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こくぶんじ市民活動センター

こらぼ de サロン開催します！
今年度も、登録団体同士の交流に重点を置き、形にこだわらない自由な交流の場…「こらぼ
de サロン」を開催します！
日頃の活動で感じていること、広く共有したいこと、今困っていることなどを持ち寄って楽
しく交流しませんか？センタースタッフも一緒にお話しができればと考えております。
登録団体に限らず、市民活動に興味がある方やこれから何かしたいと考えていらっしゃる方
大歓迎です。お友達とお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください！
★平成28年７月26日（火）14:00～16:00 市民活動センター
★平成28年９月27日（火）14:00～16:00 北の原地域センター集会室
※６月28日の北町地域センターからほぼ毎月開催。８月と11月はお休みです。

今年のサロンはここが違う！
■ 今年のサロンは出張します…３つの地域センターと市民活動センターで交互に開催します。
（市民活動センターが遠い方は、ぜひお近くの地域センターにいらしてください）
■日程は第４火曜日に固定しています。
（年末の12月をのぞく）

★毎回会場が変わりますので、お気をつけ下さい★

☆☆☆利用実績☆☆☆
平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日
☆登録団体数 ： 143 団体
☆ホームページアクセス数 ： 73,910 件
☆利用者数
： 1,598 名
※平成 27 年４月６日より本町４丁目に移転

ご意見・ご希望お寄せください！
来年１月に国分寺Ｌホールで、「こらぼ de
サロン新年会」を開催します。
「こんな内容の講座なら参加したい」
「○○についての講演会が聞きたい」
「○○をテーマで話したい」など
みなさまのご希望をお聞かせください。

アンケート報告
平成２７年度センター事業に関するアンケートでいただいたご意見です。
ご意見

『会議中の印刷機の音が気になります』

⇒センターの入っているフロアの壁は消防法の関係で、壁の上部をふさぐことができません。また複数の部署で
1フロアを共有しているためレイアウトの変更も難しい現状です。ご理解ご協力をお願いいたします。
ご意見

『利用方法（印刷機や会議室）が解りません』

⇒ホームページの「施設利用方法」や、登録時にお渡しをしている「団体利用登録について」をご確認く
ださい。解らないことがありましたらセンターへお問合せ下さい。

入口ゲートでお客様を
おでむかえ♡

特別出演
ダンスミックス

夢工房
ふれあいの場

国分寺であそぶ KAI

写真や資料展示、体験コーナーなどで日頃の
活動を紹介！
介護・防災・用水・ホタル・国分寺百景・手
芸等々、話して聞いて見て触って！

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

国分寺カウンセ

平成 28 年４月 17 日(日)ひかりプラザにて
第 10 回こくぶんじ市民活動フェスティバルが
開催されました。朝から強い風と雨の為プログラム内容
の一部変更がありましたが、荒天にも関わらず多くの来場
者があり大変盛り上がりました。毎年好評のスタンプラ
リー、また参加型の企画も多く、老若男女たくさん
の方に楽しんでいただけた事と思います。
日本スポーツ吹矢連盟国分寺支部

リング勉強会

センター登録団体の
PR コーナーと
姉妹都市の紹介

介護保険サポーターズ国分寺

かたぐるまの会

ミズモリ団
緑と自然を育てる会

NPO 法人 Ohana

プレイセンター小さな森

NPO 法人国障連喫茶

特別出店
石川酒造・和菓子司八重垣・MARZO・ワインバルうららかくにたち・丸の内佐渡特選館・国分寺郵便局
協力：光商店会

≪ 平 成 28 年 度 実 施 提 案 型・公 募 型 協 働 事 業 決 定 ≫
形態
提
案
型

事業名

特別企画
「出張寄席」
in 和室
東京経済大学
落語研究会

平成 27 年度に募集し，「国分寺市協働事業審査会」による審査・選考の結果，平成 28 年度に市民活動団体と市が実施する協働事業が決定しました。

実施団体

ママインターン事業

NPO 法人 ArrowArrow

協働を進めるための市職員・NPO

国分寺・協働を進める NPO 連絡会
<共同提案団体>認定 NPO 法人冒険遊び場の会/NPO 法人お産サポ

スタッフ合同研修事業

ート JAPAN/NPO 法人まちづくりサポート国分寺 /ミズモリ団
/NPO 法人ワーカーズ風ぐるま

落語・写真展示・団体プレゼン・お手
玉、貝殻アートのワークショップ

NPO 法人お産サポート JAPAN

担当課
文化と人権課

協働コミュニティ課

形態
公
募
型

事業名

実施団体

担当課

子ども野外事業

認定 NPO 法人冒険遊び場の会

子ども子育て事業課

西恋ヶ窪親子ひろば事業(市民室内プール)

コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺

子育て相談室

屋外型親子ひろば事業

認定 NPO 法人冒険遊び場の会

子育て相談室

国分寺市まちづくりセンター協働事業

NPO 法人まちづくりサポート国分寺

まちづくり推進課
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団体からのお知らせ
お 知 ら せ
■登録団体情報冊子が出来ました！■
今年度の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（地域セ
ンター・公民館・図書館など）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
立ち寄り下さい。みなさまの活動のお役に立てれ
ばと思います。
■複写機（コピー機）の年間利用枚数変更■
年間利用枚数が 250 枚→350 枚に変更となり
ました。皆さまのご利用お待ちしております。

初夏の候、皆様方におかれましてはご健勝のこと
とお喜び申し上げます。
市民活動センターは現在の事務所に移転して、１
年以上が経過しました。国分寺駅北口という立地か
らか、少しずつではありますが、前年度に比べ新し
い団体の登録やご利用が増えています。引き続き皆
様にとって使いやすい施設を目指して参ります。
国分寺駅前に目を向けますと再開発が進み、まち
のランドマークが少しずつ出来上がっていくのだ
なと感じております。５階のフロアにはホールなど
の公益フロアが出来る予定ですので、新たなる変化
に期待も高まります。
協働コミュニティ課では、協働事業にかかる相談
や、コーディネート、市担当課との橋渡し役に努め
てまいりますので、協働事業をお考えの団体の皆様
はどうぞふるってご応募くださいますよう、よろし
くお願い申し上げます。
こくぶんじ市民活動センター長 栗原 洋

第７回ハワイアンコールズライブ＆パーティ
歌、ソシアルダンス、フラ等、飛び入り大歓迎。夏
の一時お楽しみ下さいませ…お待ちしております。
日８月 21 日(日)13 時 場本多公民館・大ホール
￥1,000 円（ドリンク付）
ハイビスカス

「国分寺百景散策ルートマップ」を作製しました
「国分寺百景」
（まちづくりセンター選定）をより多
くの方が効率的に楽しめるように、テーマ別に７つ
の散策ルートを設定し、それを巡るためのマップを
作製しました。
￥100円
問042-324-0186 平日10～17時
NPO 法人 まちづくりサポート国分寺

女性のための健康療法講習会
（レディースケアセラピスト認定講習会）
女性の半数以上が悩んでいる便秘やむくみを根本改
善する健康療法を学んでみませんか？短時間でセル
フケアが身につく講習会です。講習会後、当協会よ
り公式認定を発行します。是非この機会に。
問090-2440-8359
NPO 法人日本セラピスト普及協会

メンバー募集
プレイセンター小さな森（パートⅠ）は、代表者の
自宅を開放して活動しています。毎週月曜日（10
～15 時迄）、今は砂遊びを楽しんでいますが、そろ
そろ水遊びも開始します。
問042-324-5777（渡辺）
プレイセンター小さな森Ⅰ・Ⅱ

仮設ドッグラン＆犬のしつけ教室ご案内
編集後記
市民活動フェスティバルの開催報告で掲載して
いる写真は実行委員会の写真担当の方が撮ってく
れたものです。たくさんのナイスショットの中から
ほんの一部の紹介しかできませんが、フェスの様子
が伝わったでしょうか。団体の絆が生まれるフェス
ティバル。今年度も盛り上げていきましょう！（ｍ）

日９月 24 日(土)９～16 時 場武蔵国分寺公園
犬のしつけ教室 10 時～・13 時～の２回
￥無料（当日申込み）
※雨天の場合は 25 日に順延
問070-6667-9241（酒井）
ドッグ・ラン武蔵国分寺

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）

Collabo

平成２８年 7 月１日発行

KOKUBUNJI

