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移転しました！
フェスティバル開催報告
フェスティバル開催報告
開催報告・ｱﾝｹｰﾄ報告、他
やご救出大作戦・提案型募集

登録団体・センターからのお知らせ、他

こくぶんじ市民活動センターと協働コミュニティ課は、
第 3 庁舎から国分寺駅北口事務所に移転しました。新しく
なったセンターに是非お立ち寄りください！

センター入口↑
オープンスペース→

会議室

新しくなったセンターは会議室と印
刷室が別々に！印刷機も新しくなり、
黒・赤・緑の３色利用できるようになり
ました。
（3 色の中から、1 色または、2
色刷り）また、会議室も利用人数が 20
名となり大幅に広くなりました。
昨年、新しくなった紙折り機も大好評
です！オープンスペースも広く、明るく
開放的になった、こくぶんじ市民活動セ
ンターへのお立ち寄りスタッフ一同お
まちしております。

印刷室

国分寺駅より徒歩５分
41 号は、黒・緑２色印刷で作成しています。

正面入口
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平成 27 年 4 月 19 日（日）、第 9 回市民活動フェスティバルが開催されました！！
お天気にも恵まれ、今までで一番多い 900 名近くの来場者がありました！！！
今年も大好評のスタンプラリー、景品提供の企業の方々ありがとうございました。

ステージでは、見るだけでなく体験も！
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・マジックサークル木曜会・フォークダン
スサークルひまわり・国分寺太極拳一楽会

ホッチからのプレゼント
宇宙ホッチのステッカー
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開会式では各団体からの一言メッセージ＆団体ＰＲに
続いて可愛くて楽しいキッズダンス（ダンスミックス）で
にぎやかにフェスティバルが始まりました。

こくぶんじ市民活動センターでは、平成 25 年度より市報に市民活動センターのコーナーを持っています。
今年度は 2 月まで毎月 15 日号に掲載する予定です。センターからのお知らせを掲載するほか、登録団体の皆様の
イベント等の広報活動にご利用いただけます。
イベントや講座、会員募集などありましたら「記入例」に沿った形で、メールまたは FAX でお寄せください。
[記入例] ●イベント等タイトル ●日時 ●場所 ●内容（30 文字） ●問合せ先（団体名・電話番号など）
※その他、参加方法や締切などについても必要があれば記載してください。
[締切] 掲載希望月の前月 3 日
※内容や掲載号につきましては、調整をさせていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。
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こらぼ d
eサロン 『開催報告』
５月１３日（水）に、
“こらぼ de サロン”を新しい会議室で開催しました！
参加者は、国分寺市寿奉仕団 I さんと皆勤賞のミズモリ団 S さん、環境ビジョン 21 から T
さんの３名です。
少ない人数でしたので、移転したセンターについてや、気になっていること、現在の活動に
ついてをお伺いしました。
“地域でいろいろな活動をしていると、街の中に「シーズ」
（活動の種）が見えてくる。
”
学校の授業についていけずに、不登校になってしまう子どもがいる現状から、日々の学校の
授業での疑問などを、放課後ちょっと立ち寄って聞くことが出来る、そんな場所を作りたいと
のこと。同様の活動をされている団体の紹介や、国分寺市の現状などをお話しすることで、少
しはお手伝いが出来たでしょうか？
ダンボールのゴミけしくん PR のため、他市の市長室にゴミけしくんを運び込んだお話や、
国分寺市の昔の話の聞き取りした情報をデーターベース化する計画など、活動の一端に触れる
お話を伺うことが出来ました。
今後も 2 か月に１回のペースで“こらぼ de サロン”を開催していきます。
テーマは特に設定していませんので、今、地域の中で考えていること、活動で困っているこ
となど、どんなことでも構いませんので、お聞かせください。
次回は、７月１５日（水）午後２時から４時まで、お菓子をご用意してお待ちしております。
《今後のスケジュール》
７月 15 日(水)★９月 16 日(水)★11 月 18 日(水)いずれも 14:00～16:00
平成 28 年１月にこらぼ de サロン新年会を企画中！

☆登録団体数：136 団体
☆ホームページアクセス数：72,378 件
☆利用者数：2,829 名

アンケートへのご協力ありがとうござい
ました。センター事業に関する改善点に
つきまして、いただいたご意見です。
●会議室と印刷機は別にしてほしい → 引っ越しに伴い、印刷スペースを別に設置いたしました。
●会議室がせまい → 引っ越しに伴い、20 名程度でご利用いただけるようになりました。
●紙折り機がきれいに（正確に）折れない → 新しい紙折り機に変わりました。
●（地域センターなどに設置している）センターの掲示板が目立たない
→ より多くの方の目に留まる工夫を検討いたします。
●ホームページに関するご意見（ホームページが地味、
“国分寺”
“イベント”などで検索すると、検索エ
ンジンでヒットするような工夫、団体紹介をわかりやすくしてほしい、など）
→ 今後、ホームページの大幅リニューアルを予定していますので、参考にさせていただきます。
●市民活動センターの認知度が低いので、自治会の掲示板や回覧板などに情報誌を入れるなど、たくさん
の方の目に触れる工夫を！
→ 市民活動センターを知っていただくために、どの様な PR が出来るか、スタッフ間で話し合い、対
応していきたいと思います。
みなさまからいただいたご意見を参考に、たくさんの方にご利用いただける市民活動センターを目指し
少しずつですが、できるところから改善していきたいと思います。
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やご救出大作戦からはじまる地域活性化！
今回は、センター登録団体の『まちづくりサポートこくぶんじ』代表龍神さんの、地域コミュニティで
市民活動を始めるためのきっかけづくりに密着しました。
国分寺市立第五小学校 3 年生と生き物や地域の自然について考える授業（３
時間コース）。その名も『やご救出大作戦！』国分寺市環境アドバイザー（東京
都環境学習リーダー）の高橋さんをリーダーに、龍神さんをはじめ、地域で市
民活動をされている面々が集まり、冬の間防災用水の貯水をしていた学校のプ
ールから夏の清掃前にやごを救出する授業を実施しました。
1 時間目は、高橋さんから、とんぼの一生を手作りの紙芝居や、ギンヤンマ
の蛹の抜け殻、本物のやごを使って学びます。なぜ？プールにとんぼが卵を産
むのか？今まで救出されていなかったやごはいったいどこへいっていたのか？
とんぼを守ることがなぜ大切なのか？など、高橋さんから出される質問に、子
どもたちは真剣な表情で答えていました。
2 時間目は、実際にプールへ入ってやご救出作戦の開始です。子どもたちは、
事前にワイヤーハンガーと水切りネットで手作りした網をもって、次々にプー
ルへ入っていきます。やごは落ち葉や泥のなかに姿を隠しています。見えない
やごに最初は「いないよ」
「きもちわるいよ」などと言っていた子どもたちも、
徐々に夢中になり楽しそうに探しています。すくってもすくっても、やごが救
出できない子や、何十匹も救出できた子。最初に高橋さんから「ひとり１０匹
救出が目標！」と言われたことを守ってみんな一生懸命でした。
３時間目は、教室に戻って救出したやごの観察です。ルーペを使って、細か
いところまで観察し、上手にやごをスケッチしていました。
プールから救ったやごは全て赤とんぼ、約５００匹。自宅へ連れて帰り育て
る子どもが何人もいました。エサは赤虫（ユスリ蚊の幼虫）なので、冷蔵庫に
赤虫を保存できる家庭でしか育てられません。1 か月後とんぼになるのが待ち
遠しいですね。
一見、地域コミュニティ活動とは無縁に見えるこの活動。龍神さんに聞いてみました。
「この救出作戦を市内の小学校へ広げ、地域の方々にボランティアで参加して
もらうことにより、災害時の避難所である小学校を知り、そこに通う子どもたち
を知っていただく。それをきっかけに地域の方が学校行事に参加するようになり、
さらにはその親たちと顔見知りになり・・・。ほら、地域コミュニティの活動に
なってるでしょ」。さらにつづけて、
「市がつなげられないことをつなげるのが市
民活動だからね」。
どなたでも楽しく活動できるボランティアから人脈を広げ、だれとでも挨拶ができる、明るく楽しいま
ちづくりを目指して、市民活動団体は活動の輪を広げています。

平 成 28 年 度 実 施 提 案 型 協 働 事 業 を募 集 します！ ！
募集期間：平成 27 年７月１日（水）から平成 27 年７月 31 日（金）
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 27 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！！
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登録団体からのお知らせ
健康療法講習会のご案内
健康療法に興味のある方、セラピストになりたい方
の為の講習会を随時実施しています。講習会終了後、
認定証を発行致します。お気軽にお問合せ下さい。
連：090-2440-8359
NPO 法人日本セラピスト普及協会

ハワイアンビアパーティーへどうぞ！
ハワイアンコールズ＆ハイビスカスのコラボ！
夏の午後のひと時、ビールでも飲みながら、楽しい
ときを一緒に過ごしませんか！飛び入り参加歓迎、
唄も踊りもあります。
日：８月 23 日(日)13:30～ ￥：1,000 円
場：本多公民館大ホール
問：042-577-2676（花園）
ハイビスカス

おもちゃの広場
赤ちゃん木育おもちゃセットにプレイセンター小さ
な森の玩具を加えて乳児～幼児向けの玩具を用意し
ます。
日：７月 10 日(金)10:30～12:00
場：もとまち児童館
プレイセンター小さな森Ⅰ.Ⅱ

募集しています・募集します
◎小学生対象の「森の自然塾」
・X 山で開催中
◎「森の教室指導者養成講座」受講者を 8 月募集し
ます。
詳：http://npo-kokubunjifurusato.jp/
NPO 法人 国分寺市にふるさとをつくる会
編集後記
新しい事務所に移転して、はや３か月経ちました。
印刷機と会議室も別々になり、
「利用しやすくなった」と好
評です。会議室も以前より広くなりました。国分寺駅北口近
くになりましたので、ご利用いただく団体さんの顔ぶれが少
し変わり、窓口スタッフも新たな気持ちで毎日過ごしており
ます。皆様のご利用をお待ちしております。
なお、今号は「ＮＰＯの現場から」と「団体紹介」のコー
ナーをお休みします。次回をお楽しみに。
（Ｋ）

お 知 ら せ
登録団体情報冊子が出来ました！
平成２７年度登録団体情報冊子を 6 月に発行
しました。センターでお渡しの他、各公共施設
に閲覧用を設置してあります。お手元に必要な
方は、センターにお立ち寄りください。みなさ
まの活動のお役に立てればと思います。

センター長 通 信
初夏の候、皆様方におかれましてはご健勝のこ
ととお慶び申し上げます。
さて、市民活動センターは４月に新しい事務所
に移転して、３か月が経とうとしております。
これまで国分寺市役所内の執務室にございま
したが、国分寺駅北口の事務所に移り、会議室や
打ち合わせスペースが今までと比べ大きくなり
ました。センター一同利用者のみなさんにとって
使いやすい施設を目指してまいります。
一方、これまでご利用下さいました皆様からは
足が遠くなったというご意見や、車での来所がで
きないか等、様々ご意見をいただいております
が、これまでもこれからも市民活動支援の機能は
変えずに、利便性の向上、PR など充実してまい
りたいと考えています。７月からは提案型の協働
事業の募集が始まります。協働コミュニティ課、
市民活動センターではこれにかかる相談や、コー
ディネート等市担当課との橋渡し役を務めてま
いりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

事務局長よりご挨拶
皆様初めまして。この 4 月に事務局長に就任し
た澁谷(しぶや)と申します。
ここまでの３カ月、今までほとんど関わりのな
かった市民活動について、まさに一から学びなが
らの日々です。
これだけ多くの団体が活動をしていることに、
驚きもありましたし、どんなことをされているの
か、大きな興味も持ちました。
今年は多くの団体の実際の活動をみることがで
きればいいなと思っていますし、より多くの団体
の活動を知ることができればいいなと思ってい
ます。
４月に市民活動センターが引っ越しをして、以
前より使いやすくなりました（駐車場がないのは
ゴメンナサイ…）。印刷機のスペースも広くなり
ましたので、皆さんにも一度は見に来ていただき
たいと思っています。
これから皆さんのお役にたてる市民活動セン
ターであることを目指して、たくさんのことを見
て、知って、考えていこうと思いますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。

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）
〒185-0012 東京都国分寺市本町４丁目１番地９
℡ 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）
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