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「お父さんお帰りなさいパーティ（略称おとぱ）」は

シニアの地域デビューを応援しています！
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―地域活動！シニアの貴方も参加してみませんか― 

２2回お父さんお帰りなさいパーティに向けて 

今回のテーマ『豊かなシニアライフを考える』 

 “お父さんお帰りなさいパーティ”（愛称：おとぱ）を１１月に「おとぱ月間」と銘

打って開催いたします。今回は、集まっての開催を願っておりましたが、まだ新型コ

ロナの影響があり、残念ながらＺＯＯＭを使ったイベントとなりました。

１１月６日（土）から１２月２日（木）まで４つのイベントを実施し、さらにこれ

らのイベントの模様や地域活動団体の情報を「ボランティアセンター武蔵野ホームペ

ージ」で提供いたします。交流会など袖すり合わせての情報交換はできませんが、コ

ロナ時代ならではのつながり方としてご参加・ご活用いただければ幸いです。

「おとぱ」は、シニアの皆さまが地域で新しい活動や仲間を得てわくわくするよう

な生活をしていただく応援ができればと思い開催しております。ただ、新型コロナに

よって、社会の抱える弱みが露呈し、特に「孤立」「困窮」「差別」といった課題が浮

き彫りになってきました。このような中であるだけに、地域に戻られたシニアの皆さ

まには、社会の課題解決や楽しい地域づくりのメンバーとしての活躍が大いに期待さ

れているのではないでしょうか。 

 振り返ってみますと、「おとぱ」は定年後の皆様の楽しく充実した時間を過ごした

いというお気持ち、また退職後、夫が家に籠らず生き甲斐をもって生活してほしいと

いう奥様方の思いなどをきっかけに平成１２年５月（２０００年５月）、全国に先駆

けて武蔵野市で始まりました。以降年１回の開催を続け今回で２２回目を迎えます。 

今回は、『豊かなシニアライフを考える』と題してサロン（ワークショップ）を実

施し、この中でシニアの皆さんそれぞれの未来を描くことから始めてまいります。さ

らに団体紹介等を含め、「おとぱ」へのご参加をもって、シニアライフの充実につな

げていただければと思います。 

私は、定年後がこれほど楽しい世界とは思ってもみませんでした。ぜひそんな楽し

みを皆さんと確認する場にできればと考えております。 

令和３年１１月１３日 

お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

実行委員長 田中 邦忠 



きっと見つかる！ 

あなたの地域活動 

令和３年度第 22回お父さんお帰りなさいパーティ（おとぱ）イベント一覧 

            

 

 

 

           シニアの貴 方 も参 加 してみませんか？ 

           お父さんお帰りなさいパーティ（おとぱ）は、シニア世代の皆さんが地域で新しい活動

や仲間を得てわくわくするような生活への第一歩を踏み出す応援をしています。豊かな

シニアライフを考えるヒントや地域で活動している団体の情報をお届けします。 

         オンラインサロン（参加型ワークショップ） 

           豊かなシニアライフを考える 

           講師/中藤 美智子 さん 

（グローリンク株式会社 代表取締役、国家資格キャリアコンサルタント） 

           実施方法/Zoomを使ったオンライン上で実施します 

           ▼［レクチャー］シニア時代の人生設計に取り入れたい新たな視点 

           ▼［ワーク］シニア時代の未来の自分を自由に描いてみよう 

未来に向けて今から準備できることを整理してみよう など 

 

         Zoom上で聞く地域活動団体紹介（団体メンバーに質問もできます！） 

           はじめる前に聞きたい！今注目の地域活動 

           実施方法/Zoomを使ったオンライン上で実施します 

                ※武蔵野プレイス３階スペース Cからもご覧いただけます 

           ▼１団体 30分程度で今おとぱ実行委員が注目する 

            趣味・地域活動団体をインタビュー形式で紹介します 

           ▼出演団体は随時ホームページに掲載いたします 

 

         市内で活動する団体展示 

           武蔵野を盛り上げよう！市内で活動する団体紹介 

           実施方法/武蔵野プレイス１階ギャラリーにて展示 

           ※展示団体の情報はボランティアセンター武蔵野ホームページでもご覧いただけます 

           ▼団体の情報をまとめた冊子も配布予定！ぜひお越しください 

 

           主催/社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会 ボランティアセンター武蔵野 

              お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

           申込・問合先 ボランティアセンター武蔵野 

                  電話 ：0422-23-1170（日月祝を除く 9：00～17：00） 

                  E-mail：vcm@shakyou.or.jp     

地 域 活 動 
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● 

詳細はボランティアセンターホームページをご覧ください！！▶▶▶ 

11月は 

おとぱ月間！ 

あなたにぴったりの 

活動・団体は？ 

土 

日 

13：00～16：00 

11 

14 
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木 

おとぱって？ 
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主催：社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会 ボランティアセンター武蔵野 お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 
※この実行委員会は、毎月第２土曜にシニア世代のお父さんをはじめとした市民が集まって、シニアの男性や 

女性たちの地域デビューを応援する活動を企画・運営しています 

住所：〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1  ＴＥＬ：0422-23-1170   

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            令和３年11 月13 日   14 時～16 時 

                 ZOOMを使ったオンライン上で実施します 
                  講師は 

                 中藤
な か と う

 美智子
み ち こ

さん 

                  グロ―リンク株式会社 代表取締役、国家資格キャリアコンサルタント。 

                 新潟県長岡市出身。生涯教育事業を柱にする教育関連会社へ入社。その後

採用支援会社での新卒採用コンサルティングや人材派遣・紹介会社での人

材のマッチング提案の経験を経て、2017 年にグロ―リンク株式会社を設

立。キャリア自律をテーマに、企業や大学におけるキャリア形成支援を行

っている。地域では、自分史活用アドバイザーとしてシニア層のセカンド

ライフ支援を行っている。 

[レクチャー]シニア時代の人生設計に取り入れたい新たな視点 

[ワーク]  シニア時代の未来の自分を自由に描いてみよう 

（やってみたいこと、ありたい姿とは？） 

      未来に向けて、今から準備できることを整理してみよう 

（ネットワークなど活用できるものは？） 

[事例紹介] シニア時代を豊かに送っている人の事例紹介 

＜オンラインサロンをお楽しみいただくためのお願い＞ 

１．参加される方は申込時にメールアドレスを教えてください。Zoom での参加が難しい方はご相談ください 

２．途中でグループワークを行います。参加者同士お話しいただきたいので、画面をオンにしてご参加ください 

（グループへの参加方法等は進行中にご案内しますので Zoom の操作が苦手な方もご安心ください） 

 

オンラインサロン（参加型ワークショップ） 

詳細はこちら！ 

豊かなシニアライフを考える 
土 

メール申込の方は 

コチラからどうぞ 

スムーズな地域デビューの 

スタートをご提案します 

第 22回お父さんお帰りなさいパーティはオンラインサロンのほかにもプログラムを用意しております。 

詳細は裏面をご覧ください！！ 

これからを 

 

考える 

 

プログラム 
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Ⅰ．お父さんお帰りなさいパーティとは 

［目的］  シニア世代の男性・女性のみなさまが、地域で新しい活動や仲間を得てわくわくするような生活を 

      していただく応援をする 

［活動内容］ 以下の３つの活動を行う。実績は次ページの［活動実績］参照。 

      ① お父さんお帰りなさいパーティ（愛称「おとぱ」） 平成１２年５月から年１回 

      ② お父さんお帰りなさいミニパーティ（愛称「ミニおとぱ」）平成１２年７月から年１～３回 

       ※ミニおとぱは、リニューアル検討のため、現在休止。 

      ③ お父さんお帰りなさいサロン（愛称「おとぱサロン」） 平成１７年６月から原則毎月 1回 

      ④ わいわいおとぱ おとぱサロンの参加者の交流を目的とした茶話会 

［主催］  （社福）武蔵野市民社会福祉協議会 ボランティアセンター武蔵野（略称：VCM） 

          お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

      ［実行委員会は原則月１回開催、委員は１９名（令和３年度 10月現在）］ 

［活動のあゆみと今後］ 

＜黎明期＞ 

昭和５３年に発足したＶＣＭは平成３年の「熟年男性ボランティア講座」（４年間）を手始めとしてシ

ニアに対する地域活動支援を行ってきた。平成９年には、現役で働く男性に退職後の人生について考えて

もらおうと企画した「企業ボランティア懇談会」などを行ってきた。このように地域としてのボランティ

ア活動に対する活動が展開する中で、男性の参加率は低調であった。 

＜お父さんお帰りなさいパーティ発足＞ 

そこで、ＶＣＭでは平成１２年３月、「長いお勤めお疲れ様でした。ようこそ地域にお帰りなさい！」

という気持ちを込めて『お父さんお帰りなさい』という趣旨でお父さんお帰りなさいパーティを開くこと

とし、その運営母体として実行委員会を結成した。 

お父さんお帰りなさいパーティのテーマを検討する際、女性委員からの提案で「奥様座談会～ご主人の

定年後の生き方についてひとこと」を事前に開催することになり、奥様方が定年を迎え家で過ごすように

なるご主人たちについて本音で語り合った。 

この座談会で語り合った内容は、平成１２年５月に開催した 第１回お父さんお帰りなさいパーティの

中で、寸劇として演じ好評を博した。 

お父さんお帰りなさいパーティは、現在も主にシニア世代の方々が地域活動に参加するきっかけとし

て、地域のボランティアや趣味の団体紹介、相互の交流などを行っている。 

＜フォローアップ事業としてのミニおとぱ＞ 

お父さんお帰りなさいパーティの後には、フォローアップ事業を１～３回／年程度開催してきた。お父

さんお帰りなさいミニパーティ（愛称：ミニおとぱ）と名称を改めて毎年１２月に開催してきた。 

＜おとぱサロン＞ 

平成１７年６月から、毎月第２土曜日に市民社協の会議室を会場にして、気軽に集まって仲間づくりを

したり地域活動のきっかけづくりのために、お父さんお帰りなさいサロン（愛称：おとぱサロン）を始め

た。地域活動の紹介・コーヒーの楽しみ方・バードウォッチング・ウォーキングなどシニアの生活に役立

つ様々なテーマで開催している。 
 

＜わいわいおとぱ＞ 

平成３０年度よりおとぱサロン終了後に、参加者同士の交流を目的に茶話会としたスタート。 

（※オンラインサロンとして再開してから現在まで休止中ですが、再開を模索しています） 
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＜新型コロナウイルス感染症の影響によるオンライン化＞ 

 令和２年３月より新型コロナウイルス感染症の影響でおとぱ・おとぱサロンは活動を一時休止した。コロ

ナ禍でも集い、つながりを絶やさないことを目標に、同年９月にＺｏｏｍを使用した「オンラインサロン」

として活動を再開。お父さんお帰りなさいパーティも、令和３年２月にＺｏｏｍを使用して「第２１回お父

さんお帰りなさいパーティ」を開催した。 

今後も、お父さんお帰りなさいパーティ・ミニおとぱ・おとぱサロンの３つを活動の柱に据え、更に参加

しやすい内容にして、シニア世代の方々が地域デビューするためのきっかけ作りを進める。 

 

［活動実績―― お父さんお帰りなさいパーティ と  ミニおとぱ］ 

お父さんお帰りなさいパーティ と ミニおとぱ（お父さんお帰りなさいミニパーティ）では、一般参加者に地域活動

団体の活動内容を紹介すると共に、地域活動者の体験談や講演を織り交ぜながら、交流を図っています。 
 

☆第１回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１２年５月１３日（土） 

会場：横河電機㈱健保倶楽部、参加団体数 ２１、参加者数 １１２名 

●フォローアップ事業：平成１２年７月１日（土） 

「みんなでつくる『ちょっと遅めのお昼』会場：西久保コミセン、参加者数１６名 
 

☆第２回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１３年５月２６日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ２５、参加者数 １１３名 

●フォローアップ事業第１弾：平成１３年７月７日（土） 

「手打ちそばづくり体験」会場：西久保コミセン、参加者数 ３１名 

●フォローアップ事業第２弾：平成１３年９月１６日（土） 

「森林ボランティア体験」（相模湖：相模湖森つくりの会の活動に参加）：参加者数 １１名 

●フォローアップ事業第３弾：平成１３年１２月１８日（火） 

「情報交換会」 会場：料理屋「大鵬」、参加者数 １４名 
 

☆第３回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１４年５月１１日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ２５、参加者数 １２０名 

●フォローアップ事業第１弾：平成１４年１０月１９日（土） 

「男の自立料理」、会場：西久保コミセン、参加者数 ２４名 

●フォローアップ事業第２弾：平成１５年３月２日（日） 

「車いすでの散歩体験」、コース：ＶＣＭ～井の頭自然文化園、参加者数 １１名 
 

☆第４回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１５年５月２４日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ２０、参加者数 １１５名 

●フォローアップ事業第１弾：平成１５年８月３０日（土） 

「ミニ交流会」、会場：大信ビル５階、参加団体１８、参加者数 ４９名 

●フォローアップ事業第２弾：平成１６年３月２０日（土） 

「傾聴ボランティア講座」、会場：大信ビル５階、参加者数 ４３名 
 

☆第５回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１６年５月２２日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ２７、参加者数 １２５名 

●フォローアップ事業第１弾：平成１６年１０月２日（土） 

「自分発見！ミニ交流会」 ～地域通貨体験～、会場：大信ビル５階、参加者 ２８名 

●フォローアップ事業第２弾：平成１７年３月２５日（金） 

「防災講座」 ～いざという時のために！救急救命実技にトライ～、会場：武蔵野消防署 
 

☆第６回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１７年５月２８日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ２９、参加者数 １２２名 

●フォローアップ事業：平成１８年１月２８日（土） 
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「健康体操」（健康づくり支援センター）、「助け助けられゲーム」（さわやか福祉財団） 

「６０歳からの健康法」（整形外科医院院長）、交流会、会場：大信ビル５階、参加者数５４名 
 

☆第７回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１８年６月３日（土） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体 ３０  参加者数 １２３名 

●フォローアップ事業：平成１９年１月２７日（土） 

『お父さんの地域デビュー講座「退職後あなたならどうする？」』、ストレッチ、先輩の体験談、交流会 

会場：大信ビル５階、参加者数３９名 
 

☆第８回お父さんお帰りなさいパーティ 平成１９年６月２日（土） 

講演：『セカンドライフの応援歌』（講師：みなみらんぼう氏） 

会場： スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３５、参加者数：１２９名 

●フォローアップ事業：平成１９年１２月８日（土）１４：００～１７：００ 

「お父さんお帰りなさいパーティ・ミニ版 武蔵野を知ろう！」 

武蔵野の歴史と史跡・武蔵野散歩コースの紹介・ストレッチしましょう・交流会 

会場：大信ビル５階、参加者数：５２名 

 

☆第９回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２０年６月７日（土） 

講演：「セカンドライフの笑（ショー）タイム」夫婦漫才（林家ライス・カレー子氏） 

会場： スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３０、参加者数：１０６名 

●ミニおとぱ：平成２０年１２月１３日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「四国歩き遍路の旅」（講師：安田享
きょう

祐
すけ

 氏 － 東町在住・パソコン教室主宰） 
 

☆第１０回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２１年６月１４日（日） 

講演：『「健康がすべて」みたいな人生でいいんですか』（講師：市川直哉氏 － 時計台メディカルクリニック院長） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３４、参加者数１３６名 

●ミニおとぱ：平成２１年１２月１２日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「山登りの楽しみ方」（講師：小尾 隆氏 － 武蔵野市山岳連盟理事） 
 

☆第１１回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２２年６月１３日（日） 

講演：「シニアの“品格” ～人はなぜボランティアをするのか？～」（講師： 栗田 充治氏 － 亜細亜大学 国際関係学部教授）  

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３０、参加者数：１１５名 

●ミニおとぱ：平成２２年１２月１１日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「人生は後半からがおもしろい ～旅・スケッチ・歌作～」（講師：芳野 健二氏－ 旅行研究家・雑学大学講師） 
 

☆第１２回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２３年６月１２日（日） 

個人体験談：ボランティア活動を始めたきっかけ等の体験談の発表（話し手：杉本 博 氏 － 実行委員） 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：２３、参加者数：９８名 

●ミニおとぱ：平成２３年１２月１０日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「東京坂道散歩」（講師：矢野 隆一 氏 － 吉祥寺ホーム活動ボランティア） 

会場：吉祥寺西コミュニティセンター分館、参加者：４０名 
 

☆第１３回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２４年６月１０日（日） 

個人体験談 ：西山敏夫 氏（ぼんぼり山の会会員） 

音 楽 演 奏：長峰正雄 氏（ＶＣＭ会員）オカリナ演奏 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：２３、参加者数：９８名 

●ミニおとぱ：平成２４年１２月８日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「モンゴルと中国の風を聴いてみませんか！馬頭琴と二胡のミニ演奏会」（講師・演奏：長峰正雄 氏 れんげそうグループ）  

会場：吉祥寺西コミュニティセンター分館、参加者：３６名 
 

☆第１４回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２５年６月９日（日） 

歌とキーボード・ウクレレ演奏：大村 剛士 氏 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３４、参加者数：９６名 
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●ミニおとぱ：平成２５年１２月１４日（土）１４:００～１７:００ 

講演：「音楽療法とは？」 （講師：藤本 禮子 氏 音楽療法士） 

会場：吉祥寺西コミュニティセンター分館、参加者：４３名 
 

☆第１５回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２６年６月１５日（日） 

マンドリン演奏：アンサンブル・プルーネのみなさん 

会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：３１、参加者数：１０７名 

●ミニおとぱ：平成２６年１２月１３日（土）１４:００～１６:００ 

講演：「シニア世代のボランティア」 （講師：栗田 充治 氏 亜細亜大学 国際関係学部 教授） 

会場：吉祥寺西コミュニティセンター分館、参加者：２６名 
 

☆第１６回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２７年６月１４日（日） 

 炎のピアニスト 西村 誠氏による演奏・交流会・懇親会 など 

 会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：31、参加者数：64 名 

●ミニおとぱ：平成２７年１２月１２日（土）１４:００～１７:００ 

 講演：「権利擁護を学ぼう」（講師:酒井 陽子 氏（専門職後見人）、小林 ひとみ 氏・粂谷 美耶子 氏（武蔵野市福祉公社））  

 会場：吉祥寺西コミュニティセンター分館、参加者：24 名 
 

☆第１７回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２８年６月１２日（日） 

 講演：「お父さんお力を貸してください」（講師：天野 久美子氏 （一財）天誠会 理事長） 

 会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：21、参加者数：75 名 
 

☆第１８回お父さんお帰りなさいパーティ 平成２９年６月１１日（日） 

 講演：「吉祥寺あれこれ～写真で綴る武蔵野市～」（講師：鈴木 育男氏 （株）らかんスタジオ 会長） 

 会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：19、参加者数：72 名 
 

☆第１９回お父さんお帰りなさいパーティ 平成３０年６月１０日（日） 

 講演：「生活の質を高め、生きがいのある日々を過ごす―脳・からだの機能を回復・維持する―」 

（講師：大久保 洋子氏 成蹊大学 名誉教授） 

 会場：スイングビル「レインボーサロン」、参加団体：20、参加者数：89 名 

 

☆第２０回お父さんお帰りなさいパーティ 令和元年６月９日（日） 

 講演：「コミュニティの扉を開けると―３人の先達が振り返る地域デビュー」 

 （講師：見城 武秀氏 成蹊大学 教授、パネリスト：小林 一夫氏/むさしの FM 市民の会、 

志賀 和男氏/クリーンむさしのを推進する会、田中 邦忠氏/おとぱ実行委員会） 

 会場：スイングビル「レインボーサロン」「スカイルーム」、参加団体：26、参加者数：129 名 
 

☆第２１回お父さんお帰りなさいパーティ 令和２年２月１３日（土）～２月１８日（木） 

 ①オンランサロン：「シニア世代を楽しく生きる」（講師：中藤 美智子氏 グローリンク株式会社代表取締役） 

 実施方法：Zoom、参加者数：19 名  

②地域活動団体紹介 （２月１５日～１８日）会場：武蔵野プレイス「ギャラリー」 

 ※ボランティアセンター武蔵野ホームページ上でも公開 

 

［活動実績―― おとぱサロン(お父さん お帰りなさいサロン)］ 

☆おとぱサロン開催日時： 毎月第２土曜  １４：００～１６：００ 

平成１７年６月に第１回おとぱサロンを開催し、その後ほぼ毎月開催しています。 

平成２６年度以降のテーマは以下のとおりです。 

 

平成２６年度 

第９６回……４月 身近なモノから考えよう 

第９７回……５月 ぶらり歩こう会（武蔵野北西部） 
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第９８回……７月 はじめてシリーズ～笑って元気！江戸小噺～ 

第９９回……９月 目からウロコ！知っ得！ユニバーサルデザイン 

第１００回…１０月 森と畑で汗を流そう！ 

第１０１回…１１月 育児の今昔常識非常識 

第１０２回……１月 新春座談会～夢・希望・挑戦そして私～ 

第１０３回……２月 地域福祉の現状について～あなたにできること、地域とできること～ 

第１０４回……３月 減災セミナー～備えあれば憂いなし～ 

 

平成２７年度 

第１０５回……４月 ぶらり歩こう 

第１０６回……５月 定年後を地域で暮らす～仕事と趣味と○○と～ 

第１０７回……７月 脳トレで認知症予防 

第１０８回……９月 いつでも！どこでも!小噺の言葉遊びを楽しもう 

第１０９回…１０月 はじめての方のための囲碁教室 

第１１０回…１１月 コーヒーのおいしい淹れ方 

第１１１回……１月 新春書初め会 

第１１２回……２月 武蔵野 DEバードウォッチング 

第１１３回……３月 あなたと災害ボラ 

 

平成２８年度 

  第１１４回……４月 川柳あれこれ 

  第１１５回……５月 ぷらっと歩こう～深大寺編～ 

  第１１６回……７月 カメラのカナメ!!! 

  第１１７回……９月 絵を楽しむ ―見る・描く― 

  第１１８回…１０月 俳句をはじめよう 

  第１１９回…１１月 消防と救急 

  第１２０回…１２月 無理なく楽しく健康づくり～肩こり腰痛予防体操の知識と実技～ 

  第１２１回……１月 新春座談会＆交流会 

  第１２２回……２月 おいしいコーヒーの淹れ方 

  第１２３回……３月 高齢者施設ボランティアとわが老後 

 

平成２９年度 

  第１２４回……４月 ぷらっと歩こう～ノルディック・ウォーキング編～ 

  第１２５回……５月 宗教の世界史 

  第１２６回……７月 落語は奥深く広い！ 

  第１２７回……９月 絵を楽しむ―見る・描く― 

  第１２８回…１０月 武蔵野 DEバードウォッチング 

  第１２９回…１１月 ふるさと歴史館見学 

  第１３０回…１２月 認知症はこわくない！～私たちにできる認知症予防～ 

  第１３１回……１月 新春書初め交流会 

  第１３１回……２月 役立つ！手話 

  第１３２回……３月 よくなる！あなたの腰痛 
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平成３０年度 

  第１３３回……４月 ぷらっと歩こう～小金井桜を訪ねて～ 

  第１３４回……５月 宗教の世界史２ 

  第１３５回……７月 高齢者の安全運転～自動車免許返納でも困らない方法～ 

  第１３６回……９月 ６０歳からはじめるおしゃれ講座～かっこういいお父さんになろう～ 

  第１３７回…１０月 ごみを減らそう～私たちが今できること～ 

  第１３８回…１１月 チョコレートの世界へようこそ！ 

  第１３９回…１２月 地域活動をはじめよう～定年後を楽しく～ 

  第１４０回……１月 おとぱ DE初遊び～大人が楽しむボードゲームの世界～ 

  第１４１回……２月 おいしいコーヒーの楽しみ方 

  第１４２回……３月 災害に備える～過去の災害から私たちが学ぶこと～ 

 

平成３１年度（令和元年度） 

  第１４３回……４月 川崎平右衛門の話 

  第１４４回……５月 わたしのまちの美術館 

  第１４５回……７月 知らなきゃ損する⁈まちの医療 

  第１４６回……９月 武蔵野の文化人たち 

  第１４７回…１０月 ポールをもって歩こう［台風のため中止］ 

  第１４８回…１１月 おとぱ DEボードゲーム～家にあるもので気軽に楽しむ～ 

  第１４９回…１２月 「しない」「知らない」ままではもったいない！ご近所のチカラ 

  第１５０回……１月 おとぱ de新春書初め 

  第１５１回……２月 バードウォッチング～鳥とわたしたち～ 

  第１５２回……３月 初めての人の囲碁入門［新型コロナウイルス感染症の影響により中止］ 

 

令和２年度 ※オンラインサロンに変更して開催 

  第１５３回……９月 コロナ時代の楽しみ方 

  第１５４回…１０月 笑って元気！オンラインで江戸小噺 

  第１５５回…１１月 あ、いい汗かいてる！1日 10 分でできるステイホーム体操！ 

  第１５６回…１２月 オンラインで見る吉祥寺の今昔 

  第１５７回……１月 オンラインで武蔵野初参り 

  第１５８回……３月 武蔵野の自然を未来へつないでいく独歩の森 

 

令和３年度 

  第１５９回……４月 オンラインで見るおくすりとの付き合い方 

  第１６０回……５月 ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）の入口 

  第１６１回……６月 オンラインで楽しむ鉄道旅の楽しみ方 

  第１６２回……７月 知りたい！介護のキホンーわたしと家族のためにー 

  第１６３回……９月 武蔵野ふるさと歴史館 歴史の学び方―学芸員による講義と展示解説― 

  第１６４回…１０月 囲碁の世界への誘い 
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Ⅱ．お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真/コロナ禍前に実施していた 

おとぱ実行委員会の様子） 

お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会（以下「おとぱ実行委員会」）は、 

お父さんお帰りなさいパーティやお父さんお帰りなさいサロンの主体的な企画・運営を行い、 

みなさまの趣味活動や地域活動への参加をお手伝いしています。 

 

【お父さんお帰りなさいパーティの組織】 
お父さんお帰りなさいパーティ・おとぱサロンは、市民ボランティアとボランティアセンター武蔵野運営委員会

（以下「VCM 運営委員会」）内にあるおとぱ小委員会メンバー(※１)で構成されるおとぱ実行委員会が企画・運営

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会 ボランティアセンター武蔵野（P.29参照）には、 

ボランティアに関する事業の運営を協議する VCM運営委員会があり、 

この中には、各事業をサポートする５つの小委員会があります。 

おとぱ小委員会は、お父さんお帰りなさいパーティの運営をサポートするメンバーです。 

 

お父さんお帰りなさいパーティは武蔵野市民社会福祉協議会ボランティアセンター武蔵野の事業です 

お父さんお帰りなさいパーティは、武蔵野市民社会福祉協議会のボランティア活動推進事業の一環で 

実施しており、お住まいの地域で趣味やボランティア活動を通して、新しい仲間を見つけ、 

地域内の人や活動とかかわるきっかけとなることを目的としています。 

 

お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

実行委員（ボランティア）による活動 

ボランティアセンター武蔵野運営委員会 

（センター全体の運営に対して協議する） 

※このうち、おとぱ小委員会に参加する委員が実行委員会に参加 

ボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ） 

（事務局） 

参加 報告 
事務局として参加 

月一回運営に 

ついて協議 
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団体名 一般社団法人江戸小噺つながりコーチング（旧 江戸小噺笑い広げ鯛） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

こんにちは。私たちの活動は、江戸小噺の笑いでつながる場づくりと多世代が孤立しない相互交流の

コミュニケーション文化を現代に蘇らせ、次世代へつなぐことを目指しています。江戸小噺の地域訪

問活動をしていると、日常でもちょっと江戸小噺の笑いを誰かに 1 人でも話せるようになります。届

けると、とても喜ばれて笑いが生まれます。長い落語とは違って、簡単なオチがある言葉遊びですの

で、５秒から 2 分くらいの話まで。なるほど～と思うような面白い小噺がいろいろ。創作する人もあ

り、自由に楽しんでいます。地域ボランティアは、5 人位で訪問して 30 分~1 時間、小噺の披露、全員

一緒に音読を体験してもらう、江戸小噺かるた取りも楽しむ参加型プログラムです。個人の生活も大

事に、身の丈で出来る時に出来ることをの気持ちで活動しています。また明るい気負わず参加できる

和やかな雰囲気が好評です。ぜひ「江戸小噺を楽しく伝える会」にご参加下さい。なぞかけも楽しんで

います。みんなゼロからのスタート、自分の楽しいを大切に活動しています。 

★小噺「お姉さん粋だね～」「かえりです。」/「剣道のけいこやってる？」「しない」ご一緒に。

代表者 高野まゆみ 

連絡先 

連絡先１ edo.kobanashi888@gmail.com 

連絡先２ 080-5502-4621

活動内容 

・地域施設や交流会へ江戸小噺の訪問活動（ボランティア部）・講座や講演会、研修事業

・定例会（みたかボランティアセンター）で月１回（午前中）

・ZOOM 開催 毎月、江戸小噺を楽しく伝える会 19:30～21:00 なぞかけもやってます。

・江戸小噺を楽しく伝える会 毎月第１土曜日 13:00~14:30 みたかボランティアセンターで

・フェイスブック公開ページ「笑って伝えて♪一日一笑 江戸小噺(^^)/」

発表会（2021.11.20 土曜 13:30~ ZOOM と三鷹市市民協働センター会場）申し込み受付中

公開動画アドレス：https://www.youtube.com/watch?v=tZDcVevKKrk 

Youtubeチャンネル名「会話に江戸小噺 笑ってごきげん！」 

Ⅲ．趣味・地域活動団体（五十音順）
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団体名 一般社団法人きくっと 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

 

「どっぽ子どもクラブ」を主宰しています。境 4 丁目にある「独歩の森」（境山野緑地内）で、子ども

たちが自然との触れ合いを楽しむクラブです。 

 

子どもたちは、生き物が大好き！ 

誰でも仲良しダンゴムシ 

じっくり観察カタツムリ 

にぎやかに鳴くミンミンゼミ 

あっいた！飛んだよ！草にかくれるバッタたち 

 

まちの中にふと現れる自然空間、生き物たちがつながりあって生きています。 

生物多様性、生態系、ＳＤＧｓ、どれもここではあたりまえのことなのです。 

代表者 田中純江 

連絡先 

連絡先１ TEL：090-7724-3055（田中純江） 

連絡先２ E メール：sumie634@jcom.zaq.ne.jp 

活動内容 

☆年間 15 回、20 名程度、土日の午前中に活動しています（小学生対象、募集は 5 月、プレイス・市民

会館等でチラシ配布）。 

☆生き物探し、植物遊び、季節ごとの自然観察会、活動の記録、活動の発表（エコ re ゾート、市民会

館、プレイスなど）、自然保護活動、他 

☆保護者も、活動の見守りとして一緒に参加していただけます。 

☆武蔵野の森を育てる会の協力を頂いています。 

 

 

 

 

 

                

                   

 

 展示（エコ reゾート） フェアトレードフェスタに参加 独歩の森で自然体験 
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団体名 吉祥寺村立雑学大学 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

1979年 10月 7日に創立した『３タダ主義（授業料・講師料・会場費が無料）』のもとに自主運営し

ている市民大学です。講師は自薦他薦、講座内容は文化、芸術、健康、国際交流など多岐にわ

たります。受講希望者は誰でも気軽に立ち寄れます。開講以来、毎週土曜日休みなく続いていま

す。 

 

受講方法：事前申し込みは不要です。開催日当日に会場へおいでください。参加費は無料です。 

講  師：募集中です。講師料は無料。ホームページの講義予定で空きの日にお申込みください。

申し込み先は下記の通りです。 

＜ホームページ＞http://www.tokyo-net.ne.jp/kichijoji/zatudai/ 

<講師申し込み先＞メール：zatudai@tokyo-net.ne.jp 

代表者 学長：西本晃二 

連絡先 

連絡先１ 
事務局：週刊きちじょうじ 大橋一範 電話：０４２２－４８－７７４１ 

                      メール:zatudai@tokyo-net.ne.jp 

連絡先２  

活動内容 

日時・会場： 毎週土曜日 10時～12時  

①二葉ファッションアカデミー（吉祥寺駅南口前） 

                  ②上記でない場合は南町、本町、御殿山などのコミセン 

受講方法：事前申し込みは不要です。開催日当日に会場へおいでください。参加費は無料です。 

講 師 ：募集中です。申し込み方法は上段をお読みください。 

講義予定：ホームページをご覧ください。 

 2019年 10月創立 40周年を迎えました 
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団体名 至誠学舎東京 吉祥寺ホーム 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

 

吉祥寺駅から徒歩１５分、ムーバス５分、閑静な住宅街にある高齢者総合福祉施設です。 

コロナ禍で施設内でのボランティア活動は中止ですが、その中止期間はオンラインを含む在宅ででき

る活動やお買物、園芸などをお願いしています。 

施設ご利用者と直接お逢いして会話やクラブ活動を楽しむボランティア活動は、お願いする事が出来

ないので、大変残念です。 

間接的にご利用者の生活環境を整えるご活動でよろしければ、お問い合わせください。 

ご連絡をお待ちしております。 

 

代表者 ホーム長 大久保 実 

連絡先 

連絡先１ 武蔵野市吉祥寺北町 2-9-2 0422-20-0800 

連絡先２  

活動内容  

  新型コロナウィルスへの対応として「ボランティア活動中止」の期間 

・ZOOM によるクラブ活動 

・掲示物 （特別養護老人ホーム食堂まえの廊下掲示板・A2 サイズ・季節感のある作品・月一回） 

・買い物代行 （特別養護老人ホーム利用者の買い物・月一回程度） 

・縫製 

・その他 

写真・動画  
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団体名 クリーンむさしのを推進する会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

・メインテーマは「ごみ減量」で環境に配慮する様々な活動をしています。 

・「思いは地球規模で活動は足元から」がモットー。 

・次世代のために環境を良くする活動に参加しませんか。お気軽にご連絡下

さい。 

代表者 会長 志賀和男 

連絡先 

連絡先１ 武蔵野クリーンセンターごみ総合対策課内 080-4805-3926 

連絡先２ Email：cleanmusashino@yahoo.co.jp 

活動内容 

・「生ごみ堆肥化」生ごみを燃やさずに堆肥化し花・野菜づくり。 

・「お茶わんリユース」コミセン 8 ヶ所での常設コーナーを始め各種イベントに出店。 

・「プラスチックごみ削減」マイバック使用推進ポスターなどを市内各所に掲示 

・「市のごみニュース配布」年 2 回、市内全戸に配布。 
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団体名 公益財団法人武蔵野健康づくり事業団 健康づくり支援センター 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

 健康づくり支援センターから、皆さまに広く“おすすめ”したいの３つのことをご紹介いたします。

ぜひ皆さまのご興味・ご関心になれば幸いです。 

 

★「健康づくり推進員」 

 ○市民公募による 21 名が、市内の東・中央・西地区を担当し、市民の身近な地域に密着した健康づ

くり活動を推進しています。 

○市内の健康づくり情報のご案内、新たに健康づくりに参加したい方々を誘い出したり、健康づく

りを継続していけるお手伝いなど、市民目線で考えたり、推進員同士で話し合ったり、支援センタ

ー職員とともに活動しています。 

○毎年 2 月頃に募集をし、募集の際は、市報やホームページに掲載します。 

 

★「健康づくり出前講座」 

 ○市民及び在勤者概ね 10 名以上のグループの方々の希望の場所・日時で、健康づくり人材バンク

（健康づくりの専門家）による健康づくりに関する講座をお申込みいただけます。（無料）。 

○運動・栄養・保健・歯科に関する豊富なプログラムから、お選びいただけます。（HP から申込可） 

 ○感染症対策をとり実施中。サークルや団体の集まりにも多数ご利用いただき、好評いただいてい

ます。 

 

★健康づくり支援センターホームページ（http://www.musashino-health.or.jp/k-passport/index.html） 

○令和 3 年 4 月に、HP をリニューアルしました。 

○ご希望や年代に応じて、「自分に合った健康づくり」が見つけられるように、市内で市民が利用で

きる様々な健康づくりに関する講座などを、タイムリーに掲載しています。ぜひご覧ください！ 

○HP の閲覧が難しい方には、推進員が窓口でご案内（平日 10 時～13 時）。お電話でも OK！ 

代表者 理事長 竹山 正裕 

連絡先 
連絡先１ 0422-51-0793 

連絡先２ kenkoudankun@musashino-health.or.jp 

活動内容 

(公財)武蔵野健康づくり事業団 健康づくり支援センターでは、「自分の健康は自分で 

守ろう！」を合言葉に、市民の健康づくりを応援する三本柱「健康づくり推進員」、 

「健康づくり人材バンク」、「健康づくりパートナー」により、市民等の健康づくり 

を、専門的かつ地域との連携によりサポートしています。 
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団体名 NPO法人 高齢者の音楽を考える会（略称NPO KOKOの会 ） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

☆高齢者施設での音楽療法提供を主な活動としています。 

「いくつになっても、音楽は楽しい！」をコンセプトに、音楽の力を活用し高齢者の心と体の 

健康を保ち、明日の活力となるような楽しい音楽を提供することで高齢者の福祉に貢献します。 

高齢者施設での音楽療法は、デイサービスから認知症の進んだ方まで幅広く対応します。 

☆ 仲間募集中（ボランティアとして又は講師として一緒に活動しましょう） 

☆ イベントへの参加者募集（シニアによるシニアのためのミュージカル「浦島太郎」参加者募集中） 

☆ 出張演奏伺います。（コンサート・ミュージカル上演します） 

☆ 講演に伺います（音楽療法、武蔵野市ゆかりの音楽家、西洋音楽事始め、教科書から消えた唱歌） 

☆ オンラインでも音楽療法を行います。 

☆ 日々の活動は Facebook に載せています。また、HP も観てください！npokoko.com で検索 

代表者 庵原えい子 

連絡先 

連絡先１ npokoko@gmail.com 

連絡先２ 0422-49-4413 

活動内容 

高齢者施設での音楽療法やコンサートの実施、（オンラインも可） 

高齢者の音楽活動支援（歌の会等）、オンラインでの音楽療法講座の開催、講演活動、ミュージカル「浦

島太郎」上演 

KOKOの会ホームページ   koko の会紹介動画  

 

 

16



団体名 失語症会話パートナーズ武蔵野 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

  武蔵野市失語症会話パートナー養成講座の修了者が、言語聴覚士とともに、失語症の方々の積極的な社

会参加を目指して平成２０年度に発足した会です。現在３５名ほどの会員が、市内各所で活動していま

す。会員が活動を始めた動機は様々ですが、失語症の方々と会話パートナーが力を合わせて、おしゃべ

りを楽しみながらコミュニケーション力を育てています。 

武蔵野市の養成講座は毎年開かれています。残念ながら今年の募集は終了していますが、来年度以降受

講して会話パートナーになり、私たちと一緒に活動しませんか！！  

代表者  木下裕子 

連絡先 

連絡先１ ０４２２－３６－８１２９ （℡ & Fax） 

連絡先２  

活動内容 

失語症は、脳卒中や事故などによる脳の損傷のために起こる言葉の障害です。話すこと・聞い

て理解すること・文字の読み書きなどが不自由になり、社会生活に支障をきたします。そんな

不自由を少しでも軽減していただくために、私たちはおしゃべりをしながら、失語症の方それ

ぞれに一番合ったコミュニケーションの取り方を学びます。時には、料理会を開いたり、お花

見や音楽会に出かけたり、様々な場面でのサポートにも取り組んでおります。 

上手なコミュニケーションの取り方 

 

① じっくり聞く 

   ②  ゆっくり話す 

   ③ しっかり確認 

           書いて確認⇒ 
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団体名 手話サークルむさしの（昼） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

手話サークルむさしの（昼）は、昭和 55 年に手話講習会を終了したメンバーにより設立されました。

聞こえない人との交流の中で手話を学び、聴覚障害に関わる問題を考え、様々な行事に参加し、ともに

活動しています。 

コロナ禍により、現在は毎月一回中町の中央コミュニティセンターで活動しています。内容は、聞こえ

ない人を講師に招いて、手話による講演会等行っています。（緊急事態宣言中はコミセンの使用規定に

より活動自粛） 

今後また緊急事態宣言が出されたら、ZOOM を使った行事も検討していきます。 

昨今はテレビ等で手話を目にする機会が増えました。少しでも手話に興味があれば、ぜひ見学にいら

して下さい 

 

代表者 鍋島裕子 

連絡先 

連絡先１ guraguranonabe@ezweb.ne.jp 

連絡先２  

活動内容 講演会、学習会、見学会、学習用 DVD、書籍の貸し出し等 

活動日時：第 1、第 3 火曜日 13：30～15：30 

活動場所：中央コミュニティセンター 障害者福祉センター 

入会条件：武蔵野市在住または在勤・在学 

年会費 ：3,000 円 

     
2021年 10月 講演会の様子         2021年 5月 講演会の様子 
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武蔵野を盛り上げよう！市内で活動する団体紹介 2021 

団体名 手話サークルむさしの（夜） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

台風やコロナ関連のライブ報道などで、最近手話通訳者をテレビでみることが多くなっています。手

話が母語の聞こえない方のため手話通訳を取り入れるなど、だれでも暮らしやすい社会を目指し、少

しずつ世の中は変化しています。ご近所に聞こえないかたはいらっしゃいませんか？手話でお話し出

来たら、火事や地震など災害が突然起きた時に情報をすぐに伝えられますね。 

手話は、過去の出来事を今起きているかのように伝えることができるくらい、表現力がとても素晴ら

しい視覚言語です。 

聞こえない方々と一緒にお出かけしたり、お料理教室を開いたり、楽しく交流もしています。 

ぜひ一緒に活動してみませんか？ 

代表者 宇野 道子 

連絡先 
連絡先１ 80kara100michi@gmail.com 

連絡先２ 100michi@jcom.zaq.ne.jp 

活動内容 

・聞こえないかたや、手話関係者などの講師をおよびして、年に講演会 3 回、ミニ講演会 5 回、

幅ひろい内容で講演を開催。

・ミニ手話講習会や手話勉強会も開催。

・バス研修は年 1 回、手話で習うお料理教室や、お出かけ企画などもあり、聞えない方、中途失聴難

聴の方と一緒に手話で楽しく交流しています。

写真・動 
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団体名 つばさ音楽クラブ 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

（主に）知的障害のある若者たち（自閉症、ダウン症、他）で社会人として働く（企業、作業所 7 か

所）人たち対象の余暇音楽活動です。音楽を通して心身ともにスキルアップします。障がいがあるから

と言っても、熱意ある音楽家の先生の指導もあり、半端でない内容で、親や一般人のボランティアと共

に真剣に取り組んでいます。ハンデのある人の方が感覚が優れていて、覚えるのが早いので、一般人健

常者の方が刺激を受けています。練習の成果は教育委員会、市民芸術文化協会主催の自主イベント音

楽会や秋の市民文化祭の音楽会で一般人とのジョイントで相乗効果抜群の交流を果たし、成長してい

ます。できなかったことが諦めずにできるようになり、美しいハーモニーをみんなで創り上げる。意

義、魅力、楽しさは溢れんばかりです。これから参加したい方は老若男女問いませんが、心して取り組

んでいただけるボランティア精神のある音楽好きな方なら、大歓迎です。 

代表者 東海林未季（しょうじみき） 

連絡先 
連絡先１ dancer-mickey@ezweb.ne.jp スマホ 090-9951-9018 東海林未季 

連絡先２ mickeywill@jcom.zaq.ne.jp PC アドレス 0422-37-4815 東海林未季 

活動内容 

身体をほぐす体操・発声練習（現在コロナ禍ではマスクでハミング）・誰でも年にたった一回の誕生日、

その月生まれのバースデー祝い唄でみんなで祝う・歌はハミングで・ハンドベル練習・楽器演奏（ピア

ノの先生の伴奏で、フルート、シンバル、トライアングル、タイコ、タンブリン、スズ、カスタネット、

他も使う時あり）・手話表現で歌（コロナ禍は歌を CD で流して、手話表現） 

盛りだくさんの内容で、丸二時間があっという間に過ぎていましたが、現在は場所がソーシャルディ

スタンスで、二グループに分けて、２回少し時短で練習しております。 

基本は月一回第 2 土曜日が活動日でしたが、コロナ禍に突入してからは人数を分けて活動しなければ

ならなくなり、緊急事態宣言等の影響で、不定期で、回数は二倍近くなり、スタッフや先生の負担が大

きくなりましたが、頑張って乗り切っております。 
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団体名 手作り拡大写本グループはなびら 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

昨年度からコロナ感染警戒で全員での作業ができません。お休み状態です。 

代表者 土方 良子 

連絡先 

連絡先１ ０３（３９２８）０７３７ 

連絡先２  

活動内容 

弱視のお子様に児童書を拡大写本して都内の弱視学級に贈っています。 

写真・動画 
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団体名 東京消防庁（武蔵野消防署）災害時支援ボランティア 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

発災に備えた訓練を通じて、様々な消防資機材に触れられ面白いです。 

例えば、はしご車のはしごを４０ｍに延伸し最上位からの眺めを想像してみいてください。 

放水銃の水圧はすごいですよ。応急救護の様々な体験。消防職員さんとの交流で聞ける貴重な体験談。

消防フェスタ（祭）など 

日頃体験できないことがたくさんあり、志望される皆さんとの共感・共有を楽しみにしています。 

代表者 （武蔵野署での世話役）内田 道行 

連絡先 

連絡先１ （内田携帯）090-1112-1302 

連絡先２ （武蔵野消防署）0422-51-0119 

活動内容 

①武蔵野署内での訓練・研修 

②市内での広報・PR 活動 

③消防フェスタ、市総合防災訓練への参加と展示 

④発災時には、消防署へ参集➡後方支援活動 
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団体名 にじの糸 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

にじの糸は、1985 年から障害のある子供たちに、布製のおもちゃを作ってきました。 

現在は、障害のある方が織った布や刺繡した布を、希望の品物に仕立てる活動をしています。 

バックやポーチ、ランチョンマットなど、個性豊かな布を生かせるように、皆で知恵を出し合

っています。障害のある方と同じ場所で活動をしていませんので、一生懸命作っておられる姿を

思い浮かべて、一つ一つ大切に作っています。 

思い通りの品物ができて、喜んでいただけることが嬉しく、励みになります。 

代表者 山本訓子 

連絡先 

連絡先１ ０４２２－５３－８８９６ 

連絡先２  

活動内容 

障害のある方が織った布や刺繡した布を希望の品物にする作業 

毎週火曜日 13 時～1６時におこなっていましたが、コロナ禍、自宅で各々制作しています。 

 

 

 

 

ランチョンマット、 

BOX ティッシュカバー 

メガネケース
バック 

三角ポーチ 
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団体名 むさしの FM市民の会 （むさしの FM周波数 ７８.２） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

むさしの FM はラジオだけでなくインターネットで世界中で聴くことができます。 

意義・魅力・楽しさ： 

コミュニティ放送に欠かせない市民からの情報提供・発信を行い、むさしのＦＭを応援。 

市民の会が提供している番組 ①「むさしの today」②「発信！わがまち・武蔵野人」 

知り合いや、各方面からの情報で、ゲストを決め、アプローチ、お会いして、ご出演当日のこ

とを決めていきます。様々なことをしている方々にお会いして、お話しすることで、楽しい経

験が積めます。 

参加したい方へのメッセージ 

ラジオ出演や番組コーディネイトで、あなたも情報発信しましょう！ 

ラジオを通じてコミュニティを広げましょう！災害時に地域のお役にたてます。 

代表者 小餅友子 

連絡先 

連絡先１ ０４２２－４４－４７１９（事務局中村） 

連絡先２ ０４２２－４５－２９６３（代表小餅） 

活動内容（提供番組と情報発信） 

・「むさしの today」 様々な街の情報を発信：コーディネートと電話出演 

◎ 毎週月～金曜日 9：20 ～9：30（再放送：当日 19：00～・日曜日 18：00～） 

 

・「発信！わがまち・武蔵野人」活躍中の方々の活動・人柄を紹介：企画・コーディネート 

◎ 毎週金曜 16:10～16:30（再放送：土曜日 10：00～） 

      ◎ ポッドキャストで、過去のものも含め、いつでも聴けます・ 

・災害時情報ボランティア（防災訓練時に現場からの放送） 

・地域の情報提供、発信 

・広報紙 On Air発行 
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団体名 武蔵野市立図書館朗読奉仕の会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

 私たち武蔵野市立図書館朗読奉仕の会は、蔵書、情報資料の「音訳」を中心に活動しています。 

 「音訳」とは、視覚などの障がいやその他の理由で情報取得が困難な人のために、声という道具を

使って全ての情報を音に変える仕事です。そこには、イラスト等の図や写真の説明も含まれます。 

 研修、勉強会なども多く、本を読むのが好き、声で表現することが好きな人達が集まり、楽しみなが

ら活動しています。 

 録音図書を完成させるためには苦労もそれなりにありますが、作り上げた時の達成感や充実感は

何ものにも代えがたく、作製時の苦労は何処へやら。 再び、本を手に取りマイクに向かっています。 

 そしてもうひとつ。頭を使うのでボケ防止になるという人も。 

 活動をするためには、「養成講座」の受講が必須となります。 募集は 2 年に一度、市報でお知らせ

しますが、その際には説明会も行いますので、ぜひご参加下さい。 

代表者 塚川 さつき 

連絡先 

連絡先１ 6340onyaku@gmail.com 

連絡先２  

活動内容 

 視覚障がい、肢体不自由、発達障害、高齢などの理由で読書が困難となっている市内在住の方へ、

蔵書・情報資料（新聞、週刊誌など）の録音図書作製、対面朗読、高齢者施設への出向対面朗読、個人

資料の録音図書作製など、武蔵野市立図書館障害者サービスに協力をしています。 

 また最近は、資料のテキストデータ作製も行っています。 
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団体名 武蔵野の森を育てる会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

まちの中にポッカリ浮かぶ緑のオアシス「独歩の森（境山野緑地）」をお手入れしています。自然ゆた

かな雑木林を育てることをめざし、子ども・働きざかり・シニアなどさまざまな参加者がたのしく交流

しながら、ササ刈りやおそうじ、木のお世話などに汗を流しています。 

 

昔から武蔵野の自然のなかで生きてきた鳥や虫たちがこれからも元気で暮らせるために、子どもたち

の未来のために、そして何よりも自分自身の楽しみのために、ぜひご一緒しませんか？ 

 

参加された方の声より…「自然の空気の中でいやされた」、「楽しく交流できるのがよい」、「人が手を入

れることで自然がゆたかになるのですね」など。 

代表者 田中雅文 

連絡先 

連絡先１ TEL：090-5533-2316（田中雅文） 

連絡先２ E メール：info.mnomori@gmail.com 

活動内容 

☆毎月 2 回、日曜日午前中に活動しています（ササ刈り、おそうじ、木のお世話など）。 

☆子ども・働きざかり・シニアなど世代間交流で楽しく作業しています（毎回 20 人程度参加）。 

☆いろいろな人との出会い、めずらしい生き物の発見など、いつも新鮮なよろこびがあります。 

☆活動日や自然の様子は、下記より。 

  ホームページ：http://mnomori.web.fc2.com/ 

  ツイッター：https://twitter.com/mnomori1 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  動画「独歩の森 ふれあい散歩」【クリック】 
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団体名 落語ボランティアの会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

アマチュア演者による、ご依頼をいただいた施設等への出張公演を行っています。 

自主公演はやっていません。 

「出張公演」はようするに、「会場」と「お客様」を用意していただく、という事なので、

その引き換えに、という訳ではありませんが、出演料のようなものや交通費などの経費な

どは一切いただきません。ご依頼主様と私たち、ウィンウィンの関係と思って楽しく活動

しています。 

代表者 篠 聡一郎（しの そういちろう） 

連絡先 

連絡先１ （代表者自宅）03-3825-4477 

連絡先２  

活動内容 

アマチュア演者による落語公演。15 分～2 時間くらいの間で。 

ちなみに会員は「自己評価で、それなりの実力のある者」で、 

「経費等はすべて自己負担する者」です。 
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武蔵野を盛り上げよう！市内で活動する団体紹介 2021 

団 体 名   吉祥寺西コミュニティ協議会  （住所：武蔵野市吉祥寺本町 3-20-17） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 
 

＊吉祥寺西コミュニティセンター（略称：吉西コミセン）は、皆さまのご参加を歓迎いたします。 

＊吉祥寺本町 2、3、4 丁目住民の方を中心に運営されております。 

（尚、武蔵野市在住の方であれば、参加できます）  

＊吉西コミセンは、地域住民の方の「コミュニティの場」としての役割を担っております。 

＊地域住民の方との「交流」、「地域のことを知る」場として役立っております。 

＊地域の「活性化」のために皆さまのご経験を吉西コミセンの運営委員としてお力をお貸し下さい。 

 

代 表 者      吉祥寺西コミュニティ協議会  委員長 深田榮一 

 

連 絡 先 

         

連絡先１  吉祥寺西コミュニティセンター 電 話 0422-55-3297 

連絡先２  吉祥寺西コミュニティセンター FAX 0422-55-3297 

ホームページ） http://kichinisi-c.sakura.ne.jp/ 

活動内容 
 
・吉西コミセンは、平成元年（1989 年）に開館し、32 年になります。 

・コミセンの意思決定･最高機関として「住民総会」で、地域の方によるご意見で行われています。 

・吉西コミセンの運営は、「運営委員」と「協力員」で活動しております。（ボランティア） 

・「コミセンだより」を年 5 回広報誌発行（地域のほぼ全戸に配布） 活動の報告と予定を告知 

 事業：・地域懇談会（地域の諸団体との会合） ・利用者懇談会（利用者のご意見を聞く場） 

    ・吉祥寺西コミセンまつり（例年 11 月の土、日曜日の 2 日間）令和元年約 1300 名参加 

    ・井ノ頭通り美化活動（毎月第 1 日曜日） ・ホっとCaféシェ・モア 

    ・あそぼうよ（小学生対象）     ・園芸クラブ（コミセンの花、木の手入れ） 

    ・あるこうかい   ・折り紙教室   ・納涼映画会   ・サロンイベント   

    ・主催教室（書道、アレンジフラワー） ※その他コミセン事業を毎月実施しております。 

    ・武蔵野市関連事業 地域健康クラブ、親子ひろば、不老体操  

  ＊共催事業 ・吉西福祉の会（あじさいひろば、高齢者のひなまつりの集い）  

・クリーンむさしのを推進する会（ごみ減量の集い）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉西コミセン 前景 住民総会 コミセンまつり(展示) 
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団体名 吉祥寺南町コミュニティ協議会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

武蔵野市の東のはずれ(?)にある吉祥寺南町コミュニティセンターを拠点に、地域の方々と共に活動し

ています。 

現在はコロナ禍でなかなか人が集まって…・とはいきませんが、南町コミセンの特徴である多目的ホ

ールやスタジオを利用しての音楽活動、コンサートなども企画しています。 

地元に知り合いを作りたい、時間の空いた時に何かできないかと思われている方はひと声かけてみて

ください。 

代表者 委員長 町田 敏 

連絡先 

連絡先１ minami-c@bz04.plala.or.jp 

連絡先２ 0422-43-6372    Fax 0422-43-6364 

活動内容 

特に限定した活動はありません。コミセン利用者や地域の方々から出てきた声に対応して、具体化で

きるよう努力します。即できるとは限りませんが。 

コミセン周囲の花々の面倒見てくれる植物好きな方などだい募集中。 

月刊のコミセンニュース編集協力者も募集中。 

下段の写真は 2019.11 に開いた CinemaMusic コンサート。またふるさと歴史館の出張展示などもスペ

ースを生かして活動してます。お花も・・・ 

 

  

 

29



団体名  桜堤コミュニティ協議会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

 

 桜堤コミュニティ協議会は、ボランティアの地域住民によって組織された団体で、地域のコミュニティづくりや

まちづくり、コミュニティセンターの管理運営を行っています。 

桜堤コミュニティセンターは、隣接する玉川上水、小金井公園など、四季折々の自然に恵まれた環境の中に

建てられた小型館ですが、アットホームな雰囲気でゆったりとした時間を過ごすことができる施設です。 

地域の世代間の交流を通して、コミュニティの輪が大きく前進するような運営をめざしており、年齢性別を問

わず、ご協力をして頂ける方を募集しています。コミセンの事業やイベントの企画・運営、広報紙の発行・配布、

ホームページの作成、コミセンの管理運営などにご協力いただける方をお待ちしています。 

 

代表者  高瀬 宜子 

連絡先 

連絡先１ ＴＥＬ  ０４２２（５３）５３１１ 

連絡先２ E-mail  sakuracc@bz04.plala.or.jp 

活動内容 

  

「夏まつり」「文化祭」「餅つき大会」「天体観望会」は、地域住民と一体となって企画運営される桜堤コミセン

の恒例イベントです。またコミセンが主催する囲碁同好会、カラオケ同好会、絵手紙などで、趣味を通した住民

の繋がりを応援しています。更には、高齢者団体との共催で行われる子供と大人の輪投げやボッチャ大会、幼

児と保護者を対象とした「読みきかせ」や「親子ひろば」で、世代間のコミュニティを積極的に支援しています。 

 

  

 

     

   読み聞かせ       夏まつり       天体観望会      輪投げ大会 
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団体名 西久保コミュニティ協議会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

地域市民のボランティアで西久保コミュニティセンターの運営を行っています。 

西久保コミュニティセンターは、地域のサークル活動の拠点として多くの人にご利用いた

だいています。 

また、様々な年代の方に参加していただける楽しいイベントを企画、実施しています。 

私たちの仲間になって一緒に活動していただける運営委員をしています！（西久保在住の

方） 

代表者   委員長 松坂誠治 

連絡先 

連絡先１ ℡ 0422-54-8990 西久保コミュニティセンター 

連絡先２ FAX  電話と同じ 

活動内容 

・ 運営委員の協議により、西久保コミュニティセンターの運営。 

・各種イベント（ふれあいまつり、子ども科学教室、わくわく体操、人形劇、コンサート 

クリスマス会、囲碁大会等）の企画・実施。 

写真 

 

わくわく体操 囲碁大会 子ども科学教室 
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団体名 緑町コミュニティ協議会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

緑町コミュニティセンターで、地域の皆様に触れ合う事のお手伝いしませんか。 

代表者 野村 澄子 

連絡先 

連絡先１ 0422-53-6954 

連絡先２  

活動内容 

地域ふれあい祭りや、その他行事のスタッフ 

 

コロナが終息したら、行いたいが、昨年度も本年度も行っていない。 
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団体名 八幡町コミュニティ協議会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

八幡町コミュニティ協議会では、コミュニティづくりの拠点として八幡町コミュニティセンターの管

理・運営を地域ボランティア(運営委員)が行っています。日々の窓口業務や年間の事業の企画・実施な

どを、月１回の運営委員会や窓口会議で協議を行い実施します。コミセンまつりなどの大きな催しや

コミュニティだよりの配布などは、運営委員だけでは手が足りず協力員や協力団体の皆さんにもお手

伝いをいただいています。普段あまりかかわりのない世代間の交流ができ、新たな気づきや考え方な

ど参考になることもたくさんあります。最近では、スマホや LINE、パソコンなどの操作を聞いたり、

コロナ禍でもどうやったら安全に事業が行えるか話し合い、みんなで協力し合い実施したり和気藹々

と活動しています。ご興味のある方は、ぜひ、お問い合わせください。 

代表者 中村 充 

連絡先 

連絡先１ 0422-54-0169 

連絡先２  

活動内容 

・窓口業務 

・住民総会(年 1 回)、運営委員会(月 1 回)、窓口会議(月 1 回)、役員会(月 1 回) 

・年間事業【2020 年度実施事業】 

40 周年記念展示「10 年のあしあと」、はちコミ映画会(年 4 回)、お花を植えよう(年 6 回)、 

Kids クラフト、助産師さんと語ろう、スマホ教室(年 2 回)、蜜蝋ラップを作ろう、 

マスクケースをデコろう、はちコミ防災訓練(支え合いステーション訓練) 

・zoom 併用事業  

はちコミフォーラム「保護者のつどい」、ズボラストレッチ部(年 3 回)、はちコミ寄席 

・大掃除 ・防災訓練 
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武蔵野を盛り上げよう！市内で活動する団体紹介2021 

団体名 武蔵野市青少年問題協議会千川地区委員会 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

イキメン・イキジョになりませんか！？

こんにちは！青少協千川地区です。 

自分自身の子育てや PTA・地域活動を通じて、「もっと子どもたちのために活動したい」というボラ

ンティアのメンバーを中心に活動しています。

地域のためにも、自分の家庭の子育てのためにも、「地域全体での子育て」が実現できるように、楽し

みながら和やかに活動しています。 

青少協は、多くの方々に支えられて活動しています。 

その活動をサポートする「サポーター」になって、地域活動に熱心なお父さん・お母さん（イキメン・

イキジョ）になってみませんか！？

ぜひ、青少協千川地区のメールアドレスまでご連絡ください！ 

代表者 北島 博史 

連絡先 

連絡先１ senkawa.seishokyo@gmail.com 

連絡先２ 

活動内容 

地区委員会や青少協主催のイベント、地域のイベント参加を通じ、地域の子どもたちの健全な育成に

携わっています。 

【千川地区での活動】 

地区委員会、延命寺薬師縁日、バス研修、CAP講習会、千川小盆踊り、ジャンボリー、福祉まつり、

コミセンまつり、美化運動、どんど焼き

【四中ブロック会での活動】 

四中ブロック会、花壇整備、救急法講習会、防犯パトロール、四中祭 

34

mailto:senkawa.seishokyo@gmail.com


武蔵野を盛り上げよう!市内で活動する団体紹介2021

団体名 武蔵野市青少協第一地区委員会 

団体からのメッセージ(活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ) 

武蔵野市青少協は、市長から委嘱され、子ども達の健全な育成のために活動をしているボ

ランティア団体の一つです。もう少し柔らかく私たち流に表現するならば、子ども達が地域

の大人達との関りの中で健やかに成長していけるような地域づくりをしている近所のおばさ

んやおじさん。特に第一地区委員会は、子ども達に育った町でどんな風景・思い出を作って

ほしいか？をいつも考えながら活動をしています。

同じような志を持てる方で、武蔵野市立第一小学校の学区にお住まいの方やご縁のある方

でしたら、ぜひご連絡ください。（18歳以上に限ります） 

詳しい活動内容やブログは青少協第一地区委員会ホームページで紹介しております。ぜひ

ご覧になってください。 

https://musashinoshiseishoukyou1.jimdofree.com/ 

代表者 青少協第一地区委員会委員長 鬼頭 麻佐 （令和二年度）

連絡先 1 武蔵野市吉祥寺本町４－17－16 市立第一小学校内 

連絡先 
連絡先 2 musashinoshiseishoukyou1@gmail.com 

活動内容 それぞれ実行委員会があり、好きな活動に参加できます。 

１）みまもり隊：第一小学校登校日の朝の大正通り交差点見守り活動（当番制）。

２）一小夏祭り：夏の夕方開催。かき氷、ゲーム、盆踊りや花火。一小 PTAと共催。

３）むさしのジャンボリー：市と共催の野外体験型宿泊事業。第一地区はプログラムキャ

ンプ（ストーリーキャンプ）を独自に企画。

４）ハロウィーン：令和 2年度は「一小地域見守りクエスト」地域探検クイズを開催。

５）新年子ども会：3学期始業式の日に開催。どんど焼き、豚汁、伝承遊び。

６）その他関連団体の活動にも参加・協力。

【むさしのジャンボリー】

長野県川上村でプログラム

キャンプ。班ごとに課題に

チャレンジしながら協力す

ることを学びます。

【一小夏祭り】放課後に練

習した盆踊りを楽しんで、

最後はお父さん達による小

さな花火大会で盛り上がり

ます。 

【新年子ども会】新年の始

まりに無病息災を全校児童

と祈ります。豚汁を食べて

から、伝承遊びをします。 
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道路標識づくり/標識設置 年末演奏会風景 

団体名 南町福祉の会（吉祥寺南町地区福祉活動推進協議会） 

団体からのメッセージ（活動の意義・魅力・楽しさ、これから参加したい人へのメッセージ） 

・ 現在は『和やかなつながりを大切にし、声かけあえる・南町』を目指しています。 

・ 地域が生き生きとして、住まわれている方が幸せであってくれれば、活動は意味のあるものとな

ると思いますし、活動にかかわる人にとっても充実や幸福感をもたらすと思います。 

・ 下記のような活動をしていますが、これは地域の委員の皆さんと話し合いながら決めて、皆で力

を合わせて進めることに重きを置いています。 

・ 自分たちで決めて、協力して実行する楽しさ、いろいろな経験をお持ちの皆さんと会話や活動す

ることで新しい発見、新しい出会いが生まれる楽しさがあります。 

・ あなたも、地域の皆さんと一緒に活動することで新しい楽しみに出会いませんか？ 

代表者 笠原 由利子 

連絡先 

連絡先１ 武蔵野市吉祥寺南町 3-31-11  0422-49-1056 

連絡先２  

活動内容 

・ 定期総会、役員会、委員会、広報紙の発行などの基本となる活動 

・ 交流ハウス（障がいのある方もない方も共に過ごす休日の居場所）、カフェ君の名は（介護者の

集い）など居場所活動 

・ 南町文化祭、クリスマス会、桜まつりなどのイベント活動 

・ 健康講座、ボランティア交流会、各丁目活動など 

・ 道路標識付け替え 
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 Ⅳ.武蔵野市民社会福祉協議会とは 

●法人運営事業 
福祉学習事業、広報紙発行事業、ホームペー
ジ・Facebook、広告事業、七夕のつどい、
チャリティゴルフ事業、東日本大震災避難者
支援事業、武蔵野市老人クラブ連合会事務局 

●地域福祉事業 
 地域社協代表者連絡会、地域社協活動費の助
成、地域社協運営委員等の研修、高校生教材
代支給事業、児童養護施設交流事業、むさし
のジャンボリー参加費支給事業、ドライブレ
クリエーション事業、交通遺児家庭援護費支
給事業、地域福祉ファシリテーター養成講座 

 ●生活福祉資金貸付事業 

●収益事業  自動販売機運営事業 

●助成事業 
ボランティア・地域福祉活動助成事業 
身近な地域の居場所づくり助成事業 
武蔵野地区配分推せん委員会事務局 

 

●貸付事業 
  生活資金貸付事業、入学資金貸付事業 
●
歳末たすけあい・地域福祉活動募金の実施
●ボランティア活動推進事業 
ボランティアセンター武蔵野の運営 

●受託事業 
 重度心身障害者理容・美容サービス助成事業、

高齢者理容・美容サービス事業、テンミリオン

ハウス起業・運営支援事業、移送サービス事業、

受験生チャレンジ支援貸付事業、障害者支援活

動事業、シニア支え合いポイント事業、子ど

も・コミュニティ食堂支援事業 

市民社協 事業一覧 
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ＶＣＭ窓口では、ボランティア活動中の事故にそなえて｢ボランティア保険｣

の申込みを受け付けています(保険料年間３００円～）。 

ＶＣＭを通じてボランティア活動をされる方はぜひご加入ください。 

Ⅴ.ボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ）とは 

ボランティア保険のご案内 
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地域活動の
必要性・重要性

地域で楽しむために

フレイル予防には
『人とのつながり』が重要

―様々な活動の複数実施
がリスクを下げるー

■ フレイル予防策において、身体活動の実施の重要性を指

示すると同時に、文化活動や社会活動など分野の異なる

活動の重複実施がフレイル予防につながる可能性が示唆

された
フレイルとは
加齢に伴う様々な機能変化や生理的予備能力が低下することで、外的ストレスに対する
心身の脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態
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市民社協 
ボランティアセンター武蔵野（ＶＣＭ） 

社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会   
ボランティアセンター武蔵野 お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

 

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町１-９-１ 
TEL0422-23-1170   FAX0422-23-1180 

Ｅメール vcm@shakyou.or.jp 

 

開所時間 

市民社協 月～金曜 ９：００～１７：００ 

（祝祭日、年末年始を除く） 

VCM    火～土曜 ９：００～１７：００ 

       （祝祭日、年末年始を除く） 

 

アクセス 

～徒歩～ 

ＪＲ吉祥寺駅より 1０分 

～関東バス～ 

吉祥寺駅方面より「武蔵野八幡宮」下車（拡大図 ○Ａ  ） 

桜堤・関前方面より「武蔵野八幡宮」下車（拡大図 ○Ｂ  ） 

～ムーバス～ 

吉祥寺北西循環「武蔵野八幡宮」（拡大図 ○Ａ  ） 

 

コミュニティセンター 

 

Facebook更新中 

市民社協・VCMの最新情報がここに！ 

あいあい LINEスタンプ発売中 

LINE STOREより「あいあい」で検索 
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