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市民活動フロアだより
武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

　昨年 12 月 21 日、「ハンズオン埼玉」の

西川正さんを招きました。

現在の社会課題の背景となる子育てやま

ちづくりについて、講師の実体験から語

られる地域の人々を巻き込む活動の始め

方、広げ方について、参加者が熱心に耳

を傾けました。

  取り組んできた活動もとてもユニーク

なものが多く、2005 年から始まった「お

とうさんのヤキオモタイム」は焚き火を

囲んで緊張をほぐし、甘い焼き芋を食べ

て子育て中の父親たちをつなごう、とい

う趣旨でこれまで延べ 5万人もの方が参

加してきました。

講演の途中のミニワークショップ「トー

クフォークダンス」ではローテーション

で席を移動し、お互いの話を聞きあうこ

とで参加者同士の交流もあり、会話が弾

みました。

「やってみることが第一歩」これから楽し

く地域に関わっていくための姿勢や大切

さを学ぶ機会となりました。

市民活動講演会「楽しく知ろう、しみんかつどう！地域で生かそう、あなたの笑顔」を開催しました。
～やってみることが第一歩。結果は分からないから面白い！～

▲講演を熱心に聞く受講者の様子

　市民活動マネジメント講座の３回目と

なる広報講座を12月 7日に開催しました。

今回は杉並区広報監／コミュニケーショ

ンデザイナーの谷浩明さんの講座です。

  

広報講座「伝わる！集まる！共感されるチラシのコツ」を開催しました！
テーマは「団体の活動に共感してもらう

ための広報」です。広報の基礎を知る講

義を聞き、講義で学んだ知識をグループ

ワークのチラシ作成で実践しました。長

時間の講座でしたが、参加した方からは

「時間が足りない！」という声もありまし

た。グループで討論し実際に手を動かし

ながら、広報物作成のプロセスを実感で

きる講座となりました。
▲チラシ作成のコツを学びます
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武蔵野プレイス登録市民活動団体が企画・運営を行う
市民活動団体企画講座を開催しました。

▲グループでゲームに挑戦

▲活発な意見交換がありました

　昨年 11 月 24 日（日）に水 Do ！ネット

ワークによる「どう減らす？使い捨てプ

ラスチック～武蔵野アクションプランを

考えよう～」と題し、環境問題への意識

が高まっている中、プラスチックの使用

を考える講座を開催しました。

  団体からは利便性の高い容器の評価や

今後に向けた世界的な取組みの紹介があ

り、参加者同士の活発な意見交換も行わ

れるなど、盛況を博した内容となりまし

た。

【第１弾】水 Do ！ネットワーク

　2月 16 日（日）、武蔵野すこやかによる

「脳の健康教室」を開催しました。

　認知症とそれをとりまく動向を伝える

講演と軽い体操、数字盤やドリルを使っ

た脳トレとスリーＡ方式の認知症予防

ゲームの後、最後に全体でじゃんけん大

会と風船使ったゲームがあり、盛り沢山

の内容となりました。

【第３弾】 NPO 法人武蔵野すこやか

知ろう」を開催しました。画家の高松明

日香氏のアトリエとインターネットでつ

なぎ絵画鑑賞を行いました。目のご不自

由な方と鑑賞するソーシャルアート

ビューの多様な視点から絵画を鑑賞しま

した。

　絵画に対する印象は十人十色で、受講

者のみならず画家自身も新たな気付きを

得た講座となりました。

【第２弾】NPO 法人クリエイティブライフデザイン
▼絵画を鑑賞中

　12 月６日（金）、クリエイティブライフ

デザインによる「対話型グループ絵画鑑

賞でダイバーシティの考え方、感じ方を



2020/3/15~2020/6/15 実施
　武蔵野プレイス登録市民活動団体のイ
ベント・講座情報のお知らせです。イベン
ト内容の詳細については、各団体のお問合
せ先へお尋ねください。
※イベント情報掲載をご希望の団体は、市
民活動カウンターまでお問合せください。

武蔵野プレイス登録市民活動団体

団体イベント情報

どなたでも参加費100円で予約なしでお立ち寄りいただ
ける交流の場。新年より新企画です。
【日時】3月15日（日）・4月12日（日）・4月19日（日）・
5月10日（日）・5月17日（日）
いずれも13：00～17：00
【場所】境3-12-10ソフィー武蔵野101 
【対象】どなたでも                 
【参加費】100円
【申込・お問合せ】地域サロン「ぷらっと」
☎090-3102-8446（担当：川村)
kawamura0515@ybb.ne.jp
https://kawamura0515.sakura.ne.jp

みんなでカフェ
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親地連前代表の広瀬恒子が、過去１年間に発行された児
童書や絵本から、話題の本、注目の本を取り上げて紹介し
ます。毎年4000点余の本、どれを読むか、これを聞いてか
ら。
【日時】３月29日（日）受付13：30開催14：00～16：30
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラム 
【対象】大人【参加費】500円【定員】90名
【申込・お問合せ】
親子読書地域文庫全国連絡会三多摩支部
☎03-3977-2381(担当：田倉)
https://www.oyatiren.info/(担当：水越)

子ども本この一年

個別指導で勉強を教えてもらう主に小学生・中学生向け
のプログラムです。学校の宿題や普段の学習から定期テ
スト・受験対策まで様々な学習の場として利用していた
だけます。
【日時】３月21日（土） 18:00～21:00
【場所】武蔵野プレイススペースE
【対象】小学生・中学生（高校生）【定員】８名
【参加費】500円（１時間）
【申込・お問合せ】CEVEC
cevec.study@gmail.com( 担当 : 橋本）
https://cevec.net/

個別指導学習会

４月は福岡から伴克子先生をお招きして、iPadで誰も簡
単に絵を描ける方法とコツを教えて頂きます。５月は安
心安全にiPadを使う講習会です。皆さまのご参加をお待
ちしてます。
【日時】４月３日（金）・５月８日（金）
いずれも13:30～16:00
【場所】武蔵野プレイスフォーラムB
【参加費】：1,000円（お茶とお菓子付き、貸し出しiPad有
り）
【定員】20名
【申込・お問合せ】日野原重明記念「新老人の会」東京
☎090-6015-8706(平日10：00~15：00）
t.shinrojin@gmail.com
https://www.shinrojin.com

iPad交流会

出版NPO「本をたのしもう会」第21回講演会

中村哲医師追悼講演会。戦乱と干ばつに苦しむアフガニ
スタンの復興に尽力し凶弾に倒れた氏を悼み、思想と行
動から何を受け継ぐべきかを、氏と親しかった人、理念や
理想を共有する講師と共に考える。澤地久枝氏他。
【日時】５月23日（土）14:00～16:00
【場所】三鷹市公会堂光のホール【対象】どなたでも
【参加費】2,000円（経費を除いた全額を、アフガニスタン
復興支援のために寄付します）
【定員】700名
【申込・お問合せ】出版NPO「本をたのしもう会」
☎090-2662-5218（担当：畑）
http://www.npo-honwotanoshimoukai.com/

第37回四季の会季写光彩写真展

会員13名による自然風景・花等の写真展。
指導：日本写真家協会会員 宅見庄一
後援：武蔵野市教育員会
【日時】５月22日（金）～５月25日（月）
９:30～21:00（最終日は15:00まで）
【場所】武蔵野プレイスギャラリー
【参加費】入場無料
【申込・お問合せ】 四季の会
☎0422-21-0281( 担当 : 佐藤）

武蔵野市民合唱団第46回定期演奏会

演奏曲目：チルコット作曲　「ア・リトル・ジャズ・ミサ」
吉岡弘行作曲 「星座の海」
ヴィバルディ作曲 「グローリア」
指揮：吉岡弘行
合唱：武蔵野市民合唱団
演奏：ムサシノ・ゾリスラン　ピアノ　オルガン
【日時】６月７日（日）開場13:30開演14:00
【場所】武蔵野市民文化会館大ホール【対象】どなたでも
【参加費】入場無料（要整理券）【定員】1,000名
【申込・お問合せ】武蔵野市民合唱団
☎080-3462-7312(担当：原田 )
http://ms-chov.sakura.ne.jp

※掲載されている団体イベント情報が変更になっている場合がございますので、各団体にお問い合わせください。



その㉚

4 市民活動フロアだより

■ 市民活動フロアからのお知らせ Information ■

～第 4回市民活動フロア運営協議会を開催しました～

　1月 31 日（金）に今年度 4回目となる運営協議会を実施しました。11 ～ 12 月の市民

活動支援機能の事業や 12 月に実施した市民活動推進課、ボランティアセンター武蔵野

と共同で実施した「市民活動はじめて月間」の報告を行いました。また、来年度に向け

て市民活動マネジメント講座の新しいテーマや企画講座の実施時期について、活発な意

見が交わされました。次回の運営協議会は 3月 23 日 ( 月 ) を予定しております。
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（バックナンバーはHPでご覧になれます）

武蔵野プレイスHP市民活動情報ステーションが新しくなりました。

　2月 1日より市民活動情報ステーション（武蔵野プレイスのホームページ上で団体情報を

公開・発信できる機能）を全面公開しました。

　団体のお知らせやイベントの投稿、および団体情報の一部変更が情報ステーションより可

能になりました。団体のイベントや情報の PR に、情報ステーションをぜひご活用ください。

投稿方法は別途 1月 31 日に団体様宛にメールまたは FAX でお知らせしております。

ご不明な点は 3階市民活動カウンターまでお問合せください。

※これまでログインの際に使用していた ID とパスワードは使用できません。

武蔵野プレイス HP 情報ステーション https://www.musashino.or.jp/shimin
情報ステーション▶


