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大学生と創る地域の力 vol.３
平成 30 年 12 月 18 日（火）17～19 時半
cocobunji WEST５階 リオンホール
●活動報告●
地域連携プラットフォーム「Green Pride（グリーンプライド）」
「こくめしプロジェクト」「防災ベンチ設置プロジェクト（立川市）」
後半は各発表を行った学生と、今後の活動を広げるためのグルー
プディスカッションを行います。ぜひご参加ください。

【講師】
東京経済大学 経済学部特命講師
鈴木 恒雄（すずき のぶお）

★地域活動に取組む大学生と市民活動団体のつながり作りとして開催しています。★

（詳細は 10 月 15 日号市報をご確認ください）
市民室内プール親子ひろば事業委託
地域で、子育てを共に支え合うことを目的に、乳幼児とその保護者や妊婦、その
概要
家族の方を対象に、安心して立ち寄ることができる遊び場や交流の場、また子育
て相談ができる場としての「親子ひろば」の提供をします。
子育て相談室 [子ども家庭支援センターぶんちっち]
担当課
（国分寺市光町３－13－20 電話 042-572-8138）
【申込書提出予定期間】平成 30 年 10 月 24 日（水）～10 月 26 日（金）
【募集要項について】10 月 15 日以降、市 HP からダウンロードください。
※ご提出の際には事前に子育て相談室へ連絡のうえ、規定の書類をご提出ください。
【審査会】(書類審査を通過した団体対象)
日 時：平成 30 年 11 月 13 日（火）午後２時から（予定）
会 場：リオンホール（cocobunji WEST５階）
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
※同一事業に申込をした団体関係者は、自身の団体がプレゼンを実施する前に他団体の
プレゼンや、審査委員による他団体への質疑等も傍聴することはできません。
～この審査会は一般公開されます～
事業名
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～成年後見ってご存知ですか？～
認知症高齢者や障害者を支える「成年後見」を知りた
い人、利用したい人。市民後見に関心のある人も、一緒
に活動しませんか？当会は生活相談や出前セミナーも
やっています。入会、問い合わせは下記まで。
問：０８０－１２３０－８５２９（寺内）

ＮＰＯ法人成年後見ウィル

～会話のコツワークショップのご案内～
≪聞かなきゃ聞いてはもらえない！≫
わかり合うために効果的な聞き方・話し方について、寸
劇を入れてご紹介します。お子様同伴 OK!
日：平成 30 年 12 月 4 日（火）10:00～11:30
場：国分寺労政会館
￥：無料
問：０４２－３２１－４３５７（大野）
コミュニケーション学習会ウィンウィンサークル国分寺

～スタッフ募集！
（私たちの仲間を募ります）～
散策の企画・運営に興味がある方歓迎します。
私たちの魅力をお話します。是非、ご連絡を！
問：０９０－２４６８－１７８０（石川）

みんなで歩こう会
～ターゲット・バードゴルフを
体験しませんか！（会員募集）～

～第 53 回国分寺市民体育大会～
「ダンス市民交流の集い」

ゴルフをミニ化した誰でも楽しめる健康的なニュースポ
ーツです。一度体験してみませんか？
日：毎週火曜・金曜の午前中
場：けやき運動場
問：０８０－９８２２－７４３７（西村淳一）

生涯スポーツの社交ダンスで健康寿命を延ばそう！
日：平成 30 年 11 月 3 日（土）13:00～16:００
場：ひかりスポーツセンター
￥：前売り 500 円・当日 700 円
問：０４２－３２４－４４８５（竹本）

国分寺ＴＢＧ協会

国分寺市ダンススポーツ連盟

①

②
①『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 タルマ
ーリー発、新しい働き方と暮らし』 渡邉格 著

センターには、市民活動、
地域コミュニティ、NPO
関係等の蔵書があり、貸
出しもしています。どう
ぞご利用ください。

③

④

②『半農半Ｘという生き方』

塩見直紀

著

③『人生と社会を変える根っこ力 政策提言・社
会起業・市民活動』 NPO 法人一新塾・森嶋伸
夫 編著

⑤

⑥

④『ぼくらのリノベーションまちづくり ほしい
暮らしは自分でつくる』 嶋田洋平 著
⑤『NPO の法律相談 知っておきたい基礎知識
60』 BLP-Network 著
⑥『稼ぐ NPO 利益を上げて社会的使命へ突き進
む』 後房雄・藤岡喜美子 著

⑦

⑧

⑨

⑩

⑦『テキスト市民活動論 ボランティア・NPO の
実践から学ぶ』 早瀬昇・水谷綾・永井美佳・
岡村こず恵・他 著
⑧『社会への投資 〈個人〉を支える〈つながり〉
を築く』三浦まり 編
⑨『
「参加の力」が創る共生社会 市民の共感・主
体性をどう醸成するか』 早瀬昇 著
⑩『ワールドカフェから始める地域コミュニティ
づくり 実践ガイド』 香取一昭・大川恒 著
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平成 30 年度、新規登録団体の PR 文です！
一緒に何かできるかも！活動に参加したい！一度話
を聞いてみたい！など、各団体の方の連絡先は、市民活動センターまでお問い合わせください。

NPO 法人成年後見ウィル
国分寺市域を中心に、成年後見制度の普及と、実際の成年後見人の受任につながる諸活動を行います。真摯に、
元気に、自分で考え、動く人が集まっていますので、関心のある方は是非ご協力下さい。

TJ プロダクション
絵本の朗読、演劇台本の読み合わせ、海外作品については英語でのセリフの演習。ネイティブ・スピーカーも交
えて、原語でのセリフの練習とその成果の発表を目指します。経験・語学力・年齢は問いません。

ニコトコ製作所
市内の子育て情報はネット上で探せば沢山ありますが、一つのサイトで見ることができたら時間の短縮になり、
大変な時期にとても役に立つと思います。見やすくて分かりやすいサイトを目指して、どんなサイトがいいのか
一緒に考えてくれる人を募集しています。

NomadArt（ノマドアート）
NomadArt（ノマドアート）は多摩地域の若手アーティストによって、アートによる社会貢献を目的に設立さ
れました。市民の文化体験づくりのため、造形ワークショップの実施や展覧会の企画・運営など、多岐にわたる
アートプロジェクトを展開しています。

ははがよむ
「本が好き。でも子どもが生まれてから読んでいない」「雑誌をゆっくり見たい」そんな声を耳にします。子育
てに一生懸命でも、自分の好きなことをする時間は大切です。私たちは、お母さんが自分の本の時間を持つため
の方法を様々な切り口で考えています。

フラワーサークル花笑
市場からその日に届く新鮮な花材を使って、フラワーアレンジを楽しみます。西洋風の豪華な生け方を学んだ
り自由に自分流に生けたりします。完成した作品を家に飾り眺めるのは格別です！老若男女、経験問わずどう
ぞお気軽にお申し込み、お問い合わせください。

始めに、8 月 26 日と 27 日の二日間にわたり市民活動センターの移転説明会を予定しましたが、急きょ
順延とさせていただき、皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びします。今回、東街区 301
区画へセンターの移転（案）が検討されておりますが、現在も庁内調整を行っており、皆様へのわかりやす
い説明をするにはもう少し検討を重ねた方がよいと考えました。今後実施されます説明会では、皆様に経過
を含め丁寧に説明していく予定です。もう暫くお待ちいただくようお願いいたします。
さて、最近では酷暑・洪水・地震・台風など、様々な災害等が起きています。その中で支え合う人達の話
を耳にします。きれいごとかもしれませんが、逆境の時こそ支え合いが大切だと私は感じます。市民活動団
体の目的は多様ですが、目的が何であれ、人が集まり活動することは、自然に「人のつながり」になってい
くと思います。皆様の活動が活発になることで、人のつながりが広がることを期待しています。

今号の「団体からのお知らせ」は“スポーツの秋”を感じますね。リリリ…という虫の音
やヒガンバナに、猛暑続きだった夏がようやく終わる…ホッとすると同時に時の流れる速さ
を感じます。今年もあと 3 ヶ月、10 月です。市民活動フェスティバル参加者の募集開始です。
活動アピールや仲間を増やすチャンス。多くの団体のご参加お待ちしています。(mi)
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センターからのお知らせ
◆センター移転説明会について◆
８月に予定していました、説明会が延期となりましたこと大変申し訳ございません。
年内に開催いたします。登録団体の皆さまには決まり次第ご連絡いたします。
◆会議室の予約時間について◆
センターは、団体の皆さまの利便性を考え、利用時間の指定枠（午前・午後等）を設けてお
りません。他施設の様に利用時間前の予備時間がありませんので、準備・原状回復を含むお時
間でご予約ください。時間前にお越しいただいてもご利用いただけませんので、皆さまのご協
力をお願いいたします。
◆工事に伴う作業音について◆
本町クリスタルビル５階で 10 月下旬まで改装工事が予定されています。工事に伴う作業音が
する場合があります。会議室等ご利用の皆さまには、ご迷惑をおかけいたします。
◆こくぶんじ市民活動センターにコーディネーターが配置されます！◆
コーディネーターによる講座や交流会の他、予約制での相談日を設ける予定です。
詳細については決定次第お知らせいたします。

日程を変更する可能性があります

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４-１-９ 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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KOKUBUNJI

一緒にフェスを盛り
上げてくれる方もお
待ちしています。

