
 

 

2022年 11月 6日（日）  

 

～むさしのを楽しもう～ 

▶当日直接会場へ  

 

▶参加費無料（※一部実費負担あり）  

 

市民活動団体紹介 

場所：境南ふれあい広場公園（＊雨天時は館内） 

 

 
時間：11：00 ～ 14:00 

展示：2022年 10月 27日（木）～11月 13日（日）

（日） 

場所：境南ふれあい広場公園（＊雨天時は館内） 

 

：3階ワークラウンジ 

場所：3階ワークラウンジと図書フロアで関連展示実施 

場所：境南ふれあい広場公園（＊雨天時は館内） 

 



 



ロコ×プレイス ～むさしのを楽しもう！～ 

開催にあたって 

 

 

「ロコ」という言葉は、もとはハワイでの「地元民」という意味

合いの言葉。それが転じて最近はテレビ番組などでも「ローカルへ

の愛があふれる人たち」としても使われるようになっています。 

武蔵野プレイスには、約 200もの、地域を拠点に活動する市民の

団体が登録し、いきいきと活動をしています。 

今日はそんな地域で輝く“ロコ”たちと、プレイスに来る“ロ

コ”たちが出会う場を設けました。 

今回は、各団体の日ごろの活動を紹介する展示のほか、活動を体

験できるワークショップ、講座など、大人から子供まで楽しめる企

画を用意しました。団体の活動に関連したさまざまな品物の販売も

あります。 

各団体の思い思いの活動が人と人をつなぎ、地域の輪が広がって

いくことを願っております。皆様のご来場をお待ちしています。 

 

 



 

 

 

工事中 

武蔵野プレイス 

ト

イ
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武蔵境駅  

  境南ふれあい広場公園  

①ミミカハンドメイド   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 

魔法の小瓶キーホルダーを作ろう！ 

 

②フェアトレードむさしの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５ 

フェアトレードタウンむさしのを目指して 

〜 私たちの身近なフェアトレードを見つけてみよう！味わってみよう！ ～ 

 

③フードバンクむさしの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

フードバンクむさしののフードドライブ！ 

 

④一般社団法人きくっと  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P７ 

秋、自然からのプレゼント～落ち葉を使って作品づくり～ 

 

④武蔵野の森を育てる会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P８ 

手づくりけん玉であそぼう！～「地域の森」クイズもあるよ～ 

 

⑤一般社団法人武蔵野コッツウォルズ  ・・・・・・・・・・・・・P９ 

むさしの・クイズ 
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情報コーナー 

吹き抜け  

① ② 

③ ④ 

全館事務室 市民活動カウンター 

 

 

３F 市民活動支援フロアワークラウンジ 

 

① シネマティック・アーキテクチャ東京 ・・・・・・・ｐ.10 

シネマティックテーブル in 武蔵野プレイス 

 

② 地域サロンぷらっと ・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.11 

  コロナが依然収集しないワケ 

 

③ 写真俳句の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.12 

  あなたもチャレンジ！写真俳句体験会 

 

④ 武蔵野落語同好会 ・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.13 

  クスッと楽しい、小噺教室 

 

※ CEVEC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.14 

  地域支援や地域活動を通したコミュニティづくりの展示 

  

   

 

団体 

展示 

エリア 

 

団体展示エリア※ 



境南ふれあい広場公園 出展団体

イベント内容

ミニボトルに綿やジェル、ビーズを入れてオリ
ジナルのキーホルダーを作ります。プレイス
フェスタの思い出をつめ込んで、持ち歩きま
しょう♪
※不要な保冷剤を使用しますのでお持ちいただ
けると嬉しいです。不要な保冷材のご寄付もお
待ちしています

魔法の小瓶キーホルダーを作ろう！

４

団体名 ミミカハンドメイド

活動目的

（ミッション）

ハンドメイドを通じての交流。

つくる喜び、つくったものを使う喜びを子供たちに。

活動内容

布、リボン、ビーズ、紙、アロマなどいろいろな素材を使いハ

ンドメイドを楽しむ会です。毎回作るものを決め、講習会形式

（ワークショップ）で開催しています。都合の合うとき、作り

たいもののとき、おしゃべりしてストレス発散したいときにご

参加ください。

主な活動日

・時間
不定期

主な活動場所 プレイス、市内コミセン、西東京市コミセン

会員数 １０名 会費 なし

新会員の募集 休止中（コロナ禍でワークショップもお休みしています）

HP https://mimika.localinfo.jp/

団体への
連絡方法

秋山 090-3086-8638

団体ＰＲ

（メッセージ）

子供から大人まで楽しくつくれて交流もできるハンドメイドの
会です。わくわくするワークショップも開催しています。



境南ふれあい広場公園 出展団体

イベント内容

ブロックプリントでエコバッグ制作、フェアト
レードの絵本の読み聞かせやパンの販売など、
フェアトレードに関する体験ができます！

フェアトレードタウンむさしのを目指して
〜 私たちの身近なフェアトレードを見つ
けてみよう！味わってみよう！ ～

５

団体名 フェアトレードむさしの

活動目的

（ミッション）

武蔵野エリアの多様な人々と共にまちぐるみでフェアトレードやエ

シカル、SDGsを考え、人や環境に配慮した公平公正な社会の実現

に寄与することを理念とし、まちの活性化に貢献することを目的と

する。

活動内容

・フェアトレードの勉強会

・オンラインイベント「フェアトレードとSDGsの未来」シリーズ

・調査（市場）・街頭でのマルシェやイベントを通じた啓発活動

・他団体や国際フェアトレードタウンとの交流

主な活動日

・時間
オンラインイベント月1回、ミーティング月1回程度

主な活動場所 Zoom、武蔵野プレイス、武蔵野市民会館、他

会員数 19名 会費 なし

新会員の募集 随時募集中です

HP https://fairtrade-musashino.tokyo/

団体への
連絡方法

info@fairtrade-musashino.tokyo

団体ＰＲ

（メッセージ）

フェアトレードタウン運動とは「まちぐるみ」、つまり、まちの行
政、企業・商店、市民団体などが一体となってフェアトレードの輪
を広げることで、地元の魅力の再発見や身近な課題も気づかせてく
れる人にも環境にも配慮した未来への取り組みです。現在、世界で
約2000、日本国内では6つのタウンが認定されています。フェアト
レードむさしのは、武蔵野市を東京都内で初めてのタウン認定を目
指しています。



境南ふれあい広場公園 出展団体

イベント内容

フードドライブとは、食品ロス削減のために未
開封の食品※を寄付する運動です。集まった食
品は相談窓口・子ども食堂等を通して必要とす
る方に提供します。ご家庭で眠っている食品を
ご寄付ください。
※賞味期限一か月以上のもの。

フードバンクむさしののフードドライブ！

６

団体名 フードバンクむさしの

活動目的

（ミッション）

１）食品ロス削減

２）食のセーフティネット維持（困窮者支援）

活動内容 フードバンク活動（フードドライブ・フードパントリー他）

主な活動日

・時間

毎週火・土10時～15時および不定期

①フードドライブ（市内3駅圏でのイベントにて食品集荷）

②フードパントリー（市内会場にてコメ・食品などを提供）

主な活動場所
リベストフォーラム、キラリナ京王吉祥寺、三鷹のタワーズマル

シェ、武蔵境のさかいマルシェ、他

会員数 23名（サポータ－含む） 会費
正会員 3,000円
賛助会員 1,000円

新会員の募集 常時会員募集中（イベントでの手伝い／車両での運搬）

HP https://www.facebook.com/foodbankmusashino/

団体への
連絡方法

メール：foodbank.musashino@gmail.com

電話：090-6509-2523

団体ＰＲ

（メッセージ）

フードバンクむさしのは、①食品ロス削減と②生活困窮者への食料
支援を通じて、支えあう心豊かな社会を作ることを目的に2021年4
月に設立しました。国連で採択されたSDGｓの持続可能な開発目標
を共に目指して活動しています。



境南ふれあい広場公園 出展団体

イベント内容

秋の雑木林で、おもしろい落ち葉や木の
実を集めました！画用紙に貼ったり、こ
すり出したり（フロタージュ）、自然と
のコラボレーションを楽しみましょう。

秋、自然からのプレゼント
～落ち葉を使って作品づくり～

７

団体名 一般社団法人きくっと

活動目的

（ミッション）
地域の人とつながろう

活動内容

地域福祉の向上を目指して、人々の交流を促す事業の企画・運

営をしています。

・広がる読書（プレイスで子ども対象の読書活動）

・自然と親しみ環境保全（武蔵野市立境山野緑地）

・地域のイベント参加（市民会館、エコreゾート、西部コミセン、他）

主な活動日
・時間

特定せず随時

主な活動場所
武蔵野プレイス、武蔵野市立境山野緑地、

武蔵野市民会館他

会員数 7人 会費 なし

新会員の募集 仲間になってくださる方、いつでも歓迎です！

団体への
連絡方法

sumie634@jcom.zaq.ne.jp

団体ＰＲ

（メッセージ）

いろいろなサービスが提供されて便利な世の中ですけれど、そ
れだけが頼りだと少しさびしいかも。地域の人と一緒に生きて
いこう、とちょっとだけ意識すると、幸せが感じられたりする
のではないかなあ、と思いますが、いかがでしょうか。



境南ふれあい広場公園 出展団体

団体名 武蔵野の森を育てる会

活動目的

（ミッション）

境山野緑地（独歩の森）を自然ゆたかな雑木林として育てていく

こと

活動内容

・境山野緑地（独歩の森）の保全活動

・上記のための種々の学習活動、環境教育、地域ネットワークの形成

・地域のイベント参加（市民会館、エコreゾート、西部コミセン、他）

主な活動日

・時間
定例活動を毎月第２・４日曜日（10時～11時半）

主な活動場所 武蔵野市立境山野緑地（独歩の森）

会員数 50人 会費 年会費 1,000円

HP http://mnomori.web.fc2.com/

新会員の募集 定例活動にいつでも参加してください

団体への
連絡方法

info.mnomori@gmail.com

団体ＰＲ

（メッセージ）

昔から武蔵野の自然のなかで生きてきた鳥や虫たちがこれからも
元気で暮らせるために、子どもたちの未来のために、そして何よ
りも自分自身の楽しみのために、ぜひご一緒しませんか？

イベント内容

境山野緑地で採れた竹を使って、けん玉
を作って遊んでみよう！大人の方には境
山野緑地に関するクイズを出題します。

手づくりけん玉であそぼう！
―「地域の森」クイズもあるよー

８



境南ふれあい広場公園 出展団体

イベント内容

「むさしの」に関するクイズを出題！写
真や資料をヒントに答えを考えてみま
しょう。参加者には、様々なデザインの
中から選べるオリジナルの缶バッジをプ
レゼントします！ ※雨天時中止

むさしの・クイズ

９

団体名 一般社団法人武蔵野コッツウォルズ

活動目的

（ミッション）

緑豊かな東京・武蔵野エリアにおいて地域の魅力を広く紹介し、

また、多くの人々がその魅力を感じながら健康的な活動を楽し

める環境を整備することです。

活動内容

春・秋の年2回、地域を広域に回遊する「森の地図スタンプラ

リー」を企画・運営しています。回遊に役立つＭＡＰ等の制作。

地域散歩ツアーなどの企画・運営。「森の地図スタンプラ

リー」の実行委員会、「むさしの・ガーデン紀行連絡協議会」

の事務局も担当。

主な活動日

・時間
野外活動は、主に春・秋の気候のよい時期。日の出から日没まで。

主な活動場所
武蔵野エリア（武蔵野市、三鷹市、小金井市、府中市、国分寺
市、調布市など）

会員数 ４０名 会費 2,000円（年）

新会員の募集 随時

HP https://www.musashino-cotswolds.jp/

団体への
連絡方法

メール：info@musashino-cotswolds.com
電話：0422-32-0962

団体ＰＲ

（メッセージ）

この地域は緑にめぐまれ、大都市東京の中でも心とカラダがい
やされ、リフレッシュできる場所です。何かと忙しい現代生活、
そしてコロナ禍において、運動不足になりがちですが、緑の中
に素敵な空間が沢山ありますので、その情報をみんなで共有で
きれば嬉しいです。



イベント内容

武蔵野市を描いた映画、文学、アニメ、アート
などについて、テーブルを囲んで気軽にお喋り
しませんか？ご興味ある方はどうぞご自由にお
立ち寄りください♪

シネマティックテーブルin武蔵野プレイス

10

団体名 シネマティック・アーキテクチャ東京

活動目的

（ミッション）
芸術文化に親しむことで人の輪を作る試みです。

活動内容
アートカフェ(語り)や表現(ワークショップ)などのイベント、メ
ンバーによる勉強会(美術館見学など)

主な活動日
・時間

月１回程度

主な活動場所 武蔵野プレイス

会員数 ５名 会費 なし

新会員の募集 随時募集中

HP https://cinematicarchitecturetokyo.com/

団体への
連絡方法

メール info@cinematicarchitecturetokyo.com

団体ＰＲ

（メッセージ）

映画、建築、アート、小説、アニメ、漫画などがお好きな方な
らどなたでも、共に高め合いませんか。

３Fワークラウンジ 出展団体



３Fワークラウンジ 出展団体

イベント内容

なぜコロナ禍は依然収束しないのか？武
蔵野大学名誉教授で武蔵野徳洲会病院倫
理委員の川村教授がお答えします。ご興
味のある方はぜひ、意見交換しましょ
う！お待ちしています！

コロナが依然収束しないワケ

11

団体名 地域サロン「ぷらっと」

活動目的

（ミッション）
全国初の終活互助へのチャレンジ！

活動内容
・年金、介護、保険などのミニ講座、一品持ち寄りパーティ、日帰り山歩
きなど、懐メロサロン、無料相談会
・8050問題に先がけ、7040問題を提起、“みんなの老後”を提起。

主な活動日
・時間

毎月第2第3日曜日 13:00～17:00

主な活動場所 武蔵野プレイス3階ワークラウンジ

会員数 約5人 会費 100円（茶菓代など）

HP http://kawamura0515.sakura.ne.jp/

新会員の募集 とくにせず（任意参加）会員制によらず、自由出入り可

団体への
連絡方法

090-3102-8446

団体ＰＲ

（メッセージ）

毎時第2、3日曜日午後1時―5時、サロン（茶話会1人100円）
を15年前より主催。
サロン名のとおり、だれでも「ぷらっと」お立ち寄りください。



３Fワークラウンジ 出展団体

イベント内容

これは楽しい！あなたのスマホの写真に俳句
をつけて、一緒に俳句の楽しさを体験しま
しょう！俳句で表現することで、素敵な思い
出にまた違った味わいが出てくるかもしれま
せん。

あなたもチャレンジ！写真俳句体験会

12

団体名 写真俳句の会

活動目的

（ミッション）

写真と俳句を組み合わせたあたらしい表現を目指すことで、日常
生活に楽しみと余暇の充実をはかります。

活動内容 自分で撮った写真に俳句をつけて発表し、参加者で論評しあう活動。

主な活動日
・時間

随時(毎月の定例会など)実施で時間などの制限はなし。

主な活動場所 各コミセンおよびプレイス

会員数 ５名 会費 なし

新会員の募集 募集あり

団体への
連絡方法

電話：090-3818-8739
メール：jazztime11028@gmail.com

団体ＰＲ

（メッセージ）

スマホなどで撮った写真に俳句をつけて楽しみましょう。
だれでも気軽にできるあたらしい趣味として今人気です。



３Fワークラウンジ 出展団体

イベント内容

噺家体験ができます！演目は武蔵野落語
同好会がセレクトした小噺集から選べま
す。また、1時間に1回15分程度、飛び
入り芸もあるかも？！

クスッと楽しい、小噺教室

13

団体名 武蔵野落語同好会

活動目的

（ミッション）

落語を通じて、市民に笑いを届け、楽しく明るい地域作りに貢献す
る。

活動内容

武蔵野市民への落語愛好家によるボランティア活動。各種施設での

落語講演を行い、市民へのサービスと会員による親睦。

年3回の本公演（1月、5月、秋季）、その他にコミセン等に出前寄

席を提供

主な活動日

・時間
不定期

主な活動場所 武蔵野公会堂他

会員数 13名 会費 年会費500円

新会員の募集 新会員を募集しています。老若男女を問わず。

団体への
連絡方法

090-2419-4692、 090-6146-1846

団体ＰＲ

（メッセージ）

落語は扇子と手拭いがあれば、いつでも気軽に出来ます。やってみ
れば意外に簡単です。人前で一席演じる楽しさを味わってみましょ
う。皆の笑顔がもらえます。当会は、のんびりした、ゆる〜い同好
会です。お気軽にどうぞ。



３Fワークラウンジ 出展団体

イベント内容

小学生～高校生を対象にテストや試験対策だけでなく、進路に関
する相談も受け付けています！ポスターを見てご興味を持った方
はお気軽にお問い合わせください。

個別指導学習会のポスター展示
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団体名 CEVEC

活動目的

（ミッション）
学習支援や地域活動を通したコミュニティづくり

活動内容
小中高生向け学習会、進路キャリア支援講座、レクリエーション
規格の実施。地域でのボランティア活動、文化・スポーツの振興
に関する活動

主な活動日
・時間

火曜日・土曜日 18:00～

主な活動場所 武蔵野プレイス

会員数 50人 会費 要問合せ

新会員の募集 ご興味のある方はご連絡ください

HP https://cevec.net/

団体への
連絡方法

cevec.study@gmail.com

団体ＰＲ

（メッセージ）

教育支援活動、地域活動などのボランティアや進路キャリア支援、
スポーツ・レクリエーション活動など様々な活動を行っています。
若い世代を中心に子どもから大人まで助け合い、楽しめる活動を
めざしています。
学習会は定期的な学習の場や苦手科目の克服、テスト、受験対策
にぜひご参加ください！！



memo



民活動団体 おすすめ本
市民活動団体さんに聞きました！

＼活動に影響を与えた本、おすすめ本を教えてください／

地域サロン「ぷらっと」

『老活・終活のウソ、ホント70ーデータや研究実践、
経験からみた実像ー』 川村匡由・著

7040問題の指針として出版、武蔵野市消費
生活センターの「くらしフェスタ2021～
2022」に実行委員として参加、今年９月29
日～10月1日武蔵野プレイスにも参加します。
ほかの自治体で公園、寄稿もあります。

武蔵野コッツウォルズ

『武蔵野ものがたり』 三浦朱門・著

少年から青春時代を中央線沿線で過ごした著者が、
懐かしい友人たちの話に光を当て、移りゆく武蔵
野に思いを馳せる物語。戦前から戦後にかけての
多摩の歴史、変貌が臨場感のある文章から伝わっ
てくる。著者は、小学生のころ、武蔵境にも住ん
でいて、当時の駅前の様子などが興味深く書かれ
ている。その内容を現在の地図に照らし合わせて
いろいろと想像するのも楽しい。

▶団体紹介ページ p.9

▶団体紹介ページ p.11SELECTOR

SELECTOR



落語 立川流での体験談。
ともかくおもしろい話。

武蔵野落語同好会

『赤めだか』 立川談春・著

『小説昭和元禄落語心中』 東芙美子・著

落語家と恋愛。アニメ、コミックでもヒット。

一般社団法人きくっと

昔むかし、アフリカを出発して、長い年月を
かけてアメリカ大陸へ渡って来た、ネイティ
ブアメリカンの一族が語り伝えてきた、一万
年の旅の物語です。先へ先へと歩き続ける中
で起こる様々な出来事、中でもベーリング海
峡を、粘って粘って、ついに渡り終わった場
面は圧巻！経験から学んで知恵を生み出し、
その知恵を子孫に引き継いでいく様子は、見
事です。

『一万年の旅路ーネイティブ・アメリカンの口承史』

ポーラ・アンダーウッド・著

ご紹介する本はすべて武蔵野市内に所蔵しています

▶団体紹介ページ p.13

▶団体紹介ページ p.7

SELECTOR

SELECTOR



『写真俳句の愉しみ』 森村誠一・著

写真俳句の会

作家の森村誠一さんの書いた本です。
写真と俳句（川柳でも可）の組み合わせはとても
相性がよく、気軽の撮って気楽に一句、というあ
たらしい表現が楽しめます。だれでもできる趣味
として挑戦してみませんか。

『夢をかなえるゾウ 1』 水野敬也・著

とても読みやすい自己啓発本です。

『考える練習をしよう 普及版』 マリリン・バーンズ著

ミミカハンドメイド

問題にぶつかったとき、色んな視点から物事
の考え方を教えてくれる本。子供向けですが、
大人にもおすすめです。

CEVEC

▶団体紹介ページ p.4

▶団体紹介ページ p.12

▶団体紹介ページ p.14

SELECTOR

SELECTOR

SELECTOR



弱い立場に置かれた生産者や労働者、そして
消費者がフェア（公正）に取引の中で人間ら
しい生活を送れるよう支援する取り組み、
フェアトレード。それをまちぐるみで取り組
みを行っている「フェアトレードタウン」を
紹介する一冊です。

イギリスで声を上げた「フェアトレードタウ
ン運動」は世界に広がり、日本では熊本市が
最初に登録されました。そんな世界、そして
日本各地での活動をまとめています。フェア
トレードむさしのでは、東京初の「フェアト
レードタウン」を目指して現在ちいきぐるみ
の活動を続けています。是非手に取って読ん
でみてください♪

フェアトレードむさしの

シネマティック・アーキテクチャ東京

村上春樹の各作品は、主催しているカフェ
イベントでも一番話題になりますし、この
『海辺のカフカ』は、それぞれの人がそれ
ぞれの解釈で、褒めたり、ツッコミも拡大
解釈もできる“ゆるい”小説なところがいい
かなと。（本作のことではありませんが）
名作でもなくていい、でも自分がとても気
に入ってるから知ってもらいたい作品もあ
ると思います。

『海辺のカフカ』上・下巻 村上春樹・著

SELECTOR

『フェアトレードタウン：”誰も置き去りにしない”公正と共生のまちづくり』
渡辺龍也・著

▶団体紹介ページ p.5

▶団体紹介ページ p.10

SELECTOR



かつては身近だった草花や昆虫たちが、いま絶滅
しようとしています。彼らのすみかだった「さと
やま」とは、ヒトの節度ある自然の利用は管理に
よってつくられた、水田やため池、茅場や雑木林
などがパッチワークのような模様を生む、変化に
富んだ半自然です。

本書は、衰退の危機にある「さとやま」の歴
史や価値をさまざまな角度から描き、再生の道を
考えます。武蔵野の森を育てる会は、そのような
「さとやま」の一つである武蔵野の雑木林を再生
するために、多くの市民の方々とともに活動して
います。

武蔵野の森を育てる会

フードバンクむさしの

「サステナブル・フード革命－食の未来を変える
イノベーション」の第9章「食品廃棄物ゼロをどう
実現するか」にて、アメリカで「飢餓ゼロ・ごみ
ゼロ」の活動に取り組む企業とフードバンクとの
連携を取り上げている。

『サステナブル・フード革命』 アマンダ・リトル・著

『さとやま―生物多様性と生態系模様―』 鷲谷いづみ・著

▶団体紹介ページ p.8

▶団体紹介ページ p.6

SELECTOR

SELECTOR



どのまちにもあって、学びの拠点で
あり、家や学校・職場とは違う第三
の居場所であり、出会いや交流が生
まれる場でもある、図書館。武蔵野
プレイスも目指している、地域のひ
とびとをつなぎ豊かなまちにする取
り組みについて、多様なまちの事例
を紹介しています。

広場に人があつまり、魅力的な商品
とともに会話やにぎわいが生まれ、
そのまちがもっと好きになる。マー
ケットが生み出す空間の魅力、地域
を盛り上げる工夫などが紹介されて
います。

気になったことを、やってみる。困
りごとを、なんとかしてみようとす
る。自分たちひとりひとりがまちや
社会を作っているんだと改めて実感
することができる一冊です。

コロナ禍で人と会う機会が減った方も
多いと思います。慣れないオンライン
で集合したときも対面しているときの
ように会話が生まれる場をつくる工夫
がたくさんつまった、埼玉の市民活動

団体による試行錯誤の記録です。

『つながる図書館』
猪谷千香・著

『オンラインのあたたかい場づくり
自主研究ノート ver.1』

『自分で始めた人たち』
宇野重規・著

『マーケットでまちを変える』
鈴木美央・著

ご紹介する本は
すべて武蔵野市内に所蔵

しています
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11：00～14：00  

 

 

 

 

 本の展示 

 

〇市民活動団体のおすすめ本  図書フロア 

10/27（木）～11/13（日）9：30～22：00 

 ３階ワークラウンジ 〇市民活動関連図書展示 

 ワークショップ 

 
境南ふれあい広場公園（＊雨天時は館内）・３階ワークラウンジ 

 

11/6（日）11：00～14：00 

＊一部実費負担あり  

〇武蔵野プレイス登録市民団体による、ものづくりなどのワークショップです。  

 パネル展示 10/27（木）～11/13（日）9：30～22：00 

３階ワークラウンジ 

〇各団体による写真や作品などを展示し、日々の活動を紹介します。 


