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Ｍマガジン・サポーター（店舗情報の詳細は「音楽好きな友の会」公式ウェブサイトにてご確認下さい）
●公共機関
・区役所 中原区役所５Ｆなかはらっぱ 中原区小杉町3-245 Tel.044-744-3113
・会館 川崎市国際交流センター 中原区木月祗園町2-2 Tel.044-435-7000        
・会館 川崎市生涯学習プラザ 中原区今井南町28-41 Tel.044-733-5560
・会館 かわさき市民活動センター 中原区新丸子東3-1100-12 Tel.044-430-5566
・郵便局 川崎井田郵便局 中原区井田中ノ町25-1 Tel.044-766-9724
 川崎ブレーメン通郵便局 中原区木月1-31-5 Tel.044-455-1800
 川崎木月郵便局 中原区木月住吉町11-12 Tel.044-411-9800
 川崎木月大町郵便局 中原区木月大町11-17 Tel.044-722-3617         
●元住吉西口（ブレーメン通り／井田中ノ町商店街通り）
・果物 フルッチョ 中原区木月1-35-1 Tel.044-433- 3338
・介護センター みずたま介護ステーション元住吉 中原区木月1-35-7元住吉ＧＳビル2F Tel.044-430-6963
・カフェ 水谷珈琲 中原区木月1-32-16 1F Tel.044-577-4288
 ・花屋 Bianca 中原区木月1-26-19 Tel.044-422-7015
・鉄板焼　 ゆうき亭　中原区木月1-28-16 Tel.044-434-6999
・パン リップル 中原区木月3-10-20 Tel.044-863-6554
・カイロ、整体 ABCカイロプラクティック 中原区木月3-20-16 柳沢ビル 1F Tel.044-434-4342
・コーヒー専門 MUI（旧 もとえ珈琲） 中原区木月3-13-2 Tel.044-767-1368
・カフェ フォレストコーヒー 中原区井田中ノ町33-1 Tel.044-754-1156
・接骨院 井田名倉堂・栗山接骨院 中原区井田中ノ町6-27    Tel.044-766-0850
・コミュニティカフェ イダカフェ 中原区井田中ノ町33-9 Tel.044-799-7127
・時計・貴金属 つだとけいてん 中原区井田中ノ町33-2 Tel.044-766-6022
・広告制作 アルケファクトリー 中原区井田中ノ町33-7 Tel.044-797-2430
・ヘアサロン 波照間 中原区井田中ノ町8-1 Tel.044-797-5692
・理容室 Hair Salon Airs 中原区井田中ノ町8-2 Tel.044-755-0273
●元住吉東口（オズ商店街通り） 
・介護センター ツクイ川崎中原 中原区木月2-8-5 Tel.044-431-0027 
・調剤薬局 綱島街道薬局 中原区木月2-16-10 Tel.044-750-0374
・飲み喰い処 粋い仙ん 中原区木月2-20-47 Tel.044-411-8980
・古本・ＣＤ 凸っと凹っと 中原区木月2-10-3
・STEAK  ステーキグラム元住吉店 中原区木月住吉町7-7 Tel.044-433-4129
・お茶 金子園 中原区木月2-2-36 Tel.044-411-5877
・Sステーション ENEOSダイヤ商事 中原区木月住吉町21-1 Tel.044-411-5863
・サンドウィッチ ベトナムウィッチThao's 中原区木月2-1-1 Tel.044-982-3299
・鍼灸院　 和式整体＆整心の『響氣』 中原区木月2-3-35 住吉名店センター401 Tel.044-433-2880
●元住吉近郊
・喫茶室 シンフォニー 川崎市幸区矢上11-1 Tel.044-588-9688
●武蔵小杉近郊
・珈琲店 和田珈琲店 中原区市ノ坪66-5 Tel.044-711-5996
・喫茶店 Coffee Spot Life（ライフ） 中原区上小田中6-22-13 Tel.044-722-0024
・カフェ COSUGI CAFE 中原区小杉町１-403-53 COSUGI VILLAGE1F Tel.044-543-9151
・紅茶専門店 Tea House ローズマリー  中原区小杉町70-4 Tel.044-733-1076
・カフェ フォレストコーヒー 小杉サライ通り店 中原区今井南町428-9 Tel.044-819-8822
●東横線沿線
・調剤薬局 オレンジ薬局川和町店 横浜市都筑区川和町1218-1F Tel.045-929-1005
・調剤薬局 駒沢通り薬局 東京都目黒区中央町2-40-8 Tel.03-6412-7318
・写真 PHOTO SHOP 銀嶺 東京都港区六本木7-8-4 Tel.03-3408-5406
・カフェレストラン カンファー・ツリー 横浜市中区海岸通1-1横浜貿易協会ビル Tel.045-211-2200
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※上記サポーター記載は無料です。

ビル・エヴァンス(Bill Evans)は、アメリカのジャズ・ピアニスト。モダン・ジャズを代表するピア
ニストとして知られています。ドビュッシー、ラヴェルなどのクラシックに影響を受け、印象主
義的な和音、スタンダード楽曲を題材とした創意に富んだアレンジが特徴です。その優美な
ピアノ・タッチ、いち早く取り入れたインター・プレイといった演奏は、ハービー・ハンコック、
チック・コリア、キース・ジャレットなど多くのピアニストたちに多大な影響を与えています。

レコード喫茶JA ZZ CAFE
●3月  5日（日）13：00～16：00
●3月19日（日）13：00～16：00
井田小前「イダカフェ」

くじら座 in イダカフェ
アコースティック・ライブ
●3月26日（日）13：30～
井田小前「イダカフェ」

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
●3月27日（月）14：00～14：45
井田小前「イダカフェ」

　最近、私の親子コンサート
では、リトミックを取り入れたリ
ズム手遊び歌に加えて、音名
を覚えてもらう童謡コーナーを
取り入れています。お家にピア
ノがなくても、正しい音程で
知っている童謡を音名に変え
て歌う事で、音感を 育てよう！
という試みです。
　まずは、その日のテーマとな

る音を私がヴァイオリンで弾き
ます。皆さんにはその音の高 
さで、音名で歌ってもらいま
す。イタリア音名、ドイツ音名の
２種類で、繰り返し歌います。
　次に、チューリップやかえる
のうたなど、子どもたちが知っ
ている曲を「ドレミドレミソ ミレ
ドレミレ」と、音名に変えて歌い
ます。

　この様子を、それぞれママ
達が動画に撮っていただい
て、お家で繰り返し聴いて子ど
もた ちに音を覚えてもらうとい
う取り組みです。
　言葉を覚えるように、音楽に
ふれてほしい。というコンセプ
トをもとに考案しました。
　ぜひ、音感トレーニングも体
験しに来て下さい。

出演：大滝　俊（ピアノ）
プロフィール：スペイン・バルセロナ
に留学。アリシア・デ・ラローチャに
師事。マジョルカ島カプデペラ国際
コンクール3位。デビューアルバム
「カタルーニャの響き」、2枚目のア
ルバム「アルハンブラの想い出」を
リリース。

曲目：アルハンブラの想い出（タレガ
＝大滝編）/
ミロンガグリス/アギーレ

料金：無料
お問合せ：（公財）川崎市生涯学習財
団 総務室企画広報係 ロビーコン
サート担当
電話：044-733-5811

音感を育てる

ヴァイオリニストの
田島華乃です。

連載 15

ママのおひざで聴く
ヴァイオリンコンサート
3月27日（月）「イダカフェ」 参加費

開場：13:30／コンサート：13:50～14:30
コミュニティーカフェ イダカフェ
中原区井田中ノ町33-9
Tel.044-799-7127

イダカフェ各種教室のご利用に、貸切もできます。

井 田 小 学 校 正 門 前

★川崎市生涯学習プラザ★

3月16日（火）
12:00開場
12:10開演
12:40終了予定

第53回
ランチタイムロビーコンサート

出演：くじら座 ギター＆ボーカル 牧野ケント
                  ピアノ＆コーラス 牧野くみ
料金：ライブチャージ   ￥1,500＋ご飲食代
（高校生以下はライブチャージ無料）
会場：井田小学校正門 イダカフェ
問い合わせ：くじら座　Email：kujirazarecords@gmail.com
「くじら座」は「音楽好きな友の会」の企画・運営・演奏者として参加してい
ただくことになりました。

元住吉の気軽な音楽会

日時：2017年 3月26日（日）
開場:13:15/開演13:30
昨年のイダナカ・ハロウィンに参加、
演奏したくじら座です。
縁あってイダカフェを知り
アットホームなカフェで、
ライブを開催します。
ギターとピアノ による優しい音色の
アコースティックライブ。
ステージと客席がとても近いので臨場感溢れる
ライブが楽しめます。
初めての方やおひとり様、お子様も大歓迎！

くじら座
in イダカフェ・アコースティック・ライブ

3月  5日（日）19:00～21:00 フォレストコーヒー
出演：瀬口寛美(Vo)、岩崎千春(Pf)、西川てるまさ(B)

3月19日（日）19:00～21:00 フォレストコーヒー
出演：長野次郎(Ts)、上野まこと(Ts)、Fuming(Pf）

3月24日（金）19:00～20:30 ゆうき亭
出演：西海絢乃(Vo)、伊勢賢治(Sax)、傅田修弘(Gt)

音楽が好きな方、
一緒に楽しみませんか？
ボランティアスタッフ募集中！ 090-9398-2889（担当：塚田）

ontomo.jp

URL http://ontomo.jp/

レコードコンサートやライブイベント等、
地元「元住吉」周辺での企画や運営を一緒に楽しみませんか？
年齢・性別・国籍問わず。ただし、あくまでもボランティア精神で。
いっしょに「川崎・音楽のまち」を楽しみながら推進しましょう！

お問い合わせ・ご予約は
kano.otonoya@gmail.com



　今年も「ジャズカフェ」がスタート
し、第３日曜日は少し本格的なジャズ
を聴く場としています。今回もバップ
あり小編成バンドあり定番ソングか
ら名盤の数 と々濃厚な内容で進行
し、あっという間に３時間が過ぎてゆ
きました。会場はCD以外にもSP、
LP盤を良質の音響装置で聴けるの
で、皆様の家で眠っているレコード
などがありましたらぜひ持参してく
ださい。きっと新しい何かを発見で
きますよ。CDよりも大きなジャケット
を鑑賞する事ができるのも、アナロ
グレコード・コレクターの楽しみで
す。会場にはLPのジャケット・デザ
インを印刷したものが所狭しと飾ら
れていますが、今回も素敵なものが
登場しました。「マイ・ファニー・ヴァ
レンタイン」特集で紹介されたビル・
エヴァンスとジム・ホールのデュオ
「UNDERCURENT」①のジャケット
は、水中に浮かぶ女性の写真でし
たが、発売当時は浮いているのか

死体なのかと話題になったったそう
です。今年の酉年(とり年)をバード
と掛けてチャーリー・パーカーの名
曲を持ち寄った方は、ストリングスを
バックにした「Charlie Parker With 
Strings」②を聴き、「バードの音が
柔らかいですね」と。またそのイラス
トが実に素敵なジャケットでした。同
じLPタイトルで３種類のジャケット・
デザインが発売されているようです
が、私には酉（とり）を描いた今回の
ものが一番可愛らしく感じました。
最後に登場のスタッフは今回も多く
の名盤を持参してくれました。フ
ルートの曲を聴いてみたいとの前
回リクエストに応じて、エリック・ドル
フィーのフルート演奏が収められて
いる「The John Coltrane Legacy」
(未発表を収録したLPアルバム)を
聴き、次はウエスト・コースト・ジャズ
の重鎮アレンジャーであるマー
ティ・ペイチの作品「 IGet A Boot 
Out Of You」③を流してくれました。

アート・ペッパーのアルトをフュー
チャーしたこの作品はジャズファン
垂涎の名盤の一つと言われ通称
「お風呂」と言われてますが、他にも
「踊り子」と呼ばれているアルバムも
あります。別のスタッフから「当然踊
り子もお持ちですよね？」と確認が
あった直後、参加の方から「ペイチ
の『踊り子』をデザインにしたLPを
今度聞かせてください」とリクエスト
がありました。
　このように聴きたい曲をリクエス
トすると気持ちよく応じてくれる事も
「ジャズカフェ」の大きな魅力の一つ
です。ジャズも幅広く色 な々スタイル
がありますが、「ジャズカフェ」では
私のように聴きたい曲を持ち寄り参
加者の皆様で意見交換できる場を
提供しています。ジャズを聴き始め
の方も、友達を誘ってお気軽に訪
れてみてください。
　ジャズを聴きながら日曜日の午後
のひと時をご一緒に過ごしません
か？（参加者・K.T記 ）

　去る、1月28日に開催された「かわ
さき市民活動センター」主催の「ご
えん楽市」にて「音楽好きな友の会
（音友会）」が「情報発信数部門」で
1位に輝き表彰を受けました！
　ありがとうございました！来年度
も多くの情報を発信していきたいと
思っていますので、ご支援のほどよ
ろしくお願いいたします！！
　さて、受賞式では、賞状を、もらい
間違える、などの珍事（！？）にも見舞
われながらも、無事に受賞式も終え
ることが出来ました。

　開会式では「ダンスラボラトリー」
によるダンスのパフォーマンスや、
川崎市のゆるキャラの「エコちゃん
ず」や、かにゃおが応援に駆け付け
てくれたりと、とても盛り上がった会
でした。
　さらに、様々なボランティア団体

　「ジャケ買い」しますよね？ 何度失
敗しても、やっぱりしますよね！ ジャ
ズのアルバムは綺麗な写真やスタ
イリッシュなデザインが多いと思い
ませんか？ 良く知られているところ
では、ビル・エバンス、ジム・ホール
のデュオ・アルバム「アンダーカレン
ト」などはもう芸術作品みたいだし、
マーティ・ペイチの「ブロードウェイ・
ビット」（通称「踊り子」）は物語を感
じさせるし（「お風呂」の方も有名で
すね（笑））。ECMのジャケットはど
れもポスターにして部屋に飾りたい
くらいです。そんな素敵なジャケット
に魅せられて、「ジャケ買い」を繰り
返す我々ですが、失敗だらけでも、
たまには「当たり」もあります！今日は
そんな私の「当たり」を何枚か紹介
させていただきたいと思います。
　まずは、スタン・ゲッツの「スタン・
ゲッツ・アンド・ザ・クールサウンズ」
①。これは良いですね～。まだ、ボ
サノバのスタン・ゲッツしか知らな
かった頃、大昔ですが、どこかの中
古レコード店で見つけました。もう
即買いでした。今でも大好きなジャ
ケットのひとつです。鬱蒼とした湿
気の多そうな森？の中で、季節はも
ちろん夏、吊るされた瓶（かめ）から
溢れた水が女性の背中で弾けてい
る。それを見つめる涼し気な視線。
ここは一体何処？この女性は誰？水

着は着ているのか？想像力は広がり
続け、いくつものストーリーができて
しまいそうです。どれだけ見ていて
も飽きないジャケットですね。で、肝
心の中身ですが、もう、全くジャケッ
トのイメージ通りで、涼し気でリラッ
クスしていて、聴いているだけでも、
どこかのリゾートでくつろいでいる
ような気分です。スタン・ゲッツ、さす
がですね。余談ですが、8曲目"    
Nobody Else But Me "と9曲目
"Down By The Sycamore Tree"の
2曲は、1954年1月、薬物関係で逮
捕され、有罪を認め、保釈金で釈放
された2日後に録音されたらしいで
す。しかも1か月後には判決が言い
渡され最低90日の服役が待ってい
る。そんな状況で何故、こんなにも
優しく、美しく、リラックスした演奏が
できるのでしょう？本当の天才なの
か薬物のおかげなのか、どっちで
しょうね？。なおそこらへんの詳しい
事は村上春樹氏の「意味がなけれ
ばスイングはない」に書いてありま
すので、興味のある方はどうぞ。
　次は「シンプル・アコースティック・
トリオ/ハバネラ」②。これは確か、横
浜馬車道のディスク・ユニオンで即
買いしたものです。どうです、反則
級に美しいジャケットですよね。これ
を見て、買わずに帰れる人がいるで
しょうか！ここまで美しいと「内容は
どーでも良いや。飾っても良いし、と
りあえず買っておこう」となってしま

いました（笑） 。深いトーンのブルーの
中で、うつむく女性。一体、どうした
のでしょうか？かなり落ち込んでいる
ように見えますが、疲れているだけ
なのかな？こんな美しい女性を傷つ
けたらいけませんよね！誰か、すぐ
に彼女の隣に行って「大丈夫だよ。
全て上手く行くさ」と声をかけてあ
げるべきだと思いませんか？（笑）、
この暗さはいかにもヨーロッパ的で
すね。アメリカ人には真似できない。
で、内容はと言うと、とても美しい音
楽です。黒 と々したファンキーなジャ
ズが好きな方は退屈してしまうかも
しれませんが・・・。トリオの中心人物
はポーランド出身のピアニスト、マル
チン・ボシレフスキー。ジャケットの
印象の通り、すこしアンニュイで浮
遊感のある演奏が続きます。ECM
的と言えば分かり易いでしょうか？
一音一音を大切に、息を飲むような
綺麗なメロディーを紡いでいきま
す。特に3曲目の"TAMARA"はお気
に入りなんですが、哀愁感たっぷり
なテーマが印象的で、切れのいい
ドラムと硬質なベースにより、甘いだ
けではなく、キリッと締まった演奏に
なっています。耽美的なエロティズ
ムを漂わせるジャケットを見ながら、
この曲を聴いていると、「あ～、ジャ
ズが好きで良かった～。」としみじ
み思ってしまいます。なお、7曲目
"Simple Song"、8曲目"Simple 
Jungle"もなかなか好きです。今回
は2枚を取り上げましたが、ジャケ買
いしたアルバムはまだまだありま
す。また、そのうち「ジャケ買い当たり
アルバム特集」第2段をやりたいで
すね。では、皆さんも懲りることなく
ジャケ買いを繰り返してください。

４ビートに首ったけ
松波陽介私とジャズ 連載❽ 地元マスターのジャズ談話 第3回　BIANCA店主「長谷部  徹」 

レコードジャケットはアートとの出会い

ジャズカフェ”クールダウン J.”使用機材にもサウンドポリシーを込めました。

Every Friday is a jazzy night,Let's heal the fatigue of work

Mマガジン持参の方お1人様1回につき、1ドリンクサービス！

毎週金曜日
元住吉駅西口下車、ブレーメン通りを抜け徒歩12分。井田小学校正門前

金曜日の夜は、元住吉（イダナカ商店街）のジャズ喫茶で!!
天井が高く、残響もとても心地よい空間で
す。その特性を生かし大きな音で聴くので
はなく、ホールで聴くライブ感覚をこのカ
フェは醸し出しています。週末のこともあ
り、店の名前は”Cool Down j.”。一週間
の疲れを安らげる無理のないサウンドで、
心を癒して帰途についていただきたい。
おいしいコーヒーとお酒。おつまみをご用
意しています。
音響装置は、往年の名器を使用。
★アンプ：オーラ、デンオン、マランツ。
★スピーカーシステム：
　タンノイ・バークレー、ティアック。
★プレーヤー：コスモ７８回転仕様。
★ＣＤプレーヤー：パイオニア

サポート広告

Jazz cafe元住吉の気軽な音楽会～Record Concert～Jazz cafe

のパネル展示や、パフォーマンスな
どが行われていて、川崎のボラン
ティア活動がとても幅広い、というこ
とを知ることも出来ました！！

　こんな会での話をしていたら、私
も昔やらかしてしまった珍事につい
て思い出しました。
　とある演奏会での一コマで、その
時は吹奏楽団での大きな演奏会の
時であったと記憶しています。吹奏
楽団の楽屋はとにかくいろいろな
楽器が所狭しと並んでいて、自分の
楽器を探すのも一苦労なのです。
（大体一つの部屋を２つのパート、
確かクラリネットと同じ部屋でし
た。）そんな中で、自分の出番が差し
迫っていたにも関わらず、急にトイ
レに行きたくなり、自分の楽器を置
いて急いでトイレへ行き、楽屋に戻
り自分の楽器を取りに行ったので

懐かしの
「レコード喫茶」を
月に2度OPEN!

3月5日（日）／3月 19日（日） 13:00~16:00
イダナカ商店街 イダカフェ 参加費￥500／飲み物￥500円（クッキー付き）

音楽を通してキサクに語り合える集い、それがJAZZ CAFEです。

【お知らせ】
月2回の開催は「イダカフェ」となりましたのでご注意下さい。

　静岡市在住の相方（牧野ケント）
と一緒に活動するようになり、静岡
県へ足を運ぶ機会が増えてきた今
日この頃です。先日は静岡市内の演
奏後にせっかくなので浜松市まで
足を伸ばし、「浜松市楽器博物館」
へ行ってきました。

　浜松市はピアノで有名ですが、
博物館には日本の鍵盤楽器だけで
はなく世界各国の色 な々楽器が展
示されており、視聴スペースや体験
コーナーもあるので楽しく過ごせま
した。とってもおすすめ！
　ところで私が普段弾いているピ
アノは漢字で洋琴（ようきん）と表記
します。ちなみにオルガンは風琴

（ふうきん）。初めて知った時からこ
れらの語感にとても惹かれていまし
た。
　博物館の説明によると「琴」という
言葉は11世紀頃は弦楽器の総称
だったそうですが、私は勝手に、もっ
ともっと昔の日本では同じ「こと」と
いう音の「言」や「事」の意味もあっ
たのではないかと空想しています。
そしてもうひとつ空想を付け加える
ならば、「琴」とは物質的な楽器では
なく流動的な音楽そのものを指して
いたんじゃないか。そうすると弦楽
器以外の楽器を差し置いて「琴」と
いう楽器だけが「言」「事」の意味を
内包しているという先の空想が成り
立つのでは、と行くことのできない
時代に思いを馳せることで帰京し
てからも楽しんでいます。
　私はシンガーソングライターとし
て歌詞を書いて歌を歌う活動もして
いますが、歌のない演奏、いわゆる
インストゥルメンタルも大好きです。
　インストゥルメンタルの音楽は具

体的な言葉こそないけれど、その中
には演奏者の感情や経験や伝えた
いことなど様 な々情報が詰まってい
ます。演奏を受け取ることでリス
ナーの感情にも変化が起き、その繰
り返しによって言語外のコミュニ
ケーションが発生しているのではな
いでしょうか。「空気を読む」「以心
伝心」等の日本独自の表現がありま
す。言語をあまりたくさん使わなくて
も相手の些細な変化を察すること、
無意識に行っていますが大変優れ
たコミュニケーション能力だと感じて
います。そしてそれは「琴」をはじめ
とするインストゥルメンタル音楽の
影響もあるのではないかと、ふと
思ったのです。

楽器に馳せる想い。　牧野くみ くじら座
アコースティックユニット くじら座

音友会が表彰されました！

▲①Stan Getz and the Cool Sounds ▲②Habanera/Simple Acoustic Trio

▲左 Get A Boot Out Of You」（通称：お風呂）
　右 The Broadway Bit」（通称：踊り子）

▲① UNDERCURENT ▲② Charlie Parker With Strings

3月19日（日）は「イダナカ・アカデミー」のイベントと同時開催となります。
ゼミのテーマは「シネジャズ（映画とジャズ）を楽しむ」となります。

▲ごえん楽市のポスター。

▲表彰を受ける塚田代表。

▲ゆるキャラたち。

▲表彰状と副賞。

すが、、自分の楽器が見当たらない
…！！しかし本番は迫っている…！仕
方ないのでその辺にある楽器を
持って舞台に向かったのですが、な
んだかいつもより楽器が軽いことに
気付いた、、その時には時すでに遅
し…間違えてアルトサックスを持っ
てきてしまったのです。（私の担当は
テナーサックスでした。笑）仕方ない
ので、すましこんで舞台に登り隣の
アルトサックスの譜面を横目に（ア
ルトとテナーはキーが違う、ドの音
が違う、ので読み換える必要があっ
たのですが…）演奏をしたのです
が、演奏も終盤に差し掛かった時、
とうとう事件が起きました…！！それ
は、実は譜面にはないキメ（演奏す
る上での決まり）があったのです
…！そこで盛大に私だけの音だけが
残り、シーンとなってしまいました。
ホールには満員の観客、そして周り
の共演者の視線、ようやく私のサッ
クスが取り間違えている、という事
に気付き、演奏は終了（？）しました。
　その後は言わずもがな、その事を
散 ネ々タにされ、今でも軽く小馬鹿
にされます。ただ、私はここで申し上
げたいのは、途中まではしっかりと
演奏していた、ということをもう少し
評価してくれても良いのでは！？とい
うことであります。なのでそれ以降
は本番前には水分をあまり取らな
い、トイレに行かない、ということを
心がけてをります。（笑）

「ごえん楽市」とは。団体の各種発表、体験、活
動相談など、多くの企画を通して、市民がボラ
ンティア・市民活動に親しみ、活動のきっかけと
してもらうとともに、団体同士の交流、さらなる
活動の活性化につなげるイベント。（公財）かわ
さき市民活動センターが、1983年に「第1回ボ
ランティア交流集会」を開催してから約30年の
間、開催され、現在につながっています。


