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食品ロスはＳＤＧｓのターゲットにもなっている世界的な課題
　食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。令和２年度の日本
の食品ロス推計値は522万トンです。このうち飲食店等から275万トン、残りの247
万トンが家庭から捨てられています。
　食品ロスは深刻な課題であると感じていた有志のメンバーが、令和2年に市民向け
のオンライン講演会を開催しました。その講座の受講者を中心に準備会を立ち上げ、
令和３年４月に「フードバンクむさしの」が発足しました。

食品を集める『フードドライブ』活動
　『フードバンク』活動には食品を受け取ったり保管する場所が必要です。そんな中、市
内のある団体の方のご厚意による場所提供のお話があり、毎週火・土曜の10時～15
時に食品を集める『フードドライブ』を行っています。その他にも、三鷹駅北口のタワー
ズマルシェや武蔵境のさかいマルシェ等のイベント時に実施しています。また、市内の複
数の企業・団体からも場所提供のお話があり、人通りの多い場所でも開催しています。

集まった食品を必要としている方へ
　集まった食品は、賞味期限別に管理しています。食品関係の企業等から同じ食品が
大量に寄付された場合には、子ども食堂や児童養護施設など多くの人が集まる場など
に配布しています。各家庭からの寄付食品は、フードバンクむさしのが相談窓口等を
通じて『フードパントリー』を行い、大学生や子育て世代など必要とする方に提供して
います。

食品ロスゼロを目指して
　メンバーのみなさんは、環境と福祉の両方の視点から持続可能な社会を目指して取
り組みを始めたところです。「数年後には自分たちの活動が必要なくなるような武蔵野
市にしたい」と考えています。まだ発足して１年半ですが、市民の方からの寄付やボラ
ンティアに関する問い合わせが増えて、企業やほかの団体からの関心も高まっていま
す。フードバンク活動に関心のある方、ぜひ一緒に活動してみませんか？

 

近年、食品ロスの削減や生活困窮者支援等を目的とした「フードバンク」の活動が
全国的に広がっています。
市内でも余剰食品を集める取り組みを行い、市内の子ども食堂や食品を必要と
している人へ提供する活動が始まっています。

問合せ フードバンクむさしの
☎090-6509-2523（火・土曜10：00～15：00のみ繋がります）
メール：foodbank.musashino@gmail.com

「もったいない」を
「ありがとう」に
～余剰食品を有効活用するフードバンク活動～
フードバンクむさしの

フードドライブとは ▼食品ロス削減のために食品を集める運動
フードパントリーとは ▼必要な方に食品を提供すること
フードバンクとは ▼食品の収集・保管・管理・提供までの一連の活動
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武蔵野市民社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、武蔵野市の地域福祉を推進する非営利福祉団体です。この広報紙では市内で行われる
様々な福祉事業や地域の福祉活動についてお知らせしています。気になった事業や活動がありましたらお気軽にお問合せ・ご参加ください!

●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）



ボランティア団体の活動資金を応援します！

事業・活動
市民社協の

Vol.7

広報委員が伝えます!

広　告 市民社協・地域福祉活動展
みんなでつくるささえあいのしくみ
市民社協・ボランティアセンター
武蔵野の活動を中心としたさまざ
まな地域福祉活動を紹介します

申込不要
お気軽に
ご来場
ください！

武蔵野市役所 1階ロビー

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

会　場

　みなさんに市民社協を知って
いただくためにも、難しい説明
よりもまず楽しんでもらう事が
大切だなと思っています。「コロ
ナ前よりみなさん活気があって
楽しんでくださっている気がし
ます!」と話す、担当の片居木
さん。
　浴衣でお祭りに行くという夏
ならではの当たり前が改めて貴
重な時間なんだなと感じます。

市民社協（1面右上連絡先）問合せ

広報委員が「サマーフェスティバル」に行ってきました！
こんにちは!「ふれあい」広報委員の田浦（境南町在勤）です。
（株）武蔵境自動車教習所で毎年行われていた東京車人チャリティーサマーフェスティバルが３年ぶりに開催 !
そこで出展された市民社協のブースへお邪魔してきました。

　市民社協では、“やってみたい”を応援す
るための助成事業があります。これから活
動を始めようと思っている団体や、子ども
子育て支援の活動をしている団体などぜ
ひ申請をご検討ください!
　正式に組織されていないグループや個人
の方からのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。

10月3日月 11：00
～10月7日金 16：30

対象団体
助 成 額

申請締切

輪投げに並ぶ長蛇の列

　来場された方にうちわを配布し、お絵描きがで
きるコーナーも設置されていました。
　うちわ作りをする娘さんのお母さまが、「娘が
生まれた時にちょうどコロナが始まりました。３歳
になる娘とこうやって来ることが出来て良かった
です。初めてみる花火をこれから楽しみにしてい
ます!」と話してくださいました。お子さんの成
長をみると３年の月日の長さを実感します。

あいあいオリジナルうちわを作成中 !

　お隣の境福祉の会ではオリジナルバッジ作りをしていました。「無事開催
出来たと同時に感染にも気をつけて行っています」と話す、境福祉の会の
後藤会長。来てくださったみなさんにオリジナルのぬり絵とマスクケース
をプレゼント。
　上手に出来てピースサイン!秋を先取りですね☆

境福祉の会も出展

　いえいえ、実はコインが回転していく募金箱な
んです。クルクル回りながら落ちていくコインを
最後まで見届けてしまいます!
　輪投げ参加の際に、お気持ちで募金に協力い
ただき、総額 23,601 円が集まりました。

黄色いバケツ ?

▼取材した広報委員から
　お祭りの場に来たのが本当に久しぶりでした。
　こうやって賑やかに行われるイベントが当たり前のようにありまし
たが、コロナで出来なかった中、ようやく開催されて「当たり前」で
なく「有り難い」ことなんだなぁと痛感しています。
　残念ながらまだまだwithコロナではありますが、こういったイベ
ントを開催出来るよう感染対策を行う運営のみなさまに感謝を。そ
して一人一人心がけながら今までの生活を少しずつ取り戻しながら
楽しい事を増やしていけるといいですね。

令和3年4月2日以降設立の団体
年1回の活動 … 3万円 
上記以外の活動 … 7万円
11月4日（金）17：00まで

地域福祉活動助成（スタート助成区分）

対象団体

内　　容

助 成 額

申請締切

武蔵野市内で行われる１８歳未満とその保護者を対象とした活動
※子どもの文化的な活動や社会教育体験活動のみを目的とするものは対象外

会則または規約のある団体
年1回の活動 … 5万円
上記以外の活動 … 10万円
※障がい児のための活動は、年1回の活動7万円、左記以外の活動15万円

11月18日（金）17：00まで

子ども・子育て支援助成
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地域活動の現場から

詳細はコチラ 詳細はコチラ



参加者
募集 参加者

募集

参加者
募集

参加者
募集

寄付金
麻沼静香 ▼100,000 円 ／ 田中信子 ▼12,081円 ／ 四小地区福祉の会 ▼15,780 円
東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部 ▼61,625 円 ／ 志賀興業（株） ▼200,000 円
（株）Health Education 代表取締役 佃隆 ▼50,000 円
イトーヨーカドー労働組合武蔵境支部 ▼18,000 円
けやき幼稚園サマースクール2022 ▼4,600 円
テンミリオンハウス川路さんち ▼7,761円
テンミリオンハウスきんもくせい ちょこっとボランティア手芸部 ▼6,500 円
横河・100 円募金の会 ▼300,000 円（ボランティア活動推進活動費として）
匿名 3件 ▼12,000 円
愛の大箱
「七夕のつどい」会場設置分 ▼6,001円 ／ 市民社協ロビー設置分 ▼13,080 円
愛の小箱
ドン・キホーテ吉祥寺駅前店 ▼10,465 円 ／ 御殿山コミュニティ協議会 ▼3,020 円
関前コミュニティ協議会 ▼722 円 ／ 中央コミュニティ協議会 ▼557 円 ／ 緑町コミュニティ協議会 ▼220 円
武蔵境自動車教習所サマーフェスティバル募金箱 ▼23,601円 ／ 市民社協窓口設置分 ▼1,161円
物品寄付   
使用済み切手        
●中村博子　●橋本典子　●鈴木庸子　●竹村美鈴　●橘奈緒美　●武蔵野美装（株）・吉祥寺駐車場（株）親
睦会　●けやき幼稚園サマースクール2022　●武蔵野陽和会病院　●（株）浩仁堂　●都立武蔵野北高等学校
●武蔵野商工会議所　●（公財）武蔵野市福祉公社　●北町高齢者センター　●武蔵野市民文化会館　●コミュ
ニティ協議会（吉祥寺北・桜堤）　●桜野小学校　●第二中学校　●第五中学校　●市役所（健康課・保険年金課・
秘書広報課・総務課・選挙管理委員会事務局・市民課・生活福祉課）    
使用済みインクカートリッジ    
●ファミリーマート吉祥寺公園通り店　●（特非）ひまわりママ　●（一財）武蔵野市給食・食育振興財団北町調理場
●武蔵野スイングホール　●テンミリオンハウスきんもくせい　●コミュニティ協議会（境南・西久保）
●桜野小学校　●境南小学校　●第二中学校　●市役所（ごみ総合対策課・1階正面玄関回収箱）   

バザー用物品（グラス・食器・タオル・革小物・雑貨・花瓶・衣類・靴等）
●福田チヅコ　●栗原良子　●加藤三喜子　●小餅友子　●武田光子　●津村ヨシ子　●岡部弘子　●サークル
ジャンプモモの会　●匿名多数    
その他
●深川絹代（自走式車いす１台）　●鈴木庸子（未使用ハガキ）　●山田一孝・奈緒子（毛糸）　●森本雅洋（マスク）
●三井一夫（本）　●匿名（テプラ本体・カートリッジ、本、未使用切手、未使用ハガキ）

高等学校・大学などに進学を希望、もしくは在学中のお
子さまがいらっしゃるご家庭で、教育資金にお困りの方
を対象に、無利子で入学時納入金・授業料・受験料・
学習塾代（いずれも限度額内で実費分）をお貸しします。

「武蔵野市シニア支え合いポイント制度」説明会

対象者
申・問

定　員

ありがとう！

合計 847,174円 ( 7月1日～ 8月31日) 
※寄付金や物品は、地域福祉活動やボランティア活動の推進など、市民社協の事業の財源に充てられます ※敬称略

ほか多くのみなさまから

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。

11月30日   14：00～15：00 会　場 武蔵野スイングホールスカイルーム

15名先着順
令和４年度中（令和５年３月31日まで）に65歳以上に到達される方
ＶＣＭ（1面右上連絡先）

まずはお問合せください!
お申込みにあたり、所得制限などの条件があります。
また、お申込みから借り入れまでに１か月ほどかかりますので、お早めにご相談ください。
　　　　市民社協（1面右上連絡先）

10月8日土 14：00～16：00

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

こころの病についてと
当事者との交流

小原 光文 氏、  森 茜子氏（NPO法人ミュー ライフサポートMEW）
市民社協会議室 　　　　　10名程度（申込順）

講　師
定　員会　場

市民社協　　　　　無料（入退場自由）会　場 参加費

11月12日土 14：00～16：00
接骨院の先生が教えてくれる 健康体操

津幡 寿昭 氏（きたまち接骨院 院長）
市民社協会議室 　　　　　10名程度（申込順）

講　師
会　場 定　員

10月15日土 10：00～14：00 （雨天開催、荒天中止）
11月7日月 8：30～17：00（予定）

むさしのエコreゾート（一部クリーンセンター）
作品展示、ゲームコーナー、フリーマーケット、
自主製品販売コーナー、ボッチャ、
創作ワークショップ、当事者部会の井戸端会議など
第 20回むさしのあったかまつり実行委員会、
社会福祉法人武蔵野
武蔵野市　　　　　　市民社協
実行委員会事務局（ワークセンター大地内）　　
☎ 0422-54-5112　Fax:0422-54-5218　担当：早川

会　場行　先
内　容
対　象
定　員 参加費
申　込

締　切 問合せ
協　力

内　容

主　催

共　催 後　援
問合せ

問合せ

申・問

申・問

子どもたちの進学をあきらめない！

入学金と授業料の貸付(教育支援資金)

教育資金を無利子でお貸しします

学　　校 教育支援費
（月額）限度額

就学支度費
（入学金のみ）限度額

高等学校・専修学校（高等課程）
高等専門学校・短期大学・専修学校（専門課程）など
大学

35,000円
60,000円
65,000円

500,000円

＊連帯保証人：原則不要　　＊据置期間：卒業後６か月　　＊返済期間：14年以内
※学費が不足する場合に限り、限度額の1.5倍の額まで貸付を行うことができます。貸付に際して
は、借入申込者が就学に際しての熱意や将来の返済に向けた、計画性を持っていることが条件と
なります

受験料・学習塾代の貸付(受験生チャレンジ支援貸付事業)
貸付対象 限度額

学習塾等受講料貸付金

受験料貸付金

中学３年生、高校３年生など
中学３年生など
高校３年生など

200,000円
27,400円
80,000円

その他にも返済が免除される場合があります。詳しくはお問合せください
＊据置期間：貸付を行った年度末の翌日から６か月以内　　＊返済期間：据置期間経過後５年以内

申込期限：令和５年２月３日（金）まで
受験した高校、大学などに進学した場合、返済が免除されます!

東京土建一般労働組合三鷹武蔵野支部

Zoomボランティアご紹介します！

第 20回 むさしのあったかまつり
東京都個人タクシー協同組合武三支部協力

第 48回 ドライブレクリエーション
ボランティア募集！

（予定）

ドライブレクリエーションとは
精神障がいのある方々の社会
参加促進を目的として実施する
日帰りのイベントです。

ムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）
ＮＰＯ法人ミュー利用者の１日外出付き添い
ボランティア活動に関心のある方ならどなたでも
10名（定員を超えた場合は抽選）　　　　　1,000円 （昼食代など）
ハガキ・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかに①～④を明記し、市民社協「ドラレク」担当まで
①氏名（ふりがな）　②住所　③電話・FAX番号　④年齢
※Ｅメールの場合は件名に「 ドラレク付き添いボランティア希望」とご記入ください

10月11日（火）必着　　　　　　VCM（１面右上連絡先）
東京都個人タクシー協同組合武三支部

Zoomを使ってみたいという方、Zoomボランティアがお手伝いします。
問合せ、ご相談はVCM（1面右上連絡先）まで。お気軽にご相談ください♪

おとぱ
サロン

10月

おとぱ
サロン

11月

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

10月30日日 11:00～15:00 参加者
募集

ボランティアを
見て・聞いて・

体験して!楽しもう!！

ボランティア団体によるミニイ
ベント、地域のボランティア活
動やＶＣＭ登録団体の活動紹介
コーナー、防災まちあるき体験
（事前予約制）など楽しい企画
が盛りだくさんのイベントです。
どなたでもお気軽にお越しくだ
さい！

●ボランティア団体によるミニイベント
　音楽演奏や踊りなどの楽しいステージ♪
●体験コーナー
　ボランティア（団体）の活動をあなたも体験 !
●防災まちあるき体験（13：30から30分程度）
　まちなかにある防災スポットを巡ろう!
　※参加ご希望の方は前日までにお申込みください。
　※小学生以下の方は、大人と一緒に参加してください。

●相談＆交流コーナー
　ボランティア経験者がお出迎え!何でも聞いてみよう♪
●販売コーナー
　ボランティア手作りの編み物や花ふきんなど
●情報コーナー
　市内で活動する団体やボランティアができる施設・団体の情報をチェック!
●ＶＣＭコーナー
　ＶＣＭの各活動について紹介します!

おばら みつふみ あかね

つばた ひさあき

水

10月25日   14：00～15：00 会　場 Zoomまたは市民社協会議室火

※武蔵野市市民こころの健康支援事業出前講座

市民社協だより ふれあい　　No.356   10月号 2022（令和 4）年 10月 2日 発行 3http://www.shakyou.or.jp/

市民社協・ボランティアセンター武蔵野からのお知らせ

ＶＣＭ（１面右上連絡先）　

ＶＣＭ（１面右上連絡先）

ボラカフェ
2022



つながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします

広
　
告

来て
見て 聴いて

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

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

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ゲーム　②④おしゃべり会　③砂絵
地域にお住まいの高齢の方　　　　　各20名
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

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。

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

610/ 木

311/ 木

13:30-15:30

くまのこひろば　※毎月第２金曜と奇数月第４金曜
境南コミセン 児童室　　　　自由遊び・絵本・ふれあい遊びなど
０～３歳未満の乳幼児と親　　　　各10組
応募フォームから申込 
https://forms.gle/sN5jEvZs9gCWc3q87
阿部 ☎0422-34-4383問合せ

内　容会　場
対　象 定　員
申　込

1410/ 金

1111/ 金

2511/ 金

10:00-11:30

交流ハウス南町
吉祥寺南町コミセン　　　　おしゃべり交流会
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
問合せ

内　容会　場
210/ 日

611/ 日

13:30-

吉西福祉の会
①

②
1110/ 火

2510/ 火

③ 811/ 火

④ 2211/ 火

10:00-12:00

内　容
会　場

定　員
問合せ
共　催
備　考

対　象

ひろばひよこ
吉祥寺西コミセン ２階和室
未就園児親子が気軽に遊び交流する
未就園児と保護者　　　　各５組　　　　1週間前から受付
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

1710/ 月

1411/ 月

10:00-11:30
内　容
会　場

定　員 申　込
問合せ
備　考

対　象

対　象

境南地域社協

折紙を楽しむ会
親の家　１階ホール　　　　折紙で作品作り
100円（教材代）　　　　親の家

内　容会　場
協　力

1410/ 金

1111/ 金

13:30-15:00

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
参加費

参加費

共　催

1010/ 月

1411/ 月

10:00-12:00

千川地域福祉の会

南町福祉の会

りんどうの会
中央コミセン 多目的室
地域にお住まいの日中独居の高齢の方
西田 ☎0422-53-9559

対　象
問合せ

中央福祉の会

会　場

親子ニコニコ広場　※原則毎月第３火曜
中央コミセン ２階大広間　　　　自由遊び
０～３歳児とその保護者　　　　矢島 ☎0422-54-3479対　象 問合せ

1810/ 火

1511/ 火

10:00-11:30

1710/ 月

2211/ 火

14:00-16:00

内　容会　場

たんぽぽサロン
吉祥寺東コミセン　　　　おしゃべりサロン
各10名　　　　栃折 ☎0422-21-1289
上履きをお持ちください

東部福祉の会

内　容会　場
定　員 問合せ
備　考

1310/ 木

1011/ 木

10:00-11:45

武蔵野消防署員による乳幼児救急法の講習会
武蔵野緑町パークタウンＢ７集会所
乳幼児の保護者向けの訓練、ＡＥＤ、日常の家庭での事故への対応など
乳幼児の保護者など　　　　５組（先着順）
市川 ☎0422-55-2172

大野田福祉の会

内　容
会　場

定　員
申・問

1610/ 日

10:00-12:00

ふれあいの居場所「みどりの縁がわ」
グリーンパーク商店街内（緑町1-5-22）
お茶を飲みながら楽しくおしゃべり（出入り自由）内　容

会　場
毎週金曜
10:00-12:00

関前福祉の会
すずらんお茶飲みサロン　※原則毎月第４月曜

関前コミセン　　　　編み物とおしゃべり
興味のある方どなたでも　　　　木村 ☎0422-37-6866対　象 問合せ

2410/ 月

2811/ 月

14:00-

内　容会　場
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■老いじたく講座
●日時： ①10月７日（金）　②10月 24日（月）　③11月 11日（金）　④11月 24日（木）
　　　　①17：00～ 18：30　②10：00～ 11：30　③④13：30～ 15：00　
●会場： ①③④福祉公社１階会議室　②高齢者総合センター４階研修室
●内容： ①エンディングノートの書き方講座、②③成年後見制度について、④老いじたくの基礎知識
について　●対象：関心のある市内在住の方　●定員：各回 10名
●申・問：武蔵野市福祉公社　☎0422-27-5070（権利擁護センター専用電話）
■障がい者の就労を考えるつどい 2022
●日時： 10 月 26日（水）14：00～ 16：10　●会場： 会場：三鷹産業プラザ　７階会議室
●内容： 「障害者雇用はじめの一歩～採用検討から職場定着まで～」、企業、支援機関等からの発表など 
●対象：興味関心のある方　●定員：50 名（11月上旬より動画配信あり） 
●申込：障害者就労支援センターあいる　☎0422-26-1855
●備考：会場参加と録画配信のいずれかでご参加ください
■むさしの FPフェスタ 2022　※武蔵野市ＮＰＯ法人補助金交付事業
●日時：10 月 29日（土）13：35～ 16：30
●会場：武蔵野スイングホール　レインボーサロン
●内容： 終活と相続税～残された家族が困らないために～ ①今から始める終活準備（明石久美氏）
②生前対策と相続税の申告（野上浩二郎氏）
●定員：50 名（予約優先）　●参加費：500 円（資料代）
●申込：NPO法人 FP 武蔵野グループ　https://www.fp-musashino.com/ 参照　
●問合せ：わたなべ社労士事務所 ☎0422-90-3034
■第 11回 事業と暮らしの無料相談会
●日時：11 月 26日（土）12：00～ 16：00　●会場：武蔵野スイングホール　スカイルーム
●内容： ９士業（弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、行政書士、中小
企業診断士、弁理士、不動産鑑定士各団体）による無料相談会
●対象：武蔵野及び三鷹市在住・在勤の方、同市内で事業を営む方
●申込 ： ☎03-5308-2159（土・日・祝を除く 10：00～18：00）
●備考：申込期間は 10月 24日（月）から予約。枠数の 32枠に達するまで
■養育家庭（里親）体験発表会
●日時：11 月 27日（日）14：00～ 16：00　●会場：武蔵野プレイス　４階フォーラム
●内容： 様々な理由で元の家庭で暮らすことのできない子どもを、自らの家庭に迎え育てているの
が「里親」です。養育家庭（里親）として、育てていく上での喜びや苦労などを実際の里親さんに
お話しいただきます。　●定員：50 名（要申込）
●申・問：武蔵野市子ども家庭支援センター　☎0422-60-1239
■メンタルヘルスティータイム
●内容：仲間同士の親睦を通して心のケアや情報交換をオンラインツールZoomで実施。
●対象：メンタルヘルスに関心のある方
●申込：翼の会ホームページ（https://www.tsubasanokai.org/）から申込み
●備考：「翼の会　武蔵野」で検索してください

※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。

特に表記のないものは　●対象：どなたでも  ●定員：なし  ●参加費：無料  ●申込：当日、直接会場へ

後援

後援

後援

募金箱設置施設 領収書の発行

市役所１F案内、武蔵野市民社会福祉協議会、各市政センター、高齢者総合セ
ンター、中央図書館、武蔵野市民文化会館、武蔵野公会堂、吉祥寺シアター、
武蔵野スイングホール、吉祥寺美術館、武蔵野芸能劇場、さくらごはん、カ
フェ・ル・ブレ、パールブーケ、やさい食堂七福

各コミュニティセンター、武蔵野商工会議所、武蔵野市商店会連合会、武蔵野
市中央地区商店連合会事務所（むチューくん銅像下ポスト）、吉祥寺図書館、
武蔵野プレイス、かたらいの道市民スペース、武蔵野総合体育館、ワークショッ
プMEW

この他にも設置場所があります。詳しくは、武蔵野市役所のホームページをご覧ください。

昨年度の実績（武蔵野市）

818,970円
※詳細は、赤い羽根共同募金ホームページ（https://www.akaihane.or.jp）をご覧ください

問合せ 武蔵野市　地域支援課　☎0422－60－1941

赤い羽根共同募金 検索

あり

なし
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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

10月１日から11月30日まで、赤い羽根共同募金が行われています。
ご寄付いただいた募金は、武蔵野市内の民間社会福祉施設などへの助成を通じて、地
域福祉の推進のために活用されます。

【口座】 大東京信用組合　吉祥寺支店 普通4554246

　　　福）武蔵野市民社会福祉協議会

募金箱による募金のほか、ａｕＰＡＹによる募金や、口座振込による寄付も受け付けています。

フク ムサシノシミンシャカイフクシキョウギカイ




