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本紙『市民社協だより ふれあい』は
令和３年度より、紙面のリニューアルとともに、
これまでの毎月発行から
偶数月の隔月発行に
変更します。
次回の発行は６月６日（日）

とても
おいしそう!

サンロード商店街
のビルの3階に
あります。

 

コロナ禍の親子に届けたい

飲食店だからこそできる
子ども食堂
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、先が見えにくい状況が続いていますね。昨年の緊急
事態宣言以降、多くの飲食店では時短営業などを余儀なくされ、厳しい経営が続いています。
そんな状況の中、吉祥寺駅前のサンロード商店街にある「Café＆Bar Dizzle」ではこんな時
だからこそ困っている親子に食事を提供したいと子ども食堂を実施しています。

活動のきっかけは自身の体験
　店長の浜中明弘さんはご自身もシングルファーザーとして子育てをされた経験か
ら、飲食店を始める際に同じ境遇の人たちの支援をしたいと考えていました。現在、
市内でも様々な子ども食堂の活動がありますが、月1回程度の単発で開催されてい
るものが多い状況です。浜中さんは「食べるものは毎日必要で、それが厳しいとい
う人は結構いると思いました。だから豪華なものじゃなく、店のまかないでの延長線
で一日の上限食数を決めて食事を出してもお店としては痛くないな。ちょっと自分た
ちの食べる分を多く作ればいいだけだと思いました」と話して下さいました。

コロナ禍だからこそ
　Café＆Bar Dizzleのオープンは一昨年の7月。子ども食堂の活動は、お店の経
営がもう少し落ち着いてからと考えていましたが、その前に新型コロナウイルスの感
染拡大が始まり、休業や時短営業を余儀なくされました。「普通であればこんな状況
だからできないよ」と周囲からは言われたそうですが、逆にこういう状況だからこそ
やらなきゃダメだと考えました。「いつ店が無くなるかわからないなら、やりたいと
思っていたことをやらないと後悔する」と浜中さんは活動の立ち上げを決意し、12月
25日より子ども食堂がスタートしました。

SNSを通じて情報を発信
　子ども食堂を始める情報をSNSで流すと、地域ブロガーさんがすぐに情報を
キャッチしてお子さんを連れて食べに来て、その様子を紹介してくれました。現在は
1日１０食を上限に食事を提供しており、平均で２～３組のテイクアウトでの利用があ
ります。食事を作るのは浜中さんとスタッフの金子さん。取材の日は1組のテイクア
ウトの予約が入っていました。利用できるのはシングル世帯や生活に困っている世帯
に限らず武蔵野市在住の親子としています。「最初は興味本位で来ていただいてもい
い。最終的には本当に必要な人たちが来てくれるようになるのでは」と浜中さんは考
えています。

もっと多くの人が参加できる場に
　コロナウイルスが収束した後は店内で一緒にご飯を食べられる形にして、自分の
家にご飯を食べに帰ってくるような感覚で来てもらいたいと考えています。そのた
め、参加のハードルが下がるよう「子ども食堂」という名前自体を変えることも検討
中です。「飲食店なので、まかないの延長で “まかない食堂”でもいいかもしれませ
ん」と話して下さいました。更に、浜中さんが以前に福祉の仕事に携わった経験か
ら、将来的には発達障がいなどの人たちが働いたり、社会参加する場にもしていき
たいと考えています。色々な人が気軽に立ち寄り、つながれる場として、今後の
Café＆Bar Dizzleの展開がとても楽しみです。

階段を上がるとおしゃれな空間が !
お客さんからは隠れ家的と言われるそうです。

取材の日のテイクアウトお弁当は
低温調理でやわらかく仕上げたチキンカツと
フードパントリーで提供を受けた野菜を使ったお浸し。

Café＆Bar Dizzle
武蔵野市吉祥寺本町 1－11－27 PAL 吉 ３F
☎ 050-5487－9723
http:www.aria.co.jp

★時短営業となる場合があります。
　最新情報はホームページ等でご確認ください

浜中さん（左）と金子さん（右）
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～武蔵野市の福祉・ボランティア活動の「今」を届ける～ 
2021（令和3）年4月4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!

●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。

 〒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）

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

（VCM）

所在地
（共通）

次号もお楽しみに！



地域活動の現場から

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

■コロナで活動が止まってしまった
　境南地域社協では平成 30年より地域の親子を対象とした子育てサロン「くまのこひろ
ば」を開催しています。昨年春、境南コミセンの改修工事に伴う休館によって、活動場所
が武蔵野プレイスに変わりましたが、コロナ禍により対面での活動が難しくなってしまいま
した。
　その頃、市内では他の子育て支援団体等によるZoomを使ったオンラインの活動が展
開され始めていましたが、くまのこひろばを担当する子ども部会の阿部さんは「私たちに
できることは?と考えた時、いつでもどこでも弟妹も見られるYouTubeでの配信が良い
のでないか」と思い、役員会でYouTubeでの活動を提案しました。

■プロボノにサポートを依頼
　YouTubeでの活動は決まったものの、立ち上げのノウハウもわからない中、阿部さん
達が頼ったのは2年前に地域社協のリーフレット作成の支援をしてくれたプロボノでした。
「コロナ禍で困っていませんか？何か自分達に支援できることがあれば」と提案してくれた
ことで、YouTubeチャンネルの立ち上げ支援を依頼することとなりました。その後、150
通を超えるメールのやり取りを経てYouTubeチャンネルが立ち上がり、8月から9月に
かけて最初の2本の動画がプロボノの支援によって配信されていきます。メールでのやり
取りゆえの苦労はあったようですが、「プロボノがいなければ最初の一歩は踏み出せな
かったので、とても感謝している」と田辺会長は話してくださいました。

■地域のお母さんが動画編集をサポート
　プロボノの支援が終わった後、今後動画の編集
を誰がやるのかという課題に直面し、阿部さんはい
ろんな人に協力を求めて声をかけていきます。する
と、以前くまのこひろばをサポートしてくれていた市
内在住の子育て中の女性が、出来上がったものを
見て「これくらいならできるかもしれない」と言って
編集作業を手伝ってくれることになりました。現在は月1回地域社協のメンバーが動画を
撮影し、それを編集してもらうという流れができています。撮影も丁目ごとに順番で参加
するようになり、地域社協全体の取り組みになってきました。

■「見てるよー」という声が励みに
　くまのこひろばではこれまでに参加された親子の名前は把握していましたが、プライバ
シー保護の関係で住所はわからず、YouTubeチャンネル開設のお知らせはできませんで
した。しかし、街で会ったお母さんが、「くまのこ見てますよ」と声をかけ
てくれたことはスタッフの励みになっています。今後はくまのこひろばを
楽しみに待っていてくれるお子さん、親御さんのために、対面での活動再
開に向けて、動画配信を続けていこうと考えています。

くまのこひろばのYouTubeチャンネルは
右下の二次元コードからどうぞ !
チャンネル登録もお待ちしています。

コロナ禍の子どもたちに届けたい
くまのこひろばYouTubeチャンネル開設境南地域社協

田辺会長（左）と阿部さん（右）

地域のボランティア団体の課題を解決！

3月２日（火）、亜細亜大学の学生が地域で活動するボランティア団体のメンバーに
オンライン会議ツール「Zoom」のセッティングや使い方をサポートする活動が行われました。

大学生ボランティアがZoomデビューをサポート

サポートを受けたメンバーの上田ひろみさん。「おしゃべりもして
楽しい時間でした。わからなくても自分でいろいろと触ってみる
勇気になりました」と話してくださいました。

■大学の授業がきっかけ
　今回活動を行ったのは大学で「ボランティア論」を履修した６名の大学生です。この授
業ではこれまで福島県の被災地でボランティア活動を行っていましたが、コロナ禍で今年
度はカリキュラムが変更されました。授業を担当する橋本洋光先生は地元のボランティア
団体とのつながりをつくりたいと考え、武蔵野市周辺のボランティア団体の情報を集め、
団体の「活動内容や課題」とその「解決策」を学生たちがまとめるという新しいカリキュ
ラムで授業を進めました。学生による団体のヒアリングの後、授業のまとめとして学生に
よる「団体が抱える課題の解決策」が提案され、それを受けた団体からボランティア活動
の要請があり、今回の活動につながりました。

■活動を通じた世代間交流
　地域で江戸小噺を使った世代間交流を行うボランティア団体「江戸小噺笑い広げ鯛」

は、学生がまとめた「課
題の解決策」を受け、
「Zoomが使えないメ
ンバーのサポートをし
てほしい」と依頼しました。コロナ禍での活動ということもあり、活動は学生が電話で
Zoomのダウンロードの方法やミーティングの参加方法、基本的な操作について説明を行
うという方法で行われました。活動してみると、対面ではないことで説明が伝わりにくいな
どの難しさもあったようですが、「他の世代の人と話せて楽しかった」といった感想もあり、
学生にとっても達成感や喜びを感じられた活動となったようです。
　団体代表の高野まゆみさんは「メンバーから喜びの声が届いています。このような輪が
今後も広がるといいですね。」と話してくださいました。学生が得意とするオンラインを使っ
た活動は世代間交流の可能性を感じさせるものになっています。
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▲こちらからどうぞ !



椎野 祐子 氏　　駱 吉徳 氏
本の読み聞かせやボランティアに興味関心のある方はどなたでも
無料
10名　※要申込み。受付は申込順。
武蔵野市民文化会館（中町 3-9-11）
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により変更することがあります。

ＶＣＭ（1面右上連絡先）

Zoomで
ボランティア
オリエンテーション

令和３年度 点訳講習会

読み聞かせボランティア講座

障害者支援活動事業

子育て支援に関する助成事業もはじめます!

①氏名（ふりがな）　②年齢　③住所　④電話・FAX番号
⑤講習会名　⑥在勤・在学者は勤務先・学校名（所在地と電話番号）
を明記のうえ、往復ハガキでお申し込みください。
定員を超えた場合は抽選となります。

●入門 /前期（日本語基礎編）
●応用 /後期（基礎英語、日本語応用編）

市内在住・在勤・在学の高校生以上（定員 7名）

全 20回（前後期）
●入門 / 5 月 14日～ 8月6日
　　　　10時～ 12時　金曜・10回
●応用 / 10 月 1日～ 2月18日
　　　　10時～ 12時　第 1、3、5金曜・10回

あなたの「やってみたい」を応援します！
～ボランティア団体を対象とした助成金説明会～
　これまで市民社協では地域福祉活動助成事業を実施し、毎年多くの障がい当事者団体やボラン
ティア団体に交付してきました。
　令和３年度からは、新たに子ども・コミュニティ食堂などへの「子育て支援のための活動助成」
を開始します。
　それに伴い、従来の地域福祉活動助成事業を変更し、市内を中心に活動している結成歴の浅い
ボランティア団体への支援を手厚くした形式にリニューアルします。また、障がい当事者団体の助
成制度は別事業として継続します。これらの市民社協の助成制度全体の説明会を実施します。ぜ
ひ、ご参加ください。

武蔵野プレイス　４階　フォーラム
50名（各団体、原則２名まで）
４月23日（金）までに右記の申込フォームもしくは、 
①団体名　②参加者氏名　③連絡先を明記の上、 
Ｅメール・電話・ＦＡＸにて市民社協までお申込みください。

E-Mail：shimin@shakyou.or.jp・☎0422-23-0701・FAX 0422-23-1180

説明会当日、オンライン（Zoom）での参加も可能です。申込の際に、オンラインでの参
加希望の旨とメールアドレスをご記入ください。また、職員による助成制度の説明動画
をYouTubeにて配信する予定です。

市民社協では、新しく活動を始めたい方や、活動上でのお悩みを抱えている方などからのご相談もお受けしております。
団体でも個人でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

※各助成事業は対象となる活動内容、金額等の条件があります。詳細は説明会へのご参加もしくはそれぞれの募集案内をご覧ください。
※1、2は歳末たすけあい・地域福祉活動募金、横河・100円募金の会からの寄付、3は市民社協会費、寄付金、4は武蔵野市からの委託費を財源としています。

●活動までの流れや活動する上での
注意点などの説明
●先輩ボランティアの経験談　など

はじめてボランティアをする方やこれ
から始めようと思っている方
無料

Zoom：6名、会議室から：2名
※要申込み。受付は申込順。

Zoomまたは 市民社協会議室

VCM（1面右上連絡先）

助
成
金
の
種
類
な
ど

受講生募集入門 応用

武蔵野プレイス/スペースＥ（境南町 2-3-18）

４月２３日（金）必着
＊ 受講の可否については、講座開始 1週間前までに応募者全員に通知します。
＊ 新型コロナウイルス感染症の状況により講習を延期・変更することがあります。

市民社協　ボランティアセンター武蔵野
講習会担当（吉祥寺北町 1-9-1）
☎0422-23-1170　FAX 0422-23-1180

しいの  ゆうこ らく よしのり

市民社協・ボランティアセンター武蔵野からのお知らせ

（両日共に同じ内容です）

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 保育園の送迎
●活動日：月～金曜　週一回でも可
●依　頼：個人（緑町）　●募　集：若干名
●その他：学生不可
※詳細はVCMまでお問合せください

No. 6867

病院で医師の診察を受けて処方箋をもらって、薬局で薬をもらってお家に帰る…という一連の地域医療の流れの中
で、薬剤師は患者さんが最後に出会う医療従事者です。薬の提供だけじゃない、最後の門番としての薬剤師の仕事
を少しでもお伝えできれば、またそれをうまく活用していただけるヒントになれば幸いです。生まれも育ちも武蔵野
市、平成27年より母校の武蔵野第三中学校の学校薬剤師でもある渡辺氏からお話を伺います。
参加方法

内　　容
講　　師
定　　員

申 ・ 問参 加 費

4月 10日土 14：00～16：00

4月 24日土 11：00～12：00（予定）

①4月21日水 18：00～19：30
②4月24日土 10：00～11：30

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

オンラインで見るおくすりとの付き合い方
※14：30までにZoomで入室を完了してください

おとぱ
オンライン
サロン

4月

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。
薬剤師のお仕事について　　など

渡辺 拓也 氏（武蔵野市薬剤師会理事／吉祥寺サン薬局）
Zoom：なし／会議室から：６名程度（申込順）
無料　　　　　　　ＶＣＭ（1面右上連絡先）

Zoomまたは市民社協会議室　
※ウエブ会議ツール「Zoom」での参加となります
※Zoomでの参加が難しい方は、市民社会福祉協議会
（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。
Zoom：なし
会議室から：5名程度（申込順）
令和３年度中（令和 4年 3月31日まで）に65
歳以上に到達する市民の方
VCM（1面右上連絡先）

「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

参加者
募集

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。

少人数だから話しやすい !先輩ボランティアさ
んとボランティアについてお話しましょう。ボ
ランティアをしようと思っている方、ぜひご参
加ください。

「読み聞かせのボランティアをやってみようかな？」と思ってい
る方、ご一緒に読み聞かせの楽しさを味わい、ポイントを学びましょう！
初めての方でも大丈夫、まずは好きな本を声に出して読んでみましょう！

4月28日 　10：00～11：00

会　場

対象者

申・問

定　員

内　容

対 　 象

内　　容

回　　数

会　　場

申込方法

申込締切

申  ・  問

講　師
対　象
参加費
定　員
会　場

申・問

参加費

定　員

会　場

申・問

対　象

水

5月27日 　10：00～11：00木
（両日共に同じ内容です）

５月20日（木）
13：30～15：30

・おはなし会をのぞいてみよう!
　～講師による読み聞かせを体験～
・読んでみよう!～お気に入りの本編～
（まずは自分のお気に入りの一冊を持参し、読んでみる）

５月27日（木）
13：30～15：30

6月3日（木）
13：30～15：30

6月10日（木）
13：30～15：30

・対象者別のおすすめの本紹介や注意点
・読んでみよう!～絵本編～

読んでみよう!～朗読編～
（言葉のみでどう伝わるのかを学ぶ）

発表会
（講師や同じ参加者に向けて読み聞かせをする）

会　場
定　員
申　込

問合せ

※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

1　地域福祉活動助成
2　障がい者
　  団体活動助成

3　身近な地域の
　  居場所づくり助成

4　子育て支援のための活動助成

スタート助成 定着助成 推進助成 子ども・コミュニティ
　食堂助成

子ども学習・
生活支援助成

子ども・
子育て支援助成

対象となる団体

上限額

設立１年未満の
法人格のない団体

設立１年以上～
4年未満の

法人格のない団体

設立 4年以上の
法人格のない団体

障がい当事者や
その家族で

構成されている団体

居場所開催地の
近隣住民で
構成された団体

特に要件なし 会則・規約を
定めている団体

市民社協（1面右上連絡先）

NEW

わたなべ  たくや

参加者
募集
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３～７万円 ５～10万円 ５～10万円 ７～1５万円 10万円 24万円 10万円 5～ 15万円
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本紙『市民社協だより ふれあい』の
掲載記事を募集しています
市民社協だより「ふれあい」は令和３年度よりリニューアルし、
「より地域に密着した福祉情報紙」を目指します。身近な地域で行われている福
祉活動や市民が参加できる福祉イベントなどの情報を電話・メールなどでお寄
せください。

市民社協プロモーション担当　（1面右上連絡先）
※掲載記事申し込みの詳細はホームページでご確認ください

地域社協ニュー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

［寄付金］
井の頭・神田川を守る会 ▼ 113,945 円
特定非営利活動法人保育サービスひまわりママ 協力会員一同 ▼ 8,015 円
（新型コロナウイルス感染防止対策のため）
匿名１件 ▼ 166,139 円

［物品寄付］
使用済み切手
●味岡宣子　●山上かおり　●髙橋眞治　●加藤恵美　●（株）東興電機製作所　●（一社）武
蔵野市薬剤師会　●（株）みゅうちゅある　●本宿コミュニティ協議会　●第四中学校　●市役所（子
ども家庭支援センター・健康課・保険年金課・市民課・市民税課・地域支援課）

使用済みインクカートリッジ
●武蔵野ＡＣＴ　●コミュニティ協議会（八幡町・けやき）　●第六中学校　●クリーンセンター

その他
●内田正子（タオル・毛布・肌着他）　●三井一夫（本）　●加藤恵美（未使用ハガキ）　●匿名（未
使用ハガキ）

ありがとう！

 

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 288,099円 (2月１日～2月28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

①

②

愛の大箱プロジェクト

※敬称略
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。

作品の詳細と
WEB投票はこちらから!

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

四小地区福祉の会
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のおしゃべり会
曽山　☎0422-22-4387

※高齢の方、学生の方、子育て中の方等どなたでもどうぞ

会　場
内　容

内　容
会　場

問合せ

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。
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

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

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高齢者が集い交流する　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

問合せ
参加費

内　容
会　場

内　容
会　場

問合せ

内　容
会　場

参加費
共　催

94/ 金

145/ 金

13:30-15:00

124/ 月

105/ 月

10:00-12:00

25/ 日

66/ 日

10:00-14:30

65/ 木

36/ 木

13:30-15:30

204/ 火

185/ 火

13:30-15:30

134/ 火

115/ 火

10:00-12:00

274/ 火

255/ 火

10:00-12:00

吉西福祉の会

問合せ

内　容
会　場

申・問
共　催
備　考

対　象

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

１月号で募集した「愛の大箱プロジェクト」に、７作品のご応募をいただきました。
一次選考の結果、次の３作品を最終候補作品とさせていただきます。
あなたが “思わず募金したくなる” 募金箱はどれでしょうか ?
ぜひ、ご投票ください !

あなたの一票で
市民社協のシンボル募金箱が決まります!

投票期間：５月９日（日）まで
投票方法： ①WEB投票ツールにて
　　　　   ②市民社協ロビーにて
　　　　　　（月～土曜日／ 9：00～ 17：00）

問合せ：市民社協（1面右上連絡先）

人には人を支え合う力がある
やさしい心をもつ人が集まれば、大きな愛を
支え合うことができる。箱のボタンを押すと上
部のハートが光り、左右のハート型のスピー
カーからお礼のメッセージが流れる。

TREE OF LIFE ～愛の木～
緑豊かな武蔵野を、この土地に住
む支え合う人々の生活を、ハート
の木と動物たちで表現。一人一人
がやさしい気持ちでつながれば、
やがて大きな愛の木となる。お金
を入れるとハートが光り、鳩が動く。

武蔵野市　未来の笑顔
武蔵野市のみんなが手をつな
ぎ、毎日が笑顔で空を見上げ
られるような日が来て欲しいと
いう思いを込めた。車いすの
人や子どもでも募金ができるよ
うに高さは低めにし、お金を入
れるところも３か所に。

拡大イメージ図

№１
№１

№2

№2

№3

№3
問合せ
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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

ボクたちつぶやいても、いいですか？
あいあいが武蔵野市の地域福祉ニュースをお届け!
市民社協キャラクターあいあい 公式 Twitter　@aiai_634 




