
広　告

 

　東京都共同募金会の主催により昨年12月に市内全域で行われました。
　みなさまからの貴重な募金は、一部を生活にお困りの世帯へ「歳末見舞金」としてお贈りし、印刷代などの諸費用
を除いた金額が、令和２年度の武蔵野市の地域福祉活動のために活用されます。

武蔵野市における歳末たすけあい・地域福祉活動募金は、今年度より「戸別訪問」を中心とした募金活動から、「募金箱」及び「街頭募金」などを中
心とした募金活動に変更し実施されました。昨年と比べ、大幅な減額となりましたが、今回のさまざまな課題や改善点を活かし、来年度に向けて武
蔵野地区協力会*を中心により良い募金方法を検討してまいります。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

歳末たすけあい・地域福祉活動募金

令和元年度 募金総額 2,475,696円

ご協力
ありがとう
ございました！

募金方法 及び 募金額

募金の使いみち

12月2日(月)、17日(火)、
21日(土)に吉祥寺、三鷹、
武蔵境の３駅で街頭募金を実
施しました。
21日(土)は、３駅に加えて
コピス吉祥寺前でも募金活
動を実施しました。

地区協力会参加団体内部の会議や活動、イベントなどで募金箱の設置また
は募金用封筒を回覧し、募金を募りました。

市役所庁舎内や関係機関の職員を対象とした募金

個人や町会・自治会・ボランティア団体・企業等の取りまとめによる募金

PRチラシ印刷代、
発行経費など

●募金箱（45か所）　284,901円

吉祥寺第一ホテル
(バイキング・パークストリート)

主な募金方法が変わりましたが、
多くの方々にご協力いただき
実施することができました。
心より感謝申し上げます。

コピス吉祥寺前での
募金活動の様子

珈琲家香七絵

●街頭募金　351,706円

●武蔵野地区協力会参加団体での募金
　546,856円

●職域募金　141,901円

●その他　1,150,332円

（前年度実績 6,563,451円）
合計 2,475,696円

歳末見舞金 令和２年度
地域福祉活動費

支援を必要とする50世帯へ
お贈りしました

500,000円 1,894,832円

歳末たすけあい運動に
関する諸費用
80,864円

使いみち（予定）
●地域社協（福祉の会）
　への助成
　780,000円
●ボランティア・市民
　活動団体への助成　
　1,114,832円

市役所本庁舎、各市政センター、コミュニティセンター (けやき・桜堤・緑町を除
く)、商工会議所、高齢者総合センター、障害者総合センター、中央地区商店連合
会事務所、武蔵野千川福祉会、株式会社いたれりつくせり、吉祥寺南病院、武蔵
野陽和会病院、境南中央整骨院、武蔵境中央整骨院、さくら庵、龍華、大阪屋酒
店、更科、宮川クリーニング、クリーニング白十字、吉田印房、サイクルショップ
ToolBox、紅梅堂、デライトシティ（ミニコンビニ）、まきばサロン、テンミリオン
ハウス（花時計・きんもくせい）、珈琲家香七絵、吉祥寺第一ホテル（バイキング・
パークストリート、吉祥寺車屋）、積水ハウス株式会社武蔵野支店、市民社協
（順不同・敬称略）

ボランティア・
市民活動団体への
助成について、

詳しくは
２面をご覧ください

市民社協キャラクター あいあい

＊ 武蔵野地区協力会とは…赤十字奉仕団や民生児童委員協議会、地域福祉活動推進協議会、武蔵野商工会議所など市内の関係機関・団体により構成され、共同募金運動に協力し、その推進及び運営の適正を図ることを
　　　　　　　　　　　   目的とした協議体です
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武蔵野市民社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、武蔵野市の地域福祉を推進する非営利福祉団体です。この広報紙では市内で行われる

様々な福祉事業や地域の福祉活動についてお知らせしています。気になった事業や活動がありましたらお気軽にお問合せ・ご参加ください！ http://www.shakyou.or.jp/

（VCM）

所在地
（共通）

●本紙はみなさまからの会費などで製作しています。　●新聞を購読していない方で本紙郵送をご希望の方、視覚障がい者で本紙朗読テープ・ＣＤをご希望の方は、市民社協まで。



今月の
トピックス

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

千川地域福祉の会
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）
市民社協　☎0422-23-0701

※3月18日はゲーム大会

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

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

参加費

問合せ

内　容
会　場

内　容
会　場

内　容
会　場

共　催

問合せ

参加費

93/
月

10:00-12:00

133/
金

13:30-15:00

43/
水

183/
水

13:30-15:30

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・生活について等
困り事に専門家が相談をお受け
します）
●「プラスチックゴミを考える」
クリーンむさしのを推進する会　
市民社協
市民社協　☎0422-23-0701

内　容

協　力

問合せ

会　場103/
火

13:30-15:00

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
お花見会
吉祥寺東町・本町１丁目に
お住まいの高齢の方
500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

123/
木

10:00-12:00

273/
金

12:00-

関前福祉の会
関前ウォーク

武蔵境駅改札前９：２０
武蔵陵 → 高尾山
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
季節先取り！春先小物を編んでみませ
んか？
木村　☎0422-37-6866

※お手元にある糸をお持ちください

問合せ

対　象
参加費

集　合
内　容

問合せ

会　場
内　容

113/
水

9:20-

233/
月

14:00-16:00

落語を楽しむ会
御殿山コミセン
林家たけ平師匠と一緒にみんなで
思いっきり笑いましょう
先着50名
山代　☎0422-44-1474

みんなでカフェ
御殿山コミセン　ロビー
みんなでお茶・お菓子をいただきながら
の楽しいおしゃべり
100円
御殿山コミセン　☎0422-48-9309

お茶々の会　※原則毎月第２月曜
町会の家（御殿山一丁目集会所）
お茶をいただきながら楽しくおしゃべり
できる『気軽に立ち寄れる居場所』
山代　☎0422-44-1474

定　員

内　容
43/

水
13:30-

53/
木

14:00-16:00

93/
月

13:30-15:00

御殿山福祉の会

問合せ

参加費
問合せ

会　場

内　容

問合せ

会　場

内　容
会　場

吉西福祉の会
ひろばひよこ

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

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紙芝居など　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

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

対　象
参加費
申・問
共　催

対　象

93/
月

10:00-12:00

103/
火

10:00-13:00

243/
火

10:00-13:00

①

②

四小地区福祉の会
にこにこ体操　　　※３月をもって終了します

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

※雨天中止

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63/
金

10:00-

173/
火

13:30-15:30

西久保福祉の会
ふれあいルーム　習字教室

西久保コミセン
西久保にお住まいの70歳以上の方
100円
西久保コミセン　☎0422-54-8990

※手ぶらでご参加ください。道具は全て用意して
あります。

参加費
問合せ

会　場
対　象

113/
水

13:00-15:00

ふれあいの居場所「ひびのさんち」は毎週火曜、
「みどりの縁がわ」は毎週金曜のどちらも11：00
～ 15：00のお昼をはさむ４時間を開所。おしゃべ
りと昼食を楽しみながら、毎回 10～ 20名の参加
者があります。
昨年４月で丸 10 年になった「ひびのさんち」と商
店街の中の“地域の縁がわ”の風情を持つ「み
どりの縁がわ」も今年で９年目になります。お気
軽にお寄りください。

大野田福祉の会

「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」の配分金と横河電機の社
員のみなさまからのご寄付、「シニア支え合いポイント制度」のポ
イント還元によるご寄付を財源として、市内で活動する団体が行
う事業費の助成を行います。
令和元年度は、26団体に助成を行いました。

活動のための資金を応援します！！活動のための資金を応援します！！

助成区分・助成額

令和２年度より審査基準、条件が変更になります！

障がい者団体等助成区分 地域福祉活動助成区分
障がいや病気等により悩みのある当
事者や家族などで構成される団体

武蔵野市の地域福祉の増進に寄与
するボランティア団体や市民団体

１事業が単発
（年１回）の
活動

上限７万円

上限１５万円上記以外の
活動

上限５万円

上限１０万円

※活動実績が１年未満の団体は、いずれの区分においても上限５万円となります。

法人格のない会則・規約などを定めている市内で活動する団体
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４月６日（月）～５月22日（金）（受付時間　月曜～金曜日 ９時～17時）
所定の書式を申請団体の方が市民社協まで郵送、持参してください。
▼募集要項・申請書式の入手方法（４月６日以降）
　①市民社協ホームページからダウンロード
　②市民社協・ＶＣＭ　窓口で配布
　③市内コミュニティセンター、市政センター、図書館に設置
申請書類 及び プレゼンテーションにより審査を行います。
市民社協（１面右上連絡先）

地域福祉活動助成事業 申請団体募集！！
申請期間

対象となる団体

申請方法

審査方法

問合せ

説明会を開催します！
●会場：武蔵野プレイス　４階フォーラム
●定員：60 名
●申込：４月３日（金）までに電話等で市民社協まで
※これから団体を立ち上げる個人の方の参加も可
　（個別相談もお受けします）

４月４日（土）10：30～ 11：30

新型コロナウイルスの拡大に伴い、感染経路、対
処法等が定まらない状況に鑑み、各イベントが延
期または中止になる可能性があります。開催の
有無については、問合せ先へご確認ください。



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

南町福祉の会
交流ハウス南町　※原則毎月第１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54/

日
10:00-14:30

中央福祉の会
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203/
金・祝

10:00-12:00

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
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

133/
金

10:00-11:30

24/
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

市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
●ゲーム内容とルール説明　●基本的な作法・挨拶
●九路盤を使った10分程度の対局　●囲碁の面白話　など
洪　清泉 氏（プロ棋士、洪道場・吉祥寺秀哉 代表）

シニア世代の男性・女性　　　　　　16名（申込順）
無料　　　　　　ＶＣＭ（右上連絡先）

「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。　　　　　　　　　　　　＊登録後には４月１日より活動が可能となります。

囲碁は卓上ゲームの一つで、世界
70か国・4千万人の愛好者がい
ます。
ルールは簡単！内容はエキサイ
ティング！この機会に囲碁を始め
てみませんか？

「武蔵野市シニア支え合いポイント制度」説明会

武蔵野プレイス3階スペースC（境南町2-3-18）
令和3年3月31日時点で65歳以上の方

3月27日　 １0：００～１1：００

会　場

会　場

講　師

内　容

対象者

対　象 定　員
申・問参加費

定　員
申・問

3月 14日土
14：00～16：00

参加者
募集30 名

VＣＭ（右上連絡先）

金

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

サッカーの試合運営サポート
●活動日： ① 3/15・22・29、4/12・25、5/16、6/6、
　　　　　　 10/3・25・31、11/8・29
　　　　　　  8：30～ 16：30
　　　　　② 6/21、9/6・20　　10：30～ 18：30
●場　所：武蔵野総合体育館 陸上競技場（吉祥寺北町 5-11-20）
●依　頼：東京武蔵野シティフットボールクラブ
●募　集：15 名
●その他：・20～ 60代
　　　　   ・動きやすい服装（他のサッカークラブのウェアは不可）、
　　　　　  運動靴（サンダルやヒール等は不可）
　　　　   ・食事あり（弁当）

No. 6811 ものづくりクラブの手伝い
●活動日： 毎週木曜
　　　　　13：00～15：00  ※4月より活動開始
●場　所：iki なまちかど保健室
　　　　　（桜堤 2-7-23ウェルキースA）
●依　頼： 株式会社みゅうちゅある
●募　集：２名　
●その他：パッチワーク、編み物、
　　　　　ペーパークラフトが得意な方

No. 6815

私の
ボ ラ ン アティ

笑って元気！
ラフターヨガ（笑いヨガ）

ボランティア保険加入のご案内

令和２年度も継続を希望さ
れる場合には、加入の手続
きをお願いします。

洪先生は韓国出身で、2004年に来日し、09年に日本のプロ棋士となり活躍中です。来日後、洪
道場を始め、23人のプロ棋士が誕生しています。最近では、史上最年少で名人位を獲得した芝野
虎丸さんも、小学生時代洪道場で学びました。洪さんは子どもたちの囲碁の夢を手伝うことが大好
きで、囲碁界でも注目されています。現在 39歳、とても優しく、人情味あふれる方です。みなさん
との出会いを大変楽しみにしています。

令和２年度

３月10日（火）から
ＶＣＭ窓口　　　　　　　　300円～
４月１日～令和３年３月３１日

ＶＣＭ（右上連絡先）

受付開始日
申 込
補 償 期 間

問 合 せ

保 険 料

現在ご加入の保険は

3 月 31 日をもって
補償期間が終了します。

※ＶＣＭでは、ボランティア活動中の事故によるケガなどを補償するため、
活動の際には原則としてボランティア保険にご加入いただいております

中町にある横河電機株式会社を母体とする横河グルー

プ社員の有志のみなさまによる「横河・１００円募金の

会」より、毎年、市民社協にご寄付をいただいており、

市内のボランティア団体や障がい者団体等への事業費

助成として、活用させていただいております。

横河電機の社員のみなさまは、「YOKOGAWA人は  

良き市民であり勇気をもっ

た開拓者であれ」の企業理

念のもと、長年武蔵野市の

福祉のために様々な地域

貢献事業を続けて来られ、

武蔵野市の福祉を支えてく

ださっています。

横河電機の社員のみなさま
ありがとうございます！！

市民社協では、企業の社会貢献や社員のみなさまからのご
寄付、ボランティア活動に関するご相談もお受けしておりま
す。お気軽にご相談ください。

VCM活動会員 櫻井 珠喜
さくらい　た ま き

　特に準備するものがなく、自分の身ひとつで行くだけでもできる何かを身に付けたいなと思い探していたところ、このラフ
ターヨガ（笑いヨガ）に出会いました。始めてから今年で11年目になります。
　ラフターヨガとは、インドのお医者さんが考案した『笑う体操』で、最初は作り笑いでもいいので『あっはっはっはっは～』と
笑っていると、いつの間にか本当におかしくなってきて、最後には本気で『アハハハハ～』と笑ってしまいます。そして、笑った
後は心と身体と頭がなんとなくスッキリ！元気になります。笑い合った人同士もお互いやわらかい表情になるので会話も弾む
ようになりその場が明るくなります。身体への健康効果もある（血流がよくなるので身体もぽかぽか、お腹のマッサージ、肺活
量UP、免疫力UP、痛みを抑えるエンドルフィン、よく眠れるようになるセロトニン等も活性化される）ので、この「手軽にでき
る健康体操＝ラフターヨガ」を沢山の人に体験してもらいたいと思いボランティア登録をしました。
　基本的に立って何かをイメージしたりしながら動いて笑うのですが、座ったままでも出来ますので老若男女一緒に楽しんで
いただけます。また、エクササイズの時間も柔軟に調整できます。
　イベント、お祭り等でお声かけいただけたら喜んで伺います！！！
　笑って元気！ぜひご一笑しましょう～♪

お父さんお帰りなさい！ ようこそ地域へ！

初めての人の囲碁入門 参加者
募集

おとぱ
サロン

3月

ほん　 せいせん
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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
V o l u n t e e r  C e n t e r  M u s a s h i n o



［寄付金］
リサイクルグループ櫻美会 ▼ 30,000 円
（株）武蔵境自動車教習所 ▼ 200,000 円
むさしの青空市実行委員会 ▼ 170,000 円
境南協会 ▼ 10,000 円
（株）浩仁堂 ▼ 9,520 円
月窓寺こども会 ▼ 100,000 円
相川富子 ▼ 8,000 円
（学）古屋学園二葉栄養専門学校　二葉祭 ▼ 30,840 円
（株）イトーヨーカ堂武蔵境店労働組合 ▼ 16,040 円
いなげや武蔵野西久保店（店内募金箱） ▼ 37,728 円
武蔵野中央幼稚園・武蔵野中央第二幼稚園
（クリスマス献金から） ▼ 10,000 円（児童福祉のために） 
楽々会　代表　北沢三三 

▼ 100,000 円（低所得世帯の子どもたちのために） 
匿名１件 ▼ 12,764 円
匿名１件 ▼ 10,000 円（高齢者福祉のために） 

匿名１件 ▼ 500,000 円（子どもたちの学習のために） 
［愛の小箱］
武蔵野プレイス ▼ 6,867 円
吉祥寺本町在宅介護・地域包括支援センター ▼ 241 円

［物品寄付］
使用済み切手
中川圭永子　 小林寿子　 湯口三小　 小竹歯科クリニック　 ＮＴＴクラルティ　
大栄（株）　 横河グループ福祉センター　 （株）アッサム　 （有）武蔵野あんしん

サービス　 積水ハウス（株）武蔵野シャーメゾン支店　 吉西福祉の会　 （社福）親
の家　 武蔵野スイングホール　 テンミリオンハウスきんもくせい　 吉祥寺南町コ
ミュニティ協議会　 吉祥寺本町在宅介護・地域包括支援センター 南保育園　 桜野
小学校　 境南小学校　 第二中学校　 市役所（保険課国保年金係・子ども家庭支
援センター・生涯学習スポーツ課・市民活動推進課・防災課・市民課・教育企画課教育
企画係・住宅対策課・市民税課・納税課・資産税課・健康課・吉祥寺市政センター）

使用済みインクカートリッジ
（株）みゅうちゅあるナースステーションたんぽぽ　 （一社）武蔵野市薬剤師会　
（社福）親の家　 （一財）給食・食育振興財団桜堤調理場　 コミュニティ協議会（関前・
吉祥寺南町・西久保・八幡町・吉祥寺北・西部）　 桜野小学校　 第二中学校 クリー
ンセンター　 市役所（1階正面玄関）

その他
桜井大二（カレンダー）　 小山尚吾（古本）　 　）ＤＣ・本古（.Ｓ.Ｒ ＮＴＴ東日本ネット

ワーク事業推進本部（カレンダー・手帳多数）　 匿名（未使用テレカ３枚、古本多数・タオル）

 

来て
見て 聴いて

どの子を見ても心に浮かぶ言葉があります。「日本の宝」。障がいのある子もない子も、神

様から生を受け世に来てくれた大切な宝です。動けない子たちも優しさの種を蒔いてくれ

ていますよ！！子どもたち、子育て中のみなさん、ありがとう！！　（しーちゃん）

より

一言

広報委員

※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。

※　　  は市民社協の後援事業です。

新型コロナウイルスの拡大に伴い、感染経路、対処法等が定まらない状況に鑑み、各イベン
トが延期または中止になる可能性があります。開催の有無については、主催者へお問合せく
ださい。

後援

後援

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 1,252,000円 (12月１日～1月31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

ほか多くのみなさまから

ご家庭や職場に 新品 または 未使用の日用雑貨 がありましたら、ぜ
ひご寄付ください。桜まつりなどのバザーで販売し、地域福祉のための活
動資金として活用させていただきます。ご協力をお願いいたします。

ご提供いただきたい物品

お預かりできない物品

市民社協（１面右上連絡先）

バザー物品募集中！
あなたのきもちが地域の福祉につながります

後援

10：00～ 16：00
※雨天決行

市立むさしの市民公園
（市役所南隣）

第28回
武蔵野桜まつりに
出店します！

問合せ

（株）武蔵境自動車教習所

むさしの青空市実行委員会

月窓寺こども会

×

※敬称略

新品 または 未使用品でシミや汚れのないもの に限ります
キッチン用品（鍋、フライパン、保存容器など）、タオル、石鹸、洗剤、
シーツ、毛布など

食品、衣類、衛生用品、電化製品、
運搬が難しいもの、汚れや破損のあるもの

ぜひお越し
ください！

■ 新入学おめでとうカットキャンペーン
３月４日（水）～４月4日（土）
●会　場：武蔵野理容組合加盟店
●内　容：加盟店でサービスを利用した今春入園入学の方にプレゼント

を贈呈。調髪料金の一部を市民社協へ寄付。
●問合せ：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
　　　　　福﨑　☎0422-47-2050
■ コグマサロン♪　防災料理と防災グッズを作る
　～食品ロスなく無駄にしない！第２弾～
３月20日（金・祝）10：00～ 14：30
●会　場：吉祥寺北コミセン　調理室
●内　容：防災料理をみなさんと楽しく作ります
●対　象：関心のある方どなたでも
●定　員：10名程度　●参加費：600円（材料費）
●申・問：ぐるーぷコグ・マ～むさしの認知症予防の会～
　　　　　松田（事務局）☎/FAX0422-27-8708
●備　考：エプロンと、あれば家に眠っている食材持参
■ 市民こころの健康支援事業　テーマ講座（自殺対策講座）
３月28日（土）13：00～ 15：00
●会　場：武蔵野商工会館　４階ゼロワンホール
●内　容：講演『死に様から、学ぶ生き様。』
　　　　　遺品整理の現場を通して、孤立死に至らない地域作りをして

いくためのヒントを一緒に考えてみたいと思います。
●対　象：関心のある方（武蔵野市民優先）
●定　員：90名　●参加費：無料
●申　込：市民こころの健康相談室
　　　　　☎0422-38-7661　FAX0422-38-8156
　　　　　メールkokoro-kenkou@nifty.com
●備　考：手話通訳あり
■ 第21回アンリミテッド・チャリティー・コンサート
４月４日（土）14：30～ 16：30
●会　場：武蔵野市民文化会館　大ホール
●内　容：障がい者への偏見をなくし共生するコンサート
　　　　　 （収益金の全額を障がい者団体・施設へ寄付する）
●対　象：どなたでも　●定　員：800名
●参加費：自由席2,000円　指定席3,000円
●申　込： ＮＰＯ法人アンリミテッド知的障害者支援の会  ☎0422-46-6649
■ ＭＩＡ日本語学習支援ボランティア活動説明会
４月18日（土）10：00～ 12：00
●会　場：武蔵野スイングホール　10階スカイルーム
●内　容：当協会における日本語学習支援ボランティアの募集説明と国

際交流協会事業の全体説明・活動体験紹介・自由質疑
●対　象：当協会でボランティア活動に関われる方ならどなたでも大歓迎
●定　員：80名　●参加費：無料
●申　込：（公財）武蔵野市国際交流協会（ＭＩＡ）　☎0422-36-4511
　　　　　 ホームページ（https://mia.gr.jp/）の申込フォーム
●締　切：４月16日（木）

受講生
募集▼詳しくはこちら

http://www.
shakyou.or.jp

●問合せ
市民社協　講習会担当
☎0422-23-1170（ＶＣＭ）

令和２年度
障害者支援活動事業

手話・点訳
講習会

手話講習会は４月２３日、点訳講習
会は５月１５日より開講となります。
募集の詳細は市民社協ホームページ
でご確認ください。

４月５日（日）

※ご寄付くださった物品に汚れや破損
があった場合、廃棄処分が必要と
なってしまいます。ご寄付くださる前
に状態のご確認をお願いいたします。
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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


