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～武蔵野市
の福祉・ボランティア活動の「今」をお伝えする～ 

 〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町1-9-1

企画・編集・発行

社会福祉法人
武蔵野市民社会福祉協議会

TEL：0422-23-0701
FAX：0422-23-1180
Eメール：shimin@shakyou.or.jp

開所日：月～金曜日／9:00～17:00

開所日：火～土曜日／9:00～17:00
ボランティアセンター武蔵野

TEL：0422-23-1170  
FAX：0422-23-1180
Eメール：vcm@shakyou.or.jp

（市民社協）

2021（令和3）年1月3日 発行

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、市民社協までご連絡ください。

コロナについて考えてみた！
新年あけましておめでとうございます。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、さまざまな制限や自粛が続いていますね。先の見
えない生活の中で戸惑いや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。生活の急激な
変化は大人だけではなく、子どもたちにも影響を及ぼしました。今年の新春特集では、そん
なコロナ禍でも頑張る未来を担う子どもたちにお話をうかがいました。

コロナ禍で子どもたちが感じたこと、
その先に子どもたちが見るもの

昨年の春、緊急事態宣言以降、急激に変わっていく毎日を
子どもたちはどのように過ごしてきたのでしょうか？
子どもたちのお話は 2 面に続きます。

函館に住むおばあちゃんとは自粛生

活が始まってから電話で話すだけで

直接会うことができていません。 お

ばあちゃんに感染してしまったら嫌な

ので、 その心配がなくなったらおば

あちゃんに会いに行きたいです！

今年の５月に行く予定だった修学

旅行が中止になってしまいとても

残念でした。 自粛期間が終わった

ら大人数で思いっきり旅行に出か

けたいです！

今は放課後に友達と遊びに出かける

ことも控える生活が続いています。

友達と映画館に行ってポップコーンを

食べながら笑って映画を見たり…今

まで当たり前にできていた日常を取り

戻したいです。

友達の影響で始めたラグビーです

が、 練習時間も短く、 試合も開催

できる状態ではないためまだ試合に

出場したことがありません。 試合が

できるようになったら、 グランドで思

いっきりプレーしたいです！

小笠原 悠太さん（小学５年生）
おがさわら  ゆうた

後藤 英恵さん（高校３年生）
ごとう  はなえ

関根 こころさん（高校３年生）
せきね

小杉 凌大さん（中学１年生）
こすぎ  りょうた

市民社協キャラクター　あいあい

コロナが終息したらやってみたいこと

新春特集



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

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

すずらんお茶のみサロン
関前コミセン分館
首もとにマフラーやショール、ひ
ざ掛けなどはいかがですか？　
一緒に楽しみましょう
木村　☎0422-37-6866
関前コミセン分館は五日市街道
沿い関東バス「関前３丁目」下車

問合せ
備　考

内　容
会　場251/

月
14:00-16:00

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）
気楽なおしゃべり会。水分補給する飲
み物、上履き（靴下）を各自ご持参くだ
さい
地域にお住まいの方
栃折　☎0422-21-1289

内　容
会　場

対　象
問合せ

141/
木

10:00-12:00

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、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。

コロナ禍でいろいろな活動が自粛ムードになった
中、夏に暑中見舞いを兼ねてエコバッグを配布し、
年明けには寒中見舞いも発送する予定です。一日も
早い終息を心から願いたいものです。

関前福祉の会

千川地域福祉の会
折紙を楽しむ会

八幡町コミセン  ２階
折紙で作品作り
親の家（川﨑）0422-55-0507

写経・写仏の会
八幡町コミセン  ２階
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

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

参加費
共　催

111/
月・祝

10:00-12:00

81/
金

13:30-15:00

境南地域社協
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

42/
木

13:30-15:30

ひろばひよこ　　
吉祥寺西コミセン  ２階和室
乳幼児（０～３歳）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
コミセン使用時の参加人数制限の
ため、参加希望の方はお問合せくだ
さい

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簡単な折り紙　②おしゃべり会
地域にお住まいの高齢の方
吉祥寺西コミセン
☎0422-55-3297
吉祥寺西コミュニティ協議会
コミセン使用時の参加人数制限の
ため、参加希望の方はお問合せくだ
さい

吉西福祉の会

内　容
会　場

備　考
問合せ
対　象

内　容
会　場

申・問

共　催
備　考

対　象

181/
月

10:00-12:00

121/
火

10:00-12:00

①

261/
火

10:00-12:00

②
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コロナについて考えてみた！
コロナ禍で子どもたちが感じたこと、

その先に子どもたちが見るもの

子どもはコロナがこわくない！
学校の一斉休校後、塾や習い事のピアノはリモートを中
心に継続していました。学校がない分時間があったの
で、自粛期間中はお母さんが持っていた小説を読んだ
り、ジグソーパズルにはまりました。学校が始まるとみ
んな体育以外はマスクを着けていますが、小学生でコロ
ナウイルスがこわいと思っている子はあまりいないと思
います。小学校でもそんなに厳しい決まり事はありませ
ん。でも誰かにうつしてしまうのがこわいので、公園で
遊んでいるときなど、なるべく大人には近づかないよう
にしています。学校行事ではセカンドスクールが中止に
なってしまいました。でも、実施予定地であった飯山市
とは授業でZoomを使って交流しています。4月から
６年生になるので今は塾での勉強を頑張っています！

自分よりも誰かに
うつしてしまうのが心配
最初は学校がお休みで嬉しいという気持ちがあったけ
れど、ニュースなどの報道を見て不安な気持ちがだんだ
んと大きくなりました。中学校の入学式は縮小して行わ
れたので、自分が中学生になったという実感がありませ
んでした。学校の課題は小学校の復習から始まり、後
半はまだ習っていない課題が出されて難しかったです。
家では趣味でやっている動画の編集をしたり、妹に勉強
を教えたりして過ごしました。マスクが買えない時期は
お母さんがマスクを手作りしてくれました。学校が始ま
るとしばらくは２グループに分かれての分散登校にな
り、新1年生は友達も普通に作れず最初はとても静か
でした。今は友達もたくさんでき、楽しく登校していま
す！自粛期間前は気にせずに会いに行っていたおばあ
ちゃんたちに今ではなかなか会いに行けません。子ど
もの自分が重症化しなくても自分から誰かにうつしてし
まうのが心配なので、しっかり対策しようと思います。

コロナ対策は当たり前のこと
休校中もアルバイトは変わらず続けていました。学校の課
題などはありましたが、これまで学校や部活、アルバイト
で忙しい日々を送っていたので、休校になったことで見た
かった映画を自宅でたくさん見ることができました。友達
とは LINEのグループ通話やSNSなどでつながっていまし
た。５月は修学旅行で北海道に行く予定でしたが、緊急事
態宣言中だったので中止になりました。かわりに２月に
ディズニーランドに一泊で行く行事が企画されたので今は
楽しみにしています。コロナウイルスは若い人は重症化し
ないといわれていますが、学校では先生も生徒もみんなが
当たり前のように手洗い、消毒、換気などしっかりと対策
しています。高校卒業後は親元を離れて自衛隊に入隊し
ます。将来は海上自衛隊として潜水艦に乗ることが目標
です！

つい下を向いてしまいがちな日常も、子どもたちはこの状況を受け入
れ、順応し、前を向いて毎日を過ごしています。“コロナだから仕方が
ない”ではなく“こんな状況だからこうしよう！ ”という気持ちの切
り替えが大人よりも上手なのかもしれません。今後も先の見えない状況
が続きますが、前を向いてコロナ禍を乗り越えていきましょう！ 本年
もどうぞよろしくお願いいたします。

コロナ禍でもできることを
休校中は高校からタブレットが支給されて、学校にアプリ
で体温などの体調を報告したり、課題をやったりしていま
した。課題の提出期限が決まっていたので休みの間も規
則正しく生活できました。それ以外の時間は持っている
ゲームを最初からやり直したり、好きに時間を使うことが
できました。また、普段はそれぞれが忙しくて家族みんな
が揃って食卓を囲むことが少なかったけれど、家にいる時
間が増えて家族みんなで顔を合わせて話しながらご飯を
食べられるようになりました。学校では体育祭や文化祭
が中止になり、テニス部の引退試合もないまま終わってし
まいました。そんな中、「コロナ禍だからあきらめるので
はなく何かできることはないか」と生徒から声が上がり、
文化祭は動画を撮ってYouTubeを通して発表できるよう
になりました。今後の進路は水族館の飼育員になるため
の専門学校に進学が決まっています。将来は水族館で働
くのが夢です。

小笠原悠太さん

後藤英恵さん

関根こころさん

小杉凌大さん



武蔵野公会堂（吉祥寺南町 1-6-22）

松本 俊彦 氏 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所　薬物依存研究部　部長
 病院薬物依存症センター　センター長
講演内容に関心のある方（武蔵野市民優先）　●手話通訳あり　●車いすの方は事前にご連絡ください
無料
100名（要事前申込み） 
※武蔵野市ホームページでも配信予定です。詳細は、市報及び市ホームページでご確認ください。
ワークショップＭＥＷ　
 1月 20日（水）までに①～③いずれかの方法でお申込みください。
①TEL：0422-36-2089　受付時間 9:00～ 17:00（土日祝日を除く）
②FAX：0422-36-3700　③E-mail: mewshop2@nifty.com

「薬物依存症からの回復」
～刑罰よりも治療、排除よりも包摂を目指して～

第18回精神保健福祉講演会

依存症は『孤立の病』。どうして手を出してしまうの？周りの人はどう接したらいいの？ 
依存症から『回復』するってどういうこと？ 今一緒に学び考えてみましょう。

まつもと としひこ

主　　催：武蔵野市
企画運営：精神保健福祉啓発事業実行委員会（武蔵野市民生児童委員協議会／第二金曜会／わいわい／浩仁堂／ＮＰＯ法人ミュー）
後　　援：武蔵野市民社会福祉協議会／東京都多摩府中保健所

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

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
囲碁の面白さ満載

広　告

● 〒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

「武蔵野市
シニア支え合い
ポイント制度」説明会

参加者
募集

「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。

武蔵野スイングホール　スカイルーム１
（境 2-14-1）
10名
令和３年３月 31日時点で 65歳以上の方
ＶＣＭ（右上連絡先）まで

1月27日 　10：00～11：00
会　場

対象者
申・問

定　員

水

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、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。

困ったときの神頼みと言いますが、お参りするにも集団でいくのは難
しく、新型コロナウイルスの影響でお参りを悩んでいる方もいるので
はないでしょうか。まずは、おとぱサロンで市内のお寺・神社に参拝
に伺ってもよいのか、確認しませんか？市内のいくつかのお寺・神社
のお参りに関する情報を写真と一緒にご紹介します。寺社によって、
お参りに関する考えが違うので、ぜひ参考にしてください！

オンラインツール「Zoom」を始めてみませんか？
VCMにはZoomのインストールから登録、ミーティング
の参加方法などを教えることので
きるボランティア「Zoomボラン
ティア」がいます！Zoomを始め
ようと思っている方、お気軽にご参
加ください♪

参加方法

内　　容
定　　員

申 ・ 問

日　　時

定　　員
会　　場

会　　場

講　　師

対　　象
参 加 費
定　　員

申  ・  問

参 加 費

申 ・ 問

参 加 費

1月 9日土
14：00～16：00

お父さんお帰りなさい！ ようこそ地域へ！

オンラインで武蔵野初参り 参加者
募集

参加者
募集

※14：30までにZoomで入室して
　ください

Zoom または 市民社協会議室
※ウェブ会議ツール「Zoom」での参加となります
※Zoomでの参加が難しい方は、市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）からご参加いただくことも可能です。　　　　　　　
ただし、コロナウイルス感染対策の観点から人数を制限しており、お断りする場合もございます。

写真などを通して、武蔵野の七福神をめぐる 　など
Zoom：なし／会議室から参加：６名程度（申込順）
無料　　　　　　  ＶＣＭ（右上連絡先）

おとぱ
オンライン
サロン

1月

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

※コミセンの飲食制限が続いている場合は
「おしゃべり交流会」（13：30～）となります

南町福祉の会

内　容
会　場

問合せ
参加費

72/
日

10:00-14:30

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

不登校児童への学習指導など
●活動日：毎週火・木曜日　10：00～ 12：00
　　　　　集合 9：30　解散 12：30
●場　所：ダンススクールRB-SOUL
　　　　　（西久保 2-3-13 第三山下ビル１階）
●募　集：若干名
●その他：・20代～ 70代希望
 ・教師経験のある方希望
　　　　   ・学生可　・上履き持参

No. 6849

１月20日（水）、１月23日（土）
時間はすべて10：00～ 11：30
無料
各回５名（申込順）
市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
ＶＣＭ（右上連絡先）

年会費（１口）
●個  人  会  員：   １,０００円
●団  体  会  員：  ５,０００円
●特別賛助会員：１０,０００円

問合せ▶市民社協 ☎０４２２-２３-０７０１

あなたの会費で
武蔵野市の地域福祉を
支えてください

入会すると
オリジナル
エコバッグ

（今年度限定）
もらえる！

市民社協の会員になってください !

※事前にオンラインサロンの招待メールをお送りしますので、メールでお申込みいただくか、申込み時にメールアドレスをお伝えください

Zoom講座Zoomボランティアが教える
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1月 24日日
14：00～ 16：00
（開場 13：30）



武蔵野公会堂（吉祥寺南町 1-6-22）

松本 俊彦 氏 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所　薬物依存研究部　部長
 病院薬物依存症センター　センター長
講演内容に関心のある方（武蔵野市民優先）　●手話通訳あり　●車いすの方は事前にご連絡ください
無料
100名（要事前申込み） 
※武蔵野市ホームページでも配信予定です。詳細は、市報及び市ホームページでご確認ください。
ワークショップＭＥＷ　
 1月 20日（水）までに①～③いずれかの方法でお申込みください。
①TEL：0422-36-2089　受付時間 9:00～ 17:00（土日祝日を除く）
②FAX：0422-36-3700　③E-mail: mewshop2@nifty.com

「薬物依存症からの回復」
～刑罰よりも治療、排除よりも包摂を目指して～

第18回精神保健福祉講演会

依存症は『孤立の病』。どうして手を出してしまうの？周りの人はどう接したらいいの？ 
依存症から『回復』するってどういうこと？ 今一緒に学び考えてみましょう。

まつもと としひこ

主　　催：武蔵野市
企画運営：精神保健福祉啓発事業実行委員会（武蔵野市民生児童委員協議会／第二金曜会／わいわい／浩仁堂／ＮＰＯ法人ミュー）
後　　援：武蔵野市民社会福祉協議会／東京都多摩府中保健所

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

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

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

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
囲碁の面白さ満載

広　告

● 〒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

すずらんお茶のみサロン
関前コミセン分館
首もとにマフラーやショール、ひ
ざ掛けなどはいかがですか？　
一緒に楽しみましょう
木村　☎0422-37-6866
関前コミセン分館は五日市街道
沿い関東バス「関前３丁目」下車

問合せ
備　考

内　容
会　場251/

月
14:00-16:00

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）
気楽なおしゃべり会。水分補給する飲
み物、上履き（靴下）を各自ご持参くだ
さい
地域にお住まいの方
栃折　☎0422-21-1289

内　容
会　場

対　象
問合せ

141/
木

10:00-12:00

「武蔵野市
シニア支え合い
ポイント制度」説明会

参加者
募集

「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。

武蔵野スイングホール　スカイルーム１
（境 2-14-1）
10名
令和３年３月 31日時点で 65歳以上の方
ＶＣＭ（右上連絡先）まで

1月27日 　10：00～11：00
会　場

対象者
申・問

定　員

水

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、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。

コロナ禍でいろいろな活動が自粛ムードになった
中、夏に暑中見舞いを兼ねてエコバッグを配布し、
年明けには寒中見舞いも発送する予定です。一日も
早い終息を心から願いたいものです。

困ったときの神頼みと言いますが、お参りするにも集団でいくのは難
しく、新型コロナウイルスの影響でお参りを悩んでいる方もいるので
はないでしょうか。まずは、おとぱサロンで市内のお寺・神社に参拝
に伺ってもよいのか、確認しませんか？市内のいくつかのお寺・神社
のお参りに関する情報を写真と一緒にご紹介します。寺社によって、
お参りに関する考えが違うので、ぜひ参考にしてください！

オンラインツール「Zoom」を始めてみませんか？
VCMにはZoomのインストールから登録、ミーティング
の参加方法などを教えることので
きるボランティア「Zoomボラン
ティア」がいます！Zoomを始め
ようと思っている方、お気軽にご参
加ください♪

参加方法

内　　容
定　　員

申 ・ 問

日　　時

定　　員
会　　場

会　　場

講　　師

対　　象
参 加 費
定　　員

申  ・  問

参 加 費

申 ・ 問

参 加 費

1月 9日土
14：00～16：00

お父さんお帰りなさい！ ようこそ地域へ！

オンラインで武蔵野初参り 参加者
募集

参加者
募集

※14：30までにZoomで入室して
　ください

Zoom または 市民社協会議室
※ウェブ会議ツール「Zoom」での参加となります
※Zoomでの参加が難しい方は、市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）からご参加いただくことも可能です。　　　　　　　
ただし、コロナウイルス感染対策の観点から人数を制限しており、お断りする場合もございます。

写真などを通して、武蔵野の七福神をめぐる 　など
Zoom：なし／会議室から参加：６名程度（申込順）
無料　　　　　　  ＶＣＭ（右上連絡先）

おとぱ
オンライン
サロン

1月

関前福祉の会

千川地域福祉の会
折紙を楽しむ会

八幡町コミセン  ２階
折紙で作品作り
親の家（川﨑）0422-55-0507

写経・写仏の会
八幡町コミセン  ２階
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

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

参加費
共　催

111/
月・祝

10:00-12:00

81/
金

13:30-15:00

境南地域社協
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

42/
木

13:30-15:30

ひろばひよこ　　
吉祥寺西コミセン  ２階和室
乳幼児（０～３歳）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
コミセン使用時の参加人数制限の
ため、参加希望の方はお問合せくだ
さい

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簡単な折り紙　②おしゃべり会
地域にお住まいの高齢の方
吉祥寺西コミセン
☎0422-55-3297
吉祥寺西コミュニティ協議会
コミセン使用時の参加人数制限の
ため、参加希望の方はお問合せくだ
さい

吉西福祉の会

内　容
会　場

備　考
問合せ
対　象

内　容
会　場

申・問

共　催
備　考

対　象

181/
月

10:00-12:00

121/
火

10:00-12:00

①

261/
火

10:00-12:00

②

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

※コミセンの飲食制限が続いている場合は
「おしゃべり交流会」（13：30～）となります

南町福祉の会

内　容
会　場

問合せ
参加費

72/
日

10:00-14:30

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

不登校児童への学習指導など
●活動日：毎週火・木曜日　10：00～ 12：00
　　　　　集合 9：30　解散 12：30
●場　所：ダンススクールRB-SOUL
　　　　　（西久保 2-3-13 第三山下ビル１階）
●募　集：若干名
●その他：・20代～ 70代希望
 ・教師経験のある方希望
　　　　   ・学生可　・上履き持参

No. 6849

１月20日（水）、１月23日（土）
時間はすべて10：00～ 11：30
無料
各回５名（申込順）
市民社協会議室（吉祥寺北町 1-9-1）
ＶＣＭ（右上連絡先）

年会費（１口）
●個  人  会  員：   １,０００円
●団  体  会  員：  ５,０００円
●特別賛助会員：１０,０００円

問合せ▶市民社協 ☎０４２２-２３-０７０１

あなたの会費で
武蔵野市の地域福祉を
支えてください

入会すると
オリジナル
エコバッグ

（今年度限定）
もらえる！

市民社協の会員になってください !

※事前にオンラインサロンの招待メールをお送りしますので、メールでお申込みいただくか、申込み時にメールアドレスをお伝えください

Zoom講座Zoomボランティアが教える
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コロナについて考えてみた！
コロナ禍で子どもたちが感じたこと、

その先に子どもたちが見るもの

子どもはコロナがこわくない！
学校の一斉休校後、塾や習い事のピアノはリモートを中
心に継続していました。学校がない分時間があったの
で、自粛期間中はお母さんが持っていた小説を読んだ
り、ジグソーパズルにはまりました。学校が始まるとみ
んな体育以外はマスクを着けていますが、小学生でコロ
ナウイルスがこわいと思っている子はあまりいないと思
います。小学校でもそんなに厳しい決まり事はありませ
ん。でも誰かにうつしてしまうのがこわいので、公園で
遊んでいるときなど、なるべく大人には近づかないよう
にしています。学校行事ではセカンドスクールが中止に
なってしまいました。でも、実施予定地であった飯山市
とは授業でZoomを使って交流しています。4月から
６年生になるので今は塾での勉強を頑張っています！

自分よりも誰かに
うつしてしまうのが心配
最初は学校がお休みで嬉しいという気持ちがあったけ
れど、ニュースなどの報道を見て不安な気持ちがだんだ
んと大きくなりました。中学校の入学式は縮小して行わ
れたので、自分が中学生になったという実感がありませ
んでした。学校の課題は小学校の復習から始まり、後
半はまだ習っていない課題が出されて難しかったです。
家では趣味でやっている動画の編集をしたり、妹に勉強
を教えたりして過ごしました。マスクが買えない時期は
お母さんがマスクを手作りしてくれました。学校が始ま
るとしばらくは２グループに分かれての分散登校にな
り、新1年生は友達も普通に作れず最初はとても静か
でした。今は友達もたくさんでき、楽しく登校していま
す！自粛期間前は気にせずに会いに行っていたおばあ
ちゃんたちに今ではなかなか会いに行けません。子ど
もの自分が重症化しなくても自分から誰かにうつしてし
まうのが心配なので、しっかり対策しようと思います。

コロナ対策は当たり前のこと
休校中もアルバイトは変わらず続けていました。学校の課
題などはありましたが、これまで学校や部活、アルバイト
で忙しい日々を送っていたので、休校になったことで見た
かった映画を自宅でたくさん見ることができました。友達
とは LINEのグループ通話やSNSなどでつながっていまし
た。５月は修学旅行で北海道に行く予定でしたが、緊急事
態宣言中だったので中止になりました。かわりに２月に
ディズニーランドに一泊で行く行事が企画されたので今は
楽しみにしています。コロナウイルスは若い人は重症化し
ないといわれていますが、学校では先生も生徒もみんなが
当たり前のように手洗い、消毒、換気などしっかりと対策
しています。高校卒業後は親元を離れて自衛隊に入隊し
ます。将来は海上自衛隊として潜水艦に乗ることが目標
です！

つい下を向いてしまいがちな日常も、子どもたちはこの状況を受け入
れ、順応し、前を向いて毎日を過ごしています。“コロナだから仕方が
ない”ではなく“こんな状況だからこうしよう！ ”という気持ちの切
り替えが大人よりも上手なのかもしれません。今後も先の見えない状況
が続きますが、前を向いてコロナ禍を乗り越えていきましょう！ 本年
もどうぞよろしくお願いいたします。

コロナ禍でもできることを
休校中は高校からタブレットが支給されて、学校にアプリ
で体温などの体調を報告したり、課題をやったりしていま
した。課題の提出期限が決まっていたので休みの間も規
則正しく生活できました。それ以外の時間は持っている
ゲームを最初からやり直したり、好きに時間を使うことが
できました。また、普段はそれぞれが忙しくて家族みんな
が揃って食卓を囲むことが少なかったけれど、家にいる時
間が増えて家族みんなで顔を合わせて話しながらご飯を
食べられるようになりました。学校では体育祭や文化祭
が中止になり、テニス部の引退試合もないまま終わってし
まいました。そんな中、「コロナ禍だからあきらめるので
はなく何かできることはないか」と生徒から声が上がり、
文化祭は動画を撮ってYouTubeを通して発表できるよう
になりました。今後の進路は水族館の飼育員になるため
の専門学校に進学が決まっています。将来は水族館で働
くのが夢です。

小笠原悠太さん

後藤英恵さん

関根こころさん

小杉凌大さん

1月 24日日
14：00～ 16：00
（開場 13：30）



来て
見て 聴いて

※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。

■ 男の料理教室番外編「男のエプロン作り」
１月30日（土）10：00～ 12：00
●会　場：二葉ファッションアカデミー（吉祥寺南町1-3-2）
●内　容：料理教室で使えるオリジナルエプロンと三角巾を作成
●対　象：60歳以上の男性
●定　員：10名
●参加費：1,500円
●申　込：二葉ファッションアカデミー　☎0422-44-3161

［寄付金］
（株）ハウズ ▼ 20,000 円
（株）ハウズ社員一同 ▼ 10,000 円
（株）浩仁堂 ▼ 870 円
Marché south kichijoji 二葉ファッションアカデミー ▼ 21,901 円
シニア支え合いサポーター44名 ▼ 95,000 円
（ボランティア・地域福祉活動基金への積立金として）
匿名１件 ▼ 50,000 円（低所得世帯の子どもたちのために）
匿名１件 ▼ 4,000 円

［物品寄付］
使用済み切手
●阿部貞子　●村永美喜子　●中村扶佐子　●阿部陽子　●後藤千寿　●荒
川萬里子　●中村茂美　●村田武重　● ●荒延江　●千野喜美
子　●吉西福祉の会　●横河グループ福祉センター　●谷口歯科クリニック
●吉祥寺ホーム（ボランティア）　●武蔵野郵便局　●（株）ハウズ　●武蔵野
陽和会病院　●（株）みゅうちゅある　●武蔵野美装（株）・
親睦会　●（有）金子印店　●ＥＩＣ保険センター　●（一財）武蔵野市給食・
食育振興財団北町調理場　●市民文化会館　●児童発達支援センター相談部ハ
ビット　●テンミリオンハウスくるみの木　●コミュニティ協議会（関前・本宿）　
●桜野小学校　●第二中学校　●市役所（保険年金課・中央市政センター・教
育企画課・市民課・健康課・産業振興課・生涯学習スポーツ課・秘書広報課・
環境政策課）　

使用済みインクカートリッジ
●上田幸孝　●村田武重　●（一財）武蔵野市給食・食育振興財団北町調理場・
桜堤調理場　●コミュニティ協議会（西部・吉祥寺西・関前）　●桜野小学校　
●第二中学校　●市役所　

その他
●髙橋榮治（介助式車いす２台）　●（株）
Dash（自走式車いす１台）　●村永美喜子（未
使用切手 10,400 円、未使用ハガキ710円）
●三井一夫（本）　●中村石諒（毛糸、刺繍糸、
さらし）　●
●ベルソーレ（本）　●匿名（本、マスク２枚、
未使用切手 1,418 円分、毛糸、手芸用布、
不要入れ歯、未使用ハガキ826 円、書き損
じハガキ多数）

 

令和3年新春号、おめでとうございます。またひとつ歳を重ねます。今年は、SNSなどで地域社
協の発信をすることになりますが、頭を柔軟にして、取り組んでいきたいと思います。この『ふ
れあい』もSNS等を通じて、若い世代にも目に触れるようなものを作ることができるといいで
すね。（Ｊ）

より

一言

広報委員

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 201,771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

ほか多くのみなさまから

ご寄付は市民社協が行う地域福祉事業を推進するうえで大きな支えとなっております。
年間を通じてお受けしております。どうぞお気持ちをお寄せください。
ご寄付の種類
●寄付金 　●物品寄付（上記物品などを募集しております）
ご寄付の方法
ご来所による受付の他、銀行振込も可能です。振込の場合は事前にご相談ください。

ご寄付のお願い

※敬称略

ありがとう！

（株）Dash

愛の大箱プロジェクト

“寄付したくなる”
市民社協のシンボル募金箱

デザイン募集！

吉祥寺駐車場（株）
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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

募金箱「愛の小箱」を見かけたことはあ
りますか？
市民社協にご協力いただいている市内の
お店などに設置しており、集められた募
金は支え合いのまちづくりのために行う
様々な地域福祉活動に活用しています。
このたび、市民社協が事務所に常設する
ほか市内イベント等に持参し、募金の呼
びかけに使用する「大きな愛の小箱」＝
「愛の大箱」を制作するためのデザイン
を募集します。
思わず寄付したくなる素敵なアイデアを
お待ちしています♪

審査・表彰 最優秀賞　１点
（商品券等 10,000 円分及びあいあいグッズを贈呈）
アピール効果、デザイン、機能性、実現可能性などを基
準として、投票も踏まえて審査を行います。
●応募作品を本紙「ふれあい」及びホームページに掲載し、
一般投票を行います。
●応募者多数の場合は、一次選考を市民社協で行い、最
終候補作品を掲載します。

締　　　切

ステイホームの
時 間で

考えてみてね

●実現化できるもの
●持ち運びができる大きさ・重さを想定したもの
※自動車での運搬を想定しているため、本体部分が高さ100cm×幅100cm×
奥行30cm、重さ５kg以内を目安とします。

２月19日（金）17：00（郵送の場合は当日消印有効）

結 果 発 表 令和３年７月開催の七夕のつどいで発表（予定）
最優秀賞は応募者へ通知するとともに、
本紙「ふれあい」及び市民社協ホームページに掲載します。

応募・問合せ 市民社協（１面右上連絡先）
※詳細については、ホームページ掲載の
　募集要項等をご覧ください。

虹色に光る

くるくる回る

人と人とのつながりを
虹の懸け橋でイメージしました

※あいあいはデザインに
　使用してもしなくても
　構いません

お金を入れると…

？
？

作品記入例

「楽しみながら募金できる」
「“人と人とのつながり・支え合い”や“武蔵野のまち”が連想できる」

募金箱




