
広
　
告 ２月21日、３月２１日、４月１８日、５月１６日（いずれも火）

①11:30-12:30、②13:00-14:00
参加費 無料（初めての人のみ）各回８人
＊２回目以降2,000円/1回
室内で運動できる服装・靴下持参で。着替え場所あり（シャワーなし）

Tel 03-6823-0823
月-金 10:00-17:00

歩き方、猫背、足腰、姿勢、バランスが気になる方に‼自宅で毎日12分、
マイペースで出来る、「脳を刺激し大腰筋を鍛えられる」新タイプの体操。

ソーラーポール体操 体験会
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  武蔵野地域活動はじめてセミナー、寄付者一覧、ねこの手ボランティア、2.3月おとぱサロン　ほか

 

地域のつながりが希薄化する中、地域づくりにおける多世代交流の重要
性が指摘されています。武蔵野市の中央部分に立地する13の商店会の連
合会である武蔵野市中央地区商店連合会では、昨年より事務所スペース
を使った「多世代が交流できる商店スペースづくり」に取り組んでいます。

地域でみんなが気軽に
立ち寄れる場所を
つくりたい

地域でみんなが気軽に
立ち寄れる場所を
つくりたい

▲ 左から　村山さん、むチューくん、合原さん、木村さん

▼ 商店会会員のお店による
 新鮮野菜の販売コーナーも！
▼ 商店会会員のお店による
 新鮮野菜の販売コーナーも！

▼ 駄菓子を見つめる子どもたちの
 目はキラキラ
▼ 駄菓子を見つめる子どもたちの
 目はキラキラ

市民社協キャラクター
あいあい

問合せ 武蔵野市中央地区商店連合会
☎0422-50-0828

武蔵野市中央地区商店連合会
多世代交流スペース

事務所スペースを多世代の交流の場に
　西久保2丁目にある事務所（むチューハウス）には、毎
週土曜日になると小さな子どもから高齢者まで幅広い年代
の人が集まってきます。連合会では多世代交流スペースづ
くりの第1弾として昨年６月より駄菓子屋をスタート、10月
からは高齢者を対象とした「むチューいきいきサロン」で健
康体操や脳トレなども始めました。また、紙芝居や昔遊び
など高齢者と子ども（親子）が一緒に参加し、交流できる
プログラムも実施されています。

いつでも立ち寄れる場所に
　木村さんはこの活動を事業化し、今後は週1回
ではなく、毎日できるようになればと考えていま
す。また、サロンや駄菓子屋だけでなく、各商店
の料理を使ったお弁当を提供したり、新しく飲食店
を始めてみたい方に場所を日替わりで提供する
チャレンジキッチンも実現したいと考えています。
これからもむチューハウスを通じてさらに多くの人
が出会い、つながっていきそうですね。

地域のボランティアの
思いがつながって
　合原さんと村山さんは、この多世代交流スペー
スの運営に携わるボランティアスタッフです。いき
いきサロンの運営や駄菓子の販売など、来られた
人たちを笑顔で迎えます。合原さんと村山さんは
多世代が気軽に立ち寄って交流できる場所を地域
の中につくりたいと考えていました。そんなとき、
以前から顔見知りであった連合会副会長の木村さ
んを通じて連合会とつながったことで、この活動に
参加することとなりました。

ごう はら
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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!
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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/
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事業・活動
市民社協の

Vol.9

広報委員が伝えます!

一緒に働こう！　市民社協　令和５年４月採用　嘱託職員募集
嘱託職員　若干名
一般事務（社会福祉協議会の行う事業に関する業務）
令和５年４月３日（月）
武蔵野市の地域福祉推進に向けた熱意のある方
月～土曜のうち週５日9：00～17：00
履歴書（指定書式あり）、志望動機質問票（指定書式あり）、
長形３号封筒１通

募集人数
業務内容
勤務開始日
応募資格
勤　　務
応募書類

２月10日（金）17：00必着（郵送可）
※嘱託職員採用に向けたオンライン法人説明会を開催します
　（２月６日（月）18:30～）。
　説明会の申込み、その他詳細は、市民社協ホームページ
　（http://www.shakyou.or.jp）を参照ください。

市民社協（担当：岡田・田村）　
☎ 0422-23-0701

問 合 せ

応募締切日

www.bun-shin.co.jp　office@bun-shin.co.jp

株式会社 文伸／ぶんしん出版
三鷹市上連雀 1-12-17　TEL 0422-60-2211

周年誌・記念誌・社史の

心に残る周年誌、印象深い記念誌を
お客様によりそって丁寧に制作し、
環境にやさしい工場で印刷製本する。
それがBUN-SHINの企業姿勢です。

制作のすべてがつまった
ちょっとためになる文伸オリジナル冊子

広
　
告

こんにちは ！ 『ふれあい』広報委員の黒沢（吉祥寺南町在住）と野津（吉祥寺東町在住）です。市民社協の事業を
武蔵野市民のみなさんに知っていただく企画、どうぞ読んでみてください。

▼募金の使いみち（一例）
・食品ロスと食に困っている人をつなげるフードバンク活動　・障がいのある人たちの音楽活動　・低所得世帯への見舞金
・障がい当事者団体の外出活動　・子育てサロンや高齢者サロン　・福祉まつりや防災訓練　・手話の普及啓発講座

交代で駆けつけて声を枯らす地域社協の人たち。「若い人はネットなどでの募金
が多いみたいですが、そうできない人のためにも行っています」

12/3の三鷹駅（左）と12/6 武蔵境駅前での募金活動。
寒風吹きすさぶ中で配布されたポケットカイロで暖を取る。

12/1の吉祥寺駅前での募金活動。市民社協職員のほか、地域社協、民生児童委員協議会、赤十字奉
仕団の人たちも（コロナ禍により参加者は大幅縮小）

「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」
に行ってきました

なんで素通りしていたんだろう？ 
　みなさん、なにかしらの方法で募金や寄付をしたことがありますよね？ 被災地へ
の義援金や赤い羽根共同募金などはしたことがあっても、「歳末たすけあい」に募金
したことはありませんでした。毎年末に行われるこの募金活動のことは知っている
のに、募金をした記憶がありません。なんでだろうと不思議に思っていましたが、今
回の取材で理由の一端がわかりました。

募金者と活動者の事情とは？
　おおまかにいうと、集まった募金は市内のボランティア団体や障がい者団体、生
活困窮者支援の一部に使われるそうです。でも、募金する側が例えば「○○支援の
ボランティア団体」と聞いても、関係者でなければパッと活動内容をイメージするの
は難しいですよね。市内で何百もの団体があり、それぞれに活動の対象や内容が
異なるのですから。一方の活動する側はどうでしょう。
　駅前で募金──今日は吉祥寺です。たしかに人は多く通ります。でも、みなさん
駅前でブラブラしているわけではなく、駅や店などの目的地に向かっています。そ
のとき、募金の使いみちをひと言で伝えられるでしょうか。
　歳末たすけあい募金のことは知っていても、募金をしなかった謎が解けました。

年末の募金は「自分たちのため」？
　きょうも道行く人を見ていると、ちらっと見て通り過ぎる人がほとんどでした。ボランティアで参加していた
東部福祉の会の人たちも、「そうなんです。災害などの募金は足を止めてくださるんですけど……」と、道行く
人の反応の少なさを残念がります。うーん、困りましたね。募金活動を担当している林さんに聞いてみましょう。
林さん：「はい、そこが全国のどこの団体でもネックになっています。ずっと解決策を模索していますが、これ
といった決め手がないんです」
　でも、そうすると募金する人もなかなか増えないですよね。
林さん：「ええ、ですからこうお伝えしています。『ボランティア団体は、地域をよくするために活動しています。
この募金は武蔵野市内の団体の活動に使われるので、みなさんの生活にも関係することなんですよ』と」
　なるほど、ボランティア団体への寄付って、そういうことなんですね。「募金活動」って、単純なことだと思っ
ていましたが、なかなか一筋縄でいかないもののようです。でも、来年もめげずに募金活動してくださいね。
　そしてみなさんも見かけたら、自分たちのために、自分たちのまちのために、ぜひご協力を。活動名にある
ように「歳末たすけあい・地域福祉活動募金」ですから。

ひとり親家庭のお子さまに

小学校入学祝金を
支給します
ひとり親家庭等医療費助成制度（マル親）の
対象となる世帯で、令和５年４月に小学校へ
入学するお子さまに入学祝金を支給します。

支給額 支給方法

締　切 問合せ

児童１人につき20,000円
（予定）

銀行振込

３月３日（金）消印有効 市民社協（１面右上連絡先）

申　込
申請書を市民社協ホームページよりダウンロード（窓口でも配
布）し、必要事項をご記入のうえ、　　医療証のコピー・住民票
（直近 3 か月以内のもの、世帯全員が記載）1 通を添えて市民社
協まで郵送もしくは持参

親

ありがとう！

市民社協だより ふれあい　　No.358   2月号2023（令和 5）年 2月 5日 発行2 http://www.shakyou.or.jp/

地域活動の現場から



橋本暁史▶2,795円 ／ 三田道枝▶11,057円 ／ 亜細亜学園学術文化連合会 
一般奉仕会「細流」▶5,900円 ／（学）二葉総合学園▶8,260円 
（学）二葉総合学園 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校▶810円 ／（株）武蔵境
自動車教習所 代表取締役 髙橋勇▶200,000円 ／（株）ハウズ▶23,714円 
（株）ハウズ 社員一同▶11,857円 ／ 月窓寺こども会▶100,000円 ／ 本町
コミュニティセンター協議会（チャリティ寄席）▶3,000円 ／ 髙橋榮治▶
100,000円（経済的に困難な家庭の子どもたちと女性を対象とした事業の
ために）／ 匿名１件▶3,000,000円（子どもたちのための事業に）／  武蔵
野中央幼稚園・武蔵野中央第二幼稚園（クリスマス献金から）▶10,000円
（児童福祉のために）／ 匿名4件▶174,632円

吉祥寺東急REIホテル▶3,521円

使用済み切手
●染谷眞喜子　●内田正子　●井口外志子　●阿部貞子　●松岡眞弓　●味岡宣子　●岩嵜正子　●小林冨士子
●東海林未季　●河瀬久子　●梁島英雄　●樫原芳江　●ルネ吉祥寺その他ご一同　●東京都個人タクシー協同
組合武三支部　●平野建材（株）●武蔵野陽和会病院　●ハチドリ整骨院　●社会保険労務士法人サムライ
office　●社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所　●ヘアーデザインアピカ　●東京クリア
ランス工業（株）　●吉祥寺澤井デンタルクリニック　●（株）ハウズ　●（株）みゅうちゅある iKiなまちかど保
健室みゅうちゅある　●（特非）きもの笑福　●横河グループ福祉センター　●（公財）武蔵野健康づくり事業団
●（一財）武蔵野市給食・食育振興財団桜堤調理場　●コミュニティ協議会（吉祥寺東・桜堤・境南・本町・中央）
●境こども園　●境南小学校　●第六中学校　●市役所（環境政策課・保険年金課・資産税課・教育企画課・健
康課・防災課・安全対策課・市民課・生涯学習スポーツ課・産業振興課・秘書広報課・地域支援課・人事課）
使用済みインクカートリッジ
●ハチドリ整骨院　●つばさ音楽クラブ　●（特非）きもの笑福　●（一財）武蔵野市給食・食育振興財団桜堤調
理場　●武蔵野スイングホール　●北町高齢者センター　●テンミリオンハウスそ～らの家　●コミュニティ協
議会（吉祥寺東・桜堤・中央・境南・関前・西久保・吉祥寺西・緑町・八幡町）●桜野小学校　●第二中学校　
●第六中学校　●市役所（ごみ総合対策課・１階正面玄関回収箱）
その他
●三井一夫（本、衣類等）　●宮本敏行（収入印紙）　●内田正子（タオル）　●阿部貞子（布地）　●岡部美智
（毛糸・刺繍糸）　●河瀬久子（布）　●福崎正己（文房具）　●匿名（ＣＤ・未使用はがき・生理用品・毛糸・雑
貨・ストッキング等）

ほか多くのみなさまから

参加者
募集

参加者
募集

日頃から「子ども食堂」や「福祉の会」の名前は聞いたことはあるけれど、実際どんな活動をしているんだろう…と思ったことはあ
りませんか？このセミナーは、子ども食堂や地域社協（福祉の会）、居場所など、武蔵野市内の地域活動を幅広くご紹介する１時間
の講座です。市内の地域活動に関するちょっとした疑問を解決できます。また、希望される方には終了後個別相談の時間も設け、
その方に合った活動をご紹介します！あなたも、市内で一歩踏み出すきっかけにしてみませんか？お申し込みをお待ちしています！

「武蔵野市シニア支え合い
ポイント制度」説明会

３月９日 　 10：00～11：00　木

「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。

対象者

申・問

定　員
会　場 武蔵野プレイス４階フォーラム

15名先着順
（事前予約制となります。前日までにお申し込みの上、
  ご参加ください）
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）

2月11日土 14：00～16：00

お父さんお帰りなさい！ようこそ地域へ！

食品ロスを減らそう！
フードバンクってなに？おとぱ

サロン

2 月

3月11日土 14：00～16：00

武蔵野市域の古文書に
見る幕末維新おとぱ

サロン

3 月

地域社協 福祉の会 居場所子ども食堂

武蔵野地域活動
はじめてセミナー

VCMでは生活の中での「ちょっとした困りごと」をお手伝いする「ねこの手ボランティア」
の紹介を始めます。まずはお気軽にご相談ください。

▲申込フォーム

寄付金

愛の小箱

物品寄付ご寄付ありがとうございました
合計 3,655,546円 ( 11月１日～12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

ありがとう！

●２月17日（金）10：00～11：00　市民社協会議室
●４月　８日（土）10：00～11：00　武蔵野プレイススペースD

講　師
定　員会　場

ＶＣＭ（１面右上連絡先）申・問

おとぱ実行委員
募集中！ 

一緒に企画・運営
していただける方
を募集しています。

フードバンクむさしの
市民社協会議室 10名程度（申込順）

講　師
定　員会　場

米崎 清実 氏（武蔵野ふるさと歴史館学芸員）
市民社協会議室 10名程度（申込順）

参加者
募集

参加者
募集

・活動までの流れや活動する上での注意点などの説明
・過去の活動のご紹介や現在募集している活動のご案内
・先輩ボランティアの経験談
・交流会（参加者全員でボランティアについてお話ししましょう）

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、
久しぶりにボランティアを再開しよう考えている方

ボランティアを始める第一歩として、まずはオリエンテーションに参加しよう！

対　象

内　容

申・問

１から始めるボランティア
～ボランティアのこと、一緒に聞いて話して知ろう！～

初心者
向け

※内容はすべて同じです。どちらかにご参加ください

２月２２日水 19：00～21：00①

②2月25日土 10：00～12：00

定　員
会　場 市民社協会議室

６名 （申込順・要申込み）

ＶＣＭ（１面右上連絡先）

対　象

対　象

親族や近隣住民の協力が得られない方で、ひとり暮ら
しの高齢者または高齢者のみ世帯、障がいのある方、
ひとり親世帯 など

専門的な技術や知識を必要としない１時間以内ででき
る不定期な活動
例）家具の移動や簡単な組み立て
家回りの小修繕（蛍光灯交換、棚の修理など）
低木のせん定、草取り
引っ越しの際の荷造りや荷ほどき手伝い
遺品整理や家の中の片付け
窓ふきや衣替えの手伝い

※詳しくはVCMのホームページヘ

活動内容

活動時間

活動日

登録方法

費　用

月窓寺こども会

（株）武蔵境自動
車教習所

令和５年度　手話／点訳講習会
障害者支援活動事業

※テキスト代（実費）自己負担。新型コロナウイルス感染症の状況により、講習を延期または中止する場合があります。

対　象

・入門／前期（日本語基礎編）

・応用／後期（基礎英語、日本語応用編）

2．点訳講習会

日時 5月12日～7月14日（金曜／10回）
　　 10：00～12：00
会場 武蔵野プレイス３階スペースE

日時 10月13日～2月16日（金曜／10回）
　　 10：00～12：00
会場 武蔵野プレイス３階スペースE

全20回（前後期）１．手話講習会（初級・中級・上級・通訳養成クラス）

４月18日～２月６日
（18：30～20：30）

初級

中級

上級

通訳養成
クラス

初めて学ぶ方

初級修了者または同程度の方

中級修了者または同程度の方
で市手話通訳者、通訳ボラン
ティアを目指す方

上級修了者で市手話通訳者を
目指す試験合格者
試験：３月４日（土）13：00 
会場：市役所会議室（予定）

武蔵野スイング
10階スカイルーム

４月18日～２月６日
・昼（9：45～11：45）
・夜（18：30～20：30）

武蔵野プレイス
３階スペースC

対象 日時 会場

全28回

1.  市内在住・在勤・在学の高校生以上の方
2. 市内在住・在勤・在学の18歳以上で、簡単なパソコン操作ができ
る方（修了後の活動はパソコンを使用して点訳を行います）
1. 各クラス16名　2. 7名
※定員を超えた場合は抽選、ただし手話講習会の中・上級は前年度
初・中級修了者を優先といたします。
往復ハガキに①～⑥を明記し、　　　　まで
①氏名（ふりがな）②年齢　③住所　④電話・FAX番号　⑤希望す
る講習会名（手話講習会は昼夜の別、最終修了クラス名・年度、手
話学習経験歴、手話サークル所属者はサークル名）⑥在勤・在学者
は勤務先・学校名（所在地と電話番号）
3月25日（土）必着。ただし、通訳養成クラスは2月22日（水）まで
※受講の可否は、講座開始1週間前までに応募者に通知します　
市民社協　講習会担当（吉祥寺北町1-9-1）
TEL　0422-23-1170　　FAX　0422-23-1180

定　員

申　込

締　切

問合せ

参加者
募集

無料（修理や交換などにかかる部品代などは実費負担）

日中でボランティアの活動可能な時間

ねこの手ボランティアがお手伝いします！生活上のちょっとした
困りごと

ねこの手ボランティアとして活動して
下さるボランティア（登録者）募集
ボランティアが初めての方もお気軽にお問合せください。

どなたでも（専門的な知識や技術は不要）

依頼者とボランティアの調整により決定
（活動は１時間程度）

VCMにご来所ください
（登録カード記入・保険加入ほか）

申・問 ＶＣＭ（１面右上連絡先）

問合せ

▲申込フォーム

▲申込フォーム
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■ 老いじたく講座
●日時： ①２月９日（木）　②２月24日（金）　③３月９日（木）　④３月24日（金）
①～③13 : 30～15 : 00　④10 : 00～11 : 30　●会場： ①②③福祉公社１階会議室　④高齢者総合センター４階
●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
●問・申：武蔵野市福祉公社　☎0422-27-5070（権利擁護センター専用電話）
■ フードドライブ　ご家庭で眠っている食品をご寄付ください
●日時：２月26日（日）11 : 00～15 : 00　●会場： むさしのエコreゾート　
●内容：常温保存可能で賞味期限が1ヵ月以上ある未開封の食品（お米、レトルト食品、お菓子など。生もの不可） 
●問合せ：フードバンクむさしの　☎090-6509-2523
■ 大野田地域防災の会「防災フォーラム」
●日時：２月26日（日）14 : 00 ～　●会場：けやきコミセンホール　
●内容：講演会（講師：杏林大学冨田泰彦先生）、ワークショップ　●対象：大野田地域活動団体　
●問合せ：大野田地域防災の会（寺島）  ☎090-5214-0537
■ 東日本大震災復興支援チャリティイベント「Keep Smile Forever Vol.10」～キッズダンスで復興支援！～
●日時：３月19日（日）11：00～ 16：00　●会場：コピス吉祥寺　ふれあいデッキこもれび
●内容：被災地支援を目的とした東北物産販売とキッズダンサー、プロアーティスト、
 陸前高田市ゆめ大使「たかたのゆめちゃん」によるステージライブ
●問合せ：ダンススクールＲＢ‐ＳＯＵＬ　☎0422-27-7580　メール info@rb-soul.com
●備考：被災地支援の寄付金募金のご協力をお願いします。
■ 市民こころの健康支援事業　第31回テーマ講座
●日時：３月19日（日）14 : 00 ～ 16 : 00　●会場：武蔵野商工会議所４階ゼロワンホール　
●内容：自殺対策講座「上手なこころの守り方～身に付けておきたいストレスコントロールの知恵～」
●講師：鎌田 敏氏（こころ元気研究所 所長）　●対象：武蔵野市在住・在勤・在学の方、内容に興味のある方　
●定員：60名　●問合せ：ライフサポートMEW　☎0422-36-3830　FAX0422-36-3700　
●備考：配慮事項のある方はお知らせください。後日動画配信を予定。

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。

2/5 ●日
3/5 ●日

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

南町福祉の会

 

▲ チャリティホールでは
 多くのご寄付をいただきました
▲ チャリティホールでは
 多くのご寄付をいただきました

※ 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

第２７回チャリティゴルフ大会を開催しました

理容・美容サービスのご案内

今年度は10月25日（火）に52名の方々にご参加いただき、嵐山カントリークラブで開催しました。
当日は心配していた雨も降ることがなく、参加された方々からも「最高のコンディションでゴルフができて楽しかった！」
とのお声をいただきました。
なお、今年度の本事業に関する収益は38万円になりました。ご協力をいただいたみなさまに厚くお礼申し上げます。
この収益は市民社協だより「ふれあい」発行や「ふれあい福祉学習」などの事業に活用いたします。

会　場 吉祥寺南町コミセン
問合せ 吉岡 ☎0422-43-2686

問合せ 栃折 ☎0422-21-1289

内　容 おしゃべり交流会
交流ハウス南町 ※障がいのある方もない方も共に過ごす休日の居場所

13:30-

2/8 ●水
桜野地域社協

会　場 西部コミセン３階　ＡＢ会議室

備　考 動きやすい服装でお越しください

備　考 上履きをお持ちください

定　員 30名 申・問 西部コミセン ☎0422-56-2888
内　容 フレイル予防のポイント、自宅でできる体操の紹介

フレイル予防講座
14:00-

2/9 ●木
3/9 ●木

東部福祉の会

会　場 吉祥寺東コミセン
定　員 各10名

内　容 おしゃべりサロン
たんぽぽサロン

10:00-11:45

問合せ 阿部 ☎0422-34-4383

問合せ 花時計 ☎0422-32-8323

申　込 応募フォームから申込
https://forms.gle/sN5jEvZs9gCWc3q87

2/10 ●金
3/10 ●金
3/24 ●金

境南地域社協

会　場 境南コミセン　児童室

定　員 各10組対　象 ０～３歳未満の乳幼児と親
内　容 自由遊び・絵本・ふれあい遊びなど

くまのこひろば　※毎月第２金曜と奇数月第４金曜

10:30-11:30

2/10 ●金
3/10 ●金

千川地域福祉の会

会　場 親の家　１階ホール
協　力 親の家参加費 100円（教材代）

内　容 折紙で作品作り
折紙を楽しむ会

3/2 ●木
会　場 テンミリオンハウス花時計
内　容 おしゃべり、手芸他、好きなことをして過ごしませんか

おしゃべりサロン　※毎月第１木曜
13:30-15:30

13:30-15:00

2/13 ●月
3/13 ●月 会　場 八幡町コミセン　２階

共　催 八幡町コミュニティ協議会
参加費 100円（初回のみ別途教材代100円）

内　容 写経・写仏練習会

申・問 市民社協（１面右上連絡先）

写経・写仏の会

10:00-12:00

申　込 1週間前から受付 申・問 八木 ☎0422-22-2057

2/13 ●月
3/13 ●月

吉西福祉の会

会　場 吉祥寺西コミセン　２階和室

定　員 各５組対　象 未就園児と保護者
内　容 未就園児親子が気軽に遊び交流する

ひろばひよこ

10:00-11:30

備　考 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

中央福祉の会

会　場 中央コミセン　多目的室 対　象 地域にお住まいの
りんどうの会

14:00-16:00

10:00-11:30

2/17 ●金
①

3/3 ●金
②

会　場 中央コミセン　２階大広間
対　象 ０～３歳児とその保護者

内　容 ①自由遊び・
親子ニコニコ広場　※原則毎月第３火曜2/21 ●火

①

3/21 ●火
②

問合せ 矢島 ☎0422-54-3479

問合せ 西田 ☎0422-53-9559

会　場 吉祥寺西コミセン １階大会議室

定　員 各20名対　象 地域にお住まいの高齢の方
内　容 ①楽しく身体ほぐし　②④おしゃべり会　③歌合戦

あじさいひろば　※原則毎月第２・４火曜

10:00-12:00
備　考 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

2/14 ●火
①

2/28 ●火
②

3/14 ●火
③

3/28 ●火
④

問合せ 吉祥寺西コミセン ☎0422-55-3297
共　催 吉祥寺西コミュニティ協議会

救急救命訓練　②自由遊び

日中独居の高齢の方

大野田福祉の会

会　場 グリーンパーク商店街内（緑町1-5-22）
内　容 お茶を飲みながら楽しくおしゃべり（出入り自由）

ふれあいの居場所「みどりの縁がわ」毎週金曜
10:00-12:00

かま た びん

協賛団体・企業　御芳名（敬称略・50音順）
五日市通り親交会
一般社団法人 武蔵野市薬剤師会
一般社団法人 武蔵野青年会議所
小野山ビルディング株式会社
株式会社 イトーゴルフガーデン
株式会社 大塚商会 武蔵野支店
株式会社 共進プロセス
株式会社 山長
株式会社 東急百貨店 吉祥寺店
株式会社 花俣眼鏡店
株式会社 富士商店
株式会社 武蔵境自動車教習所
株式会社 山田洋治商店
吉祥寺サンロード商店街振興組合
公益社団法人 東京都武蔵野市歯科医師会
三徳地所 株式会社
社会福祉法人 武蔵野

宗教法人 延命寺
炭火焼肉 秋
西武信用金庫 吉祥寺支店
関前八幡町親交会
多摩信用金庫 吉祥寺支店
多摩信用金庫 成蹊学園前支店
多摩信用金庫 武蔵境南口支店
多摩信用金庫 武蔵野支店
大東京信用組合 吉祥寺支店
東京都個人タクシー協同組合 武三支部
東京むさし農業協同組合 武蔵野支店
東京武蔵野中央ロータリークラブ
東京武蔵野ライオンズクラブ
東京ヤクルト販売 株式会社　調布事業所
平山モータース 株式会社
武蔵野市民生児童委員協議会
武蔵野商工会議所

武蔵野美装 株式会社
有限会社 ヴァンテ ファミリーマート
吉祥寺公園通り店
有限会社 グリーンパーク
有限会社 境屋
有限会社 徳竹商事

ありが
とう

ございまし
た。

ありが
とう

ございまし
た。

来年度のご利用について
３月下旬に、令和5年度理容・美容券を送付しますので、期
日までに次の手続きをお願いいたします。

２月中に「申請のご案内」を送付します。４月以降も引き続き利
用を希望される方は、３月10日（金）までに市民社協まで必要
書類を郵送またはご持参ください。

使用済みの重度心身障害者美容券（ピンク色の券）をお持ち
の方は、４月７日（金）必着で、市民社協まで郵送またはご持
参ください。

サービスをご利用中の方へお知らせ外出困難高齢者訪問理容・美容サービス事業
理容店・美容店に依頼して、年に最大５回まで自宅で調髪を受け
られます。（原則、土日祝日をのぞく）
●対象者　市内在住の、①～③のすべてに該当する方
① 65歳以上で在宅　② 要介護３～５　
③ 寝たきりまたはそれに準じた状態で、外出が著しく困難な方　
＊介護保険施設に入所されている方、入院中の方は対象外です

重度心身障害者理容・美容サービス事業
理容・美容にかかった費用の一部を、年に最大５回まで助成します。
●対象者　市内在住の、①～③のいずれかに該当する方
① 身体障害者手帳  下肢または体幹機能障害１・２級の方　
② 身体障害者手帳  視覚障害１級の方　③ 愛の手帳  １・２度の方　
＊どちらにも該当する方は高齢者向けのサービスが優先になります

来て
見て 聴いて

外出が困難な在宅の高齢者、重度心身障がい者を対象に、調髪のサービスや、費用の助成を行っています。

後援

後援

高齢者

障がいのある方
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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


