
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こくぶんじ協働ニュース 第53号 ① 

１面 シンポジウム告知・アンケート報告 

２面 フェスティバル開催報告・対談 

３面 フェスティバル開催報告・対談 

４面 NPO の現場から・センター利用実績 

５面 協働事業・団体からのお知らせ 

６面 センターからのお知らせ・センター長通信 
 
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 

ぼ ら こ Collbo 

東京経済大学地域連携センターコラボレーションシンポジウム 

こらぼ deサロン 

大学生と創る地域の力 
詳細が決定次第、お知らせいたします。 

 

シンポジウムに関するご意見ご要望もお待ちしています！！ 

「学生さんのこんな活動が知りたい・見てみたい」 

「学生さんとこんなことを話してみたい」 

などなど。センターまでお寄せください。 

現在、市民活動フェスティバルは運営委員会形式で運営してお
ります。より多くの方にフェスティバルにご参加いただけるよ
う、第 11 回より運営委員会に所属しなくても参加出来るように
なりました。初回と前日説明会には全団体ご出席いただきます
が、その他の回の出席は任意です。ぜひご検討ください。 
その他、市民活動フェスティバルについていただきましたご意見は、

フェスティバル運営委員会で共有させていただきます。 

専門家の方につきましては、東京ボランティア活動センターで行わ
れている『NPO 法人運営相談』などをご紹介しております。センター
蔵書にもお役に立てるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧くだ
さい。今後、講座情報などもホームページで発信していきます。 

平成 29 年度センター事業に関するアンケートでいただいたご意見です。 

NPO 法人の運営について

専門家の助言が欲しい 

市民活動フェスティバルの実行

委員会の時間や回数が合わない

ので参加しなくなりました 

各施設の部屋は各施設ごとに管理が行われている関係上、市民
活動センターで他施設の部屋の提供を行うことは難しい状態で
す。他施設のご利用に関しましては、公共施設予約システムのご
利用をご検討ください。 

市の各セクションごとに管

理されている公共施設内の

部屋の提供も考えて欲しい 

土日・夜間の開館につきましては、利用者が少な
かったために縮小した経緯がありますが、利用団体
のみなさんのお声を聞きつつ、検討していきたいと
思います。備品の導入につきましても、今後検討を
進めて参ります。 

★土日、夜間の利用が出来るようにして 

ほしい 

★ポスター印刷機の導入やコーヒーサーバー 

の導入など 

市民活動センター内で掲示板の移動を行いました。 
今後、来所する方の様子を確認しながら、調整いたします。 

掲示板を来訪者の目につきや

すい場所へ移動してほしい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山：フェスティバルお疲れ様でした。今回のフェスティバルには

Clover から何人が協力してくれてたのかな？ 

西：運営委員会からの依頼で 9 名、Ohana さんに 3 名、緑と自然を

育てる会さんに 2 名、地域貢献ゼミ 3 名の 17 名です。 

山：今回のフェスティバルの様に運営委員会から参加するイベントは

他にもある？ 

西：４小のお泊りボランティアとか他にも結構あります。お泊りボラ

ンティアは 4 小の生徒に夏休みの特別な体験として、学校でキ

ャンプをする催しです。他に企画から参加しているものに、公民

館のおまつりなどもあります。 

山：若い人たちが会議に参加してくれると、それだけで僕らにも刺激

になるよね。当日意思の疎通も取りやすいし、準備段階から関わ

ってくれてるのでとても安心感があったよね。 

小：市民活動フェスティバルってって昔は『市民活動』に関わる人し

か来ていない印象があったけど、子どもたちが沢山来てくれるよ

うになってから少しずつ変わってきた感じがするけど。 

山：そこに東経大のみんなが関わってくれるようになって、さらに良

い流れが来ている気がするかな。 

西：1 回だけや 1 日だけの参加だと、団体さんの顔も名前も解らな

いまま終わってしまうことが多いので、会議から参加出来て本当

に良かったと思います。 

内：事前に運営委員会に参加することは絶対必要だと感じました。担

当者は当日参加のメンバーに今日のボランティア内容を説明し

て指示して、人員を配置しなきゃいけないし。 

西：メンバー全員を 2 人だけで回していくのは難しかったです。 

内：本当は当日来るメンバー全員会議から出て欲しいですね。（笑） 

 

東京経済大学公認ボランティアサーク

ル Clover の今年の新入生メンバーは

80 人！総勢 203 名の学内で一番大き

なサークルです。地域の人との関わりを

大切にする、今や国分寺の催しものには

なくてはならない彼ら。 

今回、市民活動フェスティバルの中心メ

ンバーとして参加してくれた、西さんと

内堀さんに正副委員長とフェスティバ

ルの感想などを伺いました。 

（西：西さん、内：内堀さん、畑：畑佐委員

長、山：山越副委員長、小：小川副委員長、

セ：市民活動センター） 

 

◆◆◆出展団体◆◆◆ 

◆美しい用水の会◆NPO 法人お産サポート JAPAN◆NPO 法人 Ohana◆NPO 法人介護サポーターズ国分寺◆かた

ぐるまの会◆東京経済大学ボランティアサークル Clover◆NPO 法人健康体操指導ワーカーズ◆コアラッコ・親子ひ

ろばサポート国分寺◆NPO 法人国障連喫茶◆国分寺カウンセリング勉強会◆国分寺市寿奉仕団◆国分寺市“社会を明

るくする運動”推進委員会◆国分寺助産師会◆国分寺市老人クラブ連合会◆国分寺太極拳一楽会◆こくぶんじ地域クラ

ブ◆国分寺であそぶ KAI◆NPO法人国分寺ハンディキャブ運営委員会◆国分寺市レクリエーション協会◆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◆ＣＨＥＥＲＳ（ぶんハピねっと）◆ニコトコ製作所◆日本スポーツ吹き

矢協会国分寺支部◆ひかり新幹線おやじの会◆NPO 法人響き合いネットワーク東京 SP の会◆NPO 法人まちづくり

サポート国分寺◆ミズモリ団◆緑と自然を育てる会◆夢工房ふれあいの場◆NPO 法人ワーカーズ風ぐるま 

こくぶんじ協働ニュース 第53号 ② 
平成 30 年 4 月 23 日（日）に 

ひかりプラザにおいて第 12 回市民活動フェスティバルが開催されました。 

初夏を感じさせる暑さの中、約 1000 人という多くの方にご来場いただき大盛

況で、各団体の活動を大いにアピールできた一日となりました。 

One 



  こくぶんじ協働ニュース 第53号 ③ 

山：入口のアーチは作ってみてどうだった？ 

西：いざ作り始めると高さとか強度とか、いろいろ大変でした。も

うちょっと事前に考えておけばよかったと反省してます。 

山：事前情報として来場者の規模とかも解っているとよかったかも

ね。どのくらいの人が来て、下を通っていくかとか。でも、イベ

ントをやってるよっていう華やかな雰囲気づくりを求めてるん

で、別に作るのはアーチにこだわらなくてもいいんだけど。 

内：シンボル的な感じで？ 

畑：インスタ映え的な？（笑）記念写真スポットにしちゃうとか！ 

セ：楽しい入口のモニュメントを次回考えてもらいましょうか

（笑） 

フェスティバルを全体的に見てもっとこんなことやったらとか、

こんな団体が居たら面白くなりそうだと思うことありましたか？ 

西：やっぱり同年代のグループなどが参加してると嬉しいです。ど

んな活動をしているのか見に行きたいな…という気になります。 

山：例えば、他の大学のボランティアサークルと一緒にフェスティ

バルのボランティアをやるのはどう？やりにくいとかあるかな。 

西：現状では他大学との交流はあまりないので、そうなったら楽し

いと思います。たまにボラ先で他校の人と会えることがあるんで

すが、すごく盛り上がります。 

山：我々もフェスをきっかけに団体同士や学生同士の交流が生まれ

ると楽しいよね。次回検討事項に入れておこう。 

小：体育室も、もっと盛り上げていかないといけないよね。今回の

ゲストの石川太郎バンドさんとかすごい良かったけど、他にも関

係者以外の人を呼ぶために何か出来ないかな？ 

山：フェスティバルの動画を Clover さんに撮ってもらったけどそ

の映像を閉会式で共有するのもいいんじゃない？なかなか自分の

団体以外の様子って見れないし。 

小：最後にみんなで競って終わる紙飛行機大会とかも楽しいと思う

んだよね。何か参加者全員で盛り上がるものを考えて、次回も楽

しいフェスにできるようにしていきましょう。 

山：来年も引き続きよろしくお願いします。 

山：今回のフェスティバルに参加してみての感想を教えてください。 

内：初めての参加だったので、バタバタしてしまいました。でも、ア

ーチの作成も写真の撮影も事前の打合せが無かったらもっと大

変だったと思います。 

西：去年の参加は本当に会場に来て、作業するだけでしたが、今年は

自分たちに何が求められているのかが解っていたので、その点

は楽でした。でも、２人だと全員は見きれないし、当日参加のメ

ンバーに意志が伝達しきれなかった気がします。あと、時間が無

くて他の参加者の方のブースとかが全く見られなくて残念でし

た。実は Clover の全体像もあまり見えてなかったです。（笑） 

内：撮影も子どもボラも、楽しくできました。開閉会式の司会も前日

にちゃんと打ち合わせがあったので、担当者も心の準備はでき

ていたと思います（笑） 

セ：Clover さんのブースはどんな感じでしたか？ 

西：展示メインだったので、最初はスタンプを押すだけだったんです

が、それだけじゃ味気ないなと思って…小さい子が多かったの

で途中から模造紙に『絵しりとり』をしてもらいました。お子さ

んが絵しりとりしている間に親御さんが待ちながら展示を見て

くれたりして、色んな人と話せるし、自分たちの活動も PR 出来

て良かったです。 

 

 

協力：東京経済大学地域連携センター・ダンスミックス・光商店会・大塚製薬（株）・COOP みらい東京・JA 東京むさし・石川酒

造(株)・国分寺郵便局・佐渡汽船(株)・多摩信用金庫・中国料理浜木綿・(株)三浦屋・矢島助産院・鉄道情報システム(株) 

Two 

Three 



“用水の止水連絡が入ったので、急きょ活動日が決定しまし

た”と聞き、「美しい用水の会」が行う、“親水施設”の清掃活動

にお邪魔させていただきました。 

昨年、水路の一部のごろごろした大きな石を取り除き、石板と

砂利を敷き詰める作業を試験的に行ったところ、水路上に積も

った泥を竹ほうきで掃除できるようになりました。今年の公民

館まつりでは水路を子ども達に開放し、楽しんでもらうことが

できたため、今回はエリアを拡げるための整備作業です。汚泥を

掘り土嚢に詰め、水路の底を平らにする、重労働の上、見た目も

地味な作業を行います。 

「美しい用水の会」は、用水を美しくしたいと思う人に自由に参加し

てもらい、砂川用水の美化活動を広げていきたいと 2017 年スター

トした団体です。清掃活動は団体立ち上げ前の 2012 年頃から「ミズ

モリ団」として始めていました。当時の砂川用水は、いたるところで

ごみや枯れ葉が詰まって流れが止まり、周囲は草が茂り見通しが悪 

  く、水面が見えない状態だったそうです。 

堆積した泥やごみを撤去し、護岸の植物 

の刈込など、流れを妨げるものを取り除くことで、滞留することなく流れる水

路を見ることができるようになりました。継続的に活動を行ってきたことで、

汚泥を詰めた土嚢の処理や止水情報提供など、行政との連携や護岸に植えた花

を地域の人と楽しむなどのつながりもできています。 

「美しい用水の会」の HP に『用水は、生活用水として長い間近隣の人々の

暮らしを支えてきました。生活用水としての役割を終えた用水ですが、国分寺の発展の歴史を伝える貴重

な歴史遺産であるとともに、実際に水がながれていることにより、人々の心を豊かにしてくれる財産でも

あると考えます』とありました。親水施設は、私自身幼かった我が子とよく通った場所でした。当時は水

もきれいで水辺で遊んだりしたものです。何でもそうですが、当初のきれいな状態を保ち続けることは大

変です。続けていく事で大切なものを残しそれを財産として次につなげていく。美しい用水の会の活動は

子ども達が水辺で安心して遊べるような場所がふえていく事 

にもなるのかもしれませんね。 

  

《お問合せ》 

電話：090-1993-5903 

メール：kshin@jcom.home.ne.jp 

http://www002.upp.so-net.ne.jp/duluth-ga/ 

こくぶんじ協働ニュース 第53号 ④ 

シリーズ・ＮＰＯの現場から 

第 106 回 ～国分寺を流れる砂川用水の美化活動～ 

美しい用水の会 

国分寺市を拠点とする 

ＮＰＯの活動取材録 

平
成
29
年
度 

セ
ン
タ
ー 

利
用
実
績 

登録団体数：139団体 
ホームページアクセス数：105,032件 
利用者数：4,004名 
会議室利用率：81.6％ 

～ご利用お待ちしております～ 

＊この様になりました 



 

  

こくぶんじ協働ニュース 第53号 ⑤ 

平成 31年度実施 提案型協働事業  

市民活動団体の事業提案を募集 
 

 提案型協働事業は、市民活動団体の自由な発想で市に事業を提案し、審査会にて採択された事業を提案

団体と市が共に実施するものです。詳細は募集要項をご覧ください。 

【市より、市民活動団体に提案してほしい事業のテーマ】 

 今回初めて、市から提案してほしい事業のテーマをお知らせします。 

これは、市民活動団体が提案する事業の枠組みを狭めるものではなく、具体的な提案のヒントとしてご

活用いただくために情報提供するものです。従来どおり、自由な発想で市に事業を提案いただくことに変

更はなく、提案がこのテーマに沿った内容である必要はありません。テーマに沿った事業の提案であるか

否かによって、採択審査において有利・不利に扱われることはありません。 

 

テーマ：「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する事業」 

概 要：「国分寺市における東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関する取組方針（平成

29年６月１日策定）」に定める取組の５つの柱（①大会気運の醸成、②スポーツ推進を通じた健

康づくり・障害者理解促進、③まちの魅力の発信・地域振興、④国際交流・おもてなし、⑤景観

や環境に配慮した安全・安心なまちづくり）に関する事業の企画・立案・実施。 

【募集期間】平成 30年６月 15日（金）～７月 17日（火） 

【提出先】協働コミュニティ課（本町４-１-９本町クリスタルビル４階） 

（土日祝日を除く、午前８時 30分～午後５時） 

【事前相談】協働コミュニティ課に事前相談の上、必要書類のご提出をお願いします。 

【募集要項等】協働コミュニティ課窓口にて配布、市ＨＰからダウンロードも可 

 

手話を学んでみませんか 
聴覚障害者と交流しながら手話の学習をしています。

年間行事は講演会・親睦会・新年会・共催クリスマス

会など。他にも夏体験ボランティアに協力しています。 

日：毎週木曜日 13:30-15:30 

場：福祉センター会議室 

問：☎/📠042-575-6093（三井田） 

手話サークル国分寺 

カウンセリング勉強会 会員募集 
人に話しをすること、人の話を聴くことから傾聴を身に

つけて、人生を豊かなものにしませんか。 

日：毎月第１・３月曜日 1０：００-12:00 

場：ひかりプラザ 

問：☎042-577-3448（冨永） 

 

国分寺カウンセリング勉強会 

ワーカーズ風ぐるまメンバー募集！ 
自立支援や子育て支援、そして５月に開始したばかりの訪問介護事業で一緒

に働くメンバーを募集します。地域で自分に合ったペースで働いてみたい方、

気軽にお問い合わせ下さい。 

問：☎042-300-3663（担当：福山・戸倉） 

NPO法人 ワーカーズ風ぐるま 

★団体からのお知らせ掲載記事募集中★ 

 年４回発行の機関紙『こらぼ』に掲載する記事を募集しています。詳しくはセンターまでお問合せ下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こくぶんじ協働ニュース 第53号 ⑥ 

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） 
 
 
 

 編集後記 

今号は、先日行われた第１２回市民活動フェスティバ

ルの特集です。おかげさまで天気にも恵まれ、大勢の方

たちにご来場頂きました。今年の新たな取り組みとし

ては、ひかりプラザの駐車場を閉鎖し、道路会場への車

の出入りをなくしてみました。車の心配がなく子ども

たちも安心して楽しめたようでした。（K） 

KOKUBUNJI 
Collabo 

◆団体登録情報冊子発行のお知らせ◆ 
平成 30 年度『登録団体情報冊子』が出来ました！センターでのお渡しの他、各

公共施設（地域センター・公民館・図書館など）に閲覧用を設置しています。お

手元に必要な方は、お手数ですが、センターにお立ち寄り下さい。 

 

◆印刷機のご利用について◆ 
センター印刷機をご利用いただく時には、団体の活動に関する印刷物かを確認するため、見本を

一部ご提出いただいております。みなさまのご協力をお願いいたします。（見本用の部数が足り

ない場合や・個人情報の場合はスタッフにご相談ください）。 

前号で、国分寺駅北口西街区５階公益フロアに cocobunji プラザがオープンする旨をお伝えしま

したが、４月１日から約一週間にわたり、オープニングイベントを開催し多くの方々に来場いただ

きました。また、４月 22 日には、恒例となりました「市民活動フェスティバル」がひかりプラザで

行われました。当日は、初夏を思わせるほどの暑さでしたが、今回も、様々な世代の方にお集まりい

ただき、暑さに負けない元気いっぱいのフェスティバルになったと感じております。どちらも、皆様

のお力添えにより、無事、盛大に終えることができました。改めて感謝申し上げます。 

先日、多様な活動団体の方が集まる企画に参加させていただいた際、「活動団体同士の交流・つな

がりが大切だ」とのご意見がありました。私も全く同感で、市民活動センターとしましても団体同士

の交流を更に促進させなければならないと気を引き締め直した次第です。これからもよろしくお願

い申し上げます。 

センターからのお知らせ 


