
健康・運動・福祉

  ■日本獣医生命科学大学　親と子の乗馬教室

内馬術部部員の指導の下、馬装の見学、馬場馬、障害馬、2頭の運動紹介（速歩、駈歩、横運動等）引馬による体験乗馬を実施／￥無料／講日

本獣医生命科学大学馬術部／対 3歳以上のお子様と保護者／定 100名／日 11月5日（土）または6日（日）を予定①10：00～11：30②14：00～

15：30／場日本獣医生命科学大学第二校舎馬場／問日本獣医生命科学大学地域社会生涯学習委員会事務局☎31-4151

  ■高齢者筋力向上プログラム 「いきいき体づくり教室」

内市内スポーツクラブ（西地区）で行う、筋力維持・向上に効果的な運動とミニ講座／￥ 1,000円／講委託先の運動指導者／対 65歳以上の

市民／定 4クラス各12名／日年3期全6回火・金曜日11：00～12：00／場メディカルフィットネスクラブ武蔵境／問健康づくり支援セン

ター☎51-0793

▼下記6件の共通項目

￥セラバンド（430円予定）、ソフティボール（950円予定）／講外部講師／対令和4年4月1日現在60歳以上の武蔵野市民、自力で参加できる

方／日 1年間4月開講、AB2班に分かれて隔週開催／問高齢者総合センター社会活動センター☎51-1975

 ■地域健康クラブヘルスケアコース （Hコース） 運動強度：軽

内主に椅子に座ってストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／日木曜日14：00～15：00／場ぐっどういる境南（令和4年度は代

替会場：境南コミュニティセンターで開催）

 ■地域健康クラブライブリーコース （Lコース） 運動強度：中

内簡単なストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／日水曜日10：00～11：00／場境南コミュニティセンター

 ■地域健康クラブライブリーコース （Lコース） 運動強度：中

内簡単なストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／日木曜日10：00～11：00／場桜堤コミュニティセンター

 ■地域健康クラブライブリーコース （Lコース） 運動強度：中

内簡単なストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／日金曜日10：00～11：00／場関前コミュニティセンター

 ■地域健康クラブライブリーコース （Lコース） 運動強度：中

内簡単なストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／日金曜日11：45～12：45／場西部コミュニティセンター

 ■地域健康クラブフィジカルコース （Pコース） 運動強度：強

内ストレッチ、筋力トレーニング、リズム運動など／対新規申込75歳まで／日金曜日13：15～14：15／場西部コミュニティセンター

趣味・教養

▼下記2件の共通項目　
￥無料／講斎藤陽一／対市内（在住・在勤・在学）高校生以上／定各60名／日土曜日14：00～16：00／場市民会館／問市民会館☎51-9144

  ■市民講座 （美術）1期

内『絵画で読むギリシャ神話』第1回～絵画で読むギリシャ神話①～、第2回～絵画で読むギリシャ神話②～、第3回～絵画で読むギリ

シャ神話③～日①6月4日、②6月11日、③6月18日

  ■市民講座 （美術）2期

内『国宝「源氏物語絵巻」を読み解く』第1回～国宝「源氏物語絵巻」を読み解く①～、第2回～国宝「源氏物語絵巻」を読み解く②～、第3回～

国宝「源氏物語絵巻」を読み解く③～／日①12月3日、②12月10日、③12月17日

  ■市民講座 （料理）1期、2期、3期

内 1期『簡単！かわいい！和菓子体験　練り切りで「紫陽花」を作りましょう』、2期・3期：未定／￥ 1期：1,000円、2・3期：未定／講 1期：鳥居

満智栄、2・3期：未定／対市内（在住・在勤・在学）高校生以上／定各10～20名／日土曜日10：00～12：30、1期：6月18日、2期：9月17日、3期：

令和5年1月21日／場市民会館／問市民会館☎51-9144／他 2期・3期：保育あり

20

武蔵境地域

【凡例】  内：事業内容  ￥：費用  講：講師  出：出演  対：対象  定：定員  日：日時  場：場所  他：その他追記事項  問：問い合わせ先  

武
蔵
境
地
域



趣味・教養

  ■市民会館文化祭　特別講座 （美術）

内  『モネの日本～浮世絵との出会いと創造～」（仮）／￥無料／講斎藤陽一／対市内（在住・在勤・在学）高校生以上／定 60名／日 10月15日

（土）14：00～16：00／場市民会館／問市民会館☎51-9144

  ■令和4年度むさしの教育フォーラム

内学習者用コンピュータの活用（予定）／￥無料／講未定／対市民・教育関係者／定未定／日 11月5日（土）午後／場武蔵野スイングホー

ル／問指導課☎60-1898

  ■手話講習会 （初級・中級・上級）

内手話を学び、市の登録手話通訳者、通訳ボランティアを養成します／￥テキスト代実費負担／講聴覚障害者協会、登録手話通訳者連絡

会／対市内在住・在勤・在学の高校生～／定初級14名、中級及び上級16名／日 4月～令和5年2月①9：45～11：45②18：30～20：30／場武蔵

野スイングホール／問ボランティアセンター武蔵野☎23-1170

  ■自由大学講座

内武蔵野地域自由大学学生限定のオリジナル講座。年2回開講予定です【前期】「中東イスラーム世界を考える」【後期】未定／￥無料／講臼

杵陽／対武蔵野地域自由大学学生（同時入学可）／定各回50名程度／日【前期】6月3日、17日、24日、7月1日（金）10：30～12：00【後期】秋頃

／場武蔵野プレイス／問武蔵野地域自由大学事務局☎30-1904

  ■五大学共同講演会　亜細亜大学 「はじめてのシニアヨガ ｰフレイル予防からみるヨガの効果ｰ 」

内基調講演と各大学を代表する講師による6回の連続講演会／￥無料／講鹿内菜穂／対どなたでも／定 100名／日 10月11日（火）10：30

～12：15／場亜細亜大学／問武蔵野地域自由大学事務局☎30-1904

  ■五大学共同講演会　日本獣医生命科学大学 「豚熱の国内発生から4年：流行・防疫対策・研究の “いま”」

内基調講演と各大学を代表する講師による6回の連続講演会／￥無料／講青木博史／対どなたでも／定 100名／日 10月28日（金）17：00

～18：30／場日本獣医生命科学大学／問武蔵野地域自由大学事務局☎30-1904

  ■武蔵野市寄付講座 （後期）亜細亜大学　「現代教養特講　SDGsという現代の課題」

内武蔵野市の寄付により大学が開設する特設講座で、一般学生と一緒に大学で受講／￥ 5,000円（資料代）／対 18歳以上の市内在住・在学・

在勤の方および武蔵野地域自由大学学生／定 50名／日 10月7日～令和5年1月20日（金）（全13回）13：15～15：00／場亜細亜大学／問武蔵

野地域自由大学事務局☎30-1904

  ■武蔵野市寄付講座 （前期）日本獣医生命科学大学 「獣医学概論」

内武蔵野市の寄付により大学が開設する特設講座で、一般学生と一緒に大学で受講／￥ 5,000円（資料代）／対 18歳以上の市内在住・在学・

在勤の方および武蔵野地域自由大学学生／定 50名／日 4月12日～7月19日（火）全14回13：00～14：40 ／場日本獣医生命科学大学／問武

蔵野地域自由大学事務局☎30-1904

▼下記5件の共通項目

内武蔵野市老壮連合会との共催で実施する教養講座／￥無料／講未定／対どなたでも／定 180名（当日先着）／場武蔵野スイングホール

／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■老壮シニア講座 （10月）　日 10月19日（水）13：30～15：30

  ■老壮シニア講座 （11月）　日 11月9日（水）13：30～15：30

  ■老壮シニア講座 （12月）　日 12月7日（水）13：30～15：30

  ■老壮シニア講座 （2月）　日令和5年2月15日（水）13：30～15：30

  ■老壮シニア講座 （3月）　日令和5年3月15日（水）13：30～15：30
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▼下記2件の共通項目

内武蔵野市教育委員会では、生涯学習の一環として 聴覚障害者が多くの市民とともに学ぶ機会を設けています。この講座は、どなたでも

お気軽に参加いただける一般教養講座です／￥無料／講未定／対どなたでも／定 100名程度／場武蔵野プレイスほか／他オンラインで

の開催は未定／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■聴覚障害者教養講座 （第1回）　日 9月10日（土）18：30～20：30

  ■聴覚障害者教養講座 （第2回）　日 11月19日（土）18：30～20：30

  ■はたらく大人のサードプレイスセミナー

内働く人のために役立つ講座／￥ 1,000円程度／講伊藤羊一／対どなたでも／定 50名程度／日令和5年1月21日（土）10：00～12：00／場

武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■武蔵野プレイス天文学講座

内最新の天文学について、専門家から学ぶ講座です／￥ 500円程度／講未定／対中学生～／定 50名程度／日冬頃17：00～18：30／場武

蔵野プレイス／他オンラインでの開催は未定／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■武蔵野プレイス食文化講座

内「食」の楽しさと奥深さを味わう講座。年2回を予定しています／￥ 1,000円程度／講第1回：工藤詩織（豆腐マイスター）、第2回：未定／対

高校生～／定 30名程度／日第1回：9月17日（土）13：30～15：00、第2回：日時未定／場武蔵野プレイス／他オンラインでの開催は未定／問

武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■市民活動啓発事業　映画上映 「もったいないキッチン」

内市民活動の裾野の拡大を図るため、市民活動に対する意識や関心を高めると共に参加のきっかけとなる講座／￥無料／講未定／対中

学生～／定各回30名／日 6月12日（日）①10：30～12：15②14：00～15：45③19：00～20：45／場武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス市民

活動支援係☎30-1903

  ■市民活動人物紹介

内市民活動を行っている方を展示等で紹介します／￥無料／対どなたでも／定未定／日 10月頃、時間未定／場武蔵野プレイス／他オン

ラインでの開催は未定／問武蔵野プレイス市民活動支援係☎30-1903

  ■市民活動マネジメント講座　①組織運営1、②組織運営2、③法人設立、④会計税務、⑤広報

内市民活動を始める時や続けるために役立つ実践的な内容の講座です／￥①1,500円②～⑤1,000円程度／講①惠晋一②～⑤未定／対①

パワーポイントを使っての動画編集を学びたい市民活動をしている方②～⑤市民活動に興味のある方／定①20名②～⑤未定／日①6月4

日（土）、5日（日）13：30～15：30②9月頃③8月頃④10月～11月⑤12月頃、②～⑤時間未定／場武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス市民活

動支援係☎30-1903

  ■市民活動団体企画講座

内プレイス登録市民活動団体が企画・運営する市民活動に関する講座です。企画を公募し、採用した団体の企画を実施します／￥ 講 対 定

未定／日 11月～令和5年1月（全3回・単発）、時間未定／場武蔵野プレイス／他オンラインでの開催は未定／問武蔵野プレイス市民活動支

援係☎30-1903

  ■市民活動団体個別PR

内プレイス登録市民活動団体の設立目的や活動内容等をPR・普及する場を提供します／￥無料／講 対 定未定／日 11月～12月頃、時間未

定／場武蔵野プレイス／他オンラインでの開催は未定／問武蔵野プレイス市民活動支援係☎30-1903

  ■市民活動団体紹介展

内プレイス登録市民活動団体の活動内容等を展示等で紹介します／￥無料／講未定／対どなたでも／定未定／日 2月頃、時間未定／場

武蔵野プレイス／他オンラインでの開催は未定／問武蔵野プレイス市民活動支援係☎30-1903

  ■市民活動フロア運営協議会

内市民活動フロアの運営に関して、利用者参画を実現し、利用者ニーズを反映させるための協議会を運営します／￥無料／対高校生～／

日未定（全6回程度・単発）、時間未定／場武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス市民活動支援係☎30-1903
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文化・交流・芸術・音楽

▼下記3件の共通項目

￥無料／対どなたでも／定満席まで／場武蔵野スイングホール／問武蔵野市民芸術文化協会☎60-1856

  ■武蔵野市民芸術文化協会　自主イベント 「朗読のしらべ」

内朗読・朗読劇など／日 6月11日（土）13：00～

  ■武蔵野市民芸術文化協会　文化祭 「朗読のしらべ」

内朗読・朗読劇など／日 9月17日（土）時間未定

  ■武蔵野市民芸術文化協会　文化祭 「演劇」

内詳細未定／日 10月1日（土）、2日（日）時間未定

▼下記2件の共通項目

￥ 1,000円／講武蔵野ふるさと歴史館学芸員 米崎清実／対市内（在住・在学・在勤）中学生～／定 15名／場武蔵野ふるさと歴史館／問生涯

学習スポーツ課ふるさと歴史館係☎53-1811

  ■古文書解読講座　初級編Ⅰ

内くずし字の読み方を初歩から学ぶとともに、武蔵野市の歴史や文化に理解を深めます／日全10回（連続）原則第2日曜日14：00～16：00

  ■古文書解読講座　初級編Ⅱ

内古文書解読を対象にくずし字の読み方をさらに学び、武蔵野市の歴史に理解を深めます／日全10回（連続）原則第4日曜日14：00～

16：00

▼下記5件の共通項目

￥無料／対中学生～／場武蔵野ふるさと歴史館／問生涯学習スポーツ課ふるさと歴史館係☎53-1811

  ■歴史館大学①　考古学実習

内井の頭池遺跡群出土資料の取り扱いや整理作業、研究方法について学びます／講武蔵野ふるさと歴史館文化財指導員 紺野　京／定

10名／日全10回（連続）原則第4土曜日15：00～16：30

  ■歴史館大学②　近世武蔵野地域学

内江戸時代の武蔵野についてさまざまなテーマから解説します。受講者も自ら調べ発表してもらいます／講武蔵野ふるさと歴史館学芸

員 米崎清実／対古文書解読の能力を有する方／定 10名／日全10回（連続）原則第4日曜日10：00～11：30

  ■歴史館大学③　歴史公文書で見る武蔵野の近現代①

内歴史公文書を使い、武蔵野市域の近現代史、公文書の保存の大切さ、利用のしくみを学ぶ講座です／講武蔵野ふるさと歴史館公文書専

門員 髙野弘之／定 10名／日全10回（連続）原則第4日曜日13：15～14：45

  ■歴史館大学④　東国の中世

内中世の古文書や御成敗式目を読み、中世の成り立ちや武家社会の様相について学びます／講武蔵野ふるさと歴史館学芸員 木村　遊

／定 10名／日全10回（連続）原則第4土曜日13：15～14：45

  ■歴史探訪講座 「武蔵野ふるさと歴史館に紙芝居一座がやってくる！」

内昔懐かしい紙芝居口演による武蔵野の歴史や昔話から武蔵野への理解を深める講座／￥無料／講むさしの紙芝居一座／対どなたでも

／定なし／日 5月、7月、9月、11月、1月、3月（単発）原則第4日曜日13：30～14：30／場武蔵野ふるさと歴史館／問生涯学習スポーツ課ふる

さと歴史館係☎53-1811
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文化・交流・芸術・音楽

  ■文化財防火セッション

内学芸員・文化財指導員による文化財を用いた調査・研究の成果報告／￥無料／講武蔵野ふるさと歴史館学芸員他／対中学生～／定満席

まで／日 2月予定、全5回（単発）、土・日曜日、時間未定／場武蔵野ふるさと歴史館／問生涯学習スポーツ課ふるさと歴史館係☎53-1811

  ■企画展関連講演会 （予定）

内企画展に関連した講座／￥無料／講未定／対小学生～／定満席まで／日未定、全4回予定（単発）、時間未定／場武蔵野ふるさと歴史館

／問生涯学習スポーツ課ふるさと歴史館係☎53-1811

  ■文化財保護委員特別講義

内文化財保護委員による特別講義／￥無料／講未定／対小学生～／定満席まで／日未定、全2回（単発）、時間未定／場武蔵野ふるさと歴

史館／問生涯学習スポーツ課ふるさと歴史館係☎53-1811

▼下記2件の共通項目

内子育て中の方が、共に学び育てあうことを目的として開催。保護者の学びと並行して、子どもたちは、集団生活を体験する／￥材料費／

対市内在住の2歳～3歳の未就園児とその保護者／定各12組（24名）／場市民会館／問市民会館☎51-9144

  ■親と子の教室　2期　日火曜日9：30～11：30①10月11日、②10月25日、③11月1日、④11月8日、⑤11月15日、⑥11月22日

  ■親と子の教室　3期　日金曜日9：30～11：30①令和5年1月13日、②1月20日、③1月27日、④2月3日、⑤2月10日、⑥2月17日

▼下記4件の共通項目

￥無料／対市内在住の1歳6ヶ月～2歳6ヶ月児とその保護者／定各16組（32名）／場市民会館／問市民会館☎51-9144

  ■親と子の広場　1期

内親子でリトミックの体験をとおして遊ぶ楽しさを共感し、親子ともに新しい友だちとのふれあいの場とする／講安藤朋子／日水曜

日10：00～11：30（①6月8日、②6月15日、③6月22日、④6月29日）

  ■親と子の広場　2期

内親子で想像力を駆使した表現あそびを行い、「おはなし」の世界で遊ぶ楽しさを共感してもらう／講NPO法人あそび環境Museumア

フタフ・バーバン／日水曜日10：00～11：30（①9月7日、②9月14日、③9月21日、④9月28日）

  ■親と子の広場　3期

内親子でリトミックの体験をとおして遊ぶ楽しさを共感し、親子ともに新しい友だちとのふれあいの場とする／講安藤朋子／日水曜

日10：00～11：30（①11月30日、②12月7日、③12月14日、④12月21日）

  ■親と子の広場　4期

内親子で想像力を駆使した表現あそびを行い、「おはなし」の世界で遊ぶ楽しさを共感してもらう／講NPO法人あそび環境Museumア

フタフ・バーバン／日火曜日10：00～11：30（①令和5年2月7日、②2月14日、③2月21日、④2月28日）

  ■遊びのミニ学校

内考える楽しさ、作る楽しさを親子で一緒に体験します。工作、実験、料理などを全3回／￥ 1,000円程度／講未定／対市内在住・在学の小

学生とその保護者／定各12組（24名）～20組（40名）／日土曜日10：00～12：00（①12月3日、②12月10日、③12月17日）／場市民会館／問

市民会館☎51-9144

  ■第15回風琴サロン　夏休み！子どものための 「オルガンと遊ぼう」ワークショップ

内演奏を聴いて、オルガンと遊んだ後、分解したオルガンをみんなで組み立てます／￥未定／対参加：小3～高校生、見学：4歳以上／定各

回参加10名、見学120名／日 8月20日（土）①10：00～②14：30～／場武蔵野スイングホール／問文化生涯学習事業団文化事業部☎54-8822

  ■夏季平和事業　一般向けイベント

内平和に関するイベントや映画上映など／￥無料／対どなたでも／定未定／日 8月予定時間未定／場武蔵野プレイス／問市民活動推進

課☎60-1829
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文化・交流・芸術・音楽

  ■ 【男女共同参画フォーラム2022】男女平等とサステナブルな社会

内 10年後の未来、世界のどこにいても幸せに生きるためにできることについての講演会／￥無料／講大崎麻子／対どなたでも／定 60名

／日 6月25日（土）14：00～16：00／場武蔵野スイングホール／問男女平等推進センター☎37-3410

  ■ 【男女共同参画フォーラム2022】団体公募企画②

内令和時代の地域アクション　地域防災×ジェンダー×教育／￥無料／講小山内世喜子／対どなたでも／定 60名／日 6月26日（日）

13：30～16：00／場武蔵野プレイス4階フォーラム／他企画運営：作ろう！みんなのジモト Wa-shoiパートナーシップ／問男女平等推

進センター☎37-3410

  ■ 【男女共同参画フォーラム2022】団体公募企画③

内ちいさき声を活かせる街へ　性の多様性の観点から考えたいこと＆暮らしの無料相談会／￥無料／講田中　勉／対どなたでも／定 60

名／日 7月2日（土）14：00～16：00／場市民会館集会室／他企画運営：東京都行政書士会武鷹支部／問男女平等推進センター☎37-3410

  ■ミャンマー家庭料理教室

内ミャンマー出身講師と一緒にミャンマー式チキンカレーとお茶の葉サラダを作って交流します／定 9名／日 6月4日（土）9：45～12：45

／場市民会館料理室／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■世界を知ろう！世界の人とふれあおう！インド編

内インド出身のゲストスピーカーから母国の文化、言語、街の様子について話を聞きます／￥無料／対どなたでも／定 15名／日 6月4日

（土）14：00～15：20／場スイングスカイルーム／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■外国語会話交流教室 （内容未定）

内外国出身の講師による初級会話と生活文化の紹介／￥ 8回で6,000円（MIA会員は4,000円）／対 18歳以上（対象言語の学習歴がない方）

／定 10名／日年間3回、毎週土曜日10：00～12：00、全8回で実施／場スイング9F MIA会議室／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■各国家庭料理教室 （内容未定）

内外国出身講師と一緒に外国の家庭料理を作って交流します／対どなたでも／定各回9名／日年間約4回、土曜日9:45～12:45、もしくは

13：45～16：45／場市民会館料理室／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■世界を知ろう！世界の人とふれあおう！ （内容未定）

内地域在住の外国人から母国の文化、暮らし、日本で住んで感じていることについて話を聞きます／￥無料／対どなたでも／定各回15名

／日年間約3回、土曜日14：00～15：20／場武蔵野スイングスカイルーム他／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■MIA日本語サロン （時期未定）

内地域在住外国人が日本語の学習ニーズを出し合いボランティアと言葉や情報を学習します／対外国人／定 10名／日不定期／場武蔵野

スイング9F MIA会議室／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■外国人のためのMIA日本語コース

内地域在住外国人にボランティアが日本語の使い方や生活情報を紹介します。参加者間の多文化情報交換もあります／対日本語初級者／

定各回12名／日下記3期間の木・金・土曜日、10：30～12：00①5月12日（木）～7月16日（土）②10月6日（木）～12月10日（土）③令和5年1月5

日（木）～3月18日（土）／場武蔵野スイング9F MIA会議室／他木・金曜日は乳幼児保育各4名まで／問武蔵野市国際交流協会☎36-4511

  ■お父さんお帰りなさいパーティ （おとぱ）

内主にシニア世代の男女を対象に趣味・地域活動団体の紹介を目的としたイベントを開催／￥無料／対高齢者（事前申込）／定 40名／日

6月12日（日）13：00～16：00／場武蔵野スイングホール／問ボランティアセンター武蔵野☎23-1170

  ■いきいきセミナー （後期）

内シニア世代の仲間づくりと生涯学習のきっかけづくりを目的とした講座／￥無料（実費あり）／講成蹊大学名誉教授大久保洋子ほか／対

市内在住の60歳以上（9月1日時点）※老壮大学、老壮セミナー、いきいきセミナー修了者を除く／定 20名／日 9月5日～12月12日（月）全13回

（連続）主に13：30～15：45／場武蔵野プレイスほか／他オンラインでの開催があります／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901
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文化・交流・芸術・音楽

  ■子育て世代向け講座

内子育て中の方へ向けた心の充実と子育てに役立つ知識を得る講座／￥ 800円／講二神泰希／対子育て中の方／定 25名／日 6月11日

（土）14：00～15：45／場武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■プレイスコンサート

内プレイス主催で行うミニコンサート。音楽だけでなく、楽器についてなども聞くことができます／￥無料／対 定未定／日 8月11日（木・

祝）、12月（予定）①14：00～14：40②16：00～16：40／場武蔵野プレイス／問武蔵野プレイス生涯学習支援係☎30-1901

  ■市民活動団体相互交流事業

内プレイス登録市民活動団体の交流を促進するイベントです／￥未定／対 定未定／日①7月頃②3月頃、時間未定／場武蔵野プレイス／

他オンラインでの開催は未定です／問武蔵野プレイス市民活動支援係☎30-1903

その他

  ■点訳講習会

内点訳を学び、市内点訳サークルにて活動していただくことを目標とした講座です／￥無料／講点訳サークル六実会／対市内在住・在

勤・在学の18歳～／定 6名／日 5月～令和5年2月10：00～12：00／場武蔵野プレイス／問ボランティアセンター武蔵野☎23-1170

26

武蔵境地域

【凡例】  内：事業内容  ￥：費用  講：講師  出：出演  対：対象  定：定員  日：日時  場：場所  他：その他追記事項  問：問い合わせ先  

武
蔵
境
地
域


