
空手ストレッチ研究会

日本空手協会松濤館流の基本と型をお手
本にしたストレッチ感覚のレッスンで
す。中高年の女性が活躍中！バランスの
とれた心と身体を目指します。
（毎週金曜午前プラッツ5階スタジオにて）

都市整備部計画課

計画課では、府中市景観計画に基づ
き、一定規模以上の建築物や屋外広
告物等に対して、色彩や配置等につ
いて、良好な景観を維持するように
事業者に指導をしております。

NPO法人
ACT府中たすけあいワーカーズぽぽ
私たちは誰もが困ったときに助け合
える仕組み作りを実現するため1996
年5月に誕生。府中市民を対象に在宅
福祉サービス事業、多世代交流事業
などを通じて地域をいきいきとくら
すための手伝いをしています。

34
35バルトホール
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府中国際交流サロン
市内在住外国人を対象に日本語教授
法研修受講を終了された市民ボラン
ティアが日本語学習支援を行ってい
ます。1対1で生活に必要な日本語を
学習します。市民公募のイベントを
開催しており、交流することができ
ます。

ふぁぶらぼ☆くらぶ

いろいろな材料で何か作ろうという会
の出発でしたが、現在は折り紙を中心
に8才から90才までの幅広い年齢層で
活動しています。お互いに教えあった
り、おしゃべりしたり、交流の場とし
ての楽しみもでてきました。

社会福祉法人　
ひばり福祉会
ひばり福祉会では、障害があっても
地域で豊かに暮らしていける事、働
く事や様々な活動を通して生き生き
と日常生活を送れる事、障害を持つ
全ての人が、健康的で文化的な生活
が送れるよう自立支援、生活援助を
目指しています。

参加団体紹介

府中市民協働まつり第5回　
団体活動スペース

ヒッポファミリークラブ
ポンテの会
府中市在住の留学生、外国の方、
その他様々な人との出会いを楽し
みながら、お互いの理解を深める
事を目的としています。会の名称
「ポンテ」は「橋」の意味です。
人と人とをつなぐ、場になること
を願っています。

若石健康法フットセラピー府中

足からの健康法（リフレクソロ
ジー）を通し、自分や家族の健康を
守る予防医学の大切さをお伝えして
います。地域イベントへの出店や簡
単セルフケア講座の開催、災害時ケ
アの取り組み、勉強会などを行って
います。
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NPO法人
府中ICTネットワーククラブ 

一般市民を対象にICTを利活用して
地域のネットワークを構築し、ニー
ズに取り組む活動を行っています。
高齢者に対するパソコン教室、市民
に対する料理教室、ブルーベリー栽
培教室や、子どもに対する絵画教室
を行っています。

どんな方でも「自分でしたいこと」
「自分ができること」で『まち』と
関われること、それを探して形にす
ることのお手伝いをしています。
コミュニティカフェ「よろずやカ
フェ」ラジオよろずやカフェ　　
各種ワークショップ

NPO法人　
府中市民活動支援センター

13 14
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ワークセンターこむたん

ワークセンターこむたんは、日々様々な
障害のあるメンバーが集い、働き、励ま
し、助けあって活動しています。私たち
は、メンバー一人ひとりの夢やねがいを
大切にした活動をめざしています。

府中市赤十字奉仕団

日本赤十字社の地域のボランティア
団体です。主に、日赤への寄付金募
集活動を行っており、また地域の防
災訓練の炊出し訓練の実施や、市内
の大学や運転免許試験場にて、日赤
が実施する献血活動を手伝ってい
ます。

3

地域を明るくする
リハビリテーション専門職の会

リハビリテーション専門職が、普段
は病院や施設で発揮している能力を
地域で発揮することで地域を明る
くすることを目的に活動をしてい
ます。対象者は一般の方でも病気や
ケガを負った方、障がいをお持ちの
方も含みます。
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市民活動交流スペース

NPO法人
パーソナルケアサービスみもざ

誰もが自立し、安心して自分らしく
暮らしていけるように、助け合う事
を目的とし、1997年に発足した会員
制の手助けの会です。その他、子育
て支援や障害者福祉・府中市移動支
援の福祉事業を柱に活動していま
す。
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act634府中

act634府中は府中の未来を良くし
ていこうという主体的な市民活動
を実践しています。様々な分野の
プロジェクトが動いてますが、モ
ットーは「楽しく無理をしない。」
自由でゆるやかなつながりがそこ
にあります。

株式会社サンドラッグ

ドラッグストアとして「安心・信頼・
便利」をモットーに、幅広い品揃え
と、専門スタッフによるお客様の健
康相談への対応や、病気や薬に関す
るきめ細やかな説明を行い、付加価
値を高めた商品を提供しています。

NPO法人手のひら健康バレー協会

健康をテーマに、障がいのある方も
ない方も一緒にできる「手のひら健
康バレー」の普及活動をしています
30ｇの軽いボールを手のひらにあて
て、何回パスができたかの記録を楽
しむスポーツです。府中で考案され
ました。

情報・雑誌コーナー
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行政管理部
新庁舎建設推進室
府中市新庁舎は、「市民に親しま
れ、府中らしさを受け継ぐまちづく
りの拠点となる庁舎」を基本理念と
して、平30年3月に実施設計が完了
し、令和3年5月着工、令和8年11月の
竣工を目指して取り組んでいます。

28

点訳ボランティアてまり

私達は、視覚障がい者の方々の生活
や趣味等のサポートをする一手段と
して、点訳活動を行っております。

ママチャーリーズ
子育て情報サイト「てくてく府中」
の運営や情報誌「てくてくひろば」
の製作、子育て世帯向け交流会の企
画などを中心に活動しています。メ
ンバーは全員府中市在住の子育て中
のママ。無理せずのんびり楽しんで
います。

コンビニで住民票が取得できること
をご存知ですか？私たちは、マイナ
ンバーカードの普及促進とマイナン
バーカードを使った、コンビニでの
証明書交付サービスの推進に取り組
んでいます。

市民部総合窓口課

ホワイエ 2726
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猫にゃんネットワーク府中 

社会人の猫ボランティア団体です。
活動時間は少なくてもできることを
ひとつずつ積み重ねています。「飼
い猫」の適正管理、「飼い主のいな
い猫」への地域猫対策の提案など、
写真展や勉強会を開催し啓発活動も
行なっています。

20

府中市・小金井市の病院、事業所、
福祉施設、学校、保育園で働く栄養
士・管理栄養士の集まりです。食事
を通して健康を維持できるよう、情
報交換や勉強会、料理講習会を行っ
ています。

府中市自治会連合会

府中市自治会連合会では、各種活動
を通じて地域の安心安全を図るため
の活動を実施しております。
自治会員の募集も行っておりますの
で、お気軽にお問い合わせください。

多摩府中給食施設協議会
府中小金井支部

Human Book cafe

リアルで多様な生き方を試し読みでき
る「HumanLibrary」の開催を目標に活動
中。この図書館の「Human Books」は、
LGBT、障がい者、外国人等に限らず、
自分のリアルをちょっとだけ共有して
くれる人達のこと。30分の読書体験を
通じ、生活経験を豊かにしませんか？

191817
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生活環境部環境政策課
府中市環境保全活動センター

環境保全に関する学習・交流・活動
の場の提供、市民等を対象としたセ
ンタ―の主催事業、広報誌の発行や
関係団体の事業支援などの活動を通
して、市民等とパートナーシップを
構築し取組を進めていきます。

32

市民協働推進部
協働推進課
私たちは、市民協働の理念を広く市
民の皆様や職員に理解いただくた
め、各種啓発事業の実施や市民協働
の推進のための基盤整備に取り組ん
でいます。11月は市民協働推進月
間！ぜひ協働について考えてみてく
ださい。

都市整備部管理課

市では、老朽化する道路、橋、公園な
どのインフラの安全性を確保するた
め、多くの取組を進めています。この
取組の推進には市民の協力が必要不可
欠ですので、この機会に市のインフラ
の現状と取組をご覧ください。

政策総務部政策課

東京2020オリンピック・パラリン
ピックの気運醸成を図るため、府中
市の取組をまとめたPR展示を行いま
す。

313029

府中カーレットクラブ

府中カーレットクラブはカーレット
の普及とそれに伴って、多世代が楽
しめる軽スポーツで社会貢献をした
いと活動しています。簡単なルール
で競技できるので、子どもも大人も
同じように楽しむことができます。

40

かんきょう塾ネット

私たちは、幅広く環境について学ぶ
とともに環境学習の企画推進を図
り、環境に優しい市民の拡大に寄与
する目的で活動しています。主に市
民向けの環境講座と親子向けイベン
ト等を、市との協働で企画実施して
います。
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生命の樹

介護や認知症について、地域の方々に興
味、関心を持って頂きたい想いから、介
護や認知症に関する映画上映会、認知症
の講座の実施を行っています。誰もが安
心して暮らせる街づくりに貢献すること
を目的としています。

36
リメイクBENI

着物の生地（古布）の素晴らしさ、
奥深さを通じて皆さんとのつながり
が少しずつ広がっていると実感して
います。少しずつでも仲間を広げて
ゆきたいと思います。他のジャンル
でも協力出来そうなグループがあれ
ば嬉しい。

NPO法人府中アスレティック
フットボールクラブ
私たちは、「府中市民の誇りとなる
総合型地域スポーツクラブ」の実現
をミッションに掲げるNPO法人です。
多種目、多世代、多志向の様々なニ
ーズに対応可能なプラットフォーム
の構築を目指しています。

緑山吹矢塾

緑山吹矢塾はスポーツ吹矢を通し
て、脳の老化防止・ストレス解消・
肩こり改善などの健康効果を追求し
ています。活動は60歳代から80歳代
の男女ほぼ同数で毎月3回、段位取得
と大会で入賞を目指して練習をして
います。

393837
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らん個個☆カフェ

あらゆる年代を対象に、お互いの強
みや個性を活かした活動を通して、
幸せな日々を創造する。（月1～2回
茶話会。読書会。情報交換。手作
り。など）

ローズクラブ

平均年齢はかなり高い「チーム」
ですが、洋裁、和裁の元プロが居
ますので、経験のないメンバーも
楽しく活動しています。最近は新
しい物にもチャレンジし、チーム
内の交流をし、ボラ活動も視野に
入れて活動中です。

4241

番号はマップ上に記載の
出展場所を示しています

一般社団法人

ピュアハート協会
インドのコルカタにあるレインボー・
ホームの支援のために、毎週土曜日の
午後に使用済み切手の仕分け作業を
行っています。その収益金はインドの
貧しい住民の保育園運営や職業訓練の
費用として使われています。

府中の企業・事業者が取り組むCSR/CSVポスターセッション参加団体　（順不同）

アフラック専門　
よくわかる！ほけん案内
府中店

京王電鉄 株式会社

株式会社 花智

キユーピー 株式会社

株式会社
ジャパンビバレッジイースト
府中支店

相田化学工業 株式会社

NPO法人純銀アート協会

ＴＯＨＯシネマズ府中

ママヴィ

（モンテッソーリ教室

マヴィのおうち）

有限会社 浜喜屋

株式会社 エイチ・アイ・エス

株式会社 GREEN Forest
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株式会社 サニーワークス

モランボン 株式会社

手話サークルかんたん

府中市在住、在勤、在学の方を中心に
毎週活動しています。主に手話学習を
しながら手話歌を覚えています。手話
ボランティアにも積極的に参加し、手
話をもっと身近に感じていただくよ
う、啓蒙活動にも努めています。

サランの会

韓国語を学びながら広く国際友好に努め
ている団体です。毎週火曜日午前中に韓
国語を学んでいます。市民の方なら誰で
も参加できます。韓国語を学びながら韓
国へ行き歴史を学んだり、市民交流をし
ませんか！！

11
ケアチーム大芽

東府中駅から５分のところで、精神障害
をお持ちの方に活動の場、働く場、ほっ
とできる場を提供しています。製作品を
販売したり、受託の清掃等で得た賃金
は、通っている方の工賃になります。

東京ヤクルト販売株式会社



府中deボッチャ
「府中deボッチャ」は、パラリンピッ
ク競技であるボッチャを通して、老若
男女、障がいの有無、国籍を超えたコ
ミュニティ作りを目指しています。
「百聞は一投にしかず！」

おはなしキャンプ

NPO法人　
日本学校演劇教育会
舞台表現に関わる学習を通して心身の健
康を保ち自己肯定感を向上させることを
目的とし、学校演劇に関わる様々なこと
をサポートしています。学校関係者に限
らずお手伝いできそうなことがあればご
相談ください。

「読書で知識を！！体験で智恵を！！」
をテーマに読み聞かせ等の読書活動とそ
の読み聞かせに関する体験活動を実施し
ています。又、親子レンタルスペース
「わっと！」も運営しています。

おはなし夢くらぶ

生の声で聞く「おはなしの世界」を楽しん
でもらおうと、赤ちゃんから大人を対象に
語りや読み聞かせ、わらべ歌遊びや簡単な
おもちゃ作りをしています。親子で楽しん
だ体験は何よりの思い出です。ぜひ、ご家
族みんなで参加してください。

電彩アート府中支部

NPO法人
アマフェッショナルTAMA

地域社会において働く意欲を持つ女性・
中高年者・障害者が働く場を通じて、就
業・起業の自己表現の達成と働くための
健康づくりを支援し、これらの事業を通
して地域社会の発展に寄与することを目
的としています。

私たちは「住民みんなで気づき・考
え・関わり・行動するささえあいのま
ちづくり」をめざして、市内11ヶ所の
文化センターを拠点とし、地域住民の
方々とわがまち支えあい活動を実施し
ています。どなたでもご参加できます
のでご意見などお聞かせください。

児童の美育活動の推進を目的に市内
小学生の絵画作品の公募、展示、表
彰し、市内介護施設や病院等で巡回
展を行っています。観覧者の作品へ
の感想を描いた児童に伝え、創作意
欲を醸成しています。

ひな草の会

花壇ボランティアのグループです。
老人ホームや市民花壇の手入れをし
ています。苗を育て老人ホームなど
に配布しています。また、押し花を
活用し、イベントや老人ホームで作
品作りをしています。サロンもやっ
てます。

府中子ども劇場 生活環境部経済観光課
消費生活センター

マインズ農業協同組合

わたしたちは、しっかりした意志を
持った集団として、『農』を中心と
した”みどり”豊かな”笑顔”の絶
えない明るい地域社会の発展に貢献
します。

ZAT（図工アート隊）

ＺＡＴ（図工アート隊）は図工を通
して、市民と楽しい時間を共有する
秘密部隊です。子どもたちによる子
どもがつくった部隊で、まちの人が
楽しめる企画を考えたり、子どもた
ち自身でワークショップをひらいた
りと様々な事にチャレンジをしてい
く集まりです。

会費で生の舞台（人形劇や劇、音楽、
芸能）を見る親子の会です。キャンプ
をしたり、人形づくりや南京玉すだれ
のワークショップ、おまつり参加な
ど、子どももおとなも一緒に楽しみま
す。「府中ふれあいこどもまつり」に
も参加しています。

ボーイスカウト府中第1団

大國魂神社境内にある団ルームを拠
点として活動しています。小学生か
ら大学生までが、スカウトならでは
の野外活動やキャンプ、大國魂神社
行事や市民体育祭などでの奉仕活
動、市内清掃などを行っています。

消費生活センターは、府中市が運営
する「消費者のための相談を行う機
関」です。悪質商法による被害や製
品事故など消費生活に関する相談に
応じるほか、消費生活の安定と向上
を図るための各種業務を行っていま
す。

府中がんケアを考える会

がん患者さんと家族を支える緩和ケ
アについて広く知ってもらうため、
市民を対象に年2回講演会を開催す
るほか、月1回がん患者と家族で語
り合う会をもうけています。お気軽
にご参加下さい。会員も随時募集し
てます！

府中まちコム舎

府中市内や周辺地域の暮らしに密
着した情報を伝える地域情報サイト
『府中まちコム』を制作・運営して
います。エッセイ、詩、写真、イラ
ストなどを発表する場として広く皆
さんに利用していただきたいと願っ
ています。

NPO法人 けやきの会

私たちは、カウンセラーの有資格者の
集団です。誰もがその人らしく生き生
きと生活できる社会を目指して、ここ
ろの健康をサポートしています。多摩
地域を中心にカウンセリングやセミナ
ーなどの活動をしています。

就労移行支援 manaby
府中駅前事業所
manabyは、障害をお持ちの方が仕事
につくまでの道のりをサポートする
就労移行支援事業所です。ITスキル
を学び、自宅で働くという選択肢を
提供し「一人ひとりが自分らしく働
ける社会をつくる」ことを目指して
います。

ペーパークイリングサークル 

3ミリ幅の紙帯を使い、お花やミニ
チュアを作るペーパークラフトで
す。簡単なお道具から始められ、手
を使い脳の活性化と物を作る創造力
を養うことが出来ます。

宮地楽器 MUSIC JOY 府中

Children Film Workshop
Youth Action for 府中i-ze（いーぜ）

府中市の子どもたちに向けた演技・
映像制作などのワークショップやイ
ベントをしている団体。「府中市の
子どもたちと映画を作る」ことを目
標に活動中。

子ども達と周りの大人達に、キャリ
ア教育、目標達成プログラム「ド
リームマップ」を使用しワーク
ショップを開催しています。簡単に
将来のビジョンが描け、主体的に考
えワクワクする人気の対話型ワーク
ショップです。

若者の力で府中をもっと良い場所に
することを軸として、場づくりや空
き家活用、若者と地域をつなげるイ
ベントや若者による街中でのイベン
トなどを開催しています。

MOA美術館府中児童作品展
実行委員会

くらしと未来を考える会

48回続いた府中消費生活展の精神を
受け継ぎ、農業、食の安全、食育、
環境、エネルギー等消費生活におけ
る様々な課題を解決することを目指
して活動しています。

トランジションタウン府中

外に頼りきりの都市生活に疑問をも
ち、無理なくできる範囲の地産地
消・持続可能な暮らしをめざす市民
グループです。地域で繋がりながら
楽しく活動してます。地元農業を応
援するミニコミ誌「府中はたけ日和」
も発行。

地域の高齢者や子ども家庭、忙しい方な
ど、どなたにでも手作りのお弁当をお届
けします。地場・国内産を中心に無添加
の食材・調味料を使用。食の安全安心を
求める地元主婦による地域密着型のコミ
ュニティビジネスです。

ワーカーズコレクティブ 
椀もあ 

Y+I kitchen

いつまでも元気で過ごすためにシニ
ア・プレシニア、その他年齢を問わ
ず介護予防のための料理教室を開催。
また、中国人のママによる中国の家
庭料理の教室も行っています。

TINY YOU 
～one and only～
パキスタン北部山岳地に暮らす子供
達は勉強することに意欲的ですが、
貧しく満足にノート等買うことすら
できません。タイニーユーはそんな
子供達が必要としている文房具を現
地に運び届ける活動を続けていま
す。

NPO法人 府中かんきょう市民の会

私たちは府中市の協力を得て、多く
の楽しいイベントや府中市政への提
言活動、東京農工大学との協働活動
などを行い、府中のまちを住みやす
く次世代の子どもたちに誇りをもっ
て残していけるまちづくりをめざし
て活動しています。

シェア・インターナショナル
・ネットワーク

わたしたちは、世界の平和と進歩を願い、
人類と地球全体に益をもたらすというグ
ループ瞑想をしています。国際月刊誌「シ
ェア・インターナショナル」編集長Ｂ・
クレーム氏推奨のエネルギーを伝導する
奉仕の瞑想です。

公益社団法人　

府中市シルバー人材センター
働く意欲をも持っている60歳以上の方
に、就業を通して社会参加・健康維持・
会員相互の親睦、そして地域社会への貢
献を果たしていくため多くの元気な高齢
者の方に入会の促進を図っています。

株式会社 良品計画 無印良品

ル・シーニュ3Fの無印良品です。今
年は青少年スペースで、ストローを
使って、フィンランドの伝統品の「ヒ
ンメリ」を作るワークショップを実施
します。所要時間は1時間程度です。
是非ご参加ください。

リカバリースクール府中
一般社団法人東京府中FM

精神疾患、ひきこもり、不登校など
でお悩みの方のリカバリー（社会復
帰）支援をしています。教科書を使
った学習会、薬を減らしたり、やめ
たい方と経験者とのお話会を開催し
ています。

府中市とその周辺をサービスエリア
とするコミュニティ放送事業を行っ
ています。地域密着、市民メディ
ア、多言語多文化共生、防災を目的1
１日24時間毎日放送しています。放
送はスマホ、ＰＣで世界中で聞けま
す。

福祉保健部健康推進課

地域の皆さんに、困った時には一
人で悩まず相談してほしいことや
相談先を知ってもらうこと、周り
の人が困っていたら声をかけ聞い
て相談先につなげ見守られる人
（ゲートキーパー）を増やすこと
等に取り組んでいます。

株式会社アグリメディア三井住友トラスト・
システム＆サービス株式会社
弊社は、三井住友トラスト・グルー
プのビジネスをIT面で支えるシステ
ム会社です。CSR活動として、パソ
コンの利用促進のため、府中市のシ
ニアクラブの方々を対象に、毎年パ
ソコン教室を開催しています。

現在、日本では農家の高齢化や担い
手不足などにより維持・管理できな
くなった農地や遊休地が多くありま
す。私たちはその土地を誰でも気軽
に農業と触れることができるシェア
畑として再生しています。

地域密着の音楽教室として、小さな
お子様から年配の方までお通いいた
だける様々なレッスンを展開してお
ります。また、音楽普及のため、定
期的にイベントやコンサート等を開
催しています。

武蔵野健康管理士会

私たちは、健康管理士及び健康向上
／志向している人たちを中心に、健
康関連の情報交換及び、地域に於い
ての健康増進、健康管理の啓蒙活動
を行っています。

府中には市立美術館があり、市内に
は53か所に彫刻類が点在し、まさに
美術のまちです。芸術的にも歴史的
にも話題が豊富なので、地元の私達
がくわしく観て・識って・語り合う
楽しみを目的としたグループにしま
した。

ふちゅう美術のまちの会

科学体験クラブ府中

「科学体験クラブ府中」は、科学
工作や実験を通じて、子どもたち
の探求心や創造性を育てることを
目的とする市民ボランティア団体
です。子どもたちを対象とした
「作って楽しい科学工作」の指導
等をしています。

府中市生涯学習ボランティア

「悠学の会」
生涯学習センターにて、学習情報の発
信、教養講座・パソコン講座の企画・
運営、生涯学習フェスティバルへの協
力など市民の生涯学習を支援してい
ます。自分のできることを、できる範
囲で楽しく一緒に活動しましょう。

府中市歩こう協会

私たちは、歩け歩け運動を普及実践す
るとともに、自然を愛し自然に親し
み、健康と体力の向上ならびに会員相
互の親睦を図り、明るい社会作りに寄
与することを目的として、月2回、市
民と共にウォーキングを実施。

参加団体紹介

府中市民協働まつり第5回　

9 10

ヤカズ
カードマジッククラブ府中
カードマジックを通し会員の親睦とスキ
ルアップを図ること、また子どもや退職
後の人たちにカードマジックの体験を通
し楽しんでもらうこと、そして府中の他
のマジック研究会などとの交流、の3つを
目的として活動しています。

バーバラ

あったらいいな！をカタチにするこ
とによって、お子さんからお年寄り
まで、人と人とのつながりを大切に
地域の活性化を目指します。

健康麻雀の集い 無垢の会

健康麻雀は健康長寿に効果的なゲー
ムとして、厚労省が全国都道府県と
共催する「ねんりんピック」のイベ
ントにも採用されています。特に高
齢者の脳の活性化に役立ちます。毎
週日曜日にプラッツで活動していま
す。

青少年スペース

第1会議室

第2会議室

料理室 第3会議室

休憩コーナー

第5会議室

第6会議室

第7会議室

aromamaの手
天然100％のエッセンシャルオイルを
使用して、心身共に癒される事で毎
日の生活を、より良くしていく方法
を、クリーム作り体験やアロマタッ
チ（オイルを手に込ませる）通して
皆様にお伝えしています。

細川流盆石東京九曜会

細川流盆石東京九曜会は、伝統芸術
『盆石』普及のため、国内外で展示
を行ってきました。今年6月の盆石展
は文化庁の「beyond2020」に認証さ
れました。多くの方に見ていただけ
るよう活動しております。

環境まちづくり
ＮＰＯエコメッセ府中
私たちは、自然との共生を優先し
たまちづくりを実践し、循環型社
会を作ることを目指して活動して
いるNP Oです。府中でリユース
ショップ「水・緑・木地」店を展
開し、寄付の品を環境活動に活か
しています。
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Book Ideas

BookIdeasのメンバーと関心のある方
に対する外国語の本の貸出を通じて、
会員相互の親睦を図り、地域文化の向
上に寄与します。

府中市社会福祉協議会 ローズマリー

私たちは、絵画ソフト「水彩８」を
使いパソコンで絵画を描いて楽しむ
会です。月に一回ル・シーニュの会
議室で定例会を開催し、パソコン絵
画を描きながら、いろいろなテク
ニックを学びスキルアップを図って
います。

府中市の講座を受講した会員が、食
を通じ市民の健康づくりのお手伝い
をしているボランティア団体です。
活動は、生活習慣病予防の食事や府
中産野菜の料理の紹介・食育・調理
実習などを行っています。

府中栄養改善推進員の会

NPO法人囲碁を楽しむ会

植物の自然な香りを身近に楽しみな
がら、心身を癒すアロマテラピー。
私達は「アロマテラピー講座」「ア
ロマヨガ」を通して、アロマライフ
を生活に取り入れ、自然環境を大切
にする生活を推奨しています。

囲碁は性別、年齢、国籍を問わずみ
んなで楽しむ事ができます。年2回
広く囲碁を愛する人々を対象にケヤ
キ囲碁大会を開催しています。また
今年度は「高齢者のためのやさしい
囲碁」を生涯学習センターで開講し
ました。

ベジフルミーツ

野菜ソムリエ、国際中医師の資格を
持つ食のプロが集まった団体です。
府中市を中心に多摩地区の野菜・果
物の魅力を伝え、食の大切さや大人
から子どもまで一緒に楽しめる食空
間づくりを提案する活動をしてい
ます。

NPO法人　
ライフデザイン推進協会

府中市の委託を受け、市内4校で放課
後子どもを預かり安心・安全に遊べる
教室を開いています。毎日数十人の子
どもが集まり、鬼ごっこやゲーム・け
ん玉や読書で楽しく過ごしています。
子供達の成長は楽しみです。



協賛・協力企業の皆さま

シール

シール

シール

声楽研究会

Hiyori /Momo music service

NEC府中吹奏楽団

私達は府中市日新町にあるNEC府中
事業場を中心に活動している職場吹
奏楽団です。
日常業務の傍ら練習に励み、事業場
周辺地域の皆様をはじめ、府中市の
吹奏楽ファンに楽しい演奏をお届け
できるよう精進しています。

剣詩舞同好会

私たちは、詩吟に合わせて剣と扇を
使って舞います。日本文化を絶やさ
ぬよう、少しでも多くの人に楽しん
でいただけるよう、日々努力してお
ります。府中市文化祭など中心に老
人ホームでも発表させていただいて
おります。

オペラを気楽に楽しんで頂き、ま
た若いソリストさん達に発表の場
を与えることを目的としていま
す。未経験の方も、これを機にご
参加いただけると嬉しいです。会
費月額2000円、チケットノルマ無
しです。是非ご参加を!!

けいおうシャンソンクラブ

「一期一会」歌を通して潤いの空
間、拠り所となるべく社会的意義を
持って臨んでいる会です。一方、社
会的弱者をあずかる福祉施設等の入
所の励みとなるべく努め展開。入会
の対象は女性。70歳位までの方。歌
歴問わず。

ピアノを弾く事、作編曲をすること
を中心に、子ども向けの英語リト
ミック、障害のある子ども達の放課
後デイでのリズム遊びなど、社会が
より全ての人にとって楽しく生きや
すくなる活動にも力を入れていま
す。

市民を対象にゴスペルを通して（子
どもを含む）希望を与え、孤立化す
る家庭を人々に繋げ、力を合わせて
共に歌います。1つのハーモニーを
作る楽しさを伝える為、月1回ゴス
ペル教室を開いています。

ちゅうままベリー

NPO法人脳響トーンシステム

府中かっぽれけやき会

心と体のバランスを大切に、子育て
中のママにも自分時間を楽しんでほ
しいとプラッツ内のスタジオでベ
リーダンスのレッスンを開催してい
ます。初めて踊る方でも大丈夫。毎
日をさらに充実させて楽しんでいき
ましょう。

市民の健康増進、体力維持を目指
して活動しています。地域の行事
や施設慰問、文化センターまつり
等に協力参加。各老人ホーム等に
出向きよろこばれています。

「音」を使った脳活性化を通じ、健
康社会を価値創造しています。歌っ
たり体を動かしたりすることによる
繋がる楽しさや、そうすることで得
られる効果が人を幸せにするという
ことを、多くの方に知ってもらいた
いです。

琴伝流大正琴琴香会

4種類の大正琴に依るアンサンブル演
奏です。大正琴特有のやすらぎのある
音色で心に響く演奏（世代を越えて）
と願っております。昭和58年に発足
し、今年10月31日のバルトホールで第
29回発表会を開催しました。

ジーバース

府中ベリーダンスサークル

私達は、ベリーダンスの特徴である
体の動きやリズムなどを学習し、
日々練習に励んでいます。市内のイ
ベントや地域の施設などでの活動を
通して、踊る楽しさを伝えていま
す。

好きな楽器を持ち寄り、色んな曲を
演奏、音楽の楽しさを味わっている
気楽な素人楽団です。主な活動は、
府中市内の福祉施設、デイサービス
等での楽器演奏、歌の伴走のボラン
ティア活動を行っています。

Queen of the Night

府中市新町文化センターで活動して
いるジャズダンスグループQueen of 
the Nightです。中学生以上を対象
に、ダンスの楽しさを広げたいとい
う想いで活動しています！メンバー
大募集中です！！

まきばゴスペルクワイヤー

まほろば そんりっさ

府中市民の4人で結成し、活動25年に
なる音楽グループ。市内のイベント
等に多数参加。地元府中市の歴史に
ちなんだ楽曲を色々と制作してお
り、市民の皆さんに府中の良さを再
発見して頂くのが狙いです。楽しみ
です。

府中市立介護予防
推進センター
府中市では、健康寿命を延ばすため
に65歳以上の方を対象に介護予防事
業を実施しており、市民の皆様が適
度に全身を動かす体操を続けていた
だけるよう、元気一番!!ふちゅう体
操を普及啓発しています。

スペインアンダルシア地方に伝わる
フラメンコ。「そんりっさ」はスペ
イン語で笑顔。フラメンコの楽し
さ、面白さを伝え、府中市民の方々
をはじめ、観て下さる皆様を笑顔に
するために活動しています！

施設や病院等に、芝居や踊り手話等
で、楽しい空間を届けております。
どの様な場所でも可能です。

NPO法人 訪問劇団あい

バルトホール・特設ステージ

ノイ

イングリッシュハンドベルの練習を
通して、演奏技術の向上と会員相互
の親睦をはかる。学習の成果を地域
還元するため、体験会や講習会、自
主演奏会の開催、また高齢者施設等
への依頼演奏にも応えている。

カナデ研究室

音楽やクラフトワークなどを通し
て、世代を越えた豊かなコミュニ
ティ作りを目的としています。日頃
は、ワークショップ（ボイトレ、ギ
ター、ウクレレ、小物製作など）、
ライブ、イベント企画や運営などを
しています。

株式会社 青木屋

アフラック専門 よくわかる！ほけん案内 府中店

株式会社 サニーワークス

京王電鉄株式会社

学校法人国際学園 星槎国際高等学校

株式会社 ジャパンビバレッジイースト府中支店

多摩信用金庫すまいるプラザ府中

多摩信用金庫府中支店

TOHOシネマズ府中

合名会社 野口酒造店

FORIS

ミライス株式会社

モランボン株式会社

東京ヤクルト販売株式会社

2F GIGCOURTまたは 5F 情報雑誌コーナーで受付をしてください。

難易度は3段階から選べます。いくつでもチャレンジできます！

謎が解けたら6F第5会議室でガラポンができます。

ガラポンで出た玉の色により、好きな景品が選べます。（各日先着500名）

是非、チャレンジしてくださいね！

ハクビシンを

探せ

プラッツ

七不思議

プラッツからの

挑戦状

?
超 難 関難易度レベルかんたん

30分

難易度レベル

所要時間 1時間所要時間

ふつう

2時間所要時間

難易度レベル

謎解きミステリーツアー　プラッツ探偵団
全体企画

（50音順）


