
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワードバスケット 

・ルールが簡単で語彙も豊かになり、

脳も活性化される楽しいゲームだと

思います！意外な言葉が飛び出して

くるのも面白いですね 

みやび（17）／ねぎ（16） 

 

鍋がおいしい時期がやって参りました！うまいですよね鍋…。みなさんは鍋に 

どんな具が入っていると嬉しいですか？〆は麺派ですか？米派ですか？ 

私は麺で、更に断然インスタント麺ですね。出汁の味が染みてうまいんですよ 

ね…是非お試しを！ 

さて、まもなく今年も終わりますが受験にテスト、部活動やアルバイト、仕事 

など、みなさん忙しいかと思いますが、良い年をお迎えください！ 

 

クイズいいセン行きま SHOW! 

第 24 号 2017 年 11 月 25 日(土)発行 

6 月 1 日発行 

 

*武蔵野プレイス地下２階青少年フロアは、中高生世代を中心とする青少年の社会生活の充実を図ることを目的としたフロアです。 

ガイスター 

B2Game クロスレビュー 

・相手の表情・動作・言動などをしっ

かり覚えたりするとなおさら楽し

い。一回ハマると何度もやってしま

う中毒性が高いです！ 

ガイスターマスター（16） 

９月に実施したイベント「Ｂ２ゲーム盛り上げ隊プレゼンツ『Let’s play B2Game!』」にて、スタジオラウンジ内

で貸出しをしているゲームやこれから貸出しを開始する新着ゲームのレビューを青少年の皆さんに書いてもらいまし

た。一部をここで紹介しますので、興味が出た方はぜひＢ２でプレイしてみてください。 

 
ハゲタカのえじき 

 

・シンプルで使いやすく、相手の心理を読むことに長けている人や裏

をかける人にとって最適な遊びとなっている。  

聖徳太子（18） 
 

・心理戦が楽しかったです。チームでやるのと個々でやるのでは楽し

さが違うので、両方やってみてください!! 

９人目の TW（19） 
 

・心理 and投資ゲームですね。ハゲタカの数値に妥当なカードを出し

ましょう。ビジネス力を高めよう!! 

初代ハゲタカ王（19） 
 

・頭を使ってゲームをしていくから、相手が何を出してくるか考える

のが楽しい!!ちょっと大富豪に似てる。計算系ゲームだけど理系に

勝った!! 

おいも（17） 

今回参加してくれた皆さん、ありがとうございました！ 

 

・不確定要素が強いゲームで、かけひきが楽しめるゲームだと思いま

した。他のプレイヤーが作った問題を公表できるようになれば、も

っと楽しめると思います。 

とある打ち師（17） 
 

・その場にいるプレイヤーの人数やそれぞれの考え方によって答えは

毎回異なり、一度として同じ答えが正解になることはないゲームで

す。問題数も多く、その気になれば何時間でも楽しめるゲームでし

た。 

某ゲーマー（19） 
 

・クイズなのに明確な正解がないのが面白い。ありえない数値を書い

てもそれが正解になることがあったり、正解狙いにいったのに他の

人が変な数値書いて外れになったりするから結構ハマる（笑）。 

夢現（16） 

キャット＆チョコレート 

・日常生活で起きる問題をいろいろな

アイテムを使って解決していきま

す。苦笑してしまう問題がたくさん

あるので、飽きずに何度でも楽しめ

ます。 
ＰＮ：なし（13） 

コメント紹介 

キャプテン・リノ 

・積み上げていくのが難しいけど、手

が起用な人は楽しめると思います。 
 

ダメぽ（15） 



 

[申込について] 

募集期間：11 月２日（木）～11 月 28 日（火） 

対  象：中学生以上～22 歳の年度末までの方 

申込条件：以下の条件に１つ以上当てはまるもの 

     ①ボランティア活動に興味がある 

②自身の興味関心を企画内容に活かしたい 

③プログラムの企画や運営を体験したい 

申込方法：上記期間中に武蔵野プレイス地下２階スタジ 

オ受付に申込書を提出。 

[申込書はチラシ裏面またはＨＰより入手可] 

 

 

講師に Baby Twiggz（ベイビー ツイッグス）さんを招き、ダンスのワークショップを実施します。ワーク

ショップでは Baby Twiggz さんの活動歴やお仕事の話などを聞くこともできます。各ダンスジャンルのさま

ざまな要素を取り入れた KRUMP（クランプ）をあなたも体験してみませんか。ダンス未経験者も大歓迎です。 

11 月２日（木）～28 日（火）の期間にプロジェクトメンバーの募集を行っています。後期のＢ２参画プロジ

ェクトはＢ２内の各種掲示板サインのデザインや掲示物の配置検討、制作を行います。青少年のみなさんのア

イデアや想いを活かして素敵なサインを制作予定です。 

[今後の予定] 

募集期間：11 月２日（木）～11 月 28 日（火） 

参加者決定：12 月上旬 

実施期間：12 月中旬～２月末頃[予定] 

＊メンバー内の予定を調整し期間中に数回打ち合

わせを行う予定です。 

 

 

[B2 参画プロジェクトとは？] 

みなさんのアイデアや想いを活かして、より居心地

の良い武蔵野プレイス地下２階青少年フロア[通

称：B2(ビーツー)]を青少年のみなさんとともにつ

くるプロジェクトです。 

 

 

もう街中がクリスマスの雰囲気になってきていますね！ここＢ２でも、スタジオラウンジを中心にクリスマスの雰

囲気にデコレーションしちゃいます♪今年のテーマは「ゲレンデのクリスマス」です☆彡 

期間中は、折り紙でサンタクロースを折ったり、星や雪の結晶のモビールの制作や展示用ＰＯＰの記入などを行い

ます。勉強の息抜きや卓球の待ち時間などにも気軽に参加してください。お友達同士でもおひとりでも大歓迎！み

んなで一緒にＢ２ゲレンデを作りましょう！☆ 

ク ラ ン プ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：2018 年１月28 日(日) 午後２時～４時 

場  所：武蔵野プレイス地下２階パフォーマンススタジオ 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

定  員：20 名（定員を超えた場合は武蔵野市在住の方を優先し抽選） 

参 加 費：無料 

応募方法：地下２階スタジオ受付に参加申込書を提出 

応募期間：2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年１月 14 日（日） 

参加者募集♪ 

 

Ｂ２参画プロジェクト 

 後期の プロジェクトが始まります! 

 

   参加者募集 

 

期  間：11 月16 日（木）～12 月17 日（日） 

受  付：Ｂ２スタジオ受付（スタッフにお声かけください。） 

対  象：中学生以上の青少年（20 歳になった年の年度末までの方） 

場  所：地下 2 階スタジオラウンジ 

参 加 費：無料 

プロに学ぶ！ 
ダンスワークショップ ～ ～ 

どんなプロジェクトになるか楽しみです。 
申込をご検討の方はお早めに！ 

 

http://4.bp.blogspot.com/-hAerAurxloo/UZNnih--AGI/AAAAAAAASeA/3-JmDeGUXBs/s1600/frame_star_yoko.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学校の行事で夏に体育館で１泊したことがあるけ

ど、暑いしダニに刺されて大変だった！避難生活

では、家で過ごせる方が絶対いい！(高３男子Ｏ君) 

 

10 月５日～22 日まで、武蔵野プレイス地下２階ステンレス壁面にて『Ｂ２

防災展示～その日は明日かもしれない！今から鍛えよう防災力！～』を実施

しました！災害が起きた時の避難順序や、身近にあるもので防災の役に立つ

ものなどをポスターで紹介したり、おいしい防災食や防災グッズの展示も一

緒に行いました。普段Ｂ２を利用してくれている青少年の皆さんのほかに、

大人の方もたくさん見にきてくださいました。 

 

＜参加してくれた皆さんの感想＞ 
 

展示最終日の 10 月 22 日には、月１回行っている「Ｂ２Cafe」とのコラボイベント『Ｂ２Cafe スペシャル！』を開

催しました！ゲストで来ていただいた武蔵野市防災課の方からお話を聞いたり防災食を試食したりして、より災害や

防災を身近に感じ、考えることができるイベントになりました。 

簡単にできておいしい「ポリ袋クッキング」、やって

みたいと思った！(中３女子Ｋさん) 

特に好評だったのは、展示期間前に青

少年の皆さんに書いてもらった「防災

コメントシート」です。今回は、最後

の質問（My 防災キャラクターを描こう 

！）で、皆さんが考えてくれた防災キ

ャラクターの一部を紹介します♪ ど

れもみんなカワイイですよ～♡  

普段、防災のことについて考えたり話したりする機会

がないので、貴重な体験ができた。(高２男子Ｉ君) 

× 

 
 最近、地震・台風・噴火・土砂崩れなどの自然災害や、テロやミサイルなどの人的災害についてのニュースをよく耳

にしますね。日本は世界の中でも災害大国といわれ、いつ何が自分の身に起こるかわかりません！いざという時、自

分の身は自分で守れるように、みんなで防災力を鍛えましょう！ 

 

B2 

 

『その日は明日かもしれない！ 
今から鍛えよう防災力！』 

災害・防災に関連した本の展示☆図書
フロアの本なのでそのまま借りるこ
ともできます。 

武蔵野市防災課水野さんが来てくださり、ワー

クショップを行いました。また、実際の避難所

での体験談なども聞くことができました。 

災害が起きた時にまず何をするか、対策

は何ができるのかなどをみんなで書き出

し話合いました。自分の身に起きた時の

ことを想像し、考えてみよう！ 

展示していた防災食の試食や、普段家にあるも

ので簡単にできる「ポリ袋クッキング」の紹介

をしました。普段からの備蓄は大切です！ 

 防災についての知識が深まった。家に帰って家族で

ルール決めしようと思った！(高１男子Ｈ君) 
参加者の皆さん、ありがとうございました☆★ 

カンパンだけじゃない！イロイロな防
災食を紹介しました☆パンの缶詰もあ
るなんてビックリ！ 

簡易トイレ、ライト付きラジオ、家具
ストッパーなどの防災グッズも展示
しました☆ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年SUMMER LIVE（７月30日） 
出演した５組の青少年たちは、五重奏、

ダンス、ヘアアレンジ、ギター弾き語り

など、どの組も個性あふれる素晴らしい

パフォーマンスを堂々と披露してくれま

した！ 

Ｂ２Cafe（９月 23 日午後 3 時～5 時） 
９月のＢ２Cafe では「お祭り」に関する

本を図書館から選び、クラフトスタジオ内

に展示しました。おはぎを食べながら楽し

いひとときを過ごしました♪ 

イラスト講座 
（11 月 11 日午後４時～５時 30 分） 
イラストレーターのキン・シオタニさんと

イラスト制作を一緒にしたりお仕事の話も

聞いたりできるワークショップを行いまし

た！バスにイラストするとしたらというテ

ーマで、素敵な作品が出来上がりました♪ 

Let's play B2Game！ 
（９月 21～26 日午後５時以降） 
Ｂ２で貸出している玩具の面白さをもっ

と知ってもらうため、クラフトスタジオ

内でＢ２ゲームを体験できるイベントを

数日間にわたり開催しました☆ 

むさしの青空市（11 月 12 日） 
毎年むさしの市民公園で開催される『む

さしの青空市』に、今回はフリースタイ

ルダンスグループ「HIROKI Number」

が出演しました！天気もよく、たくさん

の観客が見ている中、素敵なダンスパフ

ォーマンスを披露してくれました！ 

【武蔵野プレイス年末年始の休館日】 

2017 年12 月29 日(金)～ 2018 年１月４日(木)まで 休館 
【青少年専用期間】 

2017 年12 月26 日(火)～ 2018 年１月８日(月・祝)まで 

近隣の学校の冬休みに合わせて終日が青少年専用期間となります。 

皆さん、開館日をチェックして遊びに来てくださいね♪ 

ヒューマンビートボックス講座 
（11 月５日午後２時～４時） 
世界でも活躍する TATSUYA さんを講

師に招き、ヒューマンビートボックスの

魅力を体験するワークショップを行いま

した！最後はひとりずつパフォーマンス

を披露し盛り上がりました♪ 

発行：公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団 お問合せ：ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス 青少年活動支援担当 
電話 0422-30-1902（直通） HP アドレス http://www.musashino.or.jp/place.html  

 当通信に掲載されている画像等の無断転載はご遠慮ください。 
 

 

年末年始＆青少年専用期間 のご案内 

2017 年がもうすぐ終わりますね！今年は皆さんにとってどんな年でしたか？ 

１ページ目で、Ｂ２で貸し出している玩具の紹介をしていますが、まだまだおもしろいゲームたくさんあり

ます！私が好きなのは『立体四目』で、ルールは簡単だけど奥が深くて大人でも楽しめます♪この前ついに

自分用に買ってしまいましたー！(笑) 大人数だと『ナンジャモンジャ』も人気ですよ！お試しあれ (^ ^)/ 

2018 年もＢ２ではいろいろなイベント盛りだくさんです！興味のあるもの、ちょうど予定が空いているも

の、今後のためにやってみようかなと思うものなど、きっかけは何でもＯＫです♪今しかできないことをＢ

２でたくさん経験して、皆さんの生活が充実したものになるよう私たちは願っています☆★ 

http://www.musashino.or.jp/place.html

