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トークサロンを
開催します

トークサロンを
開催します

日　時/ 平成20年５月23日（金）午後７時～９時

場　所/国分寺Ｌホール（国分寺駅ビル８階）

内　容/市民活動フェスティバルについて、皆様から様々な

　　　　  アイデアなどを出していただき、今年度のフェスティバル

          企画運営について考えていきます。

申込み/電話、ファックス、またはメールにて市民活動センターまでご連絡ください。
　　　   　　※なお、トークサロンに参加いただけるのは市民活動センターの登録団体です。

締　切/平成20年5月20日（火）

テーマ「みんなで語ろう（作ろう）

　市民活動フェスティバル！！」

　こくぶんじ市民活動センターでは、センター利用団体との意見交換の場、また団体

間の交流の場として、今年度も下記のとおり「トークサロン」を開催します。今回は、

センター事業のうち「市民活動フェスティバル」にテーマを絞り、参加しやすく、誰

もが楽しめる市民活動フェスティバル像などについて意見を出していただき、今年度

の第３回市民活動フェスティバルの企画・運営に活かしていきたいと思います。市内

の他団体と交流ができるよい機会でもあります。ぜひ、ご参加下さい。

市民活動団体からの提案協働事業として、

団体向けスキルアップ講座や

市民向け入門講座の開催、

ＮＰＯ法人設立の相談受付など、

市民活動センターの事業内容がひろがります。

委託先団体は

「ＮＰＯ法人市民テーブルこくぶんじ」です。

詳しくは２ページをご覧ください！

市民活動センター
事業が

ひろがります！



こくぶんじ協働ニュース第12号　　　②

市民活動団体スキルアップ講座

[講座内容]

・第１回　実務に即した会計・税務を学ぶ

　　　　　講師：丹野章子氏（税理士・ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク会員）

・第２回　効果的な企画立案、広報戦略を学ぶ

　　　　　講師：宮田穣氏（相模女子大学人間社会学部准教授

　　　　　　　　　　　　 ・NPO法人 市民テーブルこくぶんじ理事）

・第３回　さまざまなＮＰＯの活動事例から組織運営を学ぶ

　　　　　講師：松下啓一氏（相模女子大学人間社会学部特任教授）

[日　時]　第１回　５月２１日（水）　１４：００～１６：００

　　　　  第２回  ７月２３日（水）　１４：００～１６：００

　　　　　第３回　９月２４日（水）　１４：００～１６：００

[会　場]　国分寺Ｌホール（各回とも）

[対　象]　市内で活動している市民活動団体　※ＮＰＯ法人格の有無は問いません

[定　員]　３０名（各団体２名程度）

[参加費]　無料

[企　画]　ＮＰＯ法人市民テーブルこくぶんじ

[申込方法]　５月１６日（金）までに電話か直接、こくぶんじ市民活動センターへ

[問合・申込]　こくぶんじ市民活動センター（ひかりプラザ５Ｆ）

　　　　　　　ＴＥＬ：０４２－５７６－０１９０

市民活動団体スキルアップ講座

～新たな公共の担い手となるために～

こくぶんじ市民活動センターでは、新たな公共の担い手となる市民活動団体の発掘、

育成を目的として、市民活動団体向けスキルアップ講座（全３回）を開催します。

市民活動団体と市との協働による、市民満足度の高い新たな公共の構築に向けて、

活動の更なる発展に取り組んでみませんか。

平成19年度

センター利用

実績報告

登録団体数‥144団体

ミーティングルーム利用率‥53.1％

コピー機枚数‥30,370枚

印刷機枚数‥248,769枚

メルマガ登録者数‥87件

平成20年３月末日現在の登録数です。

プロジェクター利用数増えています。

ご活用ください（持出可）。

毎月10日発行

イベントや助成金情報満載です！

まだの方は、ぜひご登録を！！

http://www.collabo-kokubunji.com

土・日・祝も開いてま～す☆
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去る２月17日（日）国分寺Ｌホールにて「第２回市民活動フェスティバル」を開催いたしました。

昨年同様ブースでのPRや展示、ステージ発表に加え、今回新たにイベントスペースでのPRも行われ、

大変好評でした。来場者は約300名あり、多くの方に活気あふれるフェスティバルを楽しんでいた

だけたと思います。

●来場者感想
・とても楽しかった。

・多くの分野の方が一緒になって活動していることが素

　晴らしい。文化（カルチャー）の基本があります。

・糠を使った生ごみの堆肥化の説明を聞きました。やっ

　てみたいと思いました。

・思いがけなく、興味深いものがたくさんありました。

・市内の活動グループの動きの一端を知れてよかった。

・皆さんの熱意が感じられた。

・舞台とブースを分けるべき。

●出店団体感想
・去年より運営はスムーズでよかった。

・ステージは周りがガヤガヤしていて聞いていただける

　状態になるまで時間がかかった。ブースとステージが

　一緒なのは無理があるのか。

・グループのネットワーク化の大切さを感じた。

・今年はブースを出したが、楽器を触ってもらえ「私も

　やりたい」という声もありよかった。

日本語スピーチ、お上手でした★ ブラボー!!市民活動フェスティバル! 工夫を凝らしたブースで
活動がよくわかりました

みなさん“ごみ”には関心ありますよネ 体力測定…はたして結果は?!

第２回市民活動フェスティバル　開催報告

19年度出展・参加団体のみなさま

安全,安心まちづくりCPG小金井,国分寺防犯協会

北町ウクレレ同好会

国分寺市民防災推進委員会

５３０３の会（ごみゼロ讃の会）

市民テーブルこくぶんじ

多摩ＬＡＷクラブ

NPO法人 Ann Bee

NPO法人 生き活き

NPO法人 くらしの安全安心サポーター

NPO法人 健康体操指導ワーカーズ

NPO法人 ごみ・環境ビジョン21

ﾍ゚ ﾊー゚ ｸーﾗﾌﾄ同好会/国分寺ｺﾝﾎ゚ｽﾄｱﾐー
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【申請方法】５月１日（木）～３０日（金）（土・日・祝日を除く）に必要書類を文化のまちづくり課

　　（ひかりプラザ５階）へ直接提出

　　※必要書類等詳細は、４月15日号市報または市ホームページをご覧下さい。

　　※応募の手引き、申請書類一式は、文化のまちづくり課、公民館、地域センター、市民活動センターで

　　配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。

　　　☆なお、４月26日（土）午後１時より本町・南町地域センターにて、この補助制度の説明会と19年度に補助を受けた

　　　　事業の報告会を行います。今後、市内で芸術文化活動をしようと考えている団体の方はぜひご出席ください。

【問合せ】市民生活部　文化のまちづくり課（旧　文化コミュニティ課）TEL 042-576-0283

【申請方法】５月１５日（木）～６月１０日（火）（土・日を除く）に必要書類を協働コミュニティ課

　　（ひかりプラザ５階）へ直接提出

　　※必要書類等詳細は、５月15日号市報をご覧下さい。

【問合せ】市民生活部　協働コミュニティ課（旧　文化コミュニティ課）TEL 042-576-0240

芸術文化振興推進事業補助制度申請受付を開始します！

市民活動推進事業補助金の交付申請受付を開始！！

●市では、芸術文化活動を行う団体が実施する芸術文化の振興に関する事業に、補助金を交付しています。

●市民活動団体が行う先進的・公共的な新規事業の立ち上げに、一定の補助をしています。

市民活動フェスティバルとは…
　・市民活動団体のPRの場

　・市民活動団体の交流の場

　・市民の方に市民活動について知っていただく場

出展団体になると…
　　団体ごとのブース・展示スペースでの活動紹介、ステージでのパフォーマンス等ができます。

出展を希望される団体は…
　　メール・電話・ファックス・または直接当センターまで「団体名、連絡者名、連絡先」をお知

　　らせください。

　　なお、出展いただけるのは、センター利用登録団体で、出展団体会議に参加できる団体です。

　　また、フェスティバルの準備・運営にも参加していただく予定です。

出展応募の締切り：５月31日（土）
　　※第１回の出展団体会議を６月中に開催し、その後数回程度の会議を行う予定です。

第３回 市民活動フェスティバル

こくぶんじ市民活動センターでは、昨年度に引続き「市民活動フェスティバル」を開催いたします。

今年度も出展団体の皆様と話し合いながら企画・実施していきたいと考えています。 市民活動フェスティバルとは…

　・市民活動団体のPRの場

　・市民活動団体の交流の場

　・市民の方に市民活動について知っていただく場

平成21年2月頃を予定 出 展 団 体 募 集 ！



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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　『みんなで助け合えば、誰もが自分らしく豊かに暮

らしてゆくことができるはず』、そんなちょっとした

助け合いを通して地域の関係を温かみのあるものとし

ようと「ＡＣＴたすけあいワーカーズ国分寺　風ぐる

ま」は活動しています。現在は設立当初からの自立援

助サービスに加え、親子ひろば事業も行っています。

　自立援助サービスでは、介護保険対象外の高齢者の

方や、産後の母親などを対象に、掃除、洗濯、買い物

代行、保育園の送り迎えなどの家事中心の在宅サービ

スを展開しています。在宅サービスというと、一見、

高齢者の利用が多いと思われがちですが、産後のお母

さんたちからの保育園の送り迎えなど家事補助の依頼

が意外と多いのだとか。その要因として、産後の20、

30代の若いお母さんたちを取り巻く環境が関係してい

るようです。そんなこともあり、「地域の中の居場所

作りができないか？」と思い、昨年から、市との協働

で「親子ひろば」事業をはじめました。０歳～３歳ま

での乳幼児とその保護者と妊婦さんを対象に、毎週火・

木曜日と第２・４月曜日の午前10時～午後３時に市民

室内プールの和室で開催しています。月１回程度リト

ミックや絵本の読み聞かせ、わらべうたで遊んだり、

講座を企画し、毎回平均７、８組の参加があります。

市報などを見て知り、勇気を持ってひとりで来室する

方もいて、親子ひろばの会場で友達になり、いろいろ

な情報交換をしたりと、参加者同士のつながりが広が

っているようです。

ＡＣＴたすけあいワーカーズ国分寺　風ぐるま

第10回　お互いさまの気持ちを、地域におすそわけ

　３月29日（土）14：00から国分寺Ｌホールにて、市民活動・地域活動シンポジウムを開催

しました。ＮＰＯサポートセンター理事長の山岸秀雄氏による基調講演に引き続き、第２部

の事例報告では、市内の市民活動団体や自治会・町内会で活動している５名の方にご自分の

体験を交えながら、団体立ち上げの動機や地域をまとめる秘訣、現状などをお話していただ

きました。

市民活動・地域活動シンポジウムを開催し
まし
た

　また、助成金を申請し、念願の木のおもちゃを購入。

それが、お母さんたちにも喜ばれています。その他に

も、スタッフが、身近にあるものを利用して手作りし

たおもちゃもあり、手作りおもちゃ作りの講習会を開

き、参加者からとても好評だったそうです。

「たすけあいの精神で事業をやり始めてみたら、小さ

な子供たちやそのお母さんたちと接する50～70代のス

タッフが生き生きと元気になっているんです。それが

介護予防にもつながっていくと思うのです」と代表の

織田さん。

　「サービスを行うときに、いつも心がけていること

は『お互いさま』の精神。助ける側だけではなく、助

けられる側の気持ちになってみること」、そう思いな

がら事業を行っているそうです。

連絡先：事務所 TEL/FAX 042-300-3663

お
母
さ
ん
の
だ
っ
こ
は
み
ん
な
う
れ
し
い
ね
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発行・編集　こくぶんじ市民活動センター(市民生活部協働コミュニティ課)
〒185-0034　東京都国分寺市光町 1-46-8 ひかりプラザ５階
TEL 042-576-0190　／　FAX　042-576-0370
e-mail　kccpc@tiara.ocn.ne.jp
http://www.collabo-kokubunji.com
開館時間　9:00～17:00 年中無休(ただし年末年始を除く)
平成20年４月22日発行
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随時募集中！
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■明日からの暮らしの糧として、定年にはまだ時間がある40歳から、50歳代前半の方、また先に地域

デビューをしている60歳代の方にも幅広く活用できるように様々な角度からの地域デビューのヒント

が盛り込まれている。定年後の舞台として、なぜ「地域」なのか。そして、地域に立脚することが、

なぜ重要で、どのような意味をもつのか。本書では、それについての考え方や具体的な活動内容が紹

介されている。地域デビューにあたっては、さまざまな不安が伴うと思われるが、特に「対人関係」

について、長年様々な「人」と接してきたベテラン勢が、自らの経験などをもとに、対人関係構築の

ヒントを提示しているので参考になる。魅力的で、華々しい「地域デビュー」を飾れるのではないか。

　私たちは、NTT退職者と市内での様々なボランティア活動

（高齢者対象の、農業支援・要介護者支援・音楽団出前・

ＩＴ指導・国際協力等）を通じて知り合ったその知人・友

人が集まり、地域内の親睦交流の促進を求めて10年前（窪

東公園開園の頃）に発足しました。

　会名は、「お互い新たに地域１年生として、お付き合い

をはじめよう」の意が込められました。

　会の活動としては、月例の幹事会で年間親睦行事を決め、

お花見・社会見学・暑気払い・ハイキング・バスハイク等、

会員以外も誘って実施し、地域の方々に喜ばれています。

　さらに、囲碁･カラオケ・音楽鑑賞・麻雀・手品・ブリッ

ジ（トランプ）など、各種趣味のサークルがありますが、

特にブリッジなどは会員外の人が９割以上と盛会です。

　また、毎月会報を発行配布しています。この会報には恒

例行事の案内に加え、各会員のエッセーや、趣味（俳句・

川柳・絵画）なども掲載し、皆で楽しんでいます。

　ちなみに、一会は年会費1,000円ですが、会員以外でも個々

の行事やサークルに参加大歓迎です。興味のある方のご連

絡をお待ちしています。

（連絡担当）嶺　仁　TEL/FAX 042(324)8600

Ｅ-mail  hitoshi-mi@jcom.home.ne.jp

お　知　ら　せ

編集後記
　“春眠暁を覚えず”の気持ち良い季節になり
ました。「こらぼ」が皆様に役立つ、眠気が少
しでも取れる情報となっていることを願ってお
ります。（よ）

読んでみました
！センター蔵書を
書　名：『団塊世代の地域デビュー心得帳』

　　　　　心豊かなセカンドステージへ

編著者：細内信孝　佐藤恭弘　佐竹真一

　　　　長谷川真知子　大川新人

発　行：2007年11月12日　出版社：株式会社ぎょうせい

国分寺一会
はじめ

　市民活動センターは、4月よりセンター長

に小堀哲朗が、また事務局長に田中博が就任し、

新体制となりました。スタッフ一同、今まで

以上にセンター事業の充実に努めてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

＊センターの所管担当課は、「協働コミュニ

　ティ課」となりました。なお旧文化コミュ

　ニティ課は４月より「協働コミュニティ課」

　と「文化のまちづくり課」にわかれました。

４月から新体制となりました！

「ひかりプラザへいらしてくださ～い!」
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