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こらぼ de サロン新年会開催案内
こらぼ de サロン・合同団体交流会報告
２面 協働事業ニュース・フェス出展団体決定、
３面 まちカフェレポート・団体からのお知らせ
４面 センター長挨拶・お知らせ、他
発

1：見てわかる市民活動～団体見本市～
センター登録団体が、活動の紹介文などでは伝わらない活動
を、見せることで紹介します。活動中の写真 や、実 際 の 作 業 ・
活動などの実演。今までよくわからなかった活動もわかるか
も。他の団体の活動を見て、『一緒に活動できる団体発見！』
なんてこともあるかもしれません。お待ちしています。
参加団体：マジックサークル木曜会・NPO 法人国分寺市にふるさとを
つくる会・NPO 法人すまいる・ミズモリ団、他

2：佐渡物産試食会

①

行 こくぶんじ市民活動センター

新年会
平成 28 年１月 20 日(水)
13:30～16:00
場所：国分寺Ｌホール

こらぼ deサロン
開催報告 11月 17日

11 月のこらぼ de サロンもオー
姉妹都市佐渡市の食材試食会。産地直送です！
プンスペースで開催しました。即
席のパソコン教室をはじめ、“地
3：参加者ディスカッション
今年度のこらぼ de サロンで出た話題の中から、テーマを選ん 域で活動していることをさらに
でディスカッションテーブルへ。つながりの薄い時代、地域や 広げていくには？”“他市ではこ
活動でつながりを作っていくには？一緒に考えてみませんか。 んな活動が！？”などなど、少な
い人数ではありましたが、ご意見
2016 年のご挨拶と顔合わせです。是非ご参加ください。 や地域の情報などを聞くことが
出来ました。
お席のご用意がありますので、センターまでお申込み下さい。

ボランティア活動センターこくぶんじ・こくぶんじ市民活動センター

合同・団体交流会開催報告
12 月 17 日(木)国分寺Ｌホールにて、初めての試みである両センター合同イベントを開催しました。
©
ホッチプロジェクト

第１部「学生と地域コミュニティ」講師：林大樹教授（一橋大学大学院社会学研究科）
地域にとって学生とはどういう存在か。一橋大学の学生と地域の関わりについてお話いただきました。
商業振興プランから派生したプロジェクトが、地域の課題を包括的に解決するこ
とを目的に動きだしたこと。大学と地域が車の両輪のような役割を持ち、学生が
自由な発想で活動を広げていったなど、舞台裏のお話をたくさん伺うことができ
ました。学生たちを突き放さず、受け入れる包容力が地域にあることがポイント
だとか。質疑応答も、『商店会の店舗使用料の支払いは？』『入れ替わる学生をど
のように繋いで活動に関わってもらうか』など、具体的な質問が飛び交いました。

第２部 交流タイム＆ビンゴゲーム
４つのテーブルに分かれての交流タイム。林先生も参加され、淹れたてのコーヒーと軽食・お菓子で
お茶会の雰囲気の中、自己紹介を行いました。席替えを３回行いました
が、初めてお会いする方も多く、どこのテーブルも話が止まらない様子。
最後に行ったビンゴゲームは大盛り上がりで、参加した方からも「今日
の企画は楽しかった」とのお声をいただけました。
国立市のお話を元に、国分寺で何が出来るか…今後、じっくり考えてみたいテーマです。
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町田市の市庁舎を使って、

③

フェスティバルが開催されると聞き、どんなイベントが

町田市 市民協働フェスティバル

行われているか、取材に行ってきました！出展団体は約 130！来場者

「まちカフェ！」潜入レポート

7800 人！！大規模イベントです。会場内は人でいっぱい。

広い吹き抜けを利用した会場づくり

“楽しむことを意識した”という担当者の方のお話通り、体験や工作スペースはたくさん
の子どもたちであふれ、みんな一生懸命に作品を作っていたり、体を動かしたりしていまし
た。他にもバイオリン等の楽器・世界の民族衣装体験。手作り作品の販売や、行政書士に
よる相談コーナー、地元野菜や食べ物販売などとにかく盛りだくさん。
“町田を知る、魅力を伝える”のテーマ通り、町田市を楽しめるイベント
でした。当日は「FC 町田ゼルビア」のＪ２昇格も決まり、
お祭りムードは最高潮に！！

３階ブース。
吹抜けがあるので
明るく、ブース番号も
わかりやすい。

１階、中央赤テープ内がステージ・

第 10 回市民活動フェスティバルが、平成 28 年４月 17 日(日)ひか
りプラザで開催されます。12 月より実行委員会もはじまり、いよいよ
フェスティバルに向けて始動開始しました。
今回の参加団体は、NPO 法人お産サポート JAPAN・介護保険サポー
ターズ・かたぐるまの会・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・ダンススポーツ連盟・ひかり新幹線おやじの会・フォー
クダンスサークル ひまわり・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
イベントについての楽しい企画等は、次回『こらぼ 44 号』にてお知ら
せします。皆さまのご来場お待ちしております。

周囲に各出展ブースがならびます。
4 年前にできた市役所新庁舎の
１～３階が会場。風船でできた
フットサル体験は ASV ペスカドーラ

ゲートが、カワイイ。

町田の選手が指導。毎年大人気。

自治会活動のパネルコーナーもありました。

平成 28 年度実施予定公募型協働事業委託先団体を募集します
平成 28 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、書類審査および「平成 27 年度第４回国分寺市協働事業審査会」による内容審査で選定
されます。詳細は募集要項をご覧ください。
【募集事業】事業名：西恋ヶ窪親子ひろば事業（室内プール）
事業担当課：子育て相談室
【募集要項配布期間】平成 28 年１月５日(火)～21 日(木)（日・月を除く）午前９時～午後５時
＊募集要項は、子ども家庭支援センターで配布の他、ホームページでもご覧になれます。
【申請期間】平成 28 年１月 15 日(金)～１月 21 日(木) （日・月を除く）午前９時～午後５時
【平成 27 年度第４回国分寺市協働事業審査会】
日 時：平成 28 年２月８日（月）午後１時 30 分より
会 場：国分寺市役所第１庁舎３階 第一・二委員会室

2・3 階には、
市内保育園児の
外ステージではゆるきゃらも登場。

イラストを展示

ミニライブでは津軽三味線演奏も。

市民活動団体活動支援・事業支援利子補給金制度のお知らせ
金融機関から市民活動及び事業を行うための融資を受けた市民活動団体（センター登録団体）に対して、
その利子額の一部を補給金として交付する制度です。
対象融資：融資額 500 万円以下で、且つ年利が５％以下
補給金額：平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までに返済した利子額の 60％
補給期間：融資を受けた資金の返済開始の日から５年間
＊募集要項は、協働コミュニティ課で配布の他、市ホームページでもご覧になれます。
【申請期間】平成 28 年１月４日(月)～29 日(金) （土・日、祝日を除く）午前９時～午後５時

メンバー募集

健康療法講習会のお知らせ

話したり、聴いたりしてボケ予防に役立てましょう。
どうぞお気軽にご参加お待ちしております。
日：第 1・３月曜日 10:00-12:00
場：ひかりプラザ 連：042-577-3448(冨永)
国分寺カウンセリング勉強会

誰にでも手軽に行える健康療法の講習会を実施してお
ります。ご自身やご家族の健康管理に是非ご活用下さ
い。ご興味のある方は、お気軽にご連絡下さい。
連：090-2440-8359
NPO 法人日本セラピスト普及協会
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新年あけまして、おめでとうございます。新しい年を迎え皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年 2016
年はオリンピックパラリンピックイヤーでございます。開催日が近づきますと日本代表選手へのメダルの
期待や応援、そして来る 2020 年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けて、国分寺市も
含め東京都全体で盛り上げていくことになりますから、注目度も高まってくるものと思います。
もうすでに 2020 年までの目標を立てていらっしゃるかもしれませんが、まずは今年のセンターにつ
いてでございますけれども、センターの事業を継続していくことはもちろんのこと、利用者の皆さんの声
も聞きながら、センターのサービス向上、有用な情報の提供等、皆さんにとって利用しやすいセンターを
目指してまいります。
さて、センターが昨年の４月６日に移転してから９か月が経ちました。ようやくですがセンターの利用
者も徐々に増えてきているところでございます。また現在、市民活動フェスティバルの開催に向け実行委
員会を立ち上げ取り組んでいるところですが、今回は 10 回目という節目の年でありますので是非力を合
わせて頑張っていきましょう。
センター長 栗原 洋

本年も市民活動センターをどうぞよろしくお願いいたします。
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、年度毎に利用団体登録の
更新をしています。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。この 43 号に同封して団体連
絡先に更新手続き書類一式をお送りしております
ので、３月 31 日(火)までにセンターへご提出下さ
い。ご協力よろしくお願いします。
※2 月上旬までに届かない場合はお問合せ下さい。

国分寺駅北口再開発ビル公益フロア
に係る市民説明について
国分寺駅北口再開発ビルの西街区５階の公益
フロアにはホール、行政コーナー、民間活用施
設等を整備します。今年度検討している設計条
件及び管理運営について、市民への説明及びご
意見を伺う会を開催します。
詳細については１月１５日号市報に掲載しま
すのでご覧ください。
【お問合せ】国分寺駅周辺整備課
042-325-0111（内 264）

■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レターケース申込み欄があり
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・・・H28.４.１～H29.３.31
○申込み締切・・H28.３.31
《注意事項》
・現在、ご利用の団体も更新の申込みが必要です。
・申込み多数の場合は、抽選となります。
事務局長通信
澁谷
新年、あけましておめでとうございます。旧年中に
おいては、センターの移転や職員の交替もあり、今
までとは違った１年であったかと思います。
さて、今年は申年ですが、「申」という漢字は「樹
木の果物が熟して固まっていく様子」を表したもの
だそうです。
皆様においても、日頃の活動の成果がより良いもの
となるよう、また、その成果がさらに今後の活動に
繋がり、発展していきますよう、センタースタッフ
一同、お手伝いをさせていただければと思います。
本年もよろしくお願いいたします。
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