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こらぼ de
サロン
今年度の交流会は、登録団体同士の交流に重点を置き、形にこだわらない、自由な交流の場を作ること
にしました！いまご覧いただいている機関紙「こらぼ」の発行月に合わせて、
「こらぼ」を話題の種にしな
がら、日頃の活動で感じていること、広く共有したいこと、などを持ち寄って楽しく交流しませんか？
センタースタッフも一緒に、ざっくばらんなお話が出来ればと考えています。
活動アピール等
何でも OK
フェスティバル
のこと

最近
気になって
いること

日

時：平成 26 年７月８日（火）13 時～16 時
＊上記時間帯で、入退出は自由です！
場 所：こくぶんじ市民活動センター ミーティングルーム
持ち物：各自飲み物（お湯はご用意しています）
＊よろしければ、ひとつかみ程のお菓子をご提供ください！

センターのこと

☆次回は、10 月８日(水)を予定しています。今回ご都合がつかない場合は、次回ぜひご検討ください！

センター長通信
ご挨拶が遅くなりまして恐縮ですが、本年 4月 1日より当センター長を拝命
しました山本です。また、新たに 1名の増員がありました。新人の増田です。
従前よりの職員同様、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、4月 20日に開催されました市民活動フェスティバル。多くの団体の皆様方の参加と、大勢のお
客様にご来場いただき、大盛況のうちに終了することができました。どうもありがとうございました。来
年も更なる盛況をめざし、力を合わせ頑張りましょう。
6月 15日号市報はご覧いただけましたでしょうか。現在、平成 27年度実施の提案型協働事業、市民活
動団体の事業提案を募集しております。これは、市民自治の推進や市民サービスの向上等を目的とした市
民活動団体による事業提案の制度です。今年は、市民活動団体の皆様からどのような提案があるか、今か
ら楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
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第８回市民活動フェスティバルが４月 20 日(日)ひかりプラザで開催されました！
今回初めて道路を使い、子ども達の遊び場、野菜の販売、記念切手の販売などを行いました。
前日から東京経済大学のボランティアも加わり、ブースの設置、入り口のアーチ作りと出展
団体一丸となって、会場作りを行いました。心配していた前夜の雨も朝には上がり、道路で
の開催も無事に行うことが出来ました。
毎年参加団体も増え、今年は 27 団体。また、来場者も８００人と大盛況に終わりました。
来年も多くの団体の参加をおまちしております。

出展団体 その１
NPO 法人 AnnBee
NPO 法人 お産サポート JAPAN
介護保険サポーターズ国分寺
かたぐるまの会
学校へ行かない子どもたちのための会
NPO 法人 くらしの安全安心サポーター
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
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出展団体 その２
国分寺カウンセリング勉強会
国分寺コンポストアミー
国分寺市国際協会
国分寺市民防災推進委員会
国分寺太極拳一楽会
国分寺であそぶ KAI
NPO 法人 市民テーブルこくぶんじ
自立生活体操をひろめる会
日本スポーツ吹矢協会 国分寺支部

出展団体 その３
ハイビスカス
光パソコンの会
フォークダンスサークル ひまわり
ボランティア活動センターこくぶんじ
マジックサークル木曜会
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
こくぶんじ市民活動センター

(
公財)
鉄道
総合技術研究所
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平 成 2 7 年 度実 施 提案 型 協働 事 業 を募 集 しま す！ ！
募集期間：平成 26 年６月 16 日（月）から平成 26 年７月 15 日（火）
提案型協働事業とは，市民自治の推進や
市民サービスの向上等を目的とした，市民
活動団体による事業提案の制度です。市民
活動団体が事業提案を行い，
「国分寺市協働
事業審査会」による審査・選考を経て，市
が採択した事業を提案団体に委託して市と
協働で実施します。
事業提案できる団体の要件や事業要件
等，募集の詳細については「提案型協働事
業募集要項（平成 26年度募集）」をご覧く
ださい。
（募集要項は，協働コミュニティ課，
こくぶんじ市民活動センターで配布するほ
か，市ホームページ
（http://www.city
.kokubunji.
tokyo.jp）
からダウンロードできます。

みなさまのご応募を
お待ちしております！！

茶話会のお知らせ
日：７月５日(土)14:00～15:00

＜過去に実施した提案型協働事業と事業実施団体＞
事 業 名
身体活動を習慣化させる介護予防体操教
１
室事業
駅前子育てサロン（東部地区協働型親子
２
ひろば）事業
３ 障害児，年齢枠を超えた子育て支援事業
４ まちづくり人材育成のための市民塾事業
「生ごみ減量・たい肥化が市民の常識と
なる国分寺市を目指して」事業
木造住宅耐震診断士による地域耐震講習
６
会の推進事業
本がつなぐ人とまち
７
―国分寺ブックタウン事業
５

８ ママインターン事業
９

要約筆記サークル ダンボ

西国図書室
NPO 法人 ArrowArrow

共同提案団体
協働を進めるための市職員
「市民テーブルこくぶんじ
・NPO 実践的育成研修事業
／冒険遊び場の会」

支援ボランティア講座
受講生募集
日：９月６，20 日(土)

￥：無料・直接会場へお気軽に
場：本多公民館第 2 会議室
内：聞こえにくさに不便を感じて
いる方々、気軽におしゃべり
を楽しみましょう

実 施 団 体
ＮＰＯ法人
健康体操指導ワーカーズ
ＮＰＯ法人
冒険遊び場の会
ACT たすけあいワーカー
ズ国分寺・風ぐるま
ＮＰＯ法人
市民テーブルこくぶんじ
５３０３（ごみゼロ讃）
の会
NPO 法人 くらしの安全
安心サポーター

13:30～16:00
￥：3,000 円
場：国分寺市内
申：８月 20 日(水)締切り
問：TEL042‐328‐4441
FAX042‐328‐4440

事務スタッフ募集(1～2 名)
日：週１～３日／９～17 (応相談)
￥：時給 850 円（研修期間あり）
・要普通免許・福祉に関心のある方
・ワード,エクセルの出来る方
問：TEL042-321-3901(馬場)

NPO 法人
国分寺ハンディキャブ

NPO 法人
東京多摩いのちの電話
「ハワイアンビアパーティ」
開 催
日：８月 30 日(土)13:30～
￥：1,000 円(飲み物付き)
場：本多公民館ホール
内：ハワイアンコールズとの
ジョイントコンサート

ハイビスカス
（ハワイアンダンス）

会 員 募 集
市民防災まちづくり学校を修
了後、地域の安全・安心を計
り災害時の予防策や防犯対策
の普及等、行政と連携・協力
して活動、16 年目になりま
す。多くの方の参加をお待ち
しています。

国分寺市防災一七会

「サマーファミリー国分寺フェスタ」

ワークショップ参加団体募集
日：８月 24 日(日)10:00～16:00
場：国分寺 L ホール
問：TEL090-1907-8916(小林)
E-mail：taiyouda3@gmail.com
内：親子で作品を見て作って体験する
ワークショップを開いて頂ける
団体を募集

ぶんじフェス立ち上げ壱の会
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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 38回

⑤

～大人もワクワクどきどき～

子どもたちにもっと豊かな遊びを！
『国分寺であそぶＫＡＩ』

西元町にある「国分寺市プレイステーション」、そこは「子ども達にもっと豊かな遊びを！」をコンセプトと
し、子ども達が自分でやってみたいことを、自然の中で自然の材料で工夫し、遊べる常設の遊び場です。
『国分寺であそぶ KAI』は、そんな遊び場を市内にもう一つつくりたいという活動をきっかけとし、2012 年
7 月に、子どもの遊び場活動をしている団体や学童保育所、親子ひろばの方、子どもの遊びに関心のある市民な
ど約 20 名のメンバーで発足したそうです。
４月に行われた市民活動フェスティバルのとき、野外でダンボールを使ってのダイナミッ
クな活動をみせてくれた『国分寺であそぶ KAI』が、
「北町公園でワイルドにあそぼう！」と
いう企画しているのを知り、ぜひ見てみたいと取材に行きました。
この日は、北町公園を見守る会の「春のきたまち」と同時開催ということで、ポップコー
ンや綿菓子の販売、豚汁とたけのこご飯の炊き出し、紙染め、シャボン玉、と楽しそうな催
しがいっぱい。そして、
『北町公園、春の陣』と名うっておこなわれる陣取り合戦。ダンボー
ルを使って、砦と鎧や剣、盾などを作っての陣取り合戦だそうです。
戦国武将の再来？その“いでたち”は、みんな凝っていて格好よく、大人も子どもも夢中になって作っていま
した。先日のフェスの「ダンボールのもり」のときにも思いましたが、ダンボールだけ
でこんなこともできるのだという発想力に感心しました。気温の上昇と共に、みんなの
熱気も上がってくるのを感じましたが、残念ながら、取材では制作風景と立派な砦しか
見られませんでした。後日談でこの合戦はものすごい盛り上がりぶりだったと伺いまし
た。製作途中でのあの熱気を考えるとその盛り上がりが想像できて、楽しくなりました。
「豊かな外遊びは、子どもたちの瞳を輝かせます。子どもたちに、ワクワクドキドキ、本能を目覚めさせて、
たっぷりと遊んでほしいと願っています。」というこの会の想いがよく伝わってきました。
今後の活動などは、下記ホームページをご覧下さい。メンバーも随時募集しています。

◎提案型協働事業○
「協働を進めるための市職員・
NPOスタッフの実践的
育成研修」

【ホームページ】 http://asobukai.web.fc2.com/
【問い合わせ先】事務局：山越

邦夫 （TEL/FAX：042-406-0839）

NPO の活動現場で汗を流す！
そんな画期的な｢研修｣に参加しませんか。資金がない、人手がない、忙しい、とため息で下を向く
より行政とタッグを組む仕組みを前進させて、NPO ならではの活動をランクアップしましょう！
日時：2014年 11月 5日(水)と 6日（木）の２日間 9:00～17:00
場所：国分寺市役所、NPOの活動している現場など
内容：１日目 「行政の仕組みを知る」
現在、活動現場の
「協働は何を変えたか」等の【講義】
実習を受け入れてくださる
団体を募集しています。
市内の10ヶ所程度のNPOが活動している
ご協力をお願いします。
現場にての【実習】
研修の受講
２日目 実習で得たことや、行政・NP
Oそれぞれの
申し込み受け付け
につきましては、
得意・不得意分野などを考え、今後の協働
８月下旬頃を予定
事業拡大につなげていくための【ワークショップ】など
しています。
対象：市内で活動する市民活動団体のスタッフ、
国分寺市職員それぞれ 15名程度
企画運営団体 市民テーブルこくぶんじ・冒険遊び場の会
国分寺市役所 市民生活部 協働コミュニティ課
総務部 職員課
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団体紹介コーナー

⑥
団体紹介
随時募集中！

+++みんなが楽しむ絵本の時間を届ける+++

「ほっと」
私たち「ほっと」は、現役と元保母の二人のおばち
ゃんが、働いているお母さんと子どもに、ほっとする
時間を届けたいという夢から始まりました。それぞれ
の親を介護する経験を通して、対象を子どもから年配
の方まで広げ、幅広い世代の方に楽しんでいただいて
います。
将来は、地域のみなさんに体にやさしい旬の安全な
食材を使い、おいしいランチやコーヒーを提供し、絵
本をたっぷり楽しんでもらえる絵本カフェを開きた
いと活動しているグループです
現在、市内の並木公民館や泉町のまめカフェさんな
どをお借りして、二ヶ月に一回ほど「みんなが楽しむ
絵本の時間」を開催しています。
絵本の時間では、みんなで季節の絵本や歌そしてオ
リジナルの工作をしたり、人形劇を楽しんだり、手づ
くりのお菓子とお茶を囲んでおしゃべりタイムをし
ています。
次回の「みんなが楽しむ絵本の時間」は、次の通り
開く予定です。
日 時：8月 23日(土)午後 2時～3時 30分
場 所：並木公民館 和室
参加費：大人 400円子ども 100円
（お菓子と工作の材料費）
ぜひいらして下さい。お待ちしています！
問い合わせ先
ほっと代表 宮前 美喜子
080-1098-6
059

編集後記
前号より新たに出来た「登録団体からのお知らせ」は
掲載希望がなければ成立しないコーナーです。今号はど
うかな？と心配でしたが、続々と掲載希望が集まりまし
た。『こらぼ』が団体の皆様に利用してもらえるという
事を大変うれしく思います。これからもどんどんご利用
ください。お待ちしております。（ｍ）

お 知 ら せ
■レターケースの利用申し込み受付中■
メンバー同士や団体間の連絡等に役立てても
らうことを目的に、市民活動センター内にレター
ケースを設置し、無料で貸し出しています。利用
を希望する団体は、市民活動センターまでお申込
みください。
○レターケースのサイズ・・・A４サイズ
（幅 23.5㎝×奥行 32.0㎝×高さ 3.0㎝）
【貸 出 数】47個
【利用期間】平成 26年８月１日～
平成 27年７月 31日まで
【申込み締切】７月 25日（金）
【申込み方法】①団体名、②連絡者名、③電話番号
を直接またはメール、FAXでセンターまで
≪注意事項≫
・現在、レターケースをご利用いただいている団
体も更新の申し込みが必要です。
・申込み多数の場合は抽選となります

■平成 25年度 センター利用実績■
☆登録団体数…１３１団体 《新規登録１７件！》
☆ミーティングルーム利用率…５２．１％
《利用率 50％超えました！》
☆ホームページアクセス回数…６８，３２０回
《年々増加中！》

■「ぶんじほたるホッチ」キーホルダー
引換が始まります！■
４月に実施したフェスティバルの景品「ぶんじ
ほたるホッチ」キーホルダーの引換えを行います。
引換券をお持ちの方は、引換券をご持参の上、
市民活動センターまでお越し下さい。
【引換期間】平成 26年７月１日～
平成 26年９月 30日まで
＊月曜～金曜(土日・祝日を除く)の
午前９時～午後５時
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