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フェスティバル開催します！

協働事業採択結果
ＮＰＯの現場から・蔵書紹介
団体紹介・お知らせ・他

発 行 こくぶんじ市民活動センター
発行日 平成 23 年１月５日

第5回

市民活動フェスティバル
2 月 27 日（日）
10 時〜16 時 ひかりプラザ
・健康づくりの体操

・子ども達と一緒に！
親子体操や手遊び、
ミュージックベルや篠笛体験など

・やさしいエアロビクス
・素敵なフラダンスショーと
フラダンス体験！

・紙飛行機を飛ばそう！
自分で紙飛行機を作れるよ！

・アコーディオンの伴奏で

・おもちゃの広場

みんなで歌おう！

木のおもちゃで遊ぼう！

２階・各部屋

10:00〜16:00

展示ブース・休憩所（軽食・ミニ喫茶）

１階・第１体育室

10:45〜

参加しよう！体験しよう！
コラボレーションステージ

・安心な老後の老い支度学習会

休憩所（２階）

・カウンセリング体験
・ボランティア活動を始めよう！

おはぎ・豚汁・焼きそば

・提案型・公募型協働事業の発表
・車いすを使ってみよう！

などの軽食とミニカフェ

ポップコーン・フランクフルト

こくぶんじ協働ニュース第 23 号

②

平成 23 年度実施予定の提案型協働事業に１事業が採択されました

採択
事業

国分寺市では参加と協働の推進や，多様化する地域課題の解決や市民サービスの向上等の仕組み
として，市民活動団体による協働事業の提案制度を試行しています。今年度は５団体から５事業の
提案をいただき，国分寺市協働事業審査会において審査を行い，１事業が採択されました。

①「木造住宅耐震診断士による地域耐震講習会の推進事業」
（ NPO 法 人 く ら し の 安 全 安 心 サ ポ ー タ ー /都 市 計 画 課 ）
平成 21 年〜22 年度実施の協働事業「国分寺市木造住宅耐震診断士創設に係る診断士の養成・認定
事業」で認定する木造住宅耐震診断士を地域団体等に派遣し，地域耐震講習会を実施します。地域
的な取り組みによる安全効果の向上や，市民意識の改革，耐震診断をより身近なものと感じる啓発
等を行います。地域団体との事前調整を通じて講座を設定することで，地域の要望に対応
します。また，市が養成・認定した「地域の診断士」を市民に紹介し，市民にとって
診断士を身近な存在にできます。

「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！

■ 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制度です

○対象となる融資と利子補給の内容
500 万円以下で，かつ年利が 5%以下の融資が対象です。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年です。

○交付対象団体
こくぶんじ市民活動センターの利用登録をしている金融機関から活動支援・事業支援の融資を受けた，以下
の要件をすべて満たす団体です。①不特定かつ多数の利益に寄与する公益性のある活動をしている団体である
こと②収益を関係者で配分せず事業に使う非営利の活動をしている団体であること③公的機関等ではなく民
間の団体であること④参加者が自己の意思に反することなく，自発的に行う活動をしている団体であること⑤
宗教の教義の布教等を主たる目的としないこと⑥政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを
主たる目的としないこと⑦特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し，支持し，又はこれら
に反対することを目的とする団体ではないこと⑧市内に活動拠点があること⑨個人の加入脱退について不当
な条件を付していないこと⑩定款，規約又は会則を有すること

○申請方法
所定の申請書に，別に定める必要書類を添付し，協働コミュニティ課へご提出ください。詳細は募集要項を
ご覧ください。協働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HP アドレス http://www.collabo-kokubunji.com

○申請受付期間： 平成 23 年１月５日（水）〜１月 20 日（木）
※ただし、土日・祝日を除く午前８時 30 分から午後５時まで

○申請窓口・問合せ：協働コミュニティ課 電話：042-325-0111（内 363・362）
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国 分寺市 を拠点 とす る
ＮＰＯの活動取材録

第 23 回

シリーズ・ＮＰＯの現場から

③

〜地域の人たちとのつながりを大切に〜

「ＮＰＯ法人 すまいる」

今回は「NPO 法人すまいる」
（以下、
「すまいる」と略す）です。
理事長の小野季世子さんにお話をうかがいました。
「すまいる」の設立は１９９４年で、設立当初から「すまいる」の
思いは、小さなパンフレットにも次のように表されています。
『住み慣れた地域の中で、たすけあえる人間関係を作りたい！
老いても障害を持っても、自分らしく生き生きと暮らして
いける社会を作りたい！』
そんな熱い思いをもって「すまいる」は設立されました。
設立当初とは社会環境が変わってきて、少子高齢化や核家族化が進
むなかでの支援は、経験だけではなく、専門性がないと対応できない
状況になってきました。さらに２０００年４月から介護保険制度が実
施され、介護保険事業に参入するために、１９９９年に特定非営利活
動法人格を取得したことは大きな分岐点のひとつになったそうです。
｢すまいる｣の事業展開の一つに、「ニコニコ倶楽部」があります。０歳から３歳までのお子さんを対象にした
もので、元・保育士のお２人がボランティアでお手伝いされており、いろいろな遊びを通じて子育てのヒントを
教えてくださっています。 ニコニコ倶楽部では、産前産後のお手伝いから始まり、保育、家事援助を経て、子
育てが一段落したお母さんが「すまいる」のメンバーになり活動されているケースもあるそうです。
このように、『
「すまいる」の理念に賛同し、一緒に活動してくれる仲間が増えていくことは大きな喜びです。
２０年、３０年と活動を続けて、助け助けられる地域づくりができることを願っています』とおっしゃっていま
した。そのための一つの方法として、年一回、市民の方を対象とした講演会を開催し、介護従事者対象の研修会
を無料で行っているそうです。機会があったら是非参加してみませんか。スタッフの方の優しい笑顔が待ってい
ます。
「すまいる」TEL.042-300-2141

FAX.042-300-2161

●センターの蔵書紹介コーナー
■書籍名…『多摩・武蔵野検定模擬問題集』もっと知りたくなるわがまち
■編著：社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩 ■発行…㈱けやき出版、2009 年
本書は、2008 年にスタートした多摩・武蔵野検定（通称タマケン）のテキストに準拠し
て作成された模擬問題集なのですが、試験の実施だけが目的ではなく、検定を通して多摩
の魅力を再発見し、地域への愛着と誇りを培い、楽しみながらまちづくりに取り組んでいただけるよう編集さ
れたものです。
本書にある検定問題には、多摩の自然や文化遺産など、多摩に関するさまざまな事象が出題されており、設
問ごとにカラー写真付の解説があるので、多摩についてより理解を深めることができます。また、歴史情報の
ページにはあまり知られていない多摩の歴史が紹介されています。たとえば、歴史に残る「ポツダム宣言受諾」
の放送が全世界に向けて、多摩送信所（町田市）から発信されたことなどです。このように興味尽きない話が
いくつも紹介されている、楽しめる一冊です。
下記は本書にある２級の問題です。挑戦してみませんか。
◆ 問題：府中市の大國魂神社のくらやみ祭り（五月の例大祭）に、禊（みそぎ）の水を汲むところは次の
四つのうちどこでしょう?
①多摩川 ②奥多摩の森 ③東京湾 ④小金井の湧水
（答えは、次ページ）
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団体紹介コーナー

④
団体紹介
随時募集中！

篠笛の会
篠笛の会は、平成８年７月から始まった「しの笛
の会」
（もとまち公民館の“初めての人のしの笛教室”
講座終了後に発足）を母体として、平成 22 年４月か
ら新しい体制でスタートしました。
平成 22 年 10 月現在の在籍会員数は 10 名で、もと
まち公民館を会場として毎月３回（水曜日の夜間）、
会員の中で経験年数の長い者４名のうち、１名が講
師役に、他の３名は講師補佐役となり稽古に励んで
います。
従来の組織のときから継続している対外的なボラ
ンティア活動として、地元施設のディケアサービス
会場を、有志４〜５名が訪問し、利用者に演奏を聞
いてもらったり、一緒に歌ったりしています。ちな
みに現在は、平成 18 年５月以降の“医療生協国立南
診療所”
（毎月第３木曜日 午後）と、平成 21 年１月
以降の“至誠ケアセンターもとまち（さわやかプラ
ザ）”（毎月第４火曜日 午後）の２ケ所です。
なお、もとまち公民館の文化祭「ふれあいまつり」
には、平成９年 10 月以降、毎年欠かさずに参加して
いますが、今年も率先して参加の予定で、新年早々
秋に向けての選曲作業に入っています。

お 知 ら せ
センター主催行事（協働事業で実施）
★ 団体交流会
日頃の活動の様子を話し合ったり、意見交換を
して各団体の活動に役立て、団体間の連携にも繋
がることを期待して、登録団体による交流会を毎
月開催しています。
１月７日（金）１８：００〜１９：３０
「ブログってどんなもの？」
２月２日（水）１４：００〜１６：００
（テーマ未定） ＊センターHPをご覧ください
場所：センター会議室

★ 市民活動マネジメント講座
テーマ：無理なく楽しく市民活動
講師：斉藤奈美さん（相模原いきごみ隊代表・
国分寺市協働事業審査会委員）
第2部トークゲスト：武藤陽子さん（NPO法人冒険
遊び場の会代表）
日時：１月２５日（火）１４：００〜１６：００
場所：国分寺Ｌホール（国分寺駅ビル８階）

★ 市民活動なんでも相談会
【連絡先】
篠笛の会 代表
宮寺 尚夫
℡ 042-207-6261

1月13日(木)19日(水)28日(金)各日14:00〜16:00
場所：センター会議室
＊予約は不要です。2月以降の日程はセンターHP
をご覧ください。その他の日でも対応は可能ですの
で、センターまでお気軽にご連絡ください。

協働コミュニティ課主催行事（協働事業で実施）
編集後記
皆様あけましておめでとうございます。
お正月はいかがでしたか。兎年のせいかウサギ
をあしらったアクセサリーが人気だとか、晴れ着
を飾っているのを見かけました。
そのウサギのように、元気よくジャンプ！して
すごせますように、皆様の新年がより良い一年に
なりますよう、センターのスタッフ一同、心より
願っております。今年も沢山ご利用ください！

● まちづくりの人材育成のための市民塾
第９回テーマ：農業を活かしたまちづくり
トークゲスト：
榎戸武司さん（JA東京むさし国分寺産直会長）、
須﨑寛さん（JA東京むさし国分寺地区青壮年部長）
日時：１月２０日（木）１８：００〜２０：００
場所：国分寺Ｌホール A（国分寺駅ビル８階）
（前ページの答えは、③東京湾でした）
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