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～たまには一緒でもいいじゃない！～

団体交流会

『ボランティア活動センターこくぶんじ』と『市民活動センター』
それぞれで開催していた登録団体連絡会と団体交流会を 12 月に合同で開催します！
お互いの登録団体と交流できるチャンスです。
内容は、地域コミュニティについての講座と懇親会の２部制を予定しています。

是非ご参加ください！

日時：12 月 17 日(木) 13:00～15:30(予定)
場所：国分寺Ｌホール（駅ビル 8 階）
対象：両センターの登録団体及び市民活動に興味のある市民
※申込み方法など、詳細については 11 月 15 日号市報に掲載します。
協働事業ニュース

＊平成 2
8年度実施提案型協働事業の経過報告＊
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。
平成 27 年７月１日から７月 31 日の期間で募集したところ、７事業の提案がありました。今後
は、10 月中旬に第一次審査（書類審査）を行い、第一次審査を通過した事業のみ第二次審査を行
います。
第二次審査の提案団体によるプレゼンテーションはどなたでも傍聴いただけますので、ぜひお越
しください。なお、詳しい日程等につきましては、11 月上旬頃、市ホームページにてお知らせい
たしますのでご確認ください。
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こらぼ deサロン開催報告
7 月 15 日(水)のこらぼ de サロンでは、12 月にボランティア活動センターこくぶんじと合同で
行うイベントのアイディアを伺ってみよう！と思い、まずは参加されたみなさんの『市民活動の第
一歩』市民活動を始めた“きっかけ”をお話しして頂きました。
「市報で防災まちづくり学校の募集を見て…」「自治会の役員になったことから…」「仕事から生じ
た疑問を解決したくて…」ときっかけはそれぞれ異なっていましたが、みなさん地域での活動から
より住みやすい街にしたいという同じ思いを持って活動されていることがわかりました。
9 月 16 日(水)のこらぼ de サロンは、いつものミーティングルームではなく、フリースペースで
開催！開放的な雰囲気で、初参加の方を 3 人お迎えし、参加者は 10 人。みなさんに沢山お話しを
していただきました。今まで知らなかった活動を知ったり、活動に関するヒントを貰ったりと、こ
らぼ de サロンを活用していただけた回になったのではないでしょうか。スタッフも地域の問題に
ついて再度考える機会をいただきました。
毎回色んな話が飛び出る「こらぼ de サロン」次回もみなさまの参加をお待ちしております。

次回の「こらぼ deサロン」は 1
1月 1
8日(
水)
14:
00
～16:
00
スタッフ一同お待ちしております！

健康療法講習会のご案内

クリスマス・コンサートへのお招き

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

創立 15 周年を迎えて、シューベルトのドイツ・
ミサやアヴェ・マリア、クリスマス・キャロルな
どを歌います。どうぞお気軽においで下さい。
日：12 月 14 日(月) 開演 14:00～
場：国分寺バプテスト教会（多摩蘭坂バス停前）
￥：無料(要入場整理券)連：042-322-2010(呉)
混声合唱団「ぶどうの木」

スポーツ吹矢無料体験会のお知らせ
皆さんスポーツ吹き矢ご存知ですか。今シニアの
方に人気があります。テレビの医療番組でもとり
あげられました。無料体験会行います。誰でも吹
けます。手ぶらでＯＫです。楽しい仲間とお待ち
しております。
日：10 月 20 日(火)・26 日(月) 13:00～
場：並木公民館
連：042-325-1103(根本)
日本スポーツ吹き矢協会国分寺支部

メンバー募集
メンバーは少人数。ほとんどが 60 歳以上で初心
者、家族的な雰囲気。内容は道中記、仮名の手紙
など。気軽に見学を！
日：第１・３木曜日 13:30～
場：いきがいセンターほんだ
連：042-323-0415(上野)
古文書の会

第 50 回国分寺市民体育大会ダンススポーツ市民交流の集い
日：11 月 3 日(火)13:00～16:00

場：市民ひかりスポーツセンター 連：042-32４-4485(竹本)
国分寺市ダンススポーツ連盟

ミニコンサート

講演会「脳のこと、もっともっと知ろう」
脳の病気について現役脳外科医師がわかり易く解説
日： 10 月 25 日(日)
14:00～15:45
\：無料
場：国分寺駅ビル 8 階 L サロン飛鳥

出演はバイオリン＆ピアノ、ハープアンサンブ
ル、リコーダー
日： 11 月 29 日(日)
14:00～16:00
￥：無料
場：国分寺駅ビル 8 階 L サロン飛鳥

連：042-300-2141 NPO 法人

すまいる

【記事訂正・お詫び】こらぼ 40 号６頁「団体からのお知らせコーナー」におきまして「NPO 法人日本セラピスト普及協会」を、誤って「NPO 法
人セラピスト普及協会」と記載いたしました。関係団体や紙面をご覧の皆様にはご迷惑をおかけし大変申し訳ありません。
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第1
0
0回 ～防災からまちづくり～

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

泉町三丁目地区連合自治防災会
いずみ児童館
共催
『親 子 防 災 映 画 ・ 観 劇 会 』

私は８月３日、４日、８月２７日～２９日の計５日間、国分寺市役
所協働コミュニティ課でインターンとしてお世話になりました。私自
身将来公務員を志望しているので、実際の公務員の仕事はどういった
ものなのか体験したいと思ったからです。実際に地域の人々と接して
いく中で感じたことは、公務員という仕事は中途半端な気持ちでは務
まらないということです。
地域の人々の行政に対する要望は多くあり、その声をすべて実現し
ていくのは厳しいという現状の中で、どのように市政に反映していく
のか考えていく必要があると思いました。国分寺市は地域団体の活動が盛んなので、これから更に市民と
行政の協働が重要になってくると感じました。
今回は泉町三丁目地区連合自治防災会・いずみ児童館が共催する『親子防災映画・観劇会』に参加して
きたことを紹介したいと思います。この催しは毎年 1 回いずみホールで行っており、泉町三丁目地域の防
災力を高めるために非常に役立っていると感じました。会場は大盛況で、近くの都営アパートのピロティ
では起震車による地震体験学習が行われ、いずみ児童館・学童保育所から多くの子ども達が参加し、自治
防災会の人々による呼び込みが行われていました。実際に私も起震車の地震、震度７を体験しましたが、
その揺れ方には驚くばかりで、この体験をするかしないかで地震に対する考え方も変わるはずだと感じま
した！起震車は都内に 2 台しか無いそうなので、震度７の地震を今すぐ体験したいという方は立川の防災
館を訪ねてみてください。
またホール内で行われた映画は防災というテーマから「煙の恐ろしさ」「むしむし村の防災訓練」「まち
かど防災訓練」の三本立てでした。わかりやすく理解しやすい映画になっていたので、子どもたちも楽し
く防災について学べたようです。観劇では 2 組の方がパントマイム＆マジックを披露し、子どもたちも盛
り上がり、私も思わずその世界へ引き込まれ興奮してしまいました。実際にステージの上でマジックを体
験する場面では、子どもたちが我先にと手を挙げている様子が印象的でした。映画・観劇会が終わった後
はホールからの避難訓練が行われ、いつも学校で経験している避難訓練とはまた別の緊張感や新鮮さがあ
ったのではないかと思います。その後もピロティでは防災体験教室やはしご車体験学習が行われ、残念な
がらはしご車に乗ることはできなかったのですが、煙体験や初期消火訓練を体験することが出来ました！
今回ご紹介した泉町三丁目地区連合自治防災会は、7 自治会・2 管理組
合が加盟している会員数９８８名の大きな団体であり、むさし商興会、東
京都民銀行、多摩信用金庫、関東電気保安協会、国分寺市、国分寺消防署
など多くの協力を得て積極的に地域で活動しているそうです。日頃から地
域の防災だけでなく安心できるまちづくりの為に毎朝通学路に立つなど
して子供たちの安全を見守っているそうです。最近、子ども達が危険にさ
らされていると感じる事件が多く報道されるなか、こうした方々がいると
いうことだけで安心した生活が送れることは間違いないと思います。市政
側からのまちづくりが注目されがちですが地域の人々が積極的に活動し、
地域一体でまちづくりを進めていることを体験できたことは非常に良い
経験になったと思います。
明治大学 政治経済学部地域行政学科
長谷川 真也

お 知 ら せ
■スクリーン貸出開始■
自立式スクリーンの貸出をはじめました。
プロジェクターと一緒にご利用下さい。
サイズ横 1810mm×縦 2100mm
重さ 7.4kg

編集後記
8 月は猛暑日の連続でしたが 9 月は長雨の連続で、
野菜の生育にずいぶん影響しているそうです。野菜の
高騰は“食欲の秋”派にはつらいですね。年々来場者
も増えている市民活動フェスティバル。今月からいよ
いよ出展団体募集が始まります。実行委員となってさ
らに盛り上げて下さい！お申込みお忘れなく！(M)
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第 10回

平成 28 年 4 月 17 日(日) ひかりプラザ

こくぶんじ市民

出展団体（実行委員）
支援企業・ボランティアを
大募集！！

活動フェスティバルは『団体の
活動を PR』『市民活動を市民の方に
知って頂く』
『市民や団体同士の交
流』ができる場です。♪出展団体の

★申込受付期間：平成 27 年 10 月 15 日(木)～11 月 20 日(木)
★申込方法：出展申込書をセンターへご提出ください。
出展申込書はホームページからダウンロードできます。

みなさんによる実行委員会形式で企
画・運営しています。♪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。

◆◇◆◇

出展団体は、こくぶんじ市民活動センターに登録している団体
で、実行委員会に毎回参加できる団体です。
実行委員会は、12 月からフェスティバル開催まで、毎月 1 回
市役所本庁舎で開催されます。
第１回実行委員会は 12 月 8 日(火)18:00～ 市役所プレハブ
第１会議室です。

セ ン タ ー 長 通 信

◆◇◆◇

市民活動センター長に着任して、また管理職としてちょうど 1 年が過ぎました。
一年を振り返りますと、あっという間に過ぎていったような気がします。
市民活動センターには、特に市民活動団体の皆さんがイベントなどの準備や会合に訪れ利用していただ
き、いきいきと活動している姿を見ると、こちらもがんばらなければと刺激を受けます。
この間に市民活動センターが移転したりするなど、みなさんにはご足労ご心配もおかけしてきたところ
ですが、徐々に新しいセンター事業所も様々な方に利用していただき始めております。今後もみなさんに
とって利用しやすい、来やすいセンター運営を目指して参ります。
国分寺駅の近くに移転したこともあり、現在駅の開発事業の真っただ中。市民活動センターに訪れた後
は、駅周辺を歩いて町の変化を感じてはいかがでしょうか？
どうぞみなさんのご来訪を心よりお待ち申し上げます。
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 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）
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