
市民社協キャラクター　あいあい

パラスポーツを
体験！

監督のお話に真剣そのもの！

出場チームの
みなさんと

出場選手に
インタビュー

広
　
告

謹賀新年　私たちは今年も地域福祉を応援します

２コマ連続使用　  5,000 円引き
３コマ連続使用　10,000 円引き
ホームページバナー広告も募集中！

35,000円
15,000円
20,000円

問合せ▶市民社協広報担当 ☎0422-23-0701

ご希望の方は、発行日の１か月
前までにお申込みください。広告募集！！

タテ ４cm×ヨコ ８cm掲載面 料金（１コマ）
１面
２・３面
４面

1コマ
サイズ

▲
▲

子どもたち　活躍　　　　！

 

あけましておめでとうございます。
今年はついに東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が開催されます。競技はもちろん、選手を
支える人々やボランティアの活躍など、様々な方面で
盛り上がりをみせています。今回の新春特集では、オ
リンピック・パラリンピックに向けて市内のスポーツイ
ベントを中心に取材を行っている“むさしのジュニア特
派員”の子どもたち5人にお話を伺いました！！

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた武蔵野市実行委員
会」ボランティア・市民活動・広報分科会の取組みとして、広報誌「むさしのジュ
ニア2020通信」を作成している子どもたちです。平成30年7月から活動を始
め、現在は第二期メンバーとして小・中・高校生11名が参加し活動しています。
取材前の打合せから、選手や監督への取材、スポーツ体験などを通し、子どもた
ちの視点でオリパラの魅力をみなさんにお届けしています。広報紙「むさしのジュ
ニア2020通信」最新号vol.3は市内関係機関への配布及び市ホームページに掲
載中です。

「むさしのジュニア特派員」とは？

東京 2020
オリンピック・パラリンピックに向けて

２面の
ジュニア特派員への
インタビューも
ご覧ください

➡

ぜひご覧ください！

新 春 特 集

子どもたち　活躍　　　　！が しています
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地域社協ニュース
地域のイベントいろいろ
ぜひご参加ください

今月の
トピックス

みんなで楽しむ
『チャリティーカラオケ大会』

御殿山コミセン　２階けやきの間
山代　☎0422-44-1474

千川地域福祉の会
ペーパーアートの会

親の家　１階ホール
グリーティングカード作り 
親の家（川﨑）　☎0422-55-0507

折紙を楽しむ会
親の家　１階ホール
折紙で季節を楽しむ
親の家（川﨑）　☎0422-55-0507

写経・写仏の会
八幡町コミセン
写経・写仏練習会
100円（初回のみ別途教材代100円）
八幡町コミュニティ協議会

スポーツウェルネス吹矢「ひまわり」
八幡町コミセン
スポーツ吹矢練習会
200円
（初回のみ別途マウスピース代100円）

参加費

内　容
会　場

内　容
会　場

内　容
会　場

問合せ

共　催

問合せ

内　容

参加費

会　場101/
金

13:30-15:00

131/
月・祝

10:00-12:00

151/
水

13:30-15:30

81/
水

10:00-12:00

東部福祉の会
たんぽぽサロン　※原則毎月第２木曜

吉祥寺東コミセン（九浦の家）
お茶を飲みながらの気楽なおしゃべり会
地域にお住まいの方
栃折　☎0422-21-1289

若葉会　※原則毎月第４金曜
本宿コミセン
情報交換
吉祥寺東町・本町１丁目にお住まいの
高齢の方
100円
中村　☎0422-20-3038

対　象
問合せ

問合せ

内　容
会　場

対　象

参加費

内　容
会　場

91/
木

10:00-12:00

241/
金

13:30-

南町福祉の会
交流ハウス南町  ※原則毎月第１日曜（1月は第2日曜）

吉祥寺南町コミセン
10：00～　食事作り
12：00～　食事と交流
350円（食事代）
吉岡　☎0422-43-2686

※障がいのある方もない方も共に過ごす休日の居場
所。季節の食材で作ったおかず、デザートもあり
ます。おしゃべりも楽しい！！

問合せ
参加費

内　容
会　場121/

日
10:00-14:30

22/
日

10:00-14:30

152 /
土

13:00-16:00

大野田福祉の会
なんでも相談窓口

ふれあいの居場所「ひびのさんち」
（吉祥寺北町４-10-31）
・個別相談
  （子育て・介護・生活などの困り事
  に専門職の方が相談をお受けします）
・「ゴミの分別方法を知ろう！ 」
武蔵野市ごみ総合対策課・市民社協

内　容

協　力

会　場141/
火

13:30-15:00

境南地域社協
くまのこひろば　※毎月第２金曜

境南コミセン　児童室
たのしくみんなで遊びましょう（自由遊び、
大型絵本、ふれあいあそびなど）
０～３歳未満の乳幼児と保護者
阿部　☎0422-34-4383

おしゃべりサロン　※毎月第１木曜
テンミリオンハウス花時計
おしゃべり、手芸、他好きなことをして
ゆったり過ごしませんか
花時計　☎0422-32-8323

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

問合せ

対　象

101/
金

10:00-11:30

62/
木

13:30-15:30

特に表記のないものは
なし定　員

無料参加費
どなたでも対　象

申　込 当日、直接会場へ

四小地区福祉の会
にこにこ体操　  ※原則毎月第１金曜（雨天中止）

吉祥寺北コミセン
椅子に座った体操（理学療法士による
指導）の後、お茶を飲みながらおしゃべ
りしましょう
65歳以上の方、障がいのある方
曾山　☎0422-22-4387

にこ　カフェ　※原則毎月第３火曜
吉祥寺北コミセン　ロビー
お茶とお菓子を楽しみながらおしゃべ
りしませんか
地域の方どなたでも
曾山　☎0422-22-4387

※開催時間中、いつでも気軽にお越しください

内　容

問合せ

会　場

内　容

対　象

対　象

問合せ

会　場101/
金

10:00-

211/
火

13:30-15:30

吉西福祉の会
あじさいひろば　※原則毎月第２・４火曜

吉祥寺西コミセン １階大会議室
①お正月かるた他　②おしゃべり会
地域にお住まいの高齢の方
①100円
吉祥寺西コミセン　☎0422-55-3297
吉祥寺西コミュニティ協議会

ひろばひよこ　※原則毎月第２月曜（１月は第３月曜）
吉祥寺西コミセン　２階和室
親子が気軽に遊び交流する
乳幼児（０～３歳）と保護者
八木　☎0422-22-2057

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

対　象
参加費
申・問
共　催

対　象

201/
月

10:00-12:00

141/
火

10:00-13:00

281/
火

10:00-13:00

恒例の「チャリティーカラオケ大会」を開催します。
みなさんご一緒に楽しみましょう！
収益の一部は市民社協へ寄付させていただきます。

御殿山福祉の会

問合せ
会　場

①

②

東京 2020オリンピック・パラリンピックに向けて
子どもたちが活躍しています！

11月某日夕方、市役所の会議室でジュニア特派員によるミーティングが行われました。12月
に開催されるスポーツイベントの取材に向け、当日の取材内容や役割分担の確認など、みなさ
んが真剣に話し合っていました。特に、優勝チームの選手や監督へのインタビュー内容を決め
るところでは「試合前に何を食べるかを聞いてみたい」「練習時間や場所はどうやって確保して
いるか知りたい」など、活発な意見が飛び交いました。 
今後ますますの活躍がとても楽しみですね！

石橋 壮太くん（小５）
オリンピックやスポーツに関係あること
をやってみたいと思い、ジュニア特派員
に応募しました。学校でブラインドサッ
カーを体験してみたらとても楽しかった
ので、パラリンピックでも注目していま
す。テレビでラグビーワールドカップを
見て興味をもち、学校でランパスしたり
家でタックルしたりして遊んでいるの
で、2020通信を読む人たちにも同じ
ようにスポーツの楽しさが伝わるとい
いなぁと思います。水泳は0歳 9か月
からやっていて、金メダルを取るのが目
標です。

辻田 裕樹くん（小４）
オリンピック・パラリンピックを通じて
何かを学べたらと思って応募しました。
思っていたより大変なこともあります
が、競技の面白さなどをたくさん知るこ
とができて楽しいです。また、試合で
やってはいけないこと、反則などのルー
ルも2020通信で伝えていきたいで
す。もともと草野球をやっていたので、
オリンピックでも野球が楽しみです。水
泳をずっとやってきましたが、これから
はやったことのない競技にもチャレンジ
してみたい。特にボッチャに興味があり
ます。

川田  彩加さん（高２）
東京 2020の公式ボランティアは18
歳以上でないと応募できないため、何
か近いことをやってみたいと考え、ジュ
ニア特派員に応募しました。小さい頃
から父の影響でテニスと野球を見るの
が好きなので、オリンピックではこの２
つの競技に期待しています。これから
の取材でパラリンピック競技に実際に
触れるのが楽しみです。また、「選手
村」って実際はどんなところなのか知ら
ない方が多いと思うので、記事にして
伝えたいと思います。

中田 隼太朗 くん（小４）
母に2020通信を見せてもらって、
やってみたいと思いました。でも実際に
やってみると取材のときに緊張したり、
失敗してへこんだりしています。とても
難しいけれどやりがいがあります。オリ
ンピックで楽しみなのはサッカー。もと
もとプレイするのが好きです。あと、
フェンシングはチケットが当たったので
実際に見に行くのが今から楽しみです。
ボッチャとブラインドサッカーも、体験し
てみてルールを知ったので、とても興味
があります。

いしばし そう た つじ た  ゆう き かわ だ　  あや か なか た  しゅんた ろう

新 春 特 集
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絶賛
発売中

ぶんしん出版 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀1-12-17 株式会社文伸
Tel. 0422-60-2211  Fax. 0422-60-2200 
E-mail hon@bun-shin.co.jpお問合せ担当：宮川・稲冨

「考える力」を養う、知育で人気の

小林  泉美 荻並  トシコ作： 画： 張  栩協力：
ちょう    う

本体1,400円+税

推 薦 日本棋院
囲碁の絵本が誕生

広　告

中央福祉の会
りんどうの会

中央コミセン　多目的室
おしゃべり会
ひとり暮らしまたは昼間おひとりの
高齢の方
細野　☎0422-47-0856

親子ニコニコ広場　※原則毎月第３金曜
中央コミセン　２階大広間
みんなで楽しく遊びます
（自由遊び・手遊び・絵本など）
０～３歳の子と保護者
矢島　☎0422-54-3479

内　容
対　象

問合せ

会　場

内　容

対　象
問合せ

会　場

161/
木

14:00～

171/
金

10:00-12:00

関前福祉の会
関前ウォーク

武蔵境駅改札前 ９：２０
谷中七福神巡り
ご近所にお住いの方
５０円（保険代）
島田　☎0422-51-2030

※ウォーキングする服装と水分補給をするもの
持参

すずらんお茶のみサロン
関前コミセン
編み物をしながらおしゃべりしませ
んか？
ご近所にお住いの方
木村　☎0422-37-6866

※ちょっと頑張ってベストやショール等を編みま
せんか？

問合せ

対　象
参加費

集　合
内　容

問合せ
対　象

会　場
内　容

151/
水

9:20-

271/
月

14:00-16:00

武蔵野市役所１１１会議室
地域の子育て支援・子育てひろばに興味関心のある方、子育てひろばに関わっている方
２０名（申込順・全日参加出来る方を優先）　　　　　　６名（申込順・市内在住者のみ・無料）
NPO法人新座子育てネットワーク代表理事　坂本純子氏
１月１０日（金）までに下記の内容を、窓口・電話・Eメールにてお申込下さい。
①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号 ④Eメールアドレス
託児希望の方は、 ⑤お子さんの氏名（ふりがな） ⑥生年月日 ⑦性別
武蔵野市　　　　　　　ＶＣＭ
武蔵野市子ども政策課  子育て支援担当
☎０４２２-６０-１２３９　Eメールsec-kodomoseisaku@city.musashino.lg.jp

お問合せはＶＣＭまで♪
その他のボランティア募集に
ついてはHPをご覧ください！

募集
VCM

ボランティアボランティア

「武蔵野市シニア支え合いポイント制度」とは、65歳以上の方が行う社会貢献活動（この事業の協力施設・団体で
の活動が対象）に対して、活動ごとにポイントを付与し、年度ごとの獲得ポイント数に応じてギフト券等へ交換する
仕組みです。まずは説明会にご参加ください。

年初めは書初めから！子どものとき、
お正月には書初めをしたという思い出
もあるのではないでしょうか？今年の
抱負を書で表しませんか？はじめての
方も安心の書道体験です。

「武蔵野市シニア支え合いポイント制度」説明会

市民社協会議室（吉祥寺北町1-9-1） 
令和2年3月31日時点で65歳以上の方

1月28日　 １0：００～１1：００

会　場

会　場

講　師

内　容

対象者

対　象
参加費
申・問

定　員
申・問

お父さんお帰りなさい！ ようこそ地域へ！

おとぱ de新春書初め
1月 11日土
14：00～16：00

参加者
募集

参加者
募集

参加者
募集

参加者
募集

おとぱ
サロン

1月

No. 6799

30 名
VＣＭ（右上連絡先）

市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
「書の心構え」や二瓶氏のボランティア活動についてのお話、
書初め体験、交流会　など

二瓶 嶽風 氏（書象会副理事長）
シニア世代の男性・女性　 　  定　員   15 名（申込順）
無料　  　持ち物   書道道具（お持ちの方はご持参ください）
ＶＣＭ（右上連絡先）

会　場

内　容
参加費

会　場

対　象

対　象

定　員

定　員

託　児
講　師
申　込

申・問

主　催 共　催
問合せ

1月30日木・2月7日金・13日木
全日10：00～ 12：00 ※3日間の講座以外にコミセン親子ひろばでの1日実習があります

子育てひろばボランティア養成講座
応援しよう！ 武蔵野の子育てを

ニヘイ   ガクフウ

火

コーヒーサービス、編み物、サンタクロース、カメラ、囲碁、将棋など、自分の「好きなこと」「趣味」を活かせる
ボランティア活動をVCM職員がご紹介いたします！
ボランティアがしたい方はぜひ一度お越しください♪

１からはじめるボランティア
～これだけ聞けばすぐにでもはじめられる！～

市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）　　　　　　　ボランティアに興味・関心のある方
ボランティアコーディネートのしくみ、募集しているボランティアの案内等
無料　　　　　　　20名（申込順）　　　　　　　ＶＣＭ（右上連絡先）

２月26日水18：00～ 19：30
２月29日土13：00～ 14：30
※同じ内容で行いますので、どちらかにご参加ください　※終了後、個別でボランティアに関するご相談を伺います

ボランティア講座

森 麻希 さん（小５）
小学生は東京 2020のボランティアに参加でき
ないので、自分にも何かできることはないかなと
思って参加しました。特派員になってからはス
ポーツニュースを見るのが日課になりました。ま
た、オリンピックについて調べたり、学校の友だ
ちに聞かれて答えたりすることも増えました。そ
れぞれの競技のよさ、面白さを伝えたいです。
以前、市内で行われたイベントに行ったとき、水
球の選手が来ていて身近に感じられたので、オ
リンピックでも応援したいです。学校では高学
年として低学年に頼りにされる存在になりたい。
市のイベント等にも積極的に参加してオリンピッ
クを盛り上げていきたいです。

もり　ま  き

●活動日：２ヶ月に１回 第２金曜日
　　　　　13：30～ 15：30
●場所・依頼：吉祥寺本町在宅介護・
　　　　　　   地域包括支援センター
　　　　　　  （吉祥寺本町 4-20-13）
●募　集：２～３名程度
●その他：園芸作業ができる服装

園芸クラブとしてガーデン管理
（草とり・苗植え・剪定など）
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● 〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-9-1
● ☎0422-23-1170　FAX:0422-23-1180　　
● Eメール:vcm@shakyou.or.jp 　

ボランティアセンター武蔵野（VCM）
Volunteer Center Musashino

http://www.shakyou.or.jp/

お詫びと訂正

「市民社協だより ふれあい」12月号の「はじめてみよう ！ 市民活動」
内に誤りがありました。関係者のみなさまにご迷惑をおかけしたことを
心よりお詫び申し上げるとともに、以下のとおり訂正いたします。

（誤）ここから発動 ！ しみんかつどう。地域で生かそう ！ あなたの笑顔 ➡
（正）楽しく知ろう、しみんかつどう ！ 地域で生かそう、あなたの笑顔

（誤）西田 正 氏 ➡ （正）西川 正 氏



［一般寄付］
桜野地域社協（地域交流うどん会）▶ 615円
（株）ハウズ　▶ 10,000 円
（株）ハウズ　スタッフ一同　▶ 10,457 円
関前福祉の会（福祉バザー売上金）　▶ 25,000 円
東京防犯健全協力会　▶ 50,000 円
（株）浩仁堂　▶ 1,500 円
NPO法人ペピータ（タワーズマルシェでのご寄付）　▶ 1,196 円
［愛の小箱］
東京都理容生活衛生同業組合多摩府中北支部武蔵野地区　▶ 7,233 円
はらっぱ塾レインボー（旗揚げ公演）　▶ 1,101 円
吉祥寺第一ホテル
・バイキング・パークストリート　▶ 12,410 円
・吉祥寺車屋　▶ 28,247 円
・むさしの吉祥　▶ 2,445 円
御殿山コミュニティ協議会（11/16・17 コミセンまつり）　▶ 1,258 円
［物品寄付］
三井一夫（本）　 四ッ谷美稲子（タオル・ハンカチ他）　 吉田寛子（手芸用布・レース・リボン・フェ

ルト等）　 宮坂慶子（外国切手）　 ラピッドセブン・ジャパン（株）（本・DVD）　 山田奈緒子（未
使用年賀ハガキ1,128 円分）　 増田登喜江（バザー物品）　 （一財）武蔵野市給食・食育振
興財団（バザー物品）　 西部コミュニティ協議会（不要入れ歯）　 匿名（未使用切手1,680円分、
布地、収納ケース２個、車いす１台、バザー物品）
［使用済み切手］
白土英子　 浅野雄太　 佐藤陽子　 木村純子　 保谷節子　 東京都個人タクシー協同

組合武三支部　 ニチイケアセンター　 子育てサロン にじいろじかん　 横河グループ福祉セ
ンター　 御幸書房　 （株）ハウズ　 サポートネットあすは・あすはKids　 谷口歯科クリニッ
ク　 ナースステーションたんぽぽ　 iki なまちかど保健室みゅうちゅある　 （株）アッサム　
社会保険労務士法人 サムライoffice　 武蔵野商工会議所　 （一財）武蔵野市給食・食育

振興財団 北町調理場、桜堤調理場　 子ども発達支援室ウィズ　 テンミリオンハウス花時計　
市役所（議会事務局・高齢者支援課・保険課国保年金係・市民課・資産税課・市民税課・納

税課・ごみ総合対策課・子ども育成課）
［使用済みインクカートリッジ］
（一財）武蔵野市給食・食育振興財団 北町調理場　 テンミリオンハウス（花時計・きんもくせい）
コミュニティ協議会（西久保・中央・西部・境南）　 クリーンセンター　 市役所

ありがとう
ございます

 

来て
見て 聴いて

■ ライフサポートＭＥＷ
①精神保健福祉講座
１月11日（土）13：30～ 15：30
●内　容：「統合失調症の薬について」～治療の必要性と副作用について～
●対　象：関心のある方（武蔵野市民優先）　●定　員：20名（先着順）
②精神障害者ホームヘルパー等支援者研修
２月16日（日）10：00～ 17：00
●内　容：精神障がい者（発達障がい）の基礎知識
●対　象：武蔵野市内の事業所に所属するホームヘルパー、ケアマネジャー
●定　員：20名（募集期間：1月6日（月）～2月15日（土））
①②ともに
●参加費：無料
●会場・申込：ライフサポートＭＥＷ（中町3-4-9ディアハイム武蔵野１階）
　　　　　　　☎0422-36-3830　FAX0422-36-3700
■手話事業
①１月12日（日）14：00～ 16：00　②１月19日（日）14：00～ 16：00
●会　場：西久保コミセン　地下1階　多目的室
●内　容：講演会　塩谷 武志 氏
　　　　　①それが伝わりやすい手話となる　②見る言葉（手話）と聴く言葉（日本語）
●対　象：聴覚障がい者・手話に関心のある方　　●定　員：40名　　●参加費：無料
●申　込：当日、直接会場へ　　●備　考：手話通訳、要約筆記あり
●問合せ：武蔵野市聴覚障害者協会　FAX 0422-54-3083
               メール deaf_musashion@yahoo.co.jp
■メンタル・ヘルス・ティータイム
１月18日（土）14：00～ 16：00
●会　場：聖泉幼稚園（西久保3-13-5）
●内　容：メンタル・ヘルスについて話し合いませんか
●対　象：精神障がいのある方やその家族、市民の方　　●参加費：300円
●問合せ：武蔵野市精神障害者協会　立山☎070-5576-1577

新年を迎え、新たな気持ちで新しいことを始めようと思っています。一昨年はＶＣＭ運営

委員となり、昨年はスポーツを始めました。今年は、以前から興味がある水彩絵の具で描

くイラストに挑戦しようかと・・・（とみ）

より

一言

広報委員

市民社協 ☎０４２２-２３-０７０１
Ｅメール: shimin@shakyou.or.jp

武蔵野市民文化会館（中町３-９-１１）
災害ボランティアセンターの立ち上げ運営訓練

防災ボランティア訓練

　武蔵野市では大規模災害時に武蔵
野市民文化会館で災害ボランティアセ
ンターを設置することとしており、毎
年１月に関係機関と合同で災害ボラン
ティアセンターの運営訓練を実施しています。このたび、本訓練にボラン
ティア役としてご協力いただける方を募集します。

本訓練はセンタースタッフのための訓練です。災害発生時を想定し、災害
ボランティアセンターに駆けつけたボランティアの受け入れや、送り出しなど
の訓練を行います。

＊災害ボランティアセンターとは？
大規模災害が起きた際に開設するボランティアセンターです。主に、
被災者支援のボランティア活動を希望する方を受け入れ、ボランティ
アを必要としている被災者につなげる役割を担います。その他にも、
被災者支援に関する情報を発信したり、被災により生じた困り事の相
談を受け付けます。

会　場
内　容

申・問

ボランティア役
募集 !

市民社協へのあたたかい
ご寄付ありがとうございました
合計 151,462円 (10月１日～11月30日) 

※寄付金や物品は、地域福祉活動やボランティア活動の推進など、市民社協の事業の財源に充てられます

※掲載は市民社協会員を優先し、市内を中心とした福祉機関・団体からのお知らせや市民社協後援事業を掲載
しています。なお、掲載内容の責任は主催者にあります。

※　　  は市民社協のボランティア・地域福祉活動助成の対象事業です。助成

助成

助成

ほか多くのみなさまから

※敬称略

１月25日（土）14:00～ 16:00
参 加 費：300円（ドリンク代）
定　　員：20名（申込順、定員に達し次第締切）
申込期間：１月６日（月）～20日（月）
※申込み・詳細は、１面右上連絡先またはホームページまで ！
問 合 せ：市民社協　☎0422-23-0701

今回の会場は…

「居場所づくり」と聞いて
やってみたいと思った方の

交流会

　今、市内に広がり始めている“居場所”。あなたはどのよう
なところを思い浮かべますか。
　「自由気ままに立ち寄れる」「世代を問わず近所の方と交流で
きる」「自分が自分らしくいられる」など、あなたが想像する居
心地の良い場所が自分の手で実現できたらと思うと、ワクワク
しませんか？
　そのオモイをカタチにするための一歩を踏み出しましょう！ 
ご参加お待ちしています。

CAFE&BAR dizzle
（吉祥寺本町1-11-27 PAL吉 3階（吉祥寺サンロード内））

１月18日（土）９：００～11：15
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地域の話題も災害情報も　あなたのまちのラジオ局
むさしの‐ＦＭ78.2MHz ☎0422-23-0782
市民社協は、午後１時の時報を
むさしの‐FMでお知らせしています
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