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公募型協働事業団体の募集・団体交流会開催
団体交流会報告
ＮＰＯの現場から・ﾌｪｽ実行委員会
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 25 年１月１日

今年もこくぶんじ市民活動センターをよろしくお願いいたします。

テーマ：地球環境について考えてみよう！「南極はいま〜23.5 度の傾き〜」
第６回団体交流会のテーマは「地球環境」です。ゲストスピーカーとして第40次・第43次南極地域
観測越冬隊員である櫻庭俊昭氏をお招きし、越冬隊での体験談や南極から見た地球環境についてお
話ししていただきます。また、国分寺市の環境への取り組みについて環境部環境計画課 坂本たかし
環境計画係長からもお話いただきます。

【日 時】１月１９日（土）14:00〜16:00
【会 場】本多公民館 ２階ホール
【申込み】こくぶんじ市民活動センターまで
（電話、FAX、メール等）

市 民 活 動セ ン ター に 登
録 し て いる 団 体に 限 定
せず、広く市民の方々と
の交流を考えています。
学 生 の 方や お 子様 連 れ
での参加も歓迎です！

実施予定公募型協働事業委託先団体を募集します

平成２５年度

平成２５年度に実施する公募型協働事業の委託先となる市民活動団体を募集します。
委託先団体は、書類審査および「国分寺市協働事業審査会」による内容審査で選定します。
詳細は１月１日号市報、募集要項をご覧ください。
☆募集要項・応募用紙は各事業担当課で配布します。また、市のホームページからダウンロードもできます☆
【募集事業】

事業名

事業担当課

国分寺市まちづくりセンター協働事業
木造住宅耐震診断士による耐震化促進・
普及・啓発協働事業

都市計画課〔市役所第２庁舎２階（内４５４）〕

西恋ヶ窪親子ひろば事業（市民室内プール） 子育て支援課〔市役所第２庁舎１階（内４６５）〕
【募集要項配布期間】
１月４日（金）〜23 日（水）
（土・日、祝日を除く）午前９時〜午後５時
★募集に関する問い合わせは上記各事業の担当課にお問い合わせください★

年頭にあたって
あけましておめでとうございます。巳年の一年が始まりました。一般的には蛇といえば敬遠される生き
物ですが、
「巳」という字の原字は頭と体ができかけた胎児を描いたもので、お母さんのお腹が胎児をつつ
む様子を表す「包」の中と同じなのだそうです。表面を見るだけでなくその意味を深く考えるとまったく
違った見方が出来るということに改めて気づきました。巳年の２０１３年は，常に物事を深く考え多角度
から見ることが出来る一年となるよう心がけて市民活動の推進に取り組んでまいります。
本年は新年早々から公募型協働事業の募集が始まります。また、夏には平成２６年度実施の提案型協働
事業の募集も行う予定です。団体の皆様からの先駆的で斬新なたくさんの提案をお待ちしています。
（センター長 生駒 保比呂）
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☆ 団体交流会開催報告 ☆
＜第２回＞【9 月 27 日(木) 於：本町・南町地域センター】
今までとは趣向を変え夜会サロンと称し１８：００から開催
しました！テーマを「見つめなおしてみよう！団体活動＆会員
拡大大作戦！！」とし、ワークショップ形式で二つのグループ
に分かれ、意見交換や課題解決に向けての話し合いを行い、参
加団体間の交流を図りました。後半には事例報告として「市民
活動フェスティバルをきっかけに活動がどう広がってきたの
か？」を題材に「マジックサークル木曜会」に発表＆マジック
披露をしていただきました。
＜第３回＞【10 月 23 日(水) 於：市役所書庫棟 1 階会議室】
「ＮＰＯから見た地域振興・企業からみた地域振興」をテーマ
にゲストスピーカーに話しを伺いました。最初にＮＰＯ法人Ａｎ
ｎ Ｂｅｅ理事の木下さんに知的障害を持った方と共に、国分寺
の特色を生かした商品を企画から販売までをしていくなかで、地
域とのかかわりから成長していったお話をしていただきました。
次に、西武鉄道株式会社 鉄道本部スマイル＆スマイル部 主任の
西村美絵子さんより恋を切口に沿線を盛り上げていこう！をコ
ンセプトに立ち上げた「恋まちプロジェクト」や、市役所通り商
店街の「恋まちストリート」プロジェクトと一緒に行った「恋ま
ちフェスタ」についてもお話していただきました。
＜第４回＞【11 月 22 日(木) 於：市役所書庫棟 1 階会議室】
第 3 回と同じテーマで開催。 ＮＰＯ法人Ｏｈａｎａ理事
長の春口さんに障がい者の豊かな地域生活を支援する日頃の
活動の話しをしていただき、その中で他の団体と連携しての作
業や、支援などがあることを聞かせていただきました。また、
多摩信用金庫 価値創造事業部 調査役の酒井克哲さんに「たま
しんの地域活性化への取り組み」というテーマで「地域のパー
トナー」「新しい公共」、「コミュニティビジネス」というキー
ワードで他市での取り組みなどお話いただきました。たましん
さんからは活動報告を地域の方に聞いていただく機会があま
りなかったのでとても良い経験になったと感想をいただきま
した。
＜第５回＞【12 月 20 日(木) 於：ＪＡ東京むさし国分寺支店会議室】
「国分寺の都市農業を考える」をテーマに開催しました。ゲス
トスピーカーはＪＡ東京むさし国分寺支店 指導経済課長の中村
和也さんと市内の農家で国分寺市農業委員でもある鈴木雅之さ
んのお二人。中村さんからは、国分寺の農業の現状や直面してい
る問題点、将来展望をＪＡ東京むさしの取り組みを交えてお話し
ていただきました。鈴木さんからは、ＪＡ国分寺産直会や援農ボ
ランティア、学童農園の活動について写真で紹介していただき、
農政活動の取り組みなどをお話していただきました。
誰だか
わかりますか？
スタッフ
集合！
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ＮＰＯの活動取材録
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〜ＮＰＯを支えるＮＰＯ活動〜

ＮＰＯ法人 ＮＰＯ研修・情報センター

シリーズ・ＮＰＯの現場から
特定非営利活動法人 ＮＰＯ研修・情報センター（Training＆Resource Center 略してＴＲＣ）は、特
定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が施行される前年の 1997 年に設立されました。設立の主たる目的を「Ｎ
ＰＯを起業し運営できる、協働を進められる人の養成」とし、ＮＰＯを支えるＮＰＯとして活動を行っ
ています。
国分寺市本町にある事務所を訪問しました。ＴＲＣは、設立当初から 15 年近く継続して「コミュニテ
ィ・レストラン（略してコミレス）」講座を開催しています。コミレスとは、安心な地場の食材を使った
美味しい「食」を核に、コミュニティ支援、地域課題の解決を目指すものとのこと。受講者は、明確な
ビジョンを持ちレストランの開店を目指す方から、方向性を模索中の方など様々
で、北は北海道から南は沖縄まで全国各地からの参加があるそうです。実際の
講座は、事務所中央にある８人程が座れるテーブルで開催しています。少人数
の利点を活かし、個別に抱える問題や課題まで細かな対応が出来、参加者の満
足度も高いとのこと。事務所の隣には、コミレスの先駆けとして 30 年以上の
歴史がある「でめてる」があり、視察を兼ねて受講者と食事をするそうです。
コミレス講座以外にも、コミレス実現を始め、参加協働社会を拓く職能としての「協働コーディネー
ター」を養成する講座、その他「ＮＰＯのための情報力アップ講座」など、随時開催しています。興味
のある方は、ホームページ(※１)で紹介されているので、ご覧ください。
ＴＲＣ代表理事の世古さんは、前金沢大学大学院教授で、現在も政府や地方自治体の委員等多数歴任
され、市民参加や協働に関する本の執筆や講演活動、シンポジウムやＮＨＫのコメンテーター等を行っ
ています。講演活動は全国の自治体やＮＰＯ等の要請で、協働や市民自治に関する講演や職員研修、ワ
ークショップを行っています。おもに国内を活動フィールドとしていますが米国や韓国等ＮＰＯ、ＮＧ
Ｏとも連携して国内外で活動を展開しているそうです。また、気仙沼の「みなと気仙沼大使」として復
興支援活動にも取り組み、ＮＨＫ等のＴＶ番組の制作にも関わっています。国内外の動向に常にアンテ
ナを張り、行動していく姿勢を垣間見ることが出来ました。国分寺市を拠点として全国で展開するＴＲ
Ｃの活動に、今後も期待を寄せつつ、注目していきたいと思います。
※１…http://www2u.biglobe.ne.jp/˜TRC/
連絡先：ＮＰＯ法人 ＮＰＯ研修・情報センター
℡＆Fax：042−208-3320

☆ 第７回 市民活動フェスティバル実行委員会報告 ☆
平成 25 年４月 21 日(日)にひかりプラザで行われる「第７回 市民活動フェスティバル」の実行委員
会が 10 月より始動しました！参加団体は 28 団体。３ヵ月後に行うフェスティバルに向け、実行委員
会でどのような話し合いが行われているのかをご報告します。
●第一回（H24.10.31）
参加団体の初顔合わせの会でした。新規参加団体もあったので、各団体
の自己紹介から始まり、実行委員会の役員選出、規約の確認などを行い
ました。
●第二回（H24.11.26）
実行委員会では、各団体がそれぞれの役割を決めて部会（チーム）を作り運営していくこととし、
その役割分担を確認しました。全団体が協力してフェスティバルを開催すべく動き出しました。
● 第三回（H24.12.17）
会場の下見を兼ねて、ひかりプラザで開催しました！
参加団体の最終確定を行い、各団体の企画内容を確認しました。また、チーム毎に分かれて、ブー
ス展示の場所決め、ステージのタイムスケジュール案の検討を行いました。
●今後について・・・
全体の企画や広報についてさらに検討し、みなさんに楽しんでもらえるフェスティバルになるよう、
準備を進めていきます。期待して下さい！
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④
団体紹介
随時募集中！

エスニック・キッチン
♪エスニックサウンドを奏でる
器楽アンサンブルです♪
2007 年８月結成、本多公民館育ちの３人組バン
ド。篠笛・サックス・打楽器など和洋の楽器に世界
の民族楽器も取り込んだエスニックサウンドは、ち
ょっと不思議な癒し系。オリジナル組曲「武蔵まほ
ろば」は、歴史の重層地帯・武蔵国分寺を題材とし
た“自然と歴史の音楽絵巻”泉湧く豊かな森に育
まれた縄文時代や、遥かなるシルクロードをたどっ
て様々な異国文化が押し寄せた天平時代に思いを
はせ、武蔵国分寺いにしえの風を音楽にのせてお届
けします。
2011 年は、音楽仲間の
４グループが協力して東
北応援チャリティーコン
サートを開催。結成５周
年の 2012 年には、オリジ
ナル組曲「武蔵まほろば」
に“歴史語り”を組み合わせて再構成した「音楽と
語りで巡る武蔵国分寺のいまむかし」を発表。「東
北応援ＣＤ」として 500 円で頒布し、売上全額を義
援金として被災地の福祉施設に送る活動をしてい
ます。2013 年は「音楽と語りで巡る武蔵国分寺の
いまむかし」を全曲通し（約 50 分）で上演したい
と思っています。是非いらしてください。出前演奏
もいたします。
＜連絡先＞042-328-8550（畑中）
E-mail:kumihatanaka@gmail.com
ブログ:http://blog.livedoor.jp/ethnickitchen/

お 知 ら せ
■登録更新にご協力ください■
市民活動センターでは、毎年１回、利用団体登録の
更新作業をしています。これは、常に最新の団体情報
を提供し、また、市民活動団体の支援に役立てようと
行うものです。今年も３月中旬ごろ、団体の連絡者の
方に登録更新手続き書類をお送りいたしますので、ご
協力のほど、よろしくお願いいたします。
■センターのＨＰをご活用ください■
市民活動センターのホームページでは、センター主
催のイベント情報のほか、市民活動団体のイベント、
スタッフブログに加え、助成金情報なども掲載してい
ます。また、市民活動団体が主催するイベント情報を
掲載希望の方は、（お気軽に）市民活動センターまで
お問い合わせください。

市役所前に門松がお
目見えしました。
ＮＰＯ法人Ｏｈａｎ
ａさんいつもありが
とうございます。

協働推進係長 増本から
メッセージ
新年、あけましておめでとうございます。皆さま、
どんな行く年来る年をお迎えでしょうか。昨年は市
民活動フェスティバルや団体交流会など大変お世

編集後記

話になりました。本年も「中間支援組織」として、

明けましておめでとうございます。年末には選挙もあり、せ
わしない師走でしたがお正月はのんびりと過ごせましたか。
さて、１・２面にもあるように、今年度の団体交流会は、市民
団体や地元企業の方から貴重なお話を伺うことができ好評
を頂いています。これからもスタッフが電話等でご連絡を致
します。皆様もぜひぜひご参加ください。（ｍ）

スタッフ一同皆さまの活動を応援して参りたいと
思います。団体ヒヤリングはじめ引
き続きセンターの様々な活動にご
理解とご協力をいただきますよう、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

平成 25 年１月１日発行
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第一庁舎

至 恋ヶ窪駅→

