
今年度も登録団体の皆さんの情報交換・横の連携づくりの場として「団体交流会」を開催いたします！

従来の活動分野別・テーマ別の交流会ではなく、

とし、市内を東西南北４つの地域に分割して開催します。いつもの庁舎会議室ではなく、各「地

域センター」で行うことで、地域に根差した活動をしている団体や 法人、サークルや学生グループ

など、登録団体以外の参加もお待ちしております。日頃の活動現場に近い地域センターで「地域」を軸

に交流しませんか。

日 時：平成 年８月 日（金） ～

開催場所：本町・南町地域センター

申し込み：こくぶんじ市民活動センター

※センター登録団体の他、それぞれの地域センターで活動しているサークルや学生グループ、

企業や商店街などにもお声がけして、地域の活性化を目指して幅広い交流を企画しています。

「市民活動とその支援～センターを知る・考える～」は、市民活動と中間支援団体について、みんな

で語り合い、学び合うことを目的とした会合です。他市の「 ・市民活動センター」のスタッフをお

招きして、中間支援組織として市民活動団体との関わり、取組などをお伺いし「こくぶんじ市民活動セ

ンター」について、登録団体の皆さんや市民の皆さんと一緒に考えたいと思います。本年度は、 月、

月、 月の 回の開催を予定しています。

第 回目は、府中 ・ボランティア活動センター事務局長の松木紀美子さんをゲストスピーカーに

お招きし、センター活性化への取組、市民活動団体と地域や企業とのマッチングなどについてお話いた

だきます。皆さん是非、お越しください。

１．日時：平成 年 月 日（木） ～

２．場所：国分寺市役所 書庫棟会議室（ぶんバス停留所前）

３．ゲストスピーカー：松木紀美子さん（ 法人 府中市民活動支援センター 事務局長）

＊詳細につきましては、こくぶんじ市民活動センターまでお問い合わせください。

東地区：本町・南町地域センター 西地区：西町地域センター

南地区：内藤地域センター 北地区：北町地域センター

９月下旬に開催予定

「地域・発見！～つながろう、地域の力～」をメイン

テーマ
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ぼらこ Collabo

１面： イベント・団体交流会

２面： フェスティバル開催しました！

３面： フェスティバル開催しました！

４面： 協働事業審査会・新着図書紹介

５面： ＮＰＯの現場から・利用実績報告

６面： 団体紹介，お知らせ他

こくぶんじ市民活動センター

「市民活動とその支援～センターを知る・考える」
を開催します。

団 体 交 流 会 を 開 催 し ま す ！



こくぶんじ協働ニュース第 号 ②33

ブースの様子

平成 年４月 日に、

が開催されました。

今回は 団体が参加、今までで最多の参加数でした！そ

れぞれ趣向を凝らしたブース展示やステージ発表で、市

民の皆様におおいに活動を ！！

当日は、前夜からの雨で足元の悪い中でしたが、４００

名を越す来場者があり、にぎやかなフェスティバルとな

りました。
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第 回市民活動フェス

ティバル
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こくぶんじ協働ニュース第 号 ③

出展団体（五十音順）
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体験ルーム ＆ 軽食

ステージでは・・

来場者の方にアンケートを行ったところ、「有意

義な活動をしていてすばらしい」「参加型が多く

て楽しかった」や、「来年もまた来ます」といった

感想を多数いただきました。これも、７回と回数を

重ね、実行委員会である団体間の連携が出来ていた

こと、東京経済大学生の参加など、新しい試みをし

た結果であったと思います。来場者の声を励みに、

実行委員会では第８回に向けての課題などを話し

合い、より盛り上がる楽しいフェスティバルにして

いこうと意気込み十分です。

ＮＰＯ法人 ＡｎｎＢｅｅ ５３０３の会（ごみゼロ讃の会）
ＮＰＯ法人 お産サポートＪＡＰＡＮ ＮＰＯ法人 市民テーブルこくぶんじ
介護保険サポーターズ国分寺 自立生活体操をひろめる会
拡大写本こくぶんじ ＮＰＯ法人 すまいる
ＮＰＯ法人 くらしの安全安心サポーター 東京経済大学 落語研究会
ＮＰＯ法人 健康体操指導ワーカーズ 日本スポーツ吹矢協会 国分寺支部
コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺 光パソコンの会
ＮＰＯ法人 国障連喫茶 フォークダンスサークル ひまわり
国分寺あゆみ会 プレイセンター小さな森
国分寺カウンセリング勉強会 マジックサークル木曜会
国分寺コンポストアミー ＮＰＯ法人 まちづくりサポート国分寺
国分寺市民防災推進委員会 ミズモリ団
国分寺太極拳一楽会 緑と自然を育てる会

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 号 ④33

平成 年度から試行していた提案型協働事業を実施します。提案型協働事業は市民活動団体が市に協

働事業を提案し，「国分寺市協働事業審査会」の審査・選考を経て採択された事業を提案団体と市が協定

及び委託契約を締結し，協働で実施する制度です。市民自治の推進と市民サービスの向上を目的として

実施します。

提案型協働事業は市民活動団体の自由な発想で事業を企画し，市に提案することができます。ただし，

協働事業に取り組むためには同じ目的を共有する必要があるため，市の計画等に適合していることが前

提です。

事業提案できる団体の要件や事業要件等，募集の詳細については募集要項をご覧ください。（募集要項

は協働コミュニティ課，こくぶんじ市民活動センターで配布するほか，市ホームページ

（ ）からダウンロードできます）

＜試行期間中に実施した提案型協働事業と事業実施団体＞

身体活動を習慣化させる介護予防体操教

室事業（ 法人健康体操指導ワーカーズ）

わかりやすい市政 づくり事業（

法人市民テーブルこくぶんじ）

駅前子育てサロン（東部地区協働型親子ひ

ろば）事業（ 法人冒険遊び場の会）

障害児，年齢枠を超えた子育て支援事業

（ 法人ワーカーズ・風ぐるま）

木造住宅耐震診断士創設に係る診断士の

養成・認定事業（ 法人暮らしの安全安

心サポーター）

家庭用生ごみたい肥化装置の普及広報

活動事業（５３０３の会）

雨森孝悦 著
東洋経済新報社 発行

高野誠鮮 羽咋市役所職員
著

講談社 発行

阿蘭ヒサコ 著
冨部志保子 著
ＮＴＴ出版 発行
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動・マネジメント

ローマ法王に
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６月の定期音楽会を目前に控え、準備に追われているところを、代表の

尾迫 おさこ さんが快く取材に応じて下さいました。会を設立してから５

年目、年に２回実施している定期音楽会も今回が９回目となります。前身

の「童謡・叙情歌を歌う会」は 年で活動に区切りをつけ解散となりま

したが、その後活動の継続を望む声に押され、ジャンルにとらわれず歌っ

ていこうと「みんなで楽しく歌う会 ソングリーフ」を立ち上げたそうで

す。現在は５名のメンバーと３名の賛助会員で活動をしており、ソングリ

ーフの会ではメンバー全員で 曲近い曲目の演奏や歌唱を担当していま

す。練習風景も覗かせていただきましたが、「あ・うん」の呼吸で、次々と音合わせや曲目の解説をし、会

の進行を確認しあっていました。

ボランティア活動にも積極的に関わり、小学校のサマースクールに出向いて童謡などを一緒に歌い楽しん

でもらっているそうです。年を重ねた方には、昔の童謡は心に残っていて懐かしんでもらえるそうですが、

今の小学生には歌詞を理解するのが難しく、言葉の意味から説明するとのこと。日本の歌に使われている美

しい言葉やメロディーをいつまでも歌い継いでいって欲しい、という思いを強く感じるそうです。

ソングリーフの会では、歌う楽しみと一緒に、音楽を聴く楽しみも味わってほしいと、毎回様々な楽器の

演奏者に客演演奏の協力を依頼しています。６月の定期音楽会では、三味線奏者をお呼びし、全体の構成も

和のテイストを盛り込んだそうです。そんな会の大きなポイントとなる奏者の選出は、予算の都合もあり、

毎回頭を悩ませているそうで、「もう少し運営費を増やしたい。そのためにも現在の目標は音楽会への参加

者を 名超にすること！」と語る尾迫さん。毎回 名前後

の方が参加してくれるそうですが、「もう少しＰＲに力を入れ、

参加者の数を増やしたい。とにかく、ソングリーフの会に足を

運んで一緒に歌ってみてください。楽しいですよ！」とのこと。

次回第 回目の定期音楽会は、 月 日（木）いずみホール

で行います。「こらぼ」への掲載を通して、目標達成に少しでも

貢献できたら･･･という思いで取材を終えました。

連絡先：代表 尾迫 千恵子（℡ ）

国分寺市を拠点とする

ＮＰＯの活動取材録

＊３年連続利用率ＵＰ！＊新規登録 件！

＊年々アクセス回数増加中！

／
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シリーズ・ＮＰＯの現場から

こくぶんじ協働ニュース第 号 ⑤

第 回 ～歌う楽しみを届けたい～

みんなで楽しく歌う会 ソングリーフ
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１２８団体 ４９．２％

登 録 団 体 数 ミーティングルーム利用率

４６，２４９回

ホームページアクセス回数 今後とも

みなさんの

ご利用を

お待ちして

おります
(^O^)



ゆりーと

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）

〒 東京都国分寺市戸倉１－６－１ 第三庁舎１階

℡ ０４２－２０８－３６３６ ／ ０４２－２０８－３６３７

開館時間 平日 ～ （ただし年末年始を除く）

平成 年７月１日発行

梅雨に入り鬱陶しい日々が続いていますが，雨の

多いこの時期はたくさんの花が咲く季節でもあり

ます。梅雨といえば紫陽花を思い描く方が多いと思

いますが，雨の中にスラリと伸びる菖蒲の花も艶や

かな姿を楽しませてくれます。

「こらぼ」が皆様に届くころには梅雨を彩るこれら

の花の時期も終わり，暑い夏がもうそこまでという

時期になっていることでしょう。皆様におかれまし

ては，体調管理に留意して活動に励んでいただくと

共に，節電にも取り組んでいただくようお願いしま

す。

さて，提案型の協働事業の募集が７月１日から始

まっています。地域の課題解決や公共サービスの充

実に向けた取り組みを市の事業担当課と共に行う

協働事業に多くの団体からの応募をお待ちしてい

ます。

■

メンバー同士や団体間の連絡等に役立てても

らうことを目的に、市民活動センター内にレター

ケースを設置し、無料で貸し出しています。利用

を希望する団体は、市民活動センターまでお申込

みください。

○レターケースのサイズ・・・ ４サイズ

（幅 ㎝×奥行 ㎝×高さ ㎝）

【貸出数】 個

【利用期間】平成 年８月１日～

平成 年７月 日まで

【申込み締切】７月 日（木）

【申込み方法】①団体名、②連絡者名、③電話番号を

直接またはメール、 でセンターまで

《注意事項》

・現在、レターケースをご利用いただいている団

体も申し込みが必要です。

・申込み多数の場合は抽選となります

日本スポーツ吹矢協会国分寺支部は、団体

発足 年になりました。

スポーツ吹矢の特性であります腹式呼吸を取り入れ

た｢スポーツ吹矢式呼吸法｣これを最大限に行うため

に、スポーツ吹矢の基本動作があります。この動作

が美しい形を作り、深い呼吸をもたらし、集中力を

高め体に活力をもたらすのです。

このスポーツ吹矢は、例えば野球やテニスの「動」

に比べ「静」のスポーツですが、安全なスポーツで

あり、「楽しくなければ吹矢じゃない」「面白くなけ

れば吹矢じゃない」「続けなければ吹矢じゃない」と

いう理念のもと、人々の心身の健康保持増進に寄与

することを目的として活動しています。尚、昇級昇

段試験も有り、自己を磨きチャレンジする機会があ

ります。 現在国分寺支部に所属しているメンバー

はほとんどが市内在住で、平均年齢は から 歳

くらいで楽しい仲間たちです。練習は、毎週土曜日

（第 土曜日を除く）国分寺市福祉センター 階で

しています。

経験のない方でも丁寧にお教え

いたします。百聞は一見に如か

ず、どうぞ体験（無料）にお越

しください。

【連絡先】
◇国分寺支部長 根本 ０４２－３２５－１１０３

◇公認指導員 伊東 ０４２－３０１－８２２８

185-8501
Fax 

e-mail kccpc@jcom.home.ne.jp
http://www.collabo-kokubunji.com/
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団体紹介コーナー 団体紹介

随時募集中！

編集後記 気づけばもう 月です。ようやく今年の団

体交流会のお知らせが出来ました。今年は活動地域別の

交流を企画しています。普段接点の無い団体やサークル

活動と交流を持てる良い機会です。是非ご参加くださ

い。新企画「市民活動とその支援～センターを知る・考

える」もよろしくお願いします。（ｙ）

こくぶんじ協働ニュース第 号 ⑥

レターケースの利用申し込み受付中｢日本スポーツ吹矢協会 国分寺支部｣

◇スポーツ祭東京 スポーツ吹矢デモスポ◇
平成 年 月 日 土 多摩市立総合体育館
※参加人数 名以上 国分寺支部も参加します！
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