
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１面 こらぼdeサロン・センター長あいさつ 

２面 協働事業関連・団体からのお知らせ 

３面 NPOの現場から・平兵衛まつり報告 

４面 団体紹介・センターからのお知らせetc 
 
発 行 こくぶんじ市民活動センター 

発行日 平成27年１月１日 

こくぶんじ協働ニュース第39号   ① 

こくぶんじ協働ニュース 

ぼ ら こ Collabo 

こらぼdeサロン 

開催のお知らせ 

新年会 

「こらぼ」の発行月に合わせて、交流会を開催しています。１月は新年会！

今までの交流会で出た話題からテーマを２つ選んで、グループディスカッシ

ョンを行います。現場の声を元にティータイムに楽しく交流しませんか？ 

登録団体に限らず、市民活動に興味のある方も大歓迎です。お友達をお誘い

の上、ぜひご参加下さい！お待ちしています。 

日 時：平成 27 年 1 月 6 日（火）14 時～16 時半 

場 所：国分寺Ｌホール（国分寺ターミナルビル８階） 

会 費：300 円（お茶菓子代） 

申込先：こくぶんじ市民活動センター 
（休館日：12 月 27 日(土)～1 月 4 日(日)） 

TEL:042－208－3636  FAX:042－208－3637 

    E-mail: kccpc@jcom.home.ne.jp ※ＦＡＸ・メールは常時受付 

＊恐れ入りますが、お席のご用意がございますので、１月５日(月)までに 

上記申込先まで必ずご連絡ください。 

＊＊＊プログラム＊＊＊ 
 
☆パフォーマンス 

マジックサークル木曜会による 

南京玉すだれ 

畑中久美子さん(エスニックキッチン)  

篠 笛 演 奏 
 
☆ひとこと自己紹介 

イベント情報の PR など 
 
☆グループディスカッション 
 

「地域のつながりづくり」 
 ・防災への備え・自治会の空白地

域・民生委員の減少・子どもの見守

り・独り暮らしの高齢者・空家の増

加・他 
 

「会員獲得に向けて」 
 ・若い世代へのアピール・団塊世

代のとりこみ・会員の減少・広報活

動の難しさ・市民活動フェスティバ

ルのこれから・他 

新年あけまして、おめでとうございます。平成 26 年 10 月１日よりこくぶんじ市民活動センター長と

なりました、栗原洋です。従前よりの職員同様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 市民活動センターでは、今年の市民活動フェスティバルの運営に向け実行委員会を立ち上げ取り組んで

いるところです。前回は大勢のお客様の来場や多くの団体の皆様の参加があり大盛況であったようです。

次回も更なる盛況を目指して力を合わせ頑張りましょう。 

市民活動センターは、市民活動団体で活動している皆さんへ様々な有用な情報の提供や、情報交換、交

流・活動の場として会議室や印刷機を活用していただけるよう、利用者の皆さんにとって使いやすい施設

運営を目指しております。ぜひご利用ください。  

こくぶんじ市民活動センター センター長 栗原 洋 

今年もセンターをよろしくお願いいたします！ 

●地域・団体交流会を 3 月上旬頃に開催予定です。詳細は後日お知らせいたします。ぜひご参加下さい● 

年 頭 にあたって  



 
 

 

平成27年度実施予定公募型協働事業委託先団体を募集します 

平成 27 年度に実施予定の公募型協働事業の委託先となる市民活動団体を募集します。 

委託先団体は、平成 26 年度第４回国分寺市協働事業審査会にて審査のうえ選定します。 
 
【募集事業】 

 

 

【募集要項配布期間】平成 27 年１月５日(月)～23 日(金)（土・日、祝日を除く）午前９時～午後５時 

【募集要項配布場所】市役所第２庁舎２階 まちづくり推進課（市ホームページでもご覧になれます） 

【平成 26 年度第４回国分寺市協働事業審査会】 

日 時：平成 27 年２月 10 日（火）午前 10 時 30 分より 

会 場：国分寺市役所 第１庁舎第３委員会室 

内 容：市民活動団体及び担当課によるプレゼンテーション 

 

市民活動団体活動支援・事業支援利子補給金制度のお知らせ 

金融機関から市民活動及び事業を行うための融資を受けた市民活動団体に対して、その利子額の一部

を補給金として交付する制度です。対象となる融資は 500 万円以下で、かつ年利が５％以下のものです。

利子補給金の額は、市民活動団体が平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までに返済した利子

額の 60％とし、利子補給期間は融資を受けた資金の返済開始の日から５年間です。 
 
【募集要項配布場所】協働コミュニティ課（市ホームページでもご覧になれます） 

【申請期間】平成 27 年１月５日(月)～30 日(金) 午前９時～午後５時（土・日、祝日を除く） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名 事業担当課 

国分寺市まちづくりセンター協働事業 まちづくり推進課（内線４５４） 
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ソシアル(社交)ダンス会員募集 

① 全日本ボールルームＡ級プロの健康保持を主体に実技学習 

￥：月会費２,０００円 入会金１,０００円 

② 毎月第２，４，５金曜自主練習 ￥：会費１回３００円 

場：①，②共に、ひかりプラザ体育室 

問：042-572-5778(19 時以降：伊藤) 

国分寺市レクリエーションダンス協会 

心の共として（会員募集） 

平成 10 年｢防災まちづくり学校｣から 17

年になりますが防災に関する事業参加は

もとより健康維持の為に年間を通じてウ

ォーキングを開催したりお互いに親睦を

図る事を心掛けています。気軽に入会して

ください。 

連：042-323-3811(近藤) 

国分寺市防災一七会 

小池邦夫先生講演会 

日：平成 27 年４月 15 日(水)13:30～15:00 

場：国分寺市立いずみホール ￥：１,０００円 

申込〆切：平成 27 年４月８日(水) 

後援：国分寺市教育委員会  

協力：日本絵手紙協会 

問：042-325-0467（作道） 光絵手紙の会 

「ふるさと野川と田園の輝き展」 
日本を代表する画家と国分寺の造園家が描く国分寺の田園風景 

日：平成 27 年３月７日(土)～22 日(日) 

場：丘の上ＡＰＴ(泉町１－５－16) ￥：無料 

内：みなさんの住むこのまちの昔が彷彿されます。 

散歩がてら気軽にお越しいただき自然あふれる国

分寺のすがたを満喫ください。 

問：http://mizumori.net/        ミズモリ団 

 協働事業ニュース 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国分寺市を拠点とする 
ＮＰＯの活動取材録 

シリーズ・ＮＰＯの現場から 
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平成 26 年 10 月 11 日(土)（公財）鉄道総

合技術研究所で行われました「第 27 回平兵衛
まつり」に国分寺市として初めてブースを出展し

ました。 

テーマは『いいもの発見！国分寺』。センター

の登録団体はじめ、市政戦略室や経済課、ふるさと

文化財課の協力もあり、国分寺ブランドの販売、国

分寺百景、いいもの発見 MAP、昭和の国分寺の写

真、ペンシルロケットなどの展示をしました。ぶん

じほたるホッチもブースにお手伝いに来てくれまし

た。また、アンケートに答えてくださった方に「ぶ

んじほたるホッチのキーホルダー」をお渡しするイ

ベントも開催！当日は全体で 6,000 名余の来場者

があり、大盛況でした。 

第40回 ～ママになっても女性があたりまえに働き続けられる社会へ～ 
 
特定非営利活動法人 Ａｒｒｏｗ Ａｒｒｏｗ 

ＮＰＯ法人 Arrow Arrow は妊娠・出産・子育て・介護等を理由に左右されずに女性が働き続けられる

社会の実現のため活動している団体です。 

今回は、ＮＰＯ法人 Arrow Arrow の方にセンターでお話を伺いました。 

今から数年前、女性の就職が厳しいと言われている頃、第１志望の企業内定を得た女性が、「この企業に

勤めても結婚や出産後まで働き続けられそうにない。」と言って辞退したと聞いた代表は、はじめはその女

性に対して憤りを感じましたが、社会には結婚や出産後も働き続けられるシステムがない事に気づいたと

言います。そして「女性を支援するシステムがないのなら自分たちが作れば良い」と、４年前に会を立ち

上げ、次の年に法人化しました。 

メンバーは子育てしながら働いている女性を含め 5 名で活動しています。主な活動 

内容は、企業に対してのコンサルティング業務です。国の支援制度はあっても、どの 

ように活用し進めて行けばよいのか解らないという中小企業に対して、産休に入る女 

性の業務をどのように引き継ぐのか、引き継ぐ人材はどうするのかなど具体的な提案 

をし、コンサルティングしています。前例が出来ればその後は企業の中で運用していくことができるよう

になるため、コンサルティング業務は１度きりで終わることが多いそうです。しかし「女性が産後も社会

復帰出来ることが当たり前の社会になれば、私たちの役目はなくなる。私たちが必要なくなることが最終

的な目標です」と、働き続けたい女性と企業の橋渡しを続けています。 

現在、提案型協働事業として、産後に社会復帰をしたいと考える女性に対して、出産で仕事に対するブ

ランクが空いたと考えるのではなく、「結婚・出産・育児という経験があるからこそ、発揮できるスキルや

価値があるはず。地域や人と繋がりながら、あなたらしく活躍できる働き方を共に探してみませんか？」

というテーマで、「ママインターン」という研修をしています。 

お話を伺って、働く現場と働き手の両方の意識改革の必要性や、家族の協力や社会

的支援の大切さを感じました。多くの方が今まで積み上げてきたキャリアを活かして

自分らしい働き方ができるようになれば、結婚や出産に不安を感じている人にとって

も希望がわき、少子化に歯止めがかかるのではないでしょうか。『Arrow Arrow』の

名前の由来は、Arrow(矢)は選択肢が沢山ある未来を想定していて、様々な方向へ選

択肢としての矢が伸びているイメージだそうです。そんな未来を創るための活動です。 

≪E メール：info@arrowarrow.org HP：http://arrowarrow.org/≫ 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行・編集 こくぶんじ市民活動センター（国分寺市役所 市民生活部 協働コミュニティ課） 

〒185-8501 東京都国分寺市戸倉１－６－１ 第三庁舎１階 

℡ ０４２－２０８－３６３６ ／ Fax ０４２－２０８－３６３７ 

e-mail kccpc@jcom.home.ne.jp 

http://www.collabo-kokubunji.com/ 

開館時間 平日 9:00～17:00（年末年始を除く） 
 
平成 27 年１月１日発行 

団体紹介コーナー 

 編集後記 
あけましておめでとうございます。 

いよいよ新しい年！となれば、市民活動フェスティバ
ルが近づいてきます！実行委員会で着々と準備をす
すめておりますので、みなさまお楽しみに・・・。今
年も市民活動センターをよろしくお願いいたします
（R） 

こくぶんじ協働ニュース第39号   ④ 

お 知 ら せ 

KOKUBUNJI 

Collabo 

～ 聴くこと・話すことを通して、 

人とのつながりを広げませんか ～ 

心をつなぐ傾聴講座「国分寺カウンセリング勉強会」 

産業カウンセラーの資格を持つ数名の仲間がカ

ウンセリングの学び、『ロジャーズの来談者中心療

法』である傾聴をもっと深めたいという熱意から、

平成４年４月、恋ヶ窪公民館で「国分寺カウンセリ

ング勉強会」立ち上げました。その後、ひかりプラ

ザに場所を移し、創立当時からの講師、六角美知江

先生に来ていただいて、今も毎月、第一・第三の祝

日を除く月曜日、朝１０時から１２時まで、勉強会

が続いています。 

 講座の内容は、みんながひとつの輪になって 

① ここで、話したいことを全員が一言ずつ。 

② カウンセリング理解を深めるためのミニ講義。 

③ ミニカウンセリング「定年退職した夫と妻が家

で会話がない。どうしたらよいか」。 

などの身近に起っている

様 々 な こ と に つ い て 話

す・聴く傾聴の体験から、

人とのコミュニケーショ

ンを大切にして、人生を楽

しく過ごす姿勢を学んで

います。 

相手の話をきちんと聴くことによって、自分の気

持ちを相手にうまく伝えることができるようにな

ったり、元気になっている自分に気づいたりするこ

とがあります。ご一緒に楽しく傾聴のお勉強を始め

てみませんか！ 

また、講座日の午後は産業カウンセラー有資格者

が個人的なカウンセリングも行います。 

ご希望の方はお電話にてお問い合わせください。 

☆連絡先：042-577-3448 代表：冨永順子☆ 

 

■登録更新にご協力ください■ 

 市民活動センターでは、毎年 1 回、利用団体

登録の更新をしています。これは、常に最新の

団体情報を提供し、市民活動団体の支援に役立

てようと行うものです。27 年度より、４月１日

付けで更新の有無を確認することになりまし

た。それに伴い１月中旬頃、団体連絡先に登録

更新手続き書類をお送りいたしますので、３月

31 日(火)までにセンターへご提出下さい。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

■レターケースの利用申し込みについて■ 

 登録更新時期の変更に伴い、レターケースの

申込み期間も変更となりました。登録更新用紙

裏面にレターケース申込み有無欄が追加されま

した。登録更新時に一緒にお申込みください。 

○レターケースサイズ・・・Ａ４サイズ 

 （幅 23.5cm×奥行 32.0cm×高さ 3cm） 

○貸出個数・・・47 個 

○利用期間・・・H27.４.１～H28.３.31 

○申込み締切・・H27.３.31(登録更新と同じです) 

《注意事項》 

・現在、レターケースをご利用いただいている

団体も更新の申込みが必要です。 

・申込み多数の場合は、抽選となります。 

変わりました！ 

～センター事務局長増本からメッセージ～ 

新年、あけましておめでとうございます。 

昨年は「市民活動フェスティバル」をはじめ「平

兵衛まつり」や団体ヒヤリング、「こらぼ de サロ

ン」等、団体の皆様には大変お世話になりました。 

特に市民活動フェスティバルは、会場を道路に広

げるなど大きく飛躍した年でありました。本年も、

スタッフ一同、サービス向上をめざしてより一層業

務にまい進して参ります。引き続き 

センターの様々な活動にご理解と 

ご協力をいただきますよう、どう 

ぞよろしくお願い申し上げます。 


