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こくぶんじ協働ニュース 

ぼ ら こ Collabo 

こらぼ deサロン 
    ～Part2～ 

開催のお知らせ 

第 9 回 

市民活動  
フェスティバル 

★開催日：平成２７年４月１９日(日)    ★会場：ひかりプラザ 

★申込受付期間：平成２６年１０月１日～１０月３１日(金) 

＊申込方法＊ 出展申込書をセンターへ直接ご提出下さい。 

       出展申込書は、ホームページからダウンロードできます。 

出展団体は、こくぶんじ市民活動センターの登録団体で実行委員会に毎回参加できる団体です。 

未登録の団体は、事前に登録をお願いします。 （第１回実行委員会は 11 月 10 日(月)18：00～を予定） 

 市民活動フェスティバルは  

団体の活動 PR 団体同士や市民との交流 市民の方に市民活動を知って頂く 機会です。 

出展団体の皆様による実行委員会形式で企画・運営しています。毎年、様々な企画で幅広い 

年齢層の方にご来場いただいています。一緒にフェスティバルを盛り上げてくださる団体の 

ご参加をお待ちしております！！ 

日時：平成２６年１０月８日(水) １３：００～１６：００ 時間内、入退室は自由です！ 

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：各自お飲み物（お湯はご用意しています） 

♡♡ よろしければ、ひと掴み程のお茶菓子をご提供下さい ♡♡ 

「こらぼ」を話題の種にしながら団体同士の自由な交流の場、第２回目です。今回は『チラシ』について

の意見交換もしたいと思います。団体に限らず、どなたでも大歓迎！ぜひご参加下さい。 

○ｃホッチプロジェクト 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市制 50 周年記念 「歩いて発見！健康で文化的な都市・国分寺」 

-自宅から武蔵国分寺公園まであるいてみよう- 
 

日：10月19日(日)11時まで到着 場：武蔵国分寺公園 藤棚付近集合 

内：皆でストレッチ、お弁当を食べて自由解散です。最寄のバス停や 
駅から歩いてもOK！自由参加です。雨天中止 

問：042-329-1227        NPO 法人 健康体操指導ワーカーズ 
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こらぼ de サロン 『開催報告』 
７月８日(火)午後、こらぼdeサロンを開催しました！入退場自由、事前予約なしの初めて

の試みでしたが、設営準備段階から、いつもセンターをご利用くださる団体さんがいらし

てくれました。しばらくすると一人・・・更にまた一人・・・。と少人数ではありました

が、スタッフや協働コミュニティ課職員を交え、「団体交流会」「空き家対策」「自治会町内 

会」「独居高齢者への対策等について」など現在参加者の皆さんが気に 

なっている事について盛りだくさんの内容をじっくりとお話しする 

ことができました。 

次回は10月８日(水)13:00～16:00に開催します。 

皆様のご参加を、スタッフ一同お待ちしております。 

茶話会のお知らせ 
 

日：10月11日(土)14:00～ 

場：本多公民館第2会議室 

￥：無料 お気軽に直接会場へ 

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   

要約筆記サークル ダンボ すまいる 20 周年記念講演会 
 

日：10月26日(日)14:00～15:45  

場：国分寺駅ビル８階 Ｌサロン飛鳥 ￥：無料 

内：「脳のことをもっと知ろう」 

～脳に良い習慣、悪い習慣～ 

脳の病気についてわかり易く解説。健康維持の 
ため、この機会に是非ご参加ください。 

申：042-300-2141（小野）  NPO 法人 すまいる 

 

ポンと飛び出して 出前!! 
 

内：英語絵本の楽しさをお届けします。 

英語絵本は日本語と英語でよみきかせ。そしてゲー
ム、手遊び、歌、ぬり絵もお気軽に声をかけてくだ
さい。待ってます☆ 

連：飯山 e-mail:juncoatease@gmail.com 
URL:http://popup.tamaliver.jp 

英語絵本読み聞かせ ポップアップ 
 

国分寺市では協働の手法の一つとして「提案型協働事業（※）」を実施しています。来月予定され

ている協働事業審査会では、平成27年度実施事業の採択団体を決定いたします。傍聴はどなたでも

ご参加いただけますので、ぜひお越しください。 

詳細については後日、市ホームページ及びこくぶんじ市民活動センターホームページ等でお知らせ

いたします。 

【平成 26 年度第３回国分寺市協働事業審査会】 

日 時： 平成 26 年 11 月 17 日（月）午後２時より   会 場： 国分寺市役所書庫棟会議室 

内 容： 市民活動団体及び担当課によるプレゼンテーション  

 

※「提案型協働事業」とは、市民活動団体が自らの持つノウハウや市民発想による事業を市に企画提案し、「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す

るものです。 

国分寺市協働事業審査会のお知らせ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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第39回 ～結成３０年・市民の安全を見守る～ 

国分寺市民防災推進委員会 

今回紹介する国分寺市民防災推進委員会は、今年で発足30周年！太く長く活動を継続

されている団体です。 

国分寺市民防災推進委員会は、市主催の市民防災まちづくり学校を卒業し、防災推進委員として認定さ

れた方々を中心に構成されています。学校を卒業した後、知識や経験をどのように活かしていくか、更な

るレベルアップを図るにはどうすればよいか？自分を磨く次のステップとして結成されました。現在では、

６００名を越える会員が、各地域で自治会・町内会などと連携し、市民防災の軸になり、井戸端会議や、

防災訓練、防災ひろばの開催などをおこなっています。特に、井戸端会議は、街の人の本音が聞ける機会

として、月 1回開催していますが、市内に点在する「むかし井戸」の水質調査も行い、いざというときの

備えになっています。 
また、「学校キャンプ」での炊き出しボランティアを通し、地域との関わりを持つ

ことで、小学生や保護者に防災に興味を持ってもらうきっかけ作りの活動もされてい

ます。 
各地域の防災推進委員は、それぞれの地域にあった防災活動を行っていますが、良

いものを共有し、広めていく為に各地域の代表の方々との定例会を月 1回設け、情報
交換をおこなっています。 

高齢化が進む今、防災活動の継続にも支障が出てきています。今後も広く市民防災を継

続していくには、市や、自治会・町内会との連携が不可欠です。また、市民防災まちづく

り学校の存在を広く市民に知ってもらい、若い方に活動に参加してもらうことも大切です。

と委員長の富田さん。 
国分寺市民防災推進委員会では、ホームページを作成し、防災活動の広報につとめて 

います。このホームページを見た、他県の大学生が実際の活動が見たいと、視察にくるそうです。多くの県か

らの視察があるのは、国分寺市民防災推進委員会の長きにわたる活動の成果です。その他、地区の見回り「ま

ちあるき」やバス研修なども行っているそうですので、防災活動に興味のある方は、国分寺市民防災推進委員

会まで。 
＜連絡先＞委員長：富田潔 TEL:042-572-9202 URL:http://kokubunji-shimin-bousai.jimdo.com/ 

ソシアル(社交)ダンス会員募集 
 

日：①毎火 11:30～14:00 
   男女2名公認講師の基本指導 

②第2･4･5金 14:00～16:30 

場：①、②ひかりスポーツセンター 

￥：①月謝1000円 
②各種目に各300円 

連：042-572-5778（伊藤） 

国分寺市レクリエーションダンス協会 

混声合唱団 会員募集！  
 

日：月３回 月曜 10:00～  

場：多摩欄坂の教会または いずみホール 

内：合唱音楽の原点である宗教曲を美しい響きで歌っています。 
ぜひ、見学においでください。男声大歓迎です！ 

連：042-322-2010（呉）        混声合唱団「ぶどうの木」 

くらしサポートネット 有償ボランティア活動のお誘い 
 

内：高齢期にちょっとした生活の支援で安心して暮らすための支え合い 
の仕組み「くらしサポートネット」支援者講習会を行ないます。人と
ひとがつながる大切な地域活動です。 

連：080-3461-5960（事務局）     介護保険サポーターズ国分寺 

砂川用水の美化活動にご参加下さい！ 
 

日：毎月第一月曜、第四日曜午前中 場：五日市街道南の砂川用水 

内：砂川用水の美化活動(草刈・植栽)を行っています。多摩川の清 
流のここち良さを体感しましょう。是非ご参加下さい。 

連：090-1993-5903（佐藤）            ミズモリ団 

子どもの居場所・サポートメンバー募集 
 

日：毎週土曜日 午後１時半～５時 

場：福祉センター 

内：家や学校以外に居場所が欲しいと思 
っている子どもたち・若者たちのた
めに始まりました。集っておしゃべ
りやお茶をしてホッとできる時間を
過しています。 

連：090-6023-5812（伊藤）    雪どけ 



喫茶 catouqui(カトキ)は｢美術×農業｣の喫茶店で、
来春国分寺にオープンしようと半年前から活動して

います。二名の発起人の運営のもと、様々な大学の学

生や農家が携わっています。活動のそもそものきっか

けは、３･１１の年の美大入学でした。自己紹介のテ

ーマがなんと「きみたちはあの日何を思ったか」で、

美術をどう人の繋がりに役立てることができるかを

考え始めました。それから、たまたま訪れた東京農業

大学の収穫祭で、食に着目したのです。開業に向け、

この夏は早朝に畑、昼にはカフェと直売所という活動

をしました。また軽井沢に行って、『器と野菜の直売

所』として美大生の器と採りたて野菜をカフェの駐車

場で販売しました。 
普段は国分寺で、学業と両立

し、ワークショップや陶器市、

直売所での制作と展示、農大生

の寄席(！)など、世代間交流が楽 
しめるプレイベントを開いています。子育てママや、

おじいさんおばあさんから多くを学んでいます。親子

で箸置きをつくるワークショップは、嬉しいことに武

蔵野のアートスポットなどを紹介する『き･まま』と

いう雑誌に取り上げられました。美大生の器を派遣す

る『旅する catouqui』も第二弾を企画しています。 
最新情報はHP(http://www.kissacatouqui.com)や、 

ポスティング、公民館や地域センターに配架するチラ

シで発信しています。次の企画では、ものづくり、特

に料理が好きな方とコラボしたいです。ぜひお気軽に

ご連絡ください。 
☆連絡先： kissacatouqui@gmail.com 

 
 
 
 
 ～食を通じてアートを人々の生活に～ 

喫茶catouqui（カトキ） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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） 

〒185-8501 東京都国分寺市戸倉１－６－１ 第三庁舎１階 

℡ ０４２－２０８－３６３６ ／ Fax ０４２－２０８－３６３７ 

e-mail kccpc@jcom.home.ne.jp 

http://www.collabo-kokubunji.com/ 

開館時間 平日9:00～17:00（年末年始を除く） 
 
平成26年10月１日発行 

団体紹介コーナー 

 編集後記 

空を見上げればうろこ雲。耳をすませば虫の声。もう 

秋の到来ですね。秋といえば、交流の秋！活動の秋！ 

今月は、第２回こらぼdeサロンや、市民活動フェス 

ティバル実行委員会の募集など、楽しみが盛り沢山です

ね！皆様のご参加を心よりお待ちしております。（M） 
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お 知 ら せ 

KOKUBUNJI 

Collabo 

セ ン ター 長通 信  
 
台風による長雨、局地的な集中豪雨による土砂災

害等、今年の夏は各地で悲惨な災害や事故が相つぎ

ました。地球温暖化が進んでいると何年も前から言

われ続け、その影響がこのような形となって表れて

いるのでしょうか。 

さて、７月に募集を行ないました、平成 27年度

に実施する提案型協働事業の第１回目の審査会が

終わり、来月はプレゼンテーションを行なっていた

だく第２回目の審査会が開催されます。 

市と市民活動団体との協働事業が、より良い形で

実施できるよう期待しております。 

■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」受講者募集■ 
 
対 象： 市内で活動する市民活動団体のスタッフ 

日 時： 平成26年11月５日(水)8：40～17：00 

11月６日(木)9：00～17：00 

    ＊２日間通しでの受講となります 

場 所： 市役所、NPOが活動している現場など 

受講費用： 無料（会場の移動に係る交通費は自己負担） 

定 員： 16名 

申込み： 10月３日(金)までに、お名前・所属団体名 

とご連絡先を下記までお知らせください。 

ｅメール table_npo@yahoo.co.jp 

＊＊詳しくはセンターのHPをご覧ください＊＊ 

【企画運営団体】ＮＰＯ法人市民テーブルこくぶんじ 

ＮＰＯ法人冒険遊び場の会 

【国 分 寺 市】市民生活部協働コミュニティ課 

  総務部職員課 

 

■登録団体情報冊子発行■ 
 

平成 26年度登録団体情

報冊子を発行しました。 

センターにお立ち寄りの

際は是非お持ち下さい。

また各地域センター、図

書館にも配架しておりま

すので、ご利用下さい。 


