
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１面 こらぼ de サロン開催案内・報告 

２面 協働事業、団体からのお知らせ 

３面 NPO の現場から 

４面 センター長通信、新着図書 

センターからのお知らせ 
 
発 行 こくぶんじ市民活動センター 

こくぶんじ協働ニュース 第 51 号 ① 

こくぶんじ協働ニュース 

ぼ ら こ Collabo 

11 月 16 日（木）「第 3 回こらぼ de サロン」を開催しました。 

今回は、「センターのこれからを考える」をテーマに、国分寺市総合ビジョン実施計画で策定されてい

る「市民活動センター機能強化」についてを話し合いました。センター開設当初からの利用団体や、最近

活動を始めた団体の方など、いろいろな立場からお話を伺うことができました。 

同じテーマで第４回を開催します。前回参加された方もされなかった方も、今後のセンターについて一

緒に考えてみませんか？１月 26 日（金）14:00～15:30 市民活動センター会議室でお待ちしています。

★★資料のご用意がございますので、ご参加の方は事前にセンターまでご連絡ください★★ 

※申込締切り：平成 30 年１月 26 日（金） 

【講師】東京経済大学 経済学部特命講師 
鈴⽊ 恒雄（すずき のぶお） 

東京経済大学 
ボランティアサークル

Clover 
活動報告 

東京経済大学 
鈴⽊特別ゼミ 

取組紹介 
グループディスカッション 

地域活動に取り組む

中で、感じたことや思

った事など、みんなで

共有しませんか？ 

こらぼ de サロン★開催報告＆次回告知★ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こくぶんじ協働ニュース 第 51 号 ② 

委託先団体は、書類審査及び審査会における内容審査で選定します。詳細は募集要項をご覧ください。 

【募集事業】 

事業名 担当課 

こくぶんじ青空ひろば事業 

期間：平成 30 年４月 1 日～平成 33 年３月 31 日 

子ども子育て事業課 いずみ児童館 

泉町３－29－14 ☎042-322-8849 

【募集要項配布期間】平成 30 年１月４日（木）～２月２日（金）（土日祝日を除く）10:00～18:00 

【募集要項配布場所】上記、事業担当課にて（市 HP からダウンロード可。） 

【提出期間】平成 30 年 1 月 18 日（木）～２月２日（金）（土日祝日を除く）10:00～18:00 

※ご提出の際には事前にいずみ児童館へ連絡のうえ、ご提出ください。 

【審査会】 

日 時：平成 30 年２月 14 日（水）10:00～質疑応答終了まで 

会 場：国分寺市役所 第１庁舎３階 第１．２委員会室 

内 容：応募団体によるプレゼンテーション及び審査委員による団体・担当課への質疑 

★この審査会は一般公開されています。どなたでも傍聴できます。お気軽にお越しください★ 

市民活動及び事業の支援を目的として金融機関から融資を受けた市民活動団体に対して、その利子額の

一部を補給します。 

【対象団体】こくぶんじ市民活動センターに登録している市民活動団体 

【補給金額】平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日に償還した利子額の 60％相当額 

【補給期間】償還開始日から５年以内 

【対象となる融資】500 万円以下で、かつ、年利が５％以下 

【その他】申込が多数あり、市の予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内で補給となります。 

詳しくは募集要項をご覧ください。 

【募集要項配布場所】協働コミュニティ課窓口（市 HP からダウンロード可。） 

【申請期間】平成 30 年１月 15 日（月）～２月 28 日（水）（土日祝日を除く）午前８時 30 分～午

後５時（正午～午後１時を除く） 

プレイセンター小さな森の紹介④ 

事業Ⅲ子育て講座。子どもへの対応を詳しく学ぶ 
日毎月第３火曜日 10:30～12:00 
場もとまち地域センター 
講スクールカウンセラー 金澤征子さん 
問０４２-３２４-５７７７（渡辺） 

（一社）プレイセンター小さな森 

薬だけに頼らない心と身体の健康づくり 
《ハンドセラピー講習》受講生募集 

民間療法のひとつ、人気のハンドケアを、この機会
に身につけてみませんか？ご自身やご家族の健康
管理にお役立て下さい。受講後、ハンドセラピスト
認定証を授与します。 
問０９０-２４４０-８３５９ 

NPO 法人日本セラピスト普及協会 

《会話のコツ》ワークショップのご案内 

“ケンカをしないでいい案だそう！”をテーマに効
果的な聞き方、話し方等を体験できます。 
日２月 18 日（日）10:00～11:50 
場国分寺労政会館  ￥無料 
問０４２-３２１-４３５７（大野）※FAX 有 

コミュニケーション学習会      
ウィンウィンサークル国分寺 

姿見の池におけるホタル復活作業 11 月の実績及び１・２月の予定 

日１月７日・28（日）2 月 4 日・25（日）  場：姿見の池 ９:30 集合 
11 月は 12 日と 26 日それぞれ 18 名、30 名の参加で実施しました。 
内容はプランクトンの発生の為の池へ落ち葉を投入、野草園への水仙球根植付け。 

緑と自然を育てる会

チャリティー講演会「女性と子どもの真の自立
を願って～アフリカの農村を支援する～」 

日３月 18 日（日）14:00～16:00（開場 13:30） 
場本多公民館ホール  ￥1,000 円 
講西アフリカ農村自立協力会代表 村上一枝さん 
問０８０-５６８７-８６７５（若島） 
フェアトレード品の販売有 

国際ソロプチミスト国分寺 



今回の『ＮＰＯの現場から』は、いつもと少し違い、イベント参加リポートです！ 
ＮＰＯ法人まちづくりサポート国分寺（以降まちサポ）の『深ク掘ル・国分寺・まち

歩き』第４回「国分寺の名前の由来を尋ねて歩く。マップ・ルート⑥」に参加してきま
した。 

このイベントは、『国分寺百景 散策ルートマップ』の７つのコースを解説付きで巡
る「まち歩き」です。（まちサポでは、国分寺市の誇り・愛着のある景観を「国分寺百
景」に選定しています）。 

11 月 25 日（土）午前 9:45、まち歩きにも最高の秋晴れの朝。西国分寺駅に集合し
たのは約 25 人で市内はもちろん市外からの参加者も多く、半数近くが２回以上参加の
リピーターです。 

参加費は 300 円。『散策ルートマップ』とお土産のお菓子（国分寺市内で作られてい
る）を受取り、参加者がそろったところで、本日のルート・説明員・同行者の説明があ
り、グループに分かれます。参加者は毎回約 30 人、２グループに分かれ、それぞれ２
名のまちサポメンバーが同行します。 

 
いよいよまち歩きの開始です。 
今回のコース、マップ・ルート⑥は「東山道武蔵路跡」⇒「武蔵国分寺公園」⇒「丘

の上ＡＰＴとチョコレートハウス」⇒「真姿の池湧水群」⇒「武蔵国分寺」⇒「仁王門・
薬師堂・本村八幡神社」⇒「史跡武蔵国分寺跡」⇒「史跡武蔵国分寺尼寺跡」⇒「黒鐘
公園」⇒「伝鎌倉街道」⇒「史跡通り」⇒「西国分寺駅」約 5.1 キロ、２時間のコース
です。当日は、マップ発行後に開館した、「東京都立多摩図書館」にも立ち寄りました。 

 
毎回市外から参加されているという方は、「地方から近隣に越してきて町を知るチャ

ンスと思って参加したらとても楽しかったので、最後まで参加します！自分が暮す市に
はこのようなまち歩きイベントもないし、見るところがないので、国分寺が羨ましいで
す。」街の情報誌でこのイベントを知ったそうです。また市内から参加されている方は、
「一人でこれだけ巡るのはなかなか大変。時間も２時間と参加しやすく、国分寺のはず
れに住んでいるので、この辺りのことは何も知らないから、解説も聞けるし、楽しいよ。」
「国分寺市の歴史を知りたいので参加しています。」など、みなさん積極的に説明を聞
いて、ルートマップをみながらとても楽しそうに歩いていました。坂道の多い国分寺で
すが、説明員の話しを聞きつつ、のんびり紅葉を見ながら歩くと、登り坂もいつしか気
にならなくなっていました。 

イベント前にはメンバーが実際のコースを歩き、トイレ休憩・安全確認など事前調査
もしっかりと行っているそうです。ルートマップを作る時に何回も歩いた道、説明もば
っちりです！と、まちサポメンバーも楽しそうです。 

私たちの身近にある国分寺百景。改めて、ゆっくり巡ると新しい発見も多く、知らな
かった、新しくなった国分寺市の魅力満載でリピーターが多いのも納得の３時間（いつ
もよりたくさん解説してくださったようです）でした。 

残るルートはあと２回。『深ク掘ル・国分寺・まち歩き』みなさんも国分寺市の魅力
を再発見してみませんか。 

★国分寺百景 散策ルートマップ：1 冊 100 円（市内書店など詳しくは直接） 
ＮＰＯ法人まちづくりサポート国分寺 代表：龍神瑞穂 
E-mail:machisapo2@gmail.com TEL:042-322-6698 

  
国分寺市を拠点とする 

Ｎ Ｐ Ｏ の 活 動 取 材 録 

こくぶんじ協働ニュース 第 51 号 ③ 

～深ク掘ル・国分寺・まち歩き～ 

ＮＰＯ法人まちづくりサポート国分寺 

深ㇰ掘ㇽ・国分寺・まち歩き 
①第６回：ハケの始まりから歩く ②第７回：新田開発を偲んで歩く 

 
日①２月 10 日（土）・②３月 10 日（土）集合９:45 
場①②国立駅（解散：①国立駅・②恋ヶ窪駅 12 時頃） 

￥300 円（資料・保険・おやつ付 ①のみ別途バス代 180 円かかります。） 
※『散策ルートマップ』をお持ちの方は参加費 200 円 

申①２月７日（水）・②３月７日（水）17:00 まで（先着 30 名） 
メール machisapo2@gmail.com または、FAX０４２-５７４－３１４２ 

第104回 

シリーズ・ＮＰＯの現場から 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 
〒185-0012 東京都国分寺市本町４丁目１番地９ 本町クリスタルビル４階 
Tel 042-２０８-３６３６ ／ Fax 042-２０８-３６３７ 
e-mail kccpc@jcom.home.ne.jp 
http://www.collabo-kokubunji.com/ 
開館時間 月～金曜日 9:00～17:00（年末年始を除く） 
 
平成 30 年 1 月１日発行 

 ◆編集後記◆ 

明けましておめでとうございます。平成 30 年の市⺠活動
センターは、1 月 26 日『こらぼ de サロン』で幕開け。
30 日には、東経大との『コラボレーションシンポジウム』
で学生とのディスカッションもあります。4 月のフェステ
ィバル運営委員会もスタートしました！今年も団体の皆
さんの活動をお手伝いしていきますね〜。（ｍ） 

こくぶんじ協働ニュース 第 51 号 ④ 

KOKUBUNJI 
Collabo 

平成30年度の登録更新について 

 市民活動センターでは、年度毎に利用団体登録の更新手

続きをお願いしています。これは、常に最新の団体情報を

市民の方や、その他団体に提供することができるように行

うものです。2 月中旬に更新手続き書類一式をご登録の連

絡先に送付致します。期限内のご提出にご協力ください。 

センター長 通 信  
新年あけましておめでとうございます。今年は、4 月に国分寺駅北口再開発ビルが完成し、西街区５階

には公益フロアがオープン予定です。建設中にセンターからも見えていたビルが、ついに完成となると感

慨深いものがあります。これから、多くの人が集まり、更に賑やかになることが予想され、ワクワクして

います。 

さて、昨年から新たに始まった国分寺市総合ビジョンの実施計画では，取組方針として「こ

くぶんじ市民活動センターの機能強化」を挙げており、段階的に専門事業者（ＮＰＯ法人等）

によるセンター運営への移行を検討しています。昨年 11 月の「第３回こらぼ de サロン」

では、今後の運営の在り方についてご議論いただきましたが、これからも、みなさんのご意

見を参考にしながら一緒に進めていきたいと思います。 

 みなさんのますますのご発展とご多幸を祈念し、新年のごあいさつとさせていただきます。本年もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

アンケートにご協力ください 

 市民活動センター民営化に向け、アンケートを実施しま

す。登録更新書類に同封いたしますので、ご協力をお願い

致します。 

『 広がれ！ こど

も 食堂の輪 ！活

動ガイドブック』 

「広がれ!こども食堂

の輪」全国ツアー実行

委員会 編集 

 

『 地域づく り人

育 成ハンド ブッ

ク』 

総務省 人材活力

活性化・連携交流室 

編集 

 

『地域分権時代の

町内会・自治会』 

  中田 実 著 

『町会長・自治会長

のスピーチと役割』 

前ノ園 明良 著 

センターからのお知らせ 

レターケースの申込みについて 

 登録更新用紙裏面に申込み欄がありますので、一緒に

お申込みください。 

※現在ご利用の団体も更新の手続きが必要です。 

0 

 

『図解でわかる NPO 法人一般社団法人
いちばん最初に読む本』 

石下 貴大 著 
『地域コミュニティと行政の 

新しい関係づくり』 
（公財）日本都市センター編集 


