
当日の車両通行止め

（詳細は第 3面）

期日　４月7日（日）

時間　午前10時～午後4時

主催　武蔵野桜まつり実行委員会

会場特設ステージ

第27回

お願い
会場及び周辺には、駐車場がありません。車でのご来場はご遠慮ください。
また、自転車は必ず所定の場所に駐輪してください。ご協力をお願いします。

★ 騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー

 午前 10 時 05 分～10 時 45 分

★ 武蔵野市のサッカーチーム

 東京武蔵野シティFC の紹介

 午前 10 時 45 分～10 時 55 分

★ 何でも発表ショー

 午前 10 時 55 分～11 時 55 分

★ 武蔵野市無形文化財「むさしのばやし」

 正午～午後 0 時 20 分

★ 消防少年団の紹介

 午後 0 時 20 分～0 時 30 分

★ 交通少年団の紹介

 午後 0 時 30 分～0 時 40 分

★ 桜まつりポスターイラスト表彰

 午後 0 時 40 分～0 時 50 分

★ 式典

 午後 1 時～1 時 50 分

★ 東京五輪音頭 -2020- と YOSAKOI を

 みんなで踊って機運醸成 !

 （武蔵野東小学校「YOSAKOI ひがし晴れ !」）

 午後 1 時 50 分～2 時 05 分

★ ホワイトビーチ（南房総市）

 午後 2 時 05 分～2 時 20 分

★ 前進座　踊り～桜まつりスペシャルステージ～

 午後 2 時 20 分～2 時 35 分

★ 騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー

 午後 2 時 35 分～3 時 15 分

★ 舞い歌う ～佳卓の世界～

 出演：舞踊家・佳卓と佳卓舞踊団

 午後 3 時 15 分～3 時 30 分

場所　市立むさしの市民公園

武蔵野陸上競技場及びその周辺

緑町スポーツ広場 ほか

中央通りなど桜の名所

子ども村

縁日広場

天候等の理由により、予告な

くプログラム内容を変更また

は中止する場合がありますの

で、ご了承ください

★中央通り　午前11時30分～パレード

武蔵野警察署／武蔵野消防少年団／武蔵野交通少年団／亜細亜大学吹奏楽団／

藤村女子中学・高等学校トワーリングバトン部／武蔵野市スカウト協議会／

武蔵野市民謡舞踊連盟／

参 加 団 体

雨天決行

★武蔵野陸上競技場及びその周辺

　〇サーカスフアフア

 午前 10 時 30 分～11時 30 分

 午後 0 時 30 分～3 時

　〇ペンギンフアフア

 午前 10 時 30 分～正午

 午後1時～3 時

　〇アニマル・ホッピング

 午前 10 時 30 分～午後 3 時

　※上記受付時間内にお越しください

　※上記 3 遊具には年齢制限があります

（対象：3 歳～小学 3 年生）

　○シートベルト横転体験

 午前 10 時 30 分～午後 3 時

★商店会連合会の会員による出店

★友好都市とアンテナショップ

　「麦わら帽子」の物産等展示販売

　（地酒試飲会など）

★武蔵野市の物産販売

　（むさしのプレミアム認定商品の販売）

★花・植木市（北多摩造園組合）

★市民団体コーナー

★PR コーナー

まつりには　持っていこうよ　マイバッグ！
お問い合わせ　武蔵野桜まつり実行委員会事務局（☎ 60–1832 武蔵野市 生活経済課内）

★緑町スポーツ広場

　○キックターゲット

  スピードガン

 午前 10 時 30 分～

 午後 3 時 30 分

★名水による茶会　午前11時～午後３時

★桜まつりポスターイラスト展示

市役所1階ロビー
サーカスフアフア

式典

武蔵野クリーンセンター武蔵野総合体育館

午前10時～午後3時

無料歯科健診

1Fダンス室
よ坊さん

２階の見学者コースを開放します。

自由にご見学ください。

入場時間 午前10時
　 ～午後３時30分（公社）東京都武蔵野市歯科医師会

住
んで
よか

った
ふるさ

とは武蔵野

見学者コースを開放

メインアリーナ

スポーツ体験

午前10 時～午後３時（途中休憩あり）

レスリング体験、ボッチャ体験、フィットネス体験

★中央通り（武蔵野中央交差点から市営プール前交差点）…… 午前11時30分から午後0時30分まで（路線バスを除く）。

★市道第 212 号線（市役所とクリーンセンターの間） ………… 午前10時から午後4時30分まで。

パレードは

雨天中止
雨天の場合、パレードの中止は午前 8 時に決定します。

●コミュニティスペース
☆ ムーバス乗車体験

 午前 10 時～11 時

 正午～午後 1 時

☆ VR 防災体験

 午前10 時 30 分～午後 2 時 30 分

茶会
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出入口

①中央通り
　武蔵野中央交差点から北へ向かって約１.2kmにわたり桜

のトンネルが続きます。

 開花中ライトアップを実施！（午後6時～午後9時）

　▶問い合わせ 武蔵野市観光機構（TEL 23－5900）

②ＮＴＴ武蔵野研究開発センタ
　▶日　時 ４月7日（日）午前１０時～午後５時

 （NTT技術史料館の最終入場は午後４時30分まで）

　▶開放場所 「センタ内桜並木とNTT技術史料館特別公開」

　▶催し物 小さなお子様も楽しめるレトロ電話の通話体

験、スタンプラリー等を実施。新登場の受付

ロボットのお名前投票を行います!　大正浪漫

な撮影スポットも。（参加無料）

※アンケート回答者には新規ペーパークラフト「磁石

式手動交換機」をプレゼント。

　▶問い合わせ NTT情報ネットワーク総合研究所

 （℡59－3311）へ

　 ※飲食物の持ち込みならびに車でのご来場はご遠慮ください。

③武蔵野陸上競技場（芝生スタンド）
　▶日　時 ４月7日（日）　午前９時～午後５時

　　　　　　 ＊３月23日（土）～４月7日（日）の間も一般開放します。

　※ただし大会使用・開花状況などにより変更・中止あり

　▶出入口　  陸上競技場北側門（中央通用口からは入れません）

　　＊トラック、フィールドには入れません。

　　＊聖火台付近には入らないでください。

　　＊酒、ビールなどアルコール類の持ち込みはできません。

　　＊ペットを連れての入場はできません。

　　＊ごみは各自でお持ち帰りください。

　　＊車でのご来場はご遠慮ください。

　▶問い合わせ 武蔵野生涯学習振興事業団

 （℡56－2200）へ

④成蹊学園構内（第41回成蹊桜祭）
　▶日　時 ４月7日（日）午前10時30分～午後４時

 （雨天決行）

　▶催し物 学園内の120本を超える桜の下で、乗馬体験（雨天

中止）、エアートランポリン、卒業生や在校生による

演奏、競技ダンス等演技、キャンパスツアー、各種

模擬店ほか子どもから大人まで楽しめるイベント

がたくさん。

　▶問い合わせ 成蹊会事務局（℡51－2244）へ　

⑤大野田公園
　隣接する第一浄水場との周辺に、約80本の桜があります。
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＊会場内は全面禁煙です（電子たばこを含む）。

＊駐輪は、指定された場所（市役所北側・東側及び係員の指示する場所）に限ります。

＊授乳・おむつ交換スペースは市役所正面入口入って右手にあります。

＊お手洗いは、市民公園内、市役所内、総合体育館内、陸上競技場にあります。

　（誰でもトイレは、市民公園内、市役所、総合体育館内に設置）。

＊メイン会場（市民公園）と子ども村会場との間には車道があります。

　移動する際は、必ず横断歩道を渡りましょう。

＊立ち入りを制限してるエリアがあります。ご了承ください。

＊ステージ前の客席に、一部優先席を設けています。

＊安全面・衛生面の問題から、ペットを連れてのご入場はご遠慮ください。会場案内図会場案内図
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桜まつりポスターイラスト　●最優秀賞　田口　絢葉さん（武蔵野東小 2 年）の作品

第27
回

アニマル・ホッピング

シートベルト横転体験

無料歯科健診

テント

NO.
出　店　者　名 出 店 内 容

テント

NO.
出　店　者　名 出 店 内 容

1 西久保NTT通り商店会 焼きそば、フルーツポンチ、缶飲料 30
（公社）東京都鍼灸師会

武蔵野三鷹支部
健康相談・パンフレット配布・体験コーナー

2 グリーンパーク商店会 キューバサンド 31 （一社）東北物産館 東北六県の名産品の販売

3
吉祥寺平和通り商店会

協同組合
アイスクリーム 32

東京武蔵野

ライオンズクラブ
日用品バザー

4 関前八幡町親交会 鯛焼き、焼きそば 33
（公社）「小さな親切」

運動武蔵野市支部
写真入り缶バッチの作成

5 武蔵野料理飲食業組合 焼き鳥 34
交流事業課

（企画調整課）

オリンピック・パラリンピック、および

ルーマニアホストタウンムサシノの PR

6 境南協栄会 ケバブサンド 35
アンテナショップ・

麦わら帽子
武蔵野市の友好都市の特産品の販売

7 三谷通り商店会 フランクフルト、焼きそば、缶飲料 36 関東バス武蔵野営業所
関東バスのオリジナルグッズ販売

ゆるキャラ「かんにゃん」とのふれあい

8 武蔵野中央会 焼き鳥、焼きそば、缶ビール、ラムネ 37 友好都市（南砺市） 南砺の特産品、串焼き、地ビールの販売

9 大野田商店会 焼きそば、綿あめ 38 交流事業課 国内友好都市の銘酒試飲

10 武蔵野商工会議所
武蔵野地粉焼きうどん、フランクフルト、

生ビール、缶飲料
39 友好都市（川上村）

川上村特産品等の販売（川上まんじゅう、

レタ助グッズなど）

11 中央通り西祥会 焼き団子、お好み焼き、缶飲料 40 友好都市（南房総市）
南房総市内特産品の販売

（くじらコロッケなど）

12 三鷹駅北口商店会 焼き鳥、スーパーボールすくい、缶飲料 41 友好都市（遠野市）
遠野市の特産品と郷土食の販売（ひっつ

み、焼きもち、地酒、地ビールなど）

13
武蔵野商工会議所

女性会
ヨーヨー釣り、おもちゃ販売 42 友好都市（長岡市）

長岡市小国地域の特産品等の販売（手作り

アイスクリーム、地元産山菜など）

14
国際ソロプチミスト

武蔵野
バザー（衣料品他） 43 友好都市（酒田市）

酒田の農産物と加工品・玉こんにゃく・つ

や姫だんごの販売

15 祥和会物販部 ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい 44 友好都市（安曇野市）
安曇野市の特産品の販売（おやき・漬物・

生鮮野菜・日本酒など）

16
武蔵野青年会議所

OB会
輪投げ、射的 45

東京武蔵野

ロータリークラブ

東北、熊本、西日本支援の物販

被災地で生産された食料品他の販売

17 武蔵野消防署 消防広報、風船配布 46 J:COM武蔵野三鷹局
J:COM サービスの案内（4K テレビ放送など）

ゲーム実施（景品プレゼント）

18 武蔵野市民防災協会 防災用品の展示及び販売 47
むさしの・住まいの

よろず相談実行委員会

相談会（アンケート回答者には桜の苗木を無料配布）

体験コーナー（くぎ打ち、ストローハウスなど）

19 ワークショップMEW
自主製品販売（手芸品・焼菓子）

日用品バザー
48

武蔵野市明るい選挙

推進協議会

明るい選挙推進委員による啓発活動（啓発

品の配布・模擬投票）

20
（一社）武蔵野市

観光機構

武蔵野市のおみやげ品

“ むさしのプレミアム”品の販売
49

クリーンむさしのを

推進する会

お茶わんリユースコーナー、生ごみたい肥

化の啓発

21
ワークセンターけやき

パールブーケ
焼きたてパンの販売 50

行政相談委員・

人権擁護委員
行政相談・人権相談の PR および相談会

22
武蔵野市納税貯蓄組合

連合会

「納期内納税」及び「口座振替納税」の

啓発品等の配布
51 むさしの地域猫の会 バザー、活動紹介

23
（社福）武蔵野市民

社会福祉協議会
日用雑貨の販売 52

東京都行政書士会

武鷹支部

事業や暮らしの相談会（空き家や相続、起

業など）

24
武蔵野市たばこ税

増収対策協議会
ポケットティッシュの配布 53 高齢者支援課

認知症に関するパネル展示と本市認知症関

連施設の紹介

25
北多摩東地区保護司会

武蔵野分区

刑務所作業製品（細うどん、石けん、折り

紙など）の販売
54 武蔵野市福祉公社 パネル展示等による事業紹介

26
中央コミュニティ

協議会
プラバンプレート作り（無料） 55 武蔵野市茶道連盟 名水によるお茶会

27
（公社）武蔵野市

シルバー人材センター
手芸品販売、会員募集 56 交通対策課

ムーバス乗車体験（午前 10 時〜午前 11 時、正午〜午後 1 時）、

ムーバス撮影会（午前 11 時〜正午）

28 （公社）武蔵野法人会
「税金クイズ」に答えて景品ゲット

税に関する掲示物の展示
57 武蔵野消防署

VR 防災体験

体験するには整理券が必要です。

29
武蔵野警察署

生活安全課
防犯展示



涵養の精神と職業人としての自立

ハウスクリーニング・リフォーム全般

     有限会社クリーンライフ
TEL. 0422-54-2134

http://www.cl2134.co.jp

─よき経営者を目指すものの団体─

　　　　公益社団法人 武蔵野法人会

株式会社 三浦屋 http://www.miuraya.com/

奥山スポーツ土木株式会社
☎0422-52-1313（代） 

総合ビル管理・一般建設業・一級建築士事務所

株式会社 グリーンシステム
TEL 0422-54-8141

http://www.gr-system.co.jp/index.html

武蔵野市西久保１－３９－５
☎ ０４２２－５２－１１１１
http://www.h-nichie.co.jp/
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株式
会社日乃出造園土木
����������������

武蔵野建設業協会
〒 180-0023 武蔵野市境南町 5-3-22

㈱日乃出造園土木内

☎ 0422-32-1650

 適な住空間を創造。  ttp://www.otani-kenkou.co.jp

　本　社　　東京都西東京市新町 1-3-5　  TEL:0422-54-8161 ㈹

武蔵野支店　東京都武蔵野市関前 4-16-7　TEL:0422-38-7183

総合建設業・一級建築士事務所

 いしく食べよう！

武蔵野市歯科医師会
TEL 0422-49-8881

ホームページアドレス  http://www.musashino-dental.or.jp/

元気に過ごそう！

http://eishin-kensetsu.co.jp
〒180-0023　武蔵野市境南町 5-2-14

TEL：0422-31-5571

☎ 0422-45-2161 ㈹
診療科　脳神経外科 / 内科 / 外科・消化器外科 / 整形外科 / 皮膚科 / 泌尿器科

グリーンパーク　ゴルフセンター

〒 180-0012　武蔵野市緑町

1-3-13-4F（グリーンパークビル） 0422（54）3489

未来のこどもたちにできることを 吉祥寺支店　0422-22-8181

損保・生保代理店

（株）ダイナインシュアランス
TEL 0422-50-3131

祝！！　武蔵野桜まつり

武蔵野遊技業組合

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-12-1 
☎0422-21-2202 FAX 0422-21-9524

吉祥寺サンロード 
商店街振興組合  

HP http://sun-road.or.jp/

 協 賛 企 業・団 体 （口数ごとの50音順）

広げよう　テロを許さぬ　地域の輪　武蔵野警察署

有限会社　相幸商会

秋本清掃（有） 042（461）3992

旭エンジニアリング（株）

亜細亜大学

アトリエニキティキ　心を育む木のおもちゃ

（株）アトレ　駅と街を結ぶアトレ吉祥寺店

アネス（株）多摩支店（55-1001）

社会保険労務士・行政書士　飯塚和男事務所

株式会社五十嵐工業所

JIS 規格生コンの井口建材工業有限会社

（株）イトーゴルフガーデン

井之頭造園協同組合（21-9261）

岩﨑吉祥寺ビル（株）駅前テナントビル

桜柳会

大野田商店会は親切を目標にしています

小川法律事務所（中町 1-23-17）

（有）荻原内装店

小野山ビルディング株式会社

東京都認証保育所　風の子保育園

香月産業（株）

株式会社吉祥寺駅前共同ビル

吉祥寺公園通り商店会

吉祥寺　さとう

吉祥寺東急ＲＥＩホテル

太陽と緑の通り! 吉祥寺平和通り商店会

吉祥寺元町通り商店街振興組合

（株）牛走運送　0120-054-054

清本建設株式会社

吉祥寺駅直結　キラリナ京王吉祥寺

株式会社クリエート

有限会社ケイ・エステイト

劇団め組　愛と感動をお届けします！！

株式会社　COASS

コメット電機株式会社

三谷通り商店会

三要エンタープライズ（株）

JA 東京むさし　武蔵野支店

株式会社　ジェイワン

地域社会に役立つ　社会福祉法人武蔵野

★住まいの事なら樹理ホーム 51-0023

塗装・防水は昭研工業へ（32-5821）

株式会社松美建工

水友会　武蔵野市指定上下水道工事店組合

株式会社　鈴木精工

西武信用金庫吉祥寺支店・武蔵境支店

（株）西部土木

関前八幡町親交会

相馬針灸院　電話 0422-54-3893

田辺たばこ店（51-2355）

田辺ボーグ株式会社

多摩信用金庫　吉祥寺支店

多摩信用金庫　成蹊学園前支店

多摩信用金庫　武蔵境南口支店

多摩信用金庫　武蔵野支店

（株）ディーアイディー＝デザインオフィス

宝石時計サロン帝國堂 0422-21-2133

（学）東海大学望星学塾

hug everyone. 東急吉祥寺店

ビル管理は東京クリアランス工業

東京西部ビルメンテナンス協同組合

（一社）東京都建築士事務所協会　北部支部

東京都個人タクシー協同組合武三支部

（公社）東京都鍼灸師会武蔵野三鷹支部

（公社）東京都宅地建物取引業協会　武蔵野中央支部

東京武蔵野ライオンズクラブ

不動産の事は（有）徳竹商事 20-9660

トミオ建設株式会社

中浜工芸株式会社

中村法律事務所　0422（21）3611

日本獣医生命科学大学

八丁商和会

PICO（プリンティングイン株式会社）

ファミリーマート吉祥寺公園通り店

株式会社 文伸　0422-60-2211

ホシノクリーニング（52-0032）

マイクロシステム（株）

起業家支援（株）マネジメントブレーン

〘新築＆リフォーム〙丸二にご相談下さい！

創業 50 年屋根工事は（有）丸保工業所へ

リフォームもみすゞ 建設（22-0881）

三鷹駅北口商店会

有限会社 三宅商店

運転免許は東京車人 ! 武蔵境自動車教習所

むさしの -FM オンエア -78．2MHｚ

武蔵野硝子株式会社・武蔵野建材工業株式会社

公益財団法人　武蔵野健康づくり事業団

武蔵野産商株式会社

一般社団法人　武蔵野市医師会

（一社）武蔵野市観光機構　23-5900

武蔵野市吟詠剣詩舞道連盟

公益財団法人　武蔵野市国際交流協会

武蔵野市茶道連盟

武蔵野市商店会連合会

公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター

武蔵野市体育協会

武蔵野市納税貯蓄組合連合会

武蔵野市部課長会

武蔵野市民芸術文化協会

（福）武蔵野市民社会福祉協議会

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

武蔵野商工会議所

（株）武蔵野葬儀社

武蔵野中央会

（有）武蔵野電化サービス（51-9333）

市指定無形民俗文化財むさしのばやし保存会

学校法人　武蔵野東学園

公益財団法人　武蔵野文化事業団

武蔵野山梨県人会

武蔵野浴場組合

むさしの蘭友会（51-3345）

不動産売買・賃貸・管理はヤマカ土地（株）

（株）吉沢工務店（32-2549）

在宅介護のラ・ヴィータ　22-5590

e お薬カレンダー／リードエンジニアリング

不動産のことなら地元で 47 年のリベストへ

♦漢方専門相談薬局 和漢薬舗東洋堂稲垣♦

ウテナ産業株式会社

御贈答に、ご来客に、お茶一ぷくに。小ざさ

有限会社　小美濃造園

吉祥寺駐車場（株）（21-9201）

株式会社　協友社　総合ビルメンテナンス

株式会社　桜井造園

大東電設（株）武蔵野営業所

中町ちぐさ薬局（52-6525）

（株）ヘルスケア・ジャパン

美夏クリニック

武蔵野公証役場

街環境を拓く（株）武蔵野トランスポート

武蔵野美装株式会社


