
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～人生を仲間と楽しむ趣味・地域活動紹介～ 

 

お父さんお帰りなさい パーティ 

あなたが活きる地域デビュー！ 

http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_4628.html


 

 

 

はじめに 

―ようこそ地域へ！人生を仲間と楽しむ趣味・地域活動団体紹介― 

 

 本日は“お父さんお帰りなさいパーティ” （愛称：おとぱ）にご参加いただきあり

がとうございます。 

 おとぱは、定年後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

活をしていただくお手伝いができればと思い開催しております。 

また、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、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２０回目を迎えます。この２０年では定年

まで勤める女性が一般化してまいりましたので、女性にも広く参加呼び掛けるように

なって参りました。 

さて、今回は「人生は６０歳からが楽しい」と呼び掛けさせていただきました。終

わりよければ、ではありませんが、いろいろ努力をし、本当のところ耐え忍んできた

これまでの人生のご褒美としての後半が充実し楽しいものであることはとても幸せな

ことではないでしょうか。では、皆様は十分に楽しまれていらっしゃいますか？ 

楽しく過ごすためには、①定年を迎えこれまでの束縛から解放され取り戻した自分

の時間を「どのように使うか」、②定年後の生活は住いのある地域が中心となります

ので、「地域とどのようにかかわるか」がポイントになると思います。また、そこで

は、誰かが決める・指示するのではなく、自ら考え、決めてゆくことが可能という

か、求められます。 

「仲間と楽しむ」がキーワードの世界でもあります。定年を迎え、自ら選び「仲間

と楽しむ」世界が自分のものになるのだと思います。さあ、何を選びますか、わくわ

くしませんか・・・！ 

本日は、地域とのかかわり方を考えたり、地域で楽しく活動する場を探したり、新

たな地域の仲間との交流の場を準備しています。また、今回は節目の２０回でもあ

り、新しい企画も盛り込んでみました。 

パーティに参加し今ここにいらっしゃることが「最初の一歩」なのだと思います。

そして、本日のこれからの時間が、二歩、三歩と踏み出す機会となればと思っており

ます。自分で決める新しい世界、ぜひ踏み出してみてください。 

 

令和元年６月１６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 
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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・女性に、その後のいきがいとして地域の社会活動などに参加していただ

き、地域での活動の幅を広げていただく。 

[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｣）（元「フォローアップ事業」） 

 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 

[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１７名（平成３０年５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も今年で第１８回目を迎えるが、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。現

在は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月に開催してい

る。ここでは、お父さんお帰りなさいパーティ参加者が地域活動団体と交流を深める場であるとともに、

初めての参加者にとっては地域活動のきっかけの場となっている。 

＜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・紅茶の楽しみ方・武蔵野市内散策など、毎回様々なテーマで開催している。 

平成３０年度よりサロン終了後に、参加者同士の交流を目的とした茶話会「わいわいおとぱ」をスタ

ートした。 

＜今後の活動＞ 

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、定年前後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。 
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［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） 

「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 
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☆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 

●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 
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☆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 

 

［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２３年度以降のテーマは以下のとおりです。 

 

 

平成２３年度 

   第６８回……４月 吉祥寺おもしろ話 

   第６９回……５月 ボランティアさんに期待するもの～高齢者施設では～ 

第７０回……６月 無縁社会を考える 

    第７１回……７月 自分で自分を守る 災害時の知恵 

    第７２回……９月 吉祥寺ホームを見学してみませんか 

    第７３回…１０月 川柳を詠み、そして作ってみませんか？ 

    第７４回…１１月 平和について一緒に考えてみませんか？ 

    第７５回……１月 新春座談会～希望について～ 

    第７６回……３月 ボランティア活動を始めて この 1年 

 

 平成２４年度 

    第７７回……４月 春の茶室でお茶を頂きませんか？ 

    第７８回……５月 ぶらり歩こう会～井の頭公園方面～ 

    第７９回……６月 補聴器のはなし 

    第８０回……７月 これだけは知っておきたい日本人の宗教観 ～日本人は本当に無宗教か～ 

    第８１回……９月 倒れている人がいたら、あなたは何が出来ますか？ 

            ～いざというときのためにＡＥＤの使い方を学びましょう～ 

    第８２回…１０月 リタイア後の人生デザインをされていますか？～二足のわらじとボランティア～  

    第８３回…１１月 おうちで出来るおいしいコーヒーの淹れ方 

    第８４回……１月 新春座談会～私のチャレンジ～ 

    第８５回……２月 男のいけばな道場 ～花をいける あなたが活きる第二章～ 

    第８６回……３月 報道に見る東日本大震災 

 

平成２５年度 

    第８７回……４月 ぶらり歩こう会 ～緑と水を訪ねて 武蔵境方面～ 

    第８８回……５月 私にもできる？ボランティア ～高齢者施設編～ 

第８９回……７月 留学生と交流しませんか？ 

第９０回……９月 密航 新島襄と八重夫人 なぜ？から読み解く歴史 

第９１回…１０月 穏やかな最期について考えてみませんか 

第９２回…１１月 はじめてシリーズ～たかが俳句されど俳句～ 

第９３回……１月 新春座談会～夢・希望・挑戦そして私～ 

第９４回……２月 身近なモノから考えよう！誰にとってもやさしいまち (大雪のため中止) 

第９５回……３月 やってみよう！写真洗浄ボランティア 
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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） 

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 

 

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～ 
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   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 

 

 

 

 
 

                 

                撮影時期／平成１５年５月 

                現存する写真の中で最も古いおとぱの風景。 

                この年は全体で 115名と多くの来場者が集まった。 

                ８月に市民社協（VCM）の事務所があった大東京信用金庫上の 

                会議室でミニ交流会も実施。 

 

 

                 

                撮影時期／平成２２年６月 

                藤巻香代子さん＆a cappellz（アカペルズ）のみなさんに歌を披露して 

                いただきました。タイトルは「これからに乾杯」。 

                この曲はお父さんお帰りなさいパーティのテーマソングになりました。 

 

 

 

                 

                撮影時期／平成２９年９月 

                多様なテーマで実施している「おとぱサロン」。 

                絵画やコーヒーの淹れ方、川柳にボードゲーム等、 

                様々な視点から地域デビューをご案内。 

 

 

 

                 

                撮影時期／平成３０年５月 

                参加者同士の意見交換を目的に、サロン終了後３０分程度茶話会を実施 

                し始めた。サロンのテーマについて熱冷めやらぬまま語り合ったり、 

                お互いの地域での活動について紹介し合ったり。 
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お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

（写真/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。 

 

おとぱ実行委員会では、本日のお父さんお帰りなさいパーティのほか、 

毎月第２土曜（６・８除く）に「お父さんお帰りなさいサロン」という趣味や地域活動をはじめ 

多様な体験ができる場も開催しています。合わせてご活用ください。 

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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「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」 
 

＜企画のねらい＞ 

 これまで地域との接点をもたなかった「お父さん」がコミュニティ活動に加わるのは、子どもに

とっての転校のようなものかもしれません。周りは知らない人ばかりで、自分がこれまで慣れ親し

んだやり方が通じない。以前からいる人が当たり前のようにやっていることに馴染めない。すでに

出来上がっている人間関係の中にどうやって入り込んでいったらよいか分からない。ないない尽く

しで、心細いことこの上ありません。 

 そんなとき、「先輩転校生」に助けてもらった経験のある方はいないでしょうか。自分も少し前に

転校してきたので、転校生の不安な気持ちがよく分かる一方、その学校のやり方や人間関係にも通

じており、転校生に寄り添ってくれる理解者であり助言者。そんな人に出会うことができたら、コ

ミュニティの扉を開き、中に入ってみることも怖くありません。 

 本シンポジウムでは３人の先達＝先輩お父さんにご登壇いただき、ご自身がコミュニティの扉を

開いたときの体験について語っていただきます。また、これからコミュニティ活動をはじめてみよ

うかと考えている皆さんへのアドバイスもしていただきます。最後は来場者の皆さんも交えたディ

スカッションも予定しています。このシンポジウムを含む今日のお父さんお帰りなさいパーティが、

皆さんと素敵な先達との素晴らしい出会いの場となることを期待しています。 

 

＜講師・パネルディスカッション進行役プロフィール＞ 

見城 武秀 氏（けんじょう・たけひで）：成蹊大学文学部現代社会学科教授 

専門はメディア・コミュニケーション論。著書に、『公助・共助・自助のちから：武蔵野市からの発信』

（共著、風間書房）、『メディア・コミュニケーション学』（共著、大修館書店）など。武蔵野市関連の仕

事として、教育委員、武蔵野市第五期基本構想・長期計画策定委員会副委員長、第 5期武蔵野市子どもプ

ラン推進地域協議会副会長など。 

 

＜パネリスト（五十音順）＞ 

小林 一夫 氏（むさしの FM市民の会 運営委員、きりん塾 企画スタッフ） 

志賀 和男 氏（クリーンむさしのを推進する会 会長） 

田中 邦忠 氏（お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 実行委員長） 

Ⅱ．講演 
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番号を□で囲った団体はパーティに出席している団体です 

種別 

趣味 
(ボランティア) 

団体名 

１. 江戸小噺笑い広げ鯛 

【概要・活動内容】 

学校学童や地域交流会・高齢者施設などへ 

出向いて、数秒から３分程度の簡単な小噺（短い

落語）を紹介するボランティア活動。 

楽しいを大事に、皆初めてからのスタートです。 

他に、発表会・研修会・楽しむ会を自主開催 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・落語やダジャレ・小噺などが好きな方

・面白そう！と感じた方

・活動内容に、ご興味ある方

・一緒にたくさん笑える仲間がほしい方

・小噺を話せるようになりたい方

【活動日・時間】 

・定例会は月２回 不定期 午前中

・楽しむ会 月１回 土曜の午後１～2 時半

【活動場所・住所】 

主に、みたかボランティアセンター会議室 

月１回 御殿山コミセン 

【会員・活動人数・構成】 

会員 5０名 活動人数２０名（男性３割） 

【会費等】 

年会費 1,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://cf-family.com/tiiki_event.html 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

あり 

【代表者名・連絡先名】 

高野 まゆみ 

【連絡先】 

電話 080-5502-4621 

メール edokobanashi@hotmail.co.jp

種別 

教養

団体名 

２. 吉祥寺村立雑学大学

【概要・活動内容】 

「雑大」は 1979 年１０月７日に開講した『３

タダ主義（授業料・講師料・会場費の無料）』で自

主運営の市民大学です。開講以来、毎週土曜日に

休みなく続いています！ 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

ボランティア講師を募集中（ただし、講師料は無料）

です。下記ホームページで空いている日程から講義日

を選び、講義テーマ等を下記へメールまたはＦＡＸな

どでご連絡ください。 

受講希望者は、開催当日会場に来ていただければ、ど

なたでも無料で参加できます。お気軽にどうぞ。 

【活動日・時間】 

土曜 10:00～12:00 

【活動場所・住所】 

①二葉ファッションアカデミー（吉祥寺駅南口前・吉祥

寺南町 1-3-2）

②上記でない場合、「本町コミセン」「御殿山コミセ

ン」「南町コミセン」などで開催。

【会員・活動人数・構成】 

約５０名 

【会費等】 

無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://www.tokyo-net.ne.jp/kichijoji/zatudai/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

【代表者名・連絡先名】 

事務局：週刊きちじょうじ 大橋 一範 

（吉祥寺南町 1—4-1 井の頭ビル７階） 

【連絡先】 

電話：0422-48-7741 

FAX：0422-46-9666 

メール：zatudai@tokyo-net.ne.jp

Ⅲ.地域活動団体 
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種別 

子育て 

支援 

団体名 

３.      吉祥寺東おもちゃ病院 

【概要・活動内容】 

 故障しているおもちゃの修理 

 （２０１８年度実績 １６６台） 

 ２０１８年１０月に開院 

  

 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・家庭で子どものおもちゃを修理していた人 

・どうしてそうなるのかいつも気になる人 

【活動日・時間】 

毎月平日・土曜 10:00～1５:30 

（場所によって異なる） 

【活動場所・住所】 

０１２３吉祥寺、南町コミセン、本宿コミセン、 

テンミリオンハウス月見路 

【会員・活動人数・構成】 

４名 

【会費等】 

・1.000 円/年間 

・武蔵野市東部福祉の会 認定グループ(予算有り) 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

https://kichi-omocha-dr.jimdofree.com/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

有 

【代表者名・連絡先名】 

渡辺(ワタベ) 一 

【連絡先】 

電話：090-3692-5278（渡辺携帯） 

 

種別 

ネット 

ワーク 

団体名 

４．   境南地域社協（地域福祉活動推進協議会） 

【概要・活動内容】 

 「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を目指し、

住民同志のネットワークづくりと福祉の課題解決に

取り組んでいます。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・福祉に関心のある方 

・お仕事をリタイアされ地域デビューをお考えの方 

・地域で何かお手伝いしたい方 

【活動日・時間】 

 ①おしゃべりサロン 第１木曜 13 時～ 

 ②子育て支援「くまのこひろば」第 2 金曜 10 時～ 

 ③その他丁目活動など 

【活動場所・住所】 

①テンミリオンハウス「花時計」 

②境南コミュニティセンター 

③行事により異なります 

【会員・活動人数・構成】 

 運営委員 58 名 

 活動人数 20～100 名（事業により異なる） 

【会費・謝金等】 

 なし 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

    無 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

 チラシあり 

【代表者名・連絡先名】 

 田辺 安輝子 

【連絡先】 

電話＆FAX：0422-30-2825 

携帯：090-4435-4872 
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種別 

環境 

ごみ 

団体名 

５．   クリーンむさしのを推進する会 

【概要・活動内容】 

 ごみ減量のために 

・生ごみたい肥化➡元気野菜作り 

・３R 連続環境講座 

・まつり分別指導 

・プラスチックごみの減量 

・食品ロスを減らす     

・地域活動          ほか 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・環境問題に関心のある方 

・生ごみたい肥化、野菜作りに関心のある方 

 

【活動日・時間】 

 ・役員会、支部長会 随時 

 ・市民集会 ２月 

 ・バス研修会 １１月ほか 

【活動場所・住所】 

事務局 緑町 3-1-5 武蔵野クリーンセンター 

           ごみ総合対策課内 

【会員・活動人数・構成】 

 ７２４名 

【会費・謝金等】 

    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

    有 

【代表者名・連絡先名】 

 会長：志賀 和男 

【連絡先】 

電話：0422-51-5131（内線 712-391） 

FAX：03-5539-4424 

 

種別 

高齢者 

支援 

団体名 

６．  高齢者総合センター デイサービスセンター 

【概要・活動内容】 

・デイサービスセンターボランティア募集 

 ・北町高齢者センター ボランティア募集 

 ・社会活動センター 講座ご案内 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・地域福祉に関心のある方 

・高齢者と会話をしたり、お茶を出したりする軽作業で

すので、関心のある方であればどなたでも歓迎いたし

ます。 

 

【活動日・時間】 

 月～土曜 AM10:00～12:3０ 

      PM13:30～15:30 

 ※一日活動の方には昼食が出ます 

【活動場所・住所】 

 武蔵野市高齢者総合センター ２階 

 デイサービスセンター 

【会員・活動人数・構成】 

 月の活動人数（延べ） H31.4 月 ９５名 

【会費・謝金等】 

    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 http://www.fukushikosha.jp 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

    有 

【代表者名・連絡先名】 

 センター長：富田 尚美 

【連絡先】 

電話：0422-51-2933 

FAX：0422-51-1982 

メール：n-tomita@fukushikosha.jp 
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種別 

障がい者 

支援 

団体名 

７.     失語症会話パートナーズ武蔵野 

【概要・活動内容】 

失語症者の積極的な社会参加を目指し、失語症について

の市民への啓発活動・失語症者との実践活動・パートナ

ーのスキルアップのための学習会などを行っています。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・失語症に興味のある方 

・障害のある方とのコミュニケーションを楽しめる方 

・ご家族や身近に失語症の人がいる方 

【活動日・時間】 

毎週水曜、第 2 土曜 その他 

各回 2 時間前後 

【活動場所・住所】 

市内高齢者施設、コミセンなど 

【会員・活動人数・構成】 

会員 43 名 

【会費等】 

    年会費：1,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

    有 

【代表者名・連絡先名】 

会 長：木下 裕子 

【連絡先】 

電話・FAX：0422-36-8129 

 

種別 

ボラン 

ティア 

団体名 

８.      ちょこっとお助け隊         

【概要・活動内容】 

・素人のオッサンでもできる「ちょっとした困りご

と」のお手伝い 

・公的支援や業者へ頼むほどでもないスキマ部分

のお世話 

・有償ボランテイア活動： ￥100/10 分 

・剰余金：被災遺児への寄付 

・活動例：ちょっとした掃除、片付け、ゴミ出し、 

買い物、照明交換、通院付添、車椅子介助、エアコ

ン・換気扇清掃、草取り、水やり、組立家具、おし

ゃべり・カラオケのお付き合い  など 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・所属や組織に煩わされず もう群れたくない！ 

・既存のコミュニテイやグループは苦手 

・仲良しクラブでは満たされず   

・社会資源と言われるほどのスキルやキャリアー無いが 

・社会的課題への関心はあり 

・そんなおっさんでも自分なりに出来ることはないか

と思いつづける方 

 

“独りボランティア”を一緒にしませんか！ 

 

自分流の「独りボランティア」たちが ゆる～い繋がりな

がら共感、連係し合い 「ちょこっとお助け隊の輪」によ

る社会参加を目指します 

【活動日・時間】 

・支援を必要とする方のご要望に臨機応変に対応 

【活動場所・住所】 

武蔵野市、三鷹市、小金井市 

【会員・活動人数・構成】 

・７名（男性５名：80 歳台、70 歳台、６０歳台）） 

   （女性 2 名：60 歳台、30 歳台） 

【会費等】 

  無     

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

  有 

【代表者名・連絡先名】 

 冨田節夫  

〒180-0023 武蔵野市境南町 2-24-4 

【連絡先】 

電話：090-5415-1623 

otasuketainowa@gmail.com 
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種別 

防災 

団体名 

９.  東京消防庁(武蔵野消防署)災害時支援ボランティア 

【概要・活動内容】 

発災時に登録している署または最寄りの署に参集し、

消防活動を支援する。 

普段は訓練、広報、PR 活動 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・震災等での地域の安心・安全に関心があり、 

 貢献したいと思う方 

【活動日・時間】 

 年間計画を事前に確認（月１～２回程度） 

【活動場所・住所】 

 

【会員・活動人数・構成】 

 

【会費等】 

    無料 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】東京消防庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

  http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

 

【代表者名・連絡先名】 

武蔵野消防署 警防課 

【連絡先】 

0422-51-0119 

 

 

 

種別 

高齢者
支援 

団体名 

１０．   高齢者介護施設 とらいふ武蔵野 

【概要・活動内容】 

・レクリエーション補助 

・外出/移動補助 

・配膳/下膳/食器洗浄 

・居室清掃/営繕関連 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・高齢者との交流に積極的な方 

・介護の知識や技術を身に着けたい方 

・体操、レクリエーション等の得意な方 

・高齢者介護に関心のある方 

【活動日・時間】 

・月～日：9 時～17 時（活動時間帯は相談可） 

【活動場所・住所】 

武蔵野市関前 1-2-20 とらいふ武蔵野 

【会員・活動人数・構成】 

12 名 

【会費等】 

    無料 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  http://www.toraifu.com/ 

【施設のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

有 

【代表者名・連絡先名】 

特別養護老人ホーム 施設長 大脇 秀一 

デイサービスセンター施設長 瀧上 博美 

【連絡先】 

電話：0422-38-5221 
FAX：0422-38-5220 
メール：toraifumusashino@toraifu.com 

 

  

15



 

種別 

手仕事 

団体名 

１１.        にじの糸 

【概要・活動内容】 

・障がい児・者の織った布や 

 刺繍した布を依頼された作品（バッグやポーチなど） 

 に仕立てる。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・手仕事の好きな人 

【活動日・時間】 

・毎週火曜日（午後 1 時～4 時） 

【活動場所・住所】 

ボランティアセンター武蔵野中町分室 

【会員・活動人数・構成】 

７名 

【会費等】 

    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

    無 

【施設のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

無 

【代表者名・連絡先名】 

山本 訓子 

【連絡先】 

電話：0422-53-8896 

 

 

種別 

子育て
支援 

団体名 

１２.  NPO 法人 保育サービス ひまわりママ 

【概要・活動内容】 

「保育サービス講習会」修了生が、地域の子育て支援を

するために活動しています。 

子育て経験が地域の子育て家庭を支えます。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・子どもが大好きな方 

・子育て家庭向けに多様な保育サービスを提供して

ママやパパの笑顔に会いたくて色々な場所での保

育やイベントに参加できる人 

【活動日・時間】 

随時 

【活動場所・住所】 

ひまわりママ事務局（境南町 2-10-24） 

武蔵野市全域および近隣（保育依頼場所など） 

【会員・活動人数・構成】 

協力会員 １３０名 

利用会員 ３５０世帯 

【会費等】 

    会費：月３００円 

    入会金：5,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  http://www.himawarimama.org/ 

【施設のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

有 

【代表者名・連絡先名】 

理事長 秋山 優子 

【連絡先】 

電話：0422-32-3322 
FAX：0422-32-9428 
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種別 

環境 
自然保護 

団体名 

１３.    NPO 法人 ファングリーン 

【概要・活動内容】 

2009 年に市役所隣りのむさしの市民公園の全面

1,600 ㎡を芝生化し、その後の天然芝の手入れを、市か

ら委託を受けて行っています。水まき、芝刈り、肥料や

りなど、日々の活動に参加していただける方（サポート

会員）を募集中です。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・ガーデニング、緑や土に触れることが好きな方 

・地域活動に関心がある方 

・季節の移り変わり、お日様の力、雨の恵みを感じ

たい方 

・芝生で遊ぶ子どもたちを応援したい方 

・天気が良いと外へ出て、散歩など体を動かしたく

なる方 

【活動日・時間】 

特に活動日は決まっていませんが、天気と、芝生の育ち

具合により、週に 2～3 日、平日・週末とも午前 8～10

時ぐらいが中心です。当番制ではなく、自由なペースで、

時間のあるときにご参加いただいています。芝生が育つ

4～10 月が主な活動期間です。 

【活動場所・住所】 

むさしの市民公園（武蔵野市緑町 2-2） 

武蔵野市役所の南側で、桜まつりや青空市などを行

う広い公園です。 

【会員・活動人数・構成】 

サポート会員は実働 5 名程度で、それに NPO 正会員を

含めた 10 名程度で作業をおこなっています。40～70

歳代の方が中心で、男女比は半々くらい。 

【会費等】 

会費はありません。 

交通費（一律）や作業時の飲み物は支給します。 

NPO の負担で傷害保険に加入します。作業着とし

てメンバーT シャツを支給します。 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://fungreen.blogspot.com/ 

「NPO ファングリーン」で検索 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

なし 

【代表者名・連絡先名】 

代表理事：戸塚航介 090-9396-2739 

副代表理事・事務局：細窪 迅 

【連絡先】 

事務局 ほそくぼ 080-6754-1040 

E-mail  hosokubo@nifty.com 

 

種別 

子ども
支援 

団体名 

１４.   NPO 法人 プラネットカナール 

【概要・活動内容】 

 児童養護施設を 18 歳で巣立つ卒業生に、ひとり暮ら

し用家電・家具を集め、地域で保管し、年 1 回にまとめ

て贈呈しています。 

 子どもたちの不安な顔が微笑む瞬間をイメージしなが

らボランティア活動をしている NPO です。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・不用となった家電・家具を寄贈してくれる方 

・トラックを貸してくれる方、運転してくれる方 

・家電・家具の保管場所を無償で貸してくれる方 

・家電・家具の引取り、クリーニングをしてくれる方  

(どれかひとつでも該当する方は是非ご連絡ください) 

【活動日・時間】 

・不定期 

【活動場所・住所】 

事務所 武蔵野市吉祥寺東町 1-24-14 

【会員・活動人数・構成】 

・個人会員１０９名   ・法人団体 19 団体 

【会費等】 

 年会費 個人 3,000 円（含ボランティア保険料） 

     法人団体 10,000 円 

＊学生/障がい者/児童養護施設出身者 会費免除 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

  http://www.planetcanal.org 

  http://3step.me/planetcanal/ 

【施設のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

有 

【代表者名・連絡先名】 

 理事長 鈴木 邦明 

【連絡先】 

電話：050-3772-2449 
メール：planetcanal.contact@gmail.com 
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種別 

環境 
自然保護 

団体名 

１５.      ぼんぼり山の会 

【概要・活動内容】 

「ぼんぼり山の会」は、活動 12 年目を迎えました。私ども「ぼ

んぼり山の会」は、あきる野市盆堀地区の里山整備を目的として

平成 19 年５月に発足しました。活動場所は、秋川の支流・盆堀

川の流域。荒廃した森林を活性化し、小鳥・昆虫が飛び交い、将

来は杉・檜が建材として出荷されることを期待しつつ、ささやか

ながら地球の環境改善に貢献しているという心意気を持って活

動しています。 

～ 会のモットー ～ 

①楽しく、そして達成感を！これを一番大事に 

「来て楽しかった」「達成感・充実感があった」「また来たい」

という気持ちを大事に。春先・初夏の新緑の中での山作業は、

「楽しい！」の一言です。手ノコで杉の木を倒したときの感激

は、参加者だけが味わえる醍醐味！ひと汗かいた後の一杯も格

別です。11・12 月には柚子もぎ、8 月には盆堀川でのバー

ベキュー、年末には忘年 1 泊旅行も！ 

②安全第一 

 体調次第では、山の中を散策するだけでも大歓迎！健脚揃いば

かりではありません。「無理をしない」がモットーです。 

③コツコツと続けよう 

 森林活動は当然長期。５年・10 年というスパンを考え、次 

の人たちに引き継ぐ気持ち。 

④ささやかながら、地球環境に貢献しているのだという思いを。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

 

・緑が好きな方、里山はもっと好きな方 

・足腰が丈夫でも、丈夫でない方も 

・ノコで木を切ってみたい方 

・老若男女を問わず、地球環境改善に興味のある方 

・山野草に興味のある方 

・山歩きが好きな方 

・仲間と一緒が好きな方、一人で黙々と作業がした

い方、どちらも大歓迎 

 ・最近若い女性活動家が増えてます 

 

【活動日・時間】 

・活 動 日： 毎月２回 第１土曜と第３日曜 

・活動時間： 9:00～15:00 

・集合場所： JR 五日市線 武蔵五日市駅（駅裏手道路） 

【活動場所・住所】 

あきる野市戸倉地区(盆堀）放置林 

（集合場所からは車に分乗して現地へ） 

【会員・活動人数・構成】  

会員 3５名（男性 2６名・女性９名） 

20 歳代～70 歳代半ば。仲間と楽しくやるには、50 名 

くらいが限度。会員が作る本格コーヒーは格別です。 

【会費等】 

会費：年間１,200 円（入会金なし） 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
 http://www.bonboriyama.org/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 
ホームページをご覧ください 

【代表者名・連絡先名】 

代 表：佐伯 みちよ 

連絡者：森井 篤 

【連絡先】 

電話：070-1373-0125（森井） 
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種別 

ネット 

ワーク 

団体名 

１６.   南町福祉の会（地域福祉活動推進協議会） 

【概要・活動内容】 

子どもから高齢者、障がい者の方々など全ての人

が地域で生き生き暮らせる「まちづくり」を目指し、

地域の社会福祉的支援が得られやすく、また困って

いる人が手を伸ばせば、共助や互助が届き易い地域

となれるよう活動をしています。 

会の事業は四季にわたり、必要に応じて毎月の定

例会で企画・実行します。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・リタイアされた方、近くリタイアされる予定の方 

・朝・夕方の子どもの登下校時に少し時間の取れる方 

子どもと関われて、こちらも元気になれます。 

・福祉の会役員 or 運営委員メンバーとしての活動も期

待されます。 

【活動日・時間】 

・定例会：第２金曜 10:00～12:00 

【活動場所・住所】 

主として吉祥寺南町コミセンおよび南町近隣におけ

る活動 

【会員・活動人数・構成】 

 運営委員：約 50 名  

活動人数：案件により 25～100 名 

各丁目別の地域活動も盛んになっています。 

【会費等】 

    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 当面なし（HP の設定可能者は特に大歓迎） 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

 『いきいき生活 南町版』 （平成 28 年初） 

【代表者名・連絡先名】 

 会長：笠原 由利子 

【連絡先】 

携帯電話：080-5964-6624（日中はこちらへ） 

 

種別 

放送 

団体名 

１７.      むさしの FM 市民の会 

【概要・活動内容】 

コミュニティ放送に欠かせない市民からの情報提供・
発信を行うことで、むさしのＦＭを応援。放送出演する
市民によるファンづくり、リスナーの拡大をねらう。 
・毎週月～金曜日 9：20 ～「むさしの today」 
コーディネート及び自宅から電話で出演 
（再放送：当 日 19：00～・ 

日曜日 17：00～むさしのウイークリー） 
・毎週金曜 16:10～「発信！わがまち・武蔵野人」 
企画コーディネート 
（再放送：土曜日１０：００～） 

・災害時情報ボランティア。 
・交流会・公開講座など会員イベントあり。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

様々な活動をしている人、又そういう人やグループ

などの情報をキャッチするのが好きな人。自分の町

のできごとに関心のある人。取材や交渉が好きな

人。基本的には、老若男女どなたでもＯＫです。 

市民ジャーナリストの意識も大切にしています！ 

【活動日・時間】 

上記放送時間（当番日）、取材活動は随時。 
運営委員会：第 4 金曜 1３:３0～1５:３0 

【活動場所・住所】 

自宅・居住の町・むさしのＦＭスタジオ・本町コミ
セン会議室など 

【会員・活動人数・構成】 
１20 名（女性７割） 男性急募中 

【会費等】 
    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 
むさしのＦＭホームページで担当番組紹介中 
http://www.musashino-fm.co.jp 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 
広報紙 「On Air」・局の番組表 

【代表者名・連絡先名】 

代 表：小餅 友子 

事務局：中村 茂美 

【連絡先】 

電話：0422-45-2963（小餅） 
   0422-44-4719（中村） 
メール：minami.komochi@gmail.com(小餅) 
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種別 

健康 

団体名 

１８.    ＮＰＯ法人 むさしの歩こう会 

【概要・活動内容】 

ウォーキングの実践を通して、健康づくりを推進

するとともにウォーキングを楽しみ、友とふれあい、

自然に親しみ、史跡などを訪ねて、より豊かな生活

を求め、幅広く活動しています。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・老若男女 

・健康づくり、ウォーキングに関心のある人 

【活動日・時間】 

第２・４土曜 9:30～14:00 

（６～12ｋｍウォーク） 

【活動場所・住所】 

関東全域（旧 武蔵国） 

【会員・活動人数・構成】 

140 人（男女半々） 

【会費等】 

会費：年間 2,000 円   

入会金：1,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://www.musashino-walk.com 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

     有 

【代表者名・連絡先名】 

理事長：近藤 和義 

連絡：（理事）金子 恵一 

【連絡先】 

電話＆FAX：0422-53-1776 

メール：info@musashino-walk.com 

 

種別 

高齢者 

支援 

団体名 

１９.   （社福）プラットホーム 武蔵野館 

【概要・活動内容】 

・直接業務；傾聴（話し相手も可） 

      レクリエーション補助 

      趣味特技（囲碁など）での関り 

      散歩・外出行事等の付き添い 

配膳・下膳、お茶準備・配り洗濯、配

膳 

・間接業務；備品整理・片付け・清掃など 

      洗濯物（たたみ・配布） 

      シーツ交換・ベッドメーキング 

※その他、ご希望の活動がございましたらご相談さ

せていただきます。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・高齢者介護などの経験を活かしたい方 

・高齢者に関わることが少ない方 

・高齢者（介護など）や高齢者サービスに関心のある方 

・ボランティアさん自身の特技や趣味を通して、利用さ

れている方々の余暇を応援できる方 

・直接的に利用されている方と関わるのは苦手だが、間

接的なお手伝いなら応援できる方 

【活動日・時間】 

・月曜日～日曜日 9:00～17:00 

※上記、時間内でご自由に活動下さい。 

 例）10:00～12:00 ベッドメーキング・清掃 

【活動場所・住所】 

・特別養護老人ホーム 

・通所介護（デイサービスセンター）   

住所；武蔵野市関前 2-16-5 

【会員・活動人数・構成】  

何人でも構いません 

【会費・謝金等】   

無し 

（但し、活動時間帯によって昼食、おやつの提供あり） 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://www.plathome.or.jp/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

有り 

【代表者名・連絡先名】 

施設長  芦澤 史明 

【連絡先】 

・電 話；0422-36-7700（代表） 

・メール：info@plathome.or.jp 
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種別 

ネット 

ワーク 

団体名 

２０.   コミュニティ協議会（コミュニティセンター） 

【概要・活動内容】 

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す。コミュニティセンター（通

称コミセン）を拠点として、地域のコミュニティづく

りやまちづくり、コミセンの管理運営を行っています。 

（こんな人向き・関心ある人・歓迎する人） 

・男女問わず歓迎 

・地域のコミュニティづくり・まちづくりに関心のある方 

・コミセンの事業やイベントの企画・運営、広報誌の発

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 

【活動日・時間】 

コミセンにより異なる 

【活動場所・住所】 

各コミセン 

【会員・活動人数・構成】 

コミセンにより異なる 

【会費等】 

なし 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 別表のとおり 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

なし 

【代表者名・連絡先名】 

 

 

【連絡先】 

※13 ページ コミュニティセンター 一覧 参照 
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コミュニティ協議会（コミュニティセンター） 一覧 

 

コミュニティ協議会 ホームページ URL 

協議会名 URL 

吉祥寺東コミュニティ協議会 http://kihigashi.sakura.ne.jp 

本宿コミュニティ協議会 http://honjuk-c.sakura.ne.jp 

吉祥寺南町コミュニティ協議会 http://minami-c.sakura.ne.jp 

御殿山コミュニティ協議会 http://gotennyama.sakura.ne.jp 

本町コミュニティセンター協議会 http://honcho-c.sakura.ne.jp 

吉祥寺西コミュニティ協議会 http://kichinisi-c.sakura.ne.jp 

吉祥寺北コミュニティ協議会 http://kitakomi.sakura.ne.jp 

けやきコミュニティ協議会 http://keyaki-c.com 

中央コミュニティ協議会 http://chuo-c.sakura.ne.jp 

西久保コミュニティ協議会 http://nisiku-c.sakura.ne.jp 

緑町コミュニティ協議会 http://midorichou-c.sakura.ne.jp 

八幡町コミュニティ協議会 http://hachikomi.sakura.ne.jp 

関前コミュニティ協議会 http://sekimae-c.sakura.ne.jp 

西部コミュニティ協議会 http://seibu-c.sakura.ne.jp 

境南コミュニティ協議会 http://kyonan-c.sakura.ne.jp 

桜堤コミュニティ協議会 http://sakuracc.sakura.ne.jp 

コミュニティセンター 一覧（お問合せ先） 

センター名 住所 電話 開館時間 休館日 

吉祥寺東コミュニティセンター 吉祥寺東町 1-12-6 21-4141 9：30～21：30 第４水曜 

本宿コミュニティセンター 吉祥寺東町 3-25-2 22-0763 9：00～21：00 木曜 

吉祥寺南町コミュニティセンター 吉祥寺南町 3-13-1 43-6372 9：30～21：30 
第２・４・

５水曜 

御殿山コミュニティセンター 御殿山 1-5-11 48-9309 9：00～21：00 月曜 

本町コミュニティセンター 吉祥寺本町 1-22-2 22-7002 9：30～21：30 日曜 

吉祥寺西コミュニティセンター 吉祥寺本町 3-20-17 55-3297 ９：00～21：00 木曜 

吉祥寺西コミュニティセンター 

分館 
吉祥寺本町 4-10-7 55-3297 10：00～22：00 木曜 

吉祥寺北コミュニティセンター 吉祥寺北町 1-22-10 22-7006 9：00～21：00 月曜 

けやきコミュニティセンター 吉祥寺北町 5-6-19 54-8719 9：30～21：30 水曜 

中央コミュニティセンター 中町 3-5-17 53-3934 9：30～21：30 水曜 

中町集会所 中町 1-28-5 53-2251 9：30～21：30 水曜 

西久保コミュニティセンター 西久保 1-23-7 54-8890 9：30～21：30 第３月曜 

緑町コミュニティセンター 緑町 3-1-17 53-6954 9：30～21：30 月曜 

八幡町コミュニティセンター 八幡町 3-3-16 54-0169 9：00～21：00 火曜 

関前コミュニティセンター 関前 2-26-10 51-0206 9：30～21：30 木曜 

関前コミュニティセンター分館 関前 3-16-6 51-0206 9：30～21：30 木曜 

西部コミュニティセンター 境 5-6-20 56-2888 9：30～21：30 木曜 

境南コミュニティセンター 境南町 3-22-9 32-8565 9：30～21：30 
第１・３・

５金曜 

桜堤コミュニティセンター 桜堤 3-3-11 53-5311 9：00～21：00 火曜 
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種別 

高齢者 

就業支援 

団体名 

２１．   武蔵野市シルバー人材センター 

【概要・活動内容】 

市内在住の概ね 60 歳以上の方へ健康増進と社会

参加を目的に就業を促進する。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・元気で明るく就業に前向きな方 

・就業だけでなく、会員および 60 歳以上の市民との交流に

関心のある方 

【活動日・時間】 

 契約先条件により異なるが、週 20 時間以内 

の活動 

【活動場所・住所】 

原則市内 

【会員・活動人数・構成】 

会員数 約 1,200 名 

【会費等】 

年会費 2,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://www.musashino-sc.or.jp/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

     有 

【代表者名・連絡先名】 

代表者：[会長] 加藤 之義 
連絡先：[事務局次長] 大村 英太 

【連絡先】（事務局） 

電話：0422-55-1231 
 FAX：0422-56-2622 

 

 

 

 

種別 

子育て 

支援 

団体名 

２２．   武蔵野市ファミリーサポートセンター 

【概要・活動内容】 

地域での子育て家庭との相互援助活動です。 

有償ボランティアとして、お子さんのお預かりや送迎

を行っています。センターが実施する講座を修了した

方が会員登録して活動できます。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・お子さんが好きな方 

・子育て支援に関心がある方 

・武蔵野市または近隣自治体にお住まいの方 

【活動日・時間】 

 ７:00～20:00 の間でご都合のつくとき 

【活動場所・住所】 

会員宅、子育て支援施設 など 

【会員・活動人数・構成】 

ファミリー会員 約６３０名 
サポート会員  約１２０名 

【会費等】 

    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

www.himawarimama.org/famisapo/ 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

     有 

【代表者名・連絡先名】 

太田 聖子 

【連絡先】 

電話：0422-30-8077 
 FAX：0422-30-9570 
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種別 

教養 

団体名 

２３.     武蔵野市老人クラブ連合会 

【概要・活動内容】 

市内には 29 の老人クラブがあります。主な活動

はフラワーアレンジやコーラスの趣味を楽しむ活

動、シルバースポーツ大会やウオーキング・ボウリ

ングの健康を高める活動、そして公園清掃や福祉

施設でのお手伝いの社会奉仕活動です。また、カラ

オケ発表会やバス研修も実施し（今年度は国立劇

場歌舞伎鑑賞教室に行きました）好評です。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・旅行の企画運営をしたい・いろいろ行きたい方 

・カラオケ・ボウリング・コーラス等を楽しみたい方 

・自分の地域を知りたい・同世代の仲間を作りたい方 

・他人（高齢者）の見守り・手助けができる方 

・楽しみながら奉仕活動・感謝されたい方 

・組織運営や管理ができる方 など 

【活動日・時間】 

活動により異なります 

【活動場所・住所】 

市内各コミュニティセンターなど 

【会員・活動人数・構成】 

2,323 名（29 クラブ） 

【会費等】 

  年間１，０００～２，０００円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://www.shakyou.or.jp/（武蔵野市民社協内） 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

     有 

【代表者名・連絡先名】 
武蔵野市老人クラブ連合会 

会 長：小林 宏 

事務局：広方 淳子 

【連絡先】 

電話：0422-23-0701 
FAX：0422-23-1180 
メール：burouren@shakyou.or.jp 

 

種別 

高齢者 

支援 

団体名 

２４. 特定非営利活動法人 武蔵野すこやか        

【概要・活動内容】 

認知症についての理解を深め、認知症予防の実

践と普及を促進する 

 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・認知症予防に関心のある人 

・認知症についての理解を深めたい人 

 

【活動日・時間】 

・グループ別の活動と全体事業を随時実施中 

 

【活動場所・住所】 

・市内の公共施設、コミセン等 

【会員・活動人数・構成】 

 会員：７０名 

 グループ １１ 同好会 １ 

【会費等】 

・年会費 ７００円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

 準備中 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

・リーフレット・毎月会報の発行 

【代表者名・連絡先名】 

 理事長 星田正 

 武蔵野市吉祥寺北町４－８－１３－５０８ 

【連絡先】 

電話＆FAX：０４２２－５３－５４３６ 

E-mail hoshida-12@jcom.zaq.ne.jp 
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種別 

環境 

自然保護 

団体名 

２５.      武蔵野の森を育てる会 

【概要・活動内容】 

 本会は、約１ha の広さがある「武蔵野市立境
さかい

山野
さ ん や

緑

地（独歩の森）」の保全と活用を行っている、武蔵野市緑

ボランティア団体です。 

武蔵野の雑木林を継承するこの緑地を、生物多様性の

高い生態系豊かな雑木林にして将来世代につなぎたい

というのが私たちの願いです。 

毎月 2 回の定例作業では、植物の世話や清掃をしま

す。適切な保全ができるよう、専門家を交えての観察会

や調査、開かれた会を実現するための、各種イベント参

加や他団体との交流も大切にしています。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・自然の中で体を動かすことが好き、または今まで経

験がないけれど、できることをしたいと思う人 

・野草や鳥や虫の、どれか１つでも好きな人、または

これから仲良くなっていきたいと思う人 

・雑木林の、空気や景色や風のにおいが好きな人 

・普段出会えない人とワイワイと楽しく活動して、作

業後は、みんなでお茶を飲んで交流したい人 

・我が子や孫に、自然体験の機会があるとよいと思う

ので、子連れで参加しようと思う人 

【活動日・時間】 

定例作業は、毎月第２・４日曜の午前 

その他の日も、必要に応じて有志が適宜活動 

【活動場所・住所】 

武蔵野市立境
さかい

山野
さ ん や

緑地（境 4-5） 

※ＪＲ武蔵境駅北口徒歩 10 分 

【会員・活動人数・構成】 

会員 50 名（小学生～80 歳代）  

定例作業は、会員以外にも大学生や高校生、子どもや

地域の方々と、とてもにぎやか。交流が生まれます。

作業は無理なくできることをお願いしています。 

【会費等】 

会費：年間 1,000 円 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

http://mnomori.web.fc2.com 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

パンフレット・会報を発行しています。 

【代表者名・連絡先名】 

代表：田中 雅文 

【連絡先】 

携 帯：090-5533-2316 

メール：info.mnomori@gmail.com 

 

 

種別 

障がい者 

支援 

団体名 

２６.     朗読奉仕の会むさしの 

【概要・活動内容】 

市の広報（市報むさしの、市議会だより、ふれ

あい、季刊むさしの、ごみ便利帳など）の音声版

CD を作製し、市内の視覚障がいのある方に郵送

する。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・パソコン操作のできる人 

【活動日・時間】 

・年４回の定例会（1、4、7、10 月の第 3 木曜） 

・年２回勉強会（各 3 日） 

・２～３ヵ月に 1 回音訳作業 

【活動場所・住所】 

障害者福祉センター・武蔵野プレイス録音室、自宅 

【会員・活動人数・構成】 

 会員 24 名（うち男性 1 名） 

【会費等】 

 なし マイクなどは貸出しします。 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 

    無 

【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】 

 有 

【代表者名・連絡先名】 

 代表：米丸 倶子  

【連絡先】 

電話＆FAX：0422-22-2863 
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種別 

その他 

団体名 

２７. お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会 

【概要・活動内容】 

① 毎年６月 お父さんお帰りなさいパーティ 

② 毎月第２土曜 お父さんお帰りなさいサロン 

③ わいわいおとぱ 

以上３点の企画・運営 

「お父さんお帰りなさいパーティ」(愛称：おと

ぱ)は、シニア世代の方々の地域活動参加のきっか

けづくりの場として、地域のボランティア活動はじ

め各種の活動団体をご紹介しています。また、地域

活動紹介の場として毎月「お父さんお帰りなさいサ

ロン」(愛称：おとぱサロン)、わいわいおとぱも開

催しています。 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・定年前後で何かしてみたい方、でも何かがまだ見つか

らない方 

・地域活動に関心のある方 

・地域活動に参加されている方で、武蔵野市または近隣

自治体にお住まいの方 

 

お父さんお帰りなさいパーティ実行委員会に参加して、 

ご一緒に運営しませんか？ご一緒に活動しませんか？ 

【活動日・時間】 

実行委員会   第２土曜 午前 

①お父さんお帰りなさいパーティ 6 月中旬  

 ②おとぱサロン・わいわいおとぱ 第２土曜（６・

８月除く）午後 

【活動場所・住所】 

 実行委員会・おとぱサロンは主に市民社協会議室 

 お父さんお帰りなさいパーティはスイングビル１１階 

レインボーサロン 

【会員・活動人数・構成】   １７名 【会費等】    無 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】 http://www.shakyou.or.jp/vcm/index.html 【会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ】  有 

【代表者名・連絡先名】 

実行委員長：田中 邦忠 

事務局（連絡先）：後藤 修平 

【連絡先】  

電話：0422-23-1170 

FAX：0422-23-1180 

メール：vcm@shakyou.or.jp 
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＊地域社協に聞き馴染みのない方へ 

種別 

地域福祉・ 
ネットワーク 

 

   地域福祉活動推進協議会（地域社協） 

【概要・活動内容】 

「地域福祉活動推進協議会」とは、お互いのプラ

イバシーを尊重しながら、地域において常日頃か

ら温かく優しい人間関係を築き、「隣近所で困っ

ている人、困っていることがあれば地域のみんな

で助け合い、支えあっていこう」という地域住民

の支え合い活動を目的とした住民組織です。現

在、市内１３の地域（おおむね小学校区）に設立

され、活動を展開しています。 

地域福祉活動推進協議会は、「地域社協」もしく

は「福祉の会」といった通称でよばれています。

地域によってその活動は様々ですが、主な活動は 

・地域における高齢者などの見守り活動 

・ご近所の集まりの開催 

・コミュニティセンターや小学校などでのサロン

活動 

・高齢者、障がい者を対象とした「武蔵野市災害

時要援護者対策事業」への取り組み 

・広報紙発行 

・各種講演会 

などがあります 

【こんな人向き・関心ある人・歓迎する人】 

・自分の住む町をよくしたいという思いのある人 

・今まで地域に関心はなかったけれど、これからは身近な

活動をしていきたい人 

・近隣同士の助け合い活動に関心のある人 

・地域で知り合いを増やしたい人 

 

地域社協の活動は幅広くあります。自分ができることをで

きる時にしたいという人など、暮らしやすい地域づくりに

関心のある方は、各地域社協会長または武蔵野市民社会福

祉協議会までご連絡ください。 

【ご相談窓口】 

 

武蔵野市民社会福祉協議会 

【連絡先】 

電話：0422-23-0701 

FAX：0422-23-1180 

メール：shimin@shakyou.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域福祉活動推進協議会（地域社協）のエリア分け地図 

JR 吉祥寺駅 JR 三鷹駅 JR 武蔵境駅 
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地域福祉活動推進協議会（地域社協）一覧 

地域社協名 範  囲 

南町福祉の会 吉祥寺南町全域 

西久保福祉の会 西久保全域 

境南地域社協 境南町全域 

千川地域社協 八幡町全域、緑町２丁目の一部 

東部福祉の会 吉祥寺東町全域、本町１丁目の一部  

関前福祉の会 関前全域  

桜野地域社協 桜堤全域、境５丁目 

四小地区福祉の会 吉祥寺北町１・２丁目及び３丁目の一部  

境福祉の会 境１丁目～４丁目 

大野田福祉の会 
吉祥寺北町３丁目の一部、４・５丁目、緑町１・３丁目、２丁目の一
部 

御殿山福祉の会 御殿山１丁目 

中央福祉の会 中町全域、御殿山２丁目  

吉西福祉の会 吉祥寺本町２～４丁目、１丁目の一部   
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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 

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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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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