会場＝入口の蔵の前
※荒天時は蔵2階／費用＝50円
※当日自由参加※いずれも入園
料が別途必要です／→☎（042）
324-7991

●朗読きさらぎ会　第25回発表
会「江戸川乱歩『人でなしの恋』」
　3月30日（土）午後2時～3時30
分／会場＝本多公民館／無料／乱
歩の妖しく美しい世界へご案内し
ます／→佐藤☎（042）324-8845
●国分寺・ジュニア・ミュージッ
ク・シアター第8回定期公演
ミュージカル「ふしぎの国のアリ
ス」　4月2日（火）午後3時開演
（開場2時30分）／会場＝小金井
市民交流センター大ホール／料
金＝前売り中学生以下800円・大
人1,000円（当日券は各200円増）
／→事務局☎（080）5430-9204
●健康麻雀女性初心者講座説明
会と提唱者井出洋介さん講演会
（国分寺いきいき健康麻

マージャン

将）　3月

27日（水）午後2時～4時／会場＝
国分寺Lホール（駅ビル8階）／料
金＝100円（要申込）／健康麻雀
の歩みと女性初心者の楽しみ方
／→原☎（090）8890-5305
●第1回ちえのわ農学校（大学生
と畑、田んぼ、自然、食育、文化体
験）小3～中3　4月20日（土）午
前10時～午後4時／会場＝東京
学芸大学／料金＝年18,000円／
年10回開催。申込3月31日（日）
締め切り。定員は12人です／→
松本☎（090）5817-3349
●大正琴無料講習会（国分寺大正
琴連盟さくらグループ）　3月14
日・21日（木）午前10時～午後3
時／会場＝福祉センター／無料
／初心者歓迎、中高年対象。お気
軽にどうぞ／→塩田☎（042）
322-2953
●第9回みんなで歌う会「歌は虹
の架け橋」（歌は虹の架け橋）　3
月20日（祝）午後2時／会場＝本
多公民館（200席）／参加費＝
500円／テーマ＝春を待つ、ふる
さとを想い季節を歌う、世界の歌
めぐり／ゲスト＝MCG男声合唱
団／→栗津☎（042）343-3244

ひ ろ ば
催 し 物

（1/26～1/31分）

○全測定値は、いずれも除染の対象となる0.23μSv/h以下でした。

【保育施設（保育課）】保育園＝恋ヶ窪、日吉、こくぶんじ、ひかり、
もとまち、しんまち、ほんだ【学童保育所、児童館（子育て支援課）】
学童保育所＝本多、第1・2泉町、第3泉町、第1・2新町／児童館＝
もとまち、にしまち【公園（緑と水と公園課）】姿見の池、黒鐘、本
多わかば、南町さんかく【教育施設（庶務課）】一小、三小、四小、
六小、七小、十小、二中、四中、五中／幼稚園＝みふじ、国分寺、
むらさき【清掃センター（ごみ対策課）】敷地境界4地点

○放射性ヨウ素（ヨウ素131）、放射性セシウム（セシウム134、
137）検出限界値（測定機器で検出可能な最小値）未満でした。

【給食（経済課）】市立保育所（13検体）、私立保育所（10検体）、小・
中学校（10検体）、障害者センター（1検体）、地場産野菜（2検体）【清
掃センター（ごみ対策課）】主灰、飛灰、排ガス（煙突）

※毎回測定している地点は太字。※詳しい測定結果は市ホームページ、
または市公式ツイッターをご覧ください。

問い合わせ＝保育課（内383）、子育て支援課（内465）、緑と水と公
園課（内352）、庶務課☎（042）574-4040、ごみ対策課☎（042）321-
5300、経済課（内351）、学務課☎（042）574-4042

放射線などの測定結果放射線などの測定結果


