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学生と地域の
つながり
学生が地域に関わり
続けることが出来る
仕組みづくり

学生×フェス
市民活動フェスを
学生“力”でもっと
盛り上げるには？

こらぼ d
eサロン
大学生と創る地域の力
平成 29 年 1 月 17 日（火）午後 3 時～5 時半
国分寺 L ホール（駅ビル 8F）
講師：尾崎寛直氏『21 世紀の大学の担う《第三の使命》』
（東京経済大学地域連携センター運営委員長・経済学部准教授）

開催報告
12 月 20 日、内藤地域センター利用者協議会、
寿奉仕団、北町親子ひろば、市民の方にご参加い
ただきました。内藤地域センターは、利用者協議
会が中心になって様々なイベントを開催してい
ます。夏休みには、子ども達の自由研究のお手伝
いや五小のサマースクールへの協力など、地域の
子ども達を対象とした取組も沢山です。会長は
「とにかくやりたいと思っ
たことは口に出してみる。
そうするとみんなが協力し
てくれる」とおっしゃって
いました。内藤地域の野菜の事やむかし井戸の
話、バラエティに富んだ人材が豊富、など地域密
着のお話をたくさん伺うことが出来ました。
この日は会場に利用協の方が淹れてくださった
コーヒーの良い香りが漂っていました。おいしい
コーヒーと共にセンターとしてのこれからへの
ヒントもいただいて、年内最後のこらぼ de サロ
ンが終了しました。次は年明け 1 月の L ホールで
お待ちしています。

今年もやりますフェスティバル！昨年より
もパワーアップ！企画や出展内容の詳細は
4 月１日発行「こらぼ 48 号」をご覧くだ
さい。
《出展団体》NPO 法人 Ohana◆絵本お楽
しみ会◆NPO 法人お産サポート JAPAN◆
かたぐるまの会◆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◆国分寺カウン
セリング勉強会◆国分寺市社会を明るくす
る運動推進委員会◆国分寺助産師会◆国分
寺市老人クラブ連合会◆国分寺太極拳一楽
会◆国分寺であそぶ KAI◆スイトピー◆
CHEERS ◆日本スポーツ吹矢協会国分寺
支部◆（一社）日本スポーツ吹矢協会むさし
国分寺支部◆ひかり新幹線おやじの会◆一
般社団法人一粒福祉会◆フォークダンスサ
ークルひまわり◆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◆夢工房ふれあいの場◆NPO 法人ワー
カーズ風ぐるま
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11 月 16 日(水)午後１時半から国分寺 L ホールにてボランティア活動センターと市民活動センター
との合同交流会を開催しました。
クロスロードゲームで簡単な自己紹介を行ったあと、濱口和久氏による『発災時にど
のように行動するか～「つながり」による地域防災力アップに向けて～』という講座
では、『最近の自然災害の発生頻度から、災害は忘れる前にやってくる』
『日頃からの防災・減災の取り組みが必要』
『消火器なども、訓練に参加
して実際に使い方を習うこと』
『自然災害が起きた場合、行政・自治体の助けを待つので
はなく、自分や家族の命は自分で守る』『避難行動（避難ルートの複数の確認、家族との
連絡方法など）の事前の準備が大切』などをお話しいただきました。
グループワークでは、講座を聞いて自分にはどんな事ができるのか、何が必要
なのかについて、参加者が自由な意見を出しあいました。個人でできる事、地
域での協力や団体としてできる事、市としてできる事、その他に分けてアイデ
アを共有しました。参加者は、防災会、民生委員、自治会、子育て関係などい
ろいろな活動分野の方たちでした。
みなさん、防災に関心がある方たちなので、グループトークは時間が足りなくなるくらい
活発な意見交換ができました。
飛び入り参加の女性は、
『勤めている会社で防災の担当になり、なにをどうしたらいい
かわからないと思っていたので、今日の意見をさっそく会社で
役立てたい』と言っていました。参加した方からは、若い世代
の方たちにもっと関心を持ってもらいたいと望む声も多く聞こ
えました。皆さんも災害への備えについて、家族でそして地域
でもう一度考えてみませんか。

センターからのお知らせ
登録更新にご協力ください
市民活動センターでは、１年度毎に利用団体登録の更新手続きをお願いしています。これは、常に
最新の団体情報を市民の方や、その他団体に提供することができるように行うものです。2 月下旬に
更新手続き書類一式をご登録の連絡先に送付致しますので、３ 月 17 日 (金 )ま で に セ ン タ ー へ
ご提出下さい。ご協力をお願いします。

レターケースの利用申し込みについて
登録更新用紙裏面に申込み欄がありますので、登録更新時に一緒にお申込みください。
○レターケースサイズ・・・Ａ４サイズ （幅 23.5cm×奥行 32.0cm×高さ 3cm）
○貸出個数・・・47 個
○利用期間・・・H29.４.１～H30.３.31
○申込み締切・・H29.３.17
《注意事項》
・現在、ご利用の団体も更新の申込みが必要です。更新されない場合は、ケース内の物を
お持ち帰りください（一定期間引取りのない場合、処分させていただきます。）
・お申込み多数の場合は、抽選となります。
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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 102 回

～新幹線資料館をこよなく愛す～

ひかり新幹線おやじの会

今回ご紹介する、
「ひかり新幹線おやじの会」は地元同級生を中心とし
て結成された、ひかりプラザの新幹線をこよなく愛する 12 名のみなさ
まです。年に２回（夏と冬）ひかりプラザにある、新幹線資料館の清掃
を近隣の子ども達に呼びかけ、行っています。また、毎年 10 月に行わ
れる『平兵衛まつり』にあわせておこなわれていたおまつりを、2014
年に復活！現在は有志の方々が、歌ありゲームありの楽しいお祭りを企
画・運営しています。
取材日は 12 月 3 日（土）、お天気も良く絶好の掃除日和！メンバーのみな
さんは、朝から清掃後に配る豚汁づくり！光商店会のお蕎麦屋さんのご好意で
「出汁」を提供していただき、商店会の青果店で具材を調達。光町南部自治会
からも協力を頂き、地域密着の活動をしています。
清掃開始は午後３時。最初はぽつりぽつりでしたが最
後には、40 名を超える方が、雑巾を手に一生懸命新幹線を磨いています。小さ
いお子さんも、一緒に来ている親御さんもみんな笑顔です。
事務局長の森田さんに会を作るきっかけを伺いました。会長である伊東さんが
1991 年に（財）鉄道総合技術研究所より無償譲渡された新幹線が、十数年たっ
て、ぼろぼろになっているのを見て心を痛め、「市で塗れないのならペンキを買
ってほしい、地元の有志で塗ります！」と 2004 年当時の市長にお願いされた
のがきっかけ、無謀な要望をした？と思ったそうですが、その翌年塗り替え工事
が行われることになりました。塗り替えだけでなく、地元の子ども達に愛着を持
ってもらうきっかけに…と、イベントを開催。それが、現在の掃除となって 10
年以上続いています。
掃除が終わるといよいよ豚汁タイムです！会のメンバーが、心
をこめて作った豚汁は大好評。何度もおかわりにくる子どもたち。
最後には「おいしかったです。ありがとう」と笑顔に会のメンバ
ーもとてもうれしそうです。一緒にふるまわれたこだわりのダッ
チオーブンで作った焼き芋は、びっくりするぐらいあま～いお芋
でした。
イベントの最後に鉄道カレンダー争奪じゃんけん大会、写真を見た子どもたち
から車両の名前が次々飛び出します！みんな大好きな新幹線をきれいにできて
うれしそうでした。
ひかりプラザの新幹線資料館のお掃除は夏と冬の年 2 回行われます。夏は豚汁
の代わりに、スイカ割があるそうです。新幹線をきれいにするだけでなく、おい
しくて、楽しいイベントです。お子さんと一緒にいかがですか？
連絡先：ひかり新幹線おやじの会 hikarioyaji01@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/hikari.shinkansen.oyaji

＊一般社団法人プレイセンター小さな森＊

登録団体からの
お知らせ

一般社団法人プレイセンター小さな森は、こ
の度①子どもの預かり、②子育て相談、③子
育て講座、④玩具の広場の
4 事業を新スタートさせました。
詳細については、お問合せ下さい。
☎：042(324)5777（渡辺）
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協働事業からのお知らせ

平成 29 年度に実施予定の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，書類審査及び「平成 28 年度第４回国分寺市協働事業審査会」における内容審査で選定し
ます。詳細は募集要項をご覧ください。
【募集事業】
事業名
事業担当課
まちづくり推進課
国分寺市まちづくりセンター協働事業
（市役所第２庁舎２階：内線４５６）
【募集要項配布期間】
平成 29 年１月４日（水）～20 日（金）（土・日，祝日を除く）午前８時 30 分～午後５時
【募集要項配布場所】まちづくり推進課（市ホームページでもご覧になれます。
）
【平成 28 年度第４回国分寺市協働事業審査会】
日 時：平成 29 年２月９日（木）午後３時 00 分～を予定。
会 場：国分寺市役所第１庁舎３階 第三委員会室
内 容：応募団体によるプレゼンテーション及び審査委員による団体・担当課への質疑

市民活動及び事業の支援を目的として金融機関から融資を受けた市民活動団体に対して，その利子額
の一部を補給します。
【対象団体】こくぶんじ市民活動センターに登録している市民活動団体
【補給金額】平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日に償還した利子額の 60％
【補給期間】償還開始日から５年以内
【対象となる融資】500 万円以下で，かつ，年利が５％以下
詳しくは募集要項をご覧ください。
募集要項配布場所：協働コミュニティ課窓口（市ホームページでもご覧になれます。）
申請期間：平成 29 年１月４日（水）～２月 28 日（火）（土・日，祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時（正午～午後１時を除く）

新しい年を迎え、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も市民活動団
体の皆さんの声に耳を傾けながら、団体情報の発信、有用な情報の提供、
支援サービスの向上、市民活動にかかる相談、懇談等、皆さんにとって利
用しやすい『こくぶんじ市民活動センター』を目指してまいります。
さて、今年の干支は丁酉（ひのととり）です。「とり」という言葉にち
なんで、「取り入れる」ことで運気もアップする、また商売繁盛する年と
いうことを聞きました。当センターにつきましては、開設から 12 年が経
過して干支も一回りしておりますので、新たな気持ちで、皆さんからのア
イデアを取り入れていきたいと思います。
最後にみなさんのますますのご発展とご多幸を祈念し、新年のごあいさ
つとさせていただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
センター長 栗原 洋
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 本町クリスタルビル４階
Tel 042-２０８-３６３６ ／ Fax 042-２０８-３６３７
e-mail kccpc@jcom.home.ne.jp
http://www.collabo-kokubunji.com/
開館時間 月～金曜日 9:00～17:00（年末年始を除く）
平成２9 年１月１日発行

Collabo

編集後記
明けましておめでとうご
ざいます。第 11 回フェス
ティバルの運営委員会も始
まり、17 日（火）には『大
学生と創る地域の力』とい
うテーマでこらぼ de サロ
ンが開催されます。若い方
たちと話をすることで、日
頃の活動のヒントがみつか
るといいですね。フェステ
ィバルにも進化が見られて
楽しみです。
（K）

