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フェスティバル/移転のお知らせ
フェスティバルスケジュール
移転詳細
提案型協働事業報告、貸付利子補給制度

NPOの現場から、NPO講座報告
団体紹介・お知らせ・他

発 行
発行日

こくぶんじ市民活動センター
平成20年１月21日

２月17日（日）
市民 活動フェスティバ ルをを開開催催ししまますす！！
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みなさん、来てね！
入場無料です

（開催時間内は入退場自由）
会場

国分寺Ｌホール（国分寺駅ビル８階）

市内で活動するさまざまな市民活動団体
が参加するイベントです。市民活動を行って
いる方、これから市民活動をやりたいと考え
ている方など、多くの方のご来場をお待ちして
おります。
＊今年度からＮＰＯフェスティバルは「市民活動
フェスティバル」へ名称変更しました。
■出展団体と内容は裏面をご覧ください

市民活動センター

移転の
お知らせ

市役所の仮移転に伴い、市民活動
センターは、ひかりプラザに移転
することになりました。移転時期は、
2
0
年２月末〜３月を予定しています。
詳しくは３面をご覧ください。
当分の間、ミーティングルームの利用予約の
受付は、２月20日（水）分までとなっており
ます。
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②

ブース出展団体
団体名
特定非営利活動法人

ブース出展内容

生き活き

生き活きの活動紹介（高齢者生きがい活動部門、国際交流部門他）

北町ウクレレ同好会

①活動内容の説明と会員の募集
②会の説明書と楽器の展示（ウクレレと打楽器）

５３０３の会（ごみゼロ讃の会）

①生ごみ堆肥化について、堆肥化装置の展示と生ごみ堆肥化の方法
②提案型協働事業について ③活動状況報告

安全，安心まちづくりCPG
小金井，国分寺防犯協会

①印刷物の配布
②ポスター等掲示

特定非営利活動法人

①団体紹介
②製品の展示及び説明

AnnBee

特定非営利活動法人
健康体操指導ワーカーズ

①体力測定とアンケート調査から自立生活体操の効果をパネル展示
②提案型協働事業「身体活動を習慣化させる介護予防体操」の紹介
③メタボリック判定・体力測定の実施

特定非営利活動法人
くらしの安全安心サポーター

①家具転倒防止のサンプル展示（金物等）
②耐震診断受付（無料）
③リーフレットの配布 ④パネル展示

市民テーブルこくぶんじ

会の宣伝、ＰＲ
①法人設立と協働事業についての相談
②ＦＡＱアンケートの実施

国分寺市民防災推進委員会

①団体ＰＲチラシ配布
②緊急カードの作成
③家具転倒防止器具の展示

ステージ・イベントスケジュール
時

団体名

間

ステージ発表、体験型イベント内容

10:00‑10:10 開会
10:20‑11:00 NPO法人 健康体操指導ワーカーズ

①自立生活体操（提案型協働事業「介護予防体操」)の実演
②椅子で行う有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチ

11:05‑11:25 NPO法人 生き活き

①生き活きの活動紹介

11:30‑12:00 5303の会（ごみゼロ讃の会）

生ごみ堆肥化の実演（「ごみけしくん」、ＥＭバケツ使用）

12:05‑12:35 NPO法人 健康体操指導ワーカーズ

体力測定、筋力年齢判定

ペーパークラフト同好会/
12:40‑13:15 国分寺コンポストアミー

童謡・唱歌の合唱（会場の方も一緒に歌いましょう！）
紙飛行機の飛ばし大会

13:25‑13:55

多摩ＬＡＷクラブ
NPO法人 ごみ・環境ビジョン21

②外国人による日本語スピーチ

団体一言ＰＲ

14:05‑14:35 NPO法人 AnnBee

手作り石鹸の紹介および石鹸の汚れ落ちと泡立ちの実演

14:40‑15:10 北町ウクレレ同好会

ウクレレ、ギターによる日本の曲、ハワイの曲の演奏

15:20‑16:00 NPO法人 健康体操指導ワーカーズ

①自立生活体操（提案型協働事業「介護予防体操」)の実演
②椅子で行う有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチ

16:00‑16:10 閉会
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1
2
月１日号の市報に掲載されたとおり、市役所の仮移転に伴い、市民活動センターは、

ひかりプラザに移転することになりました。移転時期は、20年２月末〜３月を予定
しています。スタッフルームとコピー機は５階、ミーティングルームと印刷機は１階
になります。利用者のみなさまには、ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
なお、当分の間、ミーティングルームの利用予約の受付は、２月2
0日（水）

分までとなります。それ以降については、詳細が決まり次第、追ってホームページや
メルマガ等でお知らせします。

案内図

ひかりプラザ外観図

５階平面図

１階平面図

市民活動センター

印刷機

文化コミュニ
ティ課

会議室（和室）

受付、コピー機、蔵書などは
こちらです！

こくぶんじ協働ニュース第11号

④

平成20年度提案型協働事業５事業を選考
市では、提案型協働事業基本方針に基づき、市民活動団体
から協働事業提案を募集しました。今年度は、７団体から９
事業が提案され、市が設置する国分寺市協働事業審査会で審
査し、５事業を「平成20年度提案型協働事業」として選考し
ました。
選考された事業は、下表のとおりです。
団体名

提案事業名

事業概要

５３０３（ごみゼロ讃）の会

「家庭用生ごみたい肥化
装置」の精査と評価及び
インストラクター養成事業

生ごみの家庭用処理装置の飛躍的普及を図ることを目的に、様々
な種類の生ごみ処理装置を市民の目線で精査し、評価表を作成
する。この過程でインストラクターの養成も行う。

特定非営利活動法人
冒険遊び場の会

駅前子育てサロン
（東部地区協働型
親子ひろば）事業

駅前に子育てサロンを開設し、母親向けの講座や育児用品のリサ
イクル販売、喫茶などを行いより広範囲の親子が利用できるように
する。また、地域の公園に出向いて出前型の親子ひろ場も実施する。

特定非営利活動法人
健康体操指導ワーカーズ

身体活動を習慣化させる
介護予防体操教室事業

介護予防体操（椅子やボールを使った筋力トレーニング等のグル
ープ体操）の教室を開き、高齢者の身体活動を習慣化させる。３年
間で市内の全ての高齢者に提供できるよう実施する。

市民テーブルこくぶんじ

わかりやすい
市政ＦＡＱづくり事業

市ホームページにある「窓口Ｑ＆Ａ」を全般的に見直すと共に、市役
所全課よりヒアリングを行い、市民からの問い合せのあった項目を
整理分析し、ユーザーの立場から、使い勝手のいい「市政ガイド」と
するための、ＦＡＱ（よく尋ねられる質問集）を作成する。

市民テーブルこくぶんじ

市民活動センター
サポート事業

「こくぶんじ市民活動センター」の事業として、ＮＰＯ法人設立相談
事業、各種講座事業、調査・研究事業等を実施する。

平成19年度「市民活動団体活動支援・

事業支援貸付利子補給金」の交付申請受付中！
■この制度は、市民活動団体が金融機関から活動支援・事業支援として受けた融資の利子額の一部を補助するものです。

○利子補給の対象となる融資
利子補給の対象となる融資は、金融機関から活動支援・事業支援を目的として受けた5
0
0
万円以下で、かつ、
年利５％以下のものです。
利子補給金の額は、市民活動団体が毎年４月１日から翌年３月31日までに償還した利子額の60％とし、利子
補給期間は、融資を受けた資金の償還開始の日から起算して５年とします。
○交付対象団体
利子補給金の交付を受けることができる団体は、「こくぶんじ市民活動センター利用登録団体」で、金融機
関から活動支援・事業支援の融資を受けた団体です。
○申請方法
所定の申請書に、別に定める必要書類を添えて、文化コミュニティ課へ提出下さい。詳細は申請要項をご覧
ください。文化コミュニティ課で配布します。また、市及び市民活動センターホームページからもダウンロ
ードできます。
※市民活動センターホームページアドレス http://www.collabo‑kokubunji.com
○申請受付期間
平成2
0
年１月４日(
金)
から２月2
9
日(
金)
まで。※ただし、土日・祝日を除く午前８時3
0
分から午後５時1
5
分。
○問合せ
文化コミュニティ課（内線５４１）
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シリーズ・NPOの現場から

第6回

⑤

子どもたちにたっぷりと、豊かな遊びを

特定非営利活動法人

冒険遊び場の会

国分寺市プレイステーションは、プレイリーダーの見守りのもと、
子どもたちが自由に穴を掘ったり、木に登ったり、のこぎりなどの道
具を使ったり、いろいろな遊びができる遊び場です。もともとは、別
法人が運営していましたが、財政的な問題から撤退することに。それ
を聞いた利用者が中心となり、「自分たちが引き継ぐので、残して欲
しい」と掛け合い、その結果、この施設は市の社会教育施設となりま
した。それを期に、平成10年に会を設立、平成12年にＮＰＯ法人とな
り、現在は指定管理者として、市から管理運営を任されています。
会のテーマは、『子どもたちにたっぷりと、豊かな遊びを』。「最
何の穴かな？穴掘りも貴重な体験です
近の子どもたちは外遊びをあまりしない。もっと外遊びの楽しさを知
ってほしい」と代表の武藤さん。子どもたちの成長にとって最も大切なのは、「遊び」と「遊びの環境」で
あると考え、プレイステーションの運営を通じて、子どもたちの遊び場や遊ぶ時間を取り戻し、遊びの環境
を整えていくことを目指して活動しています。
また、「子どもが出てこないなら、自分たちが出て行こう」と、公園に道具や遊具などを持ち込み、遊ん
だり、おやつ作りや工作をする『プレイキッズ』（小学生対象）、『ブンブンひ
ろば』（乳幼児とその親が対象）、さらに『ブンブンひろば』の室内版で幼い子
を持つ母親を支援する『ＢＯＵＫＥＮたまご』も実施しています。
武藤さんによると「『ブンブンひろば』はお母さんたちにも外遊びの楽しさを
知ってもらい、公園に子どもたちを連れて一緒に出てきてほしいとの思いではじ
めたのですが、やっているうちにもっと小さい子を持つお母さんたちにそう伝え
ないといけない、と考え、『ＢＯＵＫＥＮたまご』まで行き着いてしまった」の
ここでは自分で遊びを創造します
だそうです。
のこぎりだってへっちゃら
今後の目標は？の問いに、「子どもたちにたくさん遊んで大き
くなってほしいんです。まだ、手の届いていない地域があるので、
●国分寺市プレイステーション
もっと活動を広げていきたいです」と語ってくださいました。4月
〒185‑0023 国分寺市西元町3‑26‑35
からは平成20年度提案型協働事業として選考された「親子ひろば
TEL/FAX ０４２−３２３−８５５０
事業」の実施が予定されており、市との協働事業の先駆的モデル
●子育ちひろば「BOUKENたまご」
〒185‑0012 国分寺市本町2‑3‑3
として注目をされています。
TEL/FAX ０４２−３２６−９７７０

ＮＰＯ講座

を開催しました

去る11月18日（日）国分寺Ｌホールにおいて、「どうする？ＮＰＯ
（市民活動）にかかわる ひと・場所・お金」と題して ＮＰＯ講座
を開催しました。講師に熊谷紀良氏（東京ボランティア・市民活動セ
ンター）を迎え、市民活動をするのに必要な人や場所の確保、助成金
や寄付の獲得方法、ＮＰＯ法人になるメリット・デメリットなどにつ
いて、わかりやすく話していただきました。活動の目的を会則等に文
書化し会員相互で共有することの重要性や、自主財源確保の必要性な
ど、役立つ情報を提供していただきました。参加した皆様からは、「と
ても参考になった」との声が多く寄せられ、講座に引き続いての交流
会も大いに盛り上がりました。
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団体紹介
随時募集中！

ハイビスカス
私たちグループは、平成４年に西町地域セン
ターができて生まれたフラダンスグループです。
まだちまたにフラの「フ」を聞いたことのない
時から始まりました。平成６年のひかりプラザ
完成にともない、各種ダンスのできる第二体育
室が練習の主な場所となりました。
年数が経つにつれ、市の各種行事等に参加す
るとともに、市内・近隣にボランティアとして
の活動も行うようになりました。
フラダンスは身体で全ての自然が五感に語り
かけてくることを優しく受け止め、それを表現し、
自然を愛する心を大切にして踊るものなのです。
お年寄りの方が喜んでくださるのは、まず衣
装です。ムームー、レイ、お花の髪飾り、見た
瞬間の華やかさで、認知症の方も「まあ、きれい！」
と微笑んでくださいます。次に音楽です。ふん
わか気分にさせてくれて、私たちでさえ踊って
いるときはすべてを忘れて夢心地。その気持ち
が相手に通じ、一時でも良い心地になってくだ
さればとの思いで続けています。ストレスの解
消や、健康維持につながればと楽しく活動して
おり、こういう気持ちの仲間が増えればよいな
あと願っています。
花園 TEL/FAX042(577)2676

編集後記
市民活動センターは、早ければ２月下旬に「引
越し」です。多少狭くなりますし、使いにくく
もなりますが、気持ちは市民活動の家々の外れ
辺りの家の縁側になれたらと思っています。今
年もよろしくお願いします。(う)

お 知 ら せ
団体の活動内容などＰＲしてみませんか？
市民活動フェスティバル 団体紹介のチラシ募集！
市民活動センターでは、平成２０年２月１７日（日）
にＬホールで市民活動フェスティバルを開催します。
その会場内展示コーナーに団体の活動紹介等ＰＲチ
ラシを配架する予定です。
「活動をＰＲする場を探していた！」「市民活動フ
ェスティバルに出展はしていないけど、団体紹介し
たい！！」という団体は、是非この機会をご活用く
ださい。
【申込方法】配架を希望する団体は、事前に連絡の上、
配架希望の資料を、直接センターへお持ちください。
※Ａ４判で作成したもので、１団体につき １〜２
種類まで（先着順）
なお、応募できるのは、市民活動センターに団体利
用登録している団体です。
【締切】１月３１日（木）
【申込み・問合せ先】こくぶんじ市民活動センター
TEL：042‑325‑0111（内線228）

臨時休館のお知らせ
市民活動センターは、市民活動フェスティバル開催
のため、２月17日（日）臨時休館します。

〈予告〉
市民活動・地域活動推進シンポジウム企画
「地域で活かそう あなたの力」を開催します！
あなたの経験や能力を地域で活かしてみませんか？
市民活動センターでは、団塊の世代の方や、子育て
にひと段落した女性を対象にシンポジウムを企画中
です。地域活動やボランティア活動に興味がある方、
ぜひご参加ください。詳細が決まりましたら市報、
ホームページ、メルマガ、ポスターなどでお知らせ
します。
日時：3月29日（土） 14：00〜16：30
場所：国分寺Ｌホール

発行・編集 こくぶんじ市民活動センター(市民生活部文化コミュニティ課)
〒185‑8501 東京都国分寺市戸倉 1‑6‑1
TEL042‑325‑0111・内線228 ／ FAX 042‑325‑0140
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１月21日発行
KOKUBUNJI
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