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①

フェスティバル開催します
フェスティバル開催します
団体交流会開催報告
団体ニュース・協働事業決定
ＮＰＯの現場から・新着図書
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 26年４月１日

第８回

入場
無料

つなげよう市民の輪

４月２０日（日）１０：００～１６：００
ひかりプラザ(１階、２階、体育室、北側道路)

平成２６年

こくぶんじ市民活動センター登録団体が「市民活動フェスティバル」を開催します！
さまざまな団体が、展示ブースで活動発表やＰＲを行う他、ステージでは子どもから大人まで
楽しめるイベントが盛りだくさん！（詳しい内容は２ページをご覧ください）

ぶんじほたる
ホッチも
来るよ！

市制施行 50 周年記念
コラボレーション企画講演
（14:30～15:30）

光町から世界の
シンカンセンへ
—新幹線誕生物語—
講師：
(公財)鉄道総合技術研究所
工学博士 小野田滋氏
昨年の様子
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②

体育室 コラボレーション広場
10:45～11:30

喫茶・軽食

10:45～12:50

NPO 法人 健康体操指導ワーカーズ
自立生活体操をひろめる会

（２階 休憩所）

日本スポーツ吹矢協会
国分寺支部

イスを使って健康体操！
楽しく動いて体力づくり！

NPO 法人

スポーツ吹矢の
体験を実施！
百聞は一見にしかず！

11:40～12:40

マジックサークル木曜会

市民活動フェスティバル
実行委員会

14:10～14:30

不思議と驚きの
マジックショー！

お茶とコーヒーをどうぞ！
無料のお休み処

ハイビスカス
体育室でフラダンス
みなさんも一緒に
どーですか？

12:50～13:40

フォークダンスサークルひまわり

トキのおりがみ

フォークダンスの
14:30～15:30
デモンストレーション！楽しく踊りましょう！

鶴を折る要領で簡単に作れる
「トキのおりがみ」を
用意しました。

光町から
世界の新幹線へ

12:50～13:40

ぜひ作ってみて下さい！

国分寺太極拳 一楽会
全身で呼吸してみませんか？
優雅な気功太極拳の体験！

施設外路上

１階 ブース展示

２階 ブース展示Ⅰ

101 号室
NPO 法人
お産サポート JAPAN

201 号室
ボランティア活動センター
こくぶんじ

かたぐるまの会
外の道路であそぼう！
チキンとポテトのお店も出るよ！

｢ふわふわ綿あめ｣販売
｢ボランティア｣講座も行います！

お産は文化！
お産について話そう！

国分寺であそぶＫＡＩ
外遊びの路上ライブ！

国障連喫茶

手作りで美味しい
「ちらし稲荷寿司」を販売！

和室
コアラッコ
親子ひろばサポート国分寺
おもちゃで
ゆっくり遊ぼうよ！

談話室
国分寺カウンセリング勉強会
話してスッキリ！もちろん秘密厳守！

休憩所
こくぶんじ市民活動センター
市民活動を始めるなら
まずこの扉を開けてから！

２階 ブース展示Ⅱ

202 号室
学校へ行かない子どもたちのための会
若者たちの居場所をつくろう！

光パソコンの会
初心者大歓迎！
パソコン教室開催ゲームもあるよ！

国分寺コンポストアミー
生ゴミや雑草をＥＭで畑に戻す循環型社会へ！

マジックサークル木曜会

国分寺市民防災推進委員会
いざという時に緊急カードを発行！

マジックグッズを販売！

国分寺市国際協会
国分寺市や外国のやさしいクイズで
楽しんでください！

ミズモリ団
水・文化遺産を守るには…？一緒に考えませんか…

203・204 号室
NPO 法人 まちづくりサポート国分寺
国分寺を再発見！｢国分寺百景｣展示します！

緑と自然を育てる会
平家ボタルの幼虫 見たことありますか？

介護保険サポーターズ国分寺

NPO 法人 くらしの安全安心サポーター

独自の社会サービス
｢くらしサポートネット｣の紹介！

「安全安心」の受付窓口を開催！

NPO 法人 市民テーブルこくぶんじ

NPO 法人 健康体操指導ワーカーズ
正しいウォーキング紹介します！

市民活動についての質問＆相談受付ます！

NPO 法人 ＡｎｎＢｅｅ

自立生活体操をひろめる会

天平の時代に想いを馳せて…武蔵国分寺の焼き菓子を販売！

いつまでも元気に 週に１度の体操を！
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平成 25 年度は、市内を〈東〉〈西〉
〈南〉〈北〉の４つの地域
に分けて開催してきた地域・団体交流会。その総括として、地域・
団体交流会〈結〉を平成 2
6年３月４日に本多公民館のホールで
開催しました。第１部は、活動事例報告を実施し、市民活動セン
ター登録団体の「かたぐるまの会」、「NPO法人高齢社会の食と職
を考えるチャンプルーの会」の他、国分寺駅北口の商店街
から「東栄会」、また企業の立場から「たまら・び編集会議」、そして庁内からは市政５０
周年について総務課からも地域活性化に関する報告を発表していただきました。
第２部では、参加者を４地域でグループ分けし、東西
南北の交流会で出された課題（共通課題と地域特有課
題）、の中からテーマを選び各地域ごとのテーブルで意
見交換、発表を行いました。
テーマとなる課題を複数用意し、グループで選択し話
し合いを行ったのですが、すべてのグループで「地域コ
ミュニティの拠点づくり」が取り上げられ、地域コミュ
ニティへの関心の高さがうかがえる結果となりました。

〈東〉で出された地域課題

〈西〉で出された地域課題

地域高齢者の支援・独居老人の増加・地域

顔の見える関係作り・地域防災の取組み・

のつながりの減少･自治会からの脱退者の

独居高齢者の見守り・地域力を活かした健

増加・用水クリーン運動・・・など

康づくり・・・など

【参加者の声】(アンケートより)
・国分寺市の魅力、想い、活動が伝わった会でとてもよかったです。
・集まっている方は素晴らしい方ばかりでしたが、交流会のやり方を少し工夫されると
良いと思います。
・コミュニティ強化の一番の方法だと思う。
・地域を活性化したいという一致した課題が確認できた。
・はじめての参加で、良く内容がわからなかった。
・地域づくりにとりかかったばかりの人間にとって、非常に有意義でした。
・各地区が共通した話題を持っていることがわかりました。
・たくさんの方々の参加にまず驚きました。地域で活動する団体の多さと、活動の取り
組みについての報告は、自分のおかれている環境と異なった団体の取り組み方を伺い、
いかに情報収集が必要かと興味深く聞かせていただきました。
自然の復元・公民館が近くにない・地域の

地域での子育て環境・プライバシーの壁・

防災、共助、顔が見える関係作り・自治会

独居高齢者の増加・防火用水が少ない・地

への参加・・・など

域になじめない・・・など

〈南〉で出された地域課題

〈北〉で出された地域課題
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平成 26 年度に実施する
提案型協働事業･公募型
協働事業が決まりました
平成 25 年度に募集し，国分寺市協働事業審査会による審査・選考の結果，平成 26 年度に市民活動
団体と市が実施する協働事業が決定しましたのでお知らせします。また，平成 25 年度より継続してい
る事業もあわせてお知らせします。
○提案型協働事業（単年度事業）
事業名称

実施団体

担当課

本がつなぐ人とまち—国分寺ブックタウン事業

西国図書室

協働コミュニティ課

ママインターン事業

NPO 法人 ArrowArrow

文化と人権課※

協働を進めるための市職員・NPO スタッフ実践 共同提案団体「市民テーブル 職員課
こくぶんじ/冒険遊び場の会」
的育成研修事業
○公募型協働事業
事業名称/（事業期間）

実施団体

東部地区協働型親子ひろば事業/（平成 26 年度）

NPO 法人冒険遊び場の会

子育て相談室※

屋外型親子ひろば事業/（平成 26 年度～28 年度） NPO 法人冒険遊び場の会

子育て相談室※

子ども野外事業/（平成 26 年度～28 年度）

子育て支援課

NPO 法人冒険遊び場の会

西恋ヶ窪親子ひろば事業/（平成 25 年度～27 年度） NPO 法人冒険遊び場の会
国分寺市まちづくりセンター協働事業/（平成 25 NPO 法人まちづくりサポ
年度～26 年度）
ート国分寺

担当課

子育て相談室※
まちづくり推進課※

※４月１日の機構改革に伴い担当課が変更となりました。

NPO 法人健康体操指導ワーカーズ

◇ 災害協定を締結しました！
災害時に、避難所等で生活をする被災市民等への運動支援を目的に、
国分寺市と｢災害時における被災者の運動支援に関する協定｣を締結
しました。(市報 3 月 1 日号に掲載)
◇ ホームページができました！
高齢者から子どもまで健康づくりを応援します。ぜひご覧になって下さい。
http://taisou-w.com/
このコーナーは、登録団体の皆様からのお知らせを掲載します。ぜひ「こらぼ」に掲載して！と
いう情報がありましたら、市民活動センターまでご連絡ください。お待ちしております。
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国分寺市を拠点とする
ＮＰＯの活動取材録

シリーズ・ＮＰＯの現場から

第 37回

⑤

～日本の伝統芸能を伝え・広める～

国分寺市謡曲連盟

皆さんは「謡曲」をご存知でしょうか？謡曲は「謡（うたい）
」ともいわれ、日本の伝統芸能である「能」
の言葉と歌唱の部分です。謡に合わせて舞うものを「仕舞」といい、その他にも、能にはいろいろな楽しみ
方があります。今回紹介する国分寺市謡曲連盟は、「謡曲」を知ってもらい、親しんでもらうため発表会や
勉強会を行っています。
国分寺市謡曲連盟は結成 40年を超えているそうです。現在は観世流・宝生流の
２流派が流派ごとに月例会を行い、春は連盟の謡曲大会、秋は市民文化祭謡曲大会
を合同で行います。また、小中学生を対象に「国分寺市伝統文化こども教室」を開
催し、現在８名の子ども達が、期末に行われる成果発表会に向け、月に２回の練習
に励んでいます。現在、子ども教室の一期生は二十歳を越え、謡曲連盟の正会員と
して活動を行っているとのことで、伝統文化が継承されていく、うれしい事例です。更に「退職後の楽しみ
に！」と入会した方には、個別に初心者対象の勉強会を開くなど、誰でも、いつからでも「謡曲」に親しめ
るような工夫をしています。
今回取材に伺ったのは、国分寺市謡曲連盟会長の堀さんが所属する観世流の月例
会！その場で配役を決め、会が始まります。シテ（主役）とワキ（相手役）とツレ、
ワキツレ等（その他の役）が独特の言い回しで謡を始めます。物語が佳境に入ると
コーラス隊に相当する「地謡」10数名が謡を盛上げます。台本（謡本）を見ながら
聞いていると、少しだけですが、物語の内容もわかり、ストーリーに込められた思
いが伝わってくる感じがしました。月例会では月ごとに演目が決められており、事
前に練習して来るそうで、驚いたことに、月例会ではいきなり皆さんで合わせて謡を始めます。皆さん背筋
を伸ばし、独特な声で謡っています。お腹のそこに響き渡る様な声に圧倒されました。
会長の堀さんは、「流派を超えての発表会開催や、広く市民の方に興味を持ってもらうにはどうしたらい
いか？など、新たな活動を模索中です。」とのこと。現在４月 2
7日(日)
午前 1
0時から本多公民館ホールで
開催される「春の謡曲大会」（無料）に向けて皆さん練習中です。この機会に日本の伝統芸能に触れてみて
はいかがでしょうか？
謡曲・仕舞にご興味のある方は、国分寺市謡曲連盟会長：堀

湛浩 TEL：042-5
75-2397まで。

“ちょボラ”で福祉のまちづくり
①～⑤
日比野正己 監修・指導
学習研究社 発行

踏み出す勇気
｢食物アレルギー｣｢生きる力｣と子どもたちの現実

人が集まるチラシの作り方
坂田 静香 著
(社)家の光協会 発行

阿蘭ヒサコ・冨部志保子 著
ＮＴＴ出版 発行
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団体紹介
随時募集中！

団体紹介コーナー
西 国 図 書 室
～

本が旅する

～

西国分寺の駅から徒歩 9分ほど、
昔洋裁店だった面影を残す建物の
1階に西国図書室はあります。
自宅の一部を使って始めた日曜日
だけ開かれる私設の図書室です。
西国図書室のコンセプトは
「本が旅する」。
その仕組みはこうです。まず自分のお気に入りの本
を持ち寄ります。自分が持ち寄った本と同じ数の本
を借りることができます。本は 1年～3年の期間お預
かりして、いろいろな人の心が重なり、一層特別な
本として持ち主の元へもどってきます。
日曜日になると、図書室には本を携えて人が集い
ます。ある人が本を借りようとしたときにその本の
持ち主も来室していて、本談義に花が咲くこともあ
ります。
西国図書室は今、西国分寺・国分寺のまちに広が
りつつあります。西国分寺のカフェ｢クルミドコーヒ
ー｣と国分寺のパン屋｢キィニョン｣には、図書室用の
本棚が置かれ西国図書室の分室がうまれています。
本を通じて、人のつながりがうまれる・・・そん
なまちになるといいな、と考えています。
ぜひ、あなたの大事な本を携えて、西国図書室に遊
びに来てくださいね。

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、団体情報を更新するこ
とで、常に新しい情報を提供し、また、市民活動
団体の支援に役立てるよう、毎年１回、利用団体
登録の更新作業を行っています。今年度も、登録
団体の連絡者の方に登録更新関係書類をお送りし
ますので、５月末までに登録更新手続きをお願い
いたします。
また、市民活動センター業務に関するアンケー
トも同封しておりますので、ご協力のほど、よろ
しくお願いいたします。
なお、５月末までに登録更新を行わない団体は
６月１日以降、センターの施設利用が出来なくな
りますので、ご注意ください。
■「こらぼ」に記事を載せませんか？■
今号４面に、新しく「登録団体からのお知らせ」
コーナーが出来ました。活動を行う上で、お知ら
せしたいニュースがありましたら、こらぼに載せ
て PR しませんか？
他にも、「団体紹介コーナー」や「NPO の現場
から」でも、団体の活動を紹介しています。
記事掲載に興味のある登録団体の方は、センタ
ーまでご連絡ください

センター長通信
連絡先：
西国図書室／篠原靖弘（nishik
okutosho@me.
com
）

編集後記
１・２面でご案内いたしました市民活動フェスティバ
ルは、今回で８回目。そして、春の開催は３回目になり
ます。春は新しい生活がスタートする季節。新たに市民
活動に興味のある方や、もっと活動の幅を広げたいと考
えている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、フェスティ
バルに足をお運びください。ヒントになる何かが、見つ
かるかもしれません…（SR）

今年は市制施行 5
0周年を迎えます。協働コミュ
ニティ課においても特別企画を予定しています。
メインは（公財）鉄道総合技術研究所で行われる
「平兵衛まつり」とのコラボレーション事業です。
今年は，光町の地名の由来でもある東海道新幹線ひ
かり号の誕生 5
0周年とも重なることから「平兵衛
まつり」に市のブースを出展し、国分寺市の PRを
行います。ぜひ遊びに来ていただくようお願いしま
す。

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）
〒185-85
01 東京都国分寺市戸倉１－６－１ 第三庁舎１階
℡ ０４２－２０８－３６３６ ／ F
ax０４２－２０８－３６３７
e-mailk
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/
開館時間 平日 9:0
0～17:
00（ただし年末年始を除く）
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