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平成 31 年１月１日発行

こくぶんじ市民活動センター

１面 コーディネーターあいさつ＆講座案内・座談会報告
２面 公募型協働事業・利子補給金・団体からのお知らせ
３面 NPO の現場から・府中市市民協働まつり紹介
４面 シンポジウム開催報告・センターからのお知らせ・センター長通信

みなさまこんにちは。
この 10 月よりこくぶんじ市民活動センターのコーディネー
ターに就任いたしました斎藤奈美と申します。地元は神奈
川県相模原市で、主に環境保全活動や地域活性化事業、
市民活動団体の中間支援に関わる仕事をしております。
国分寺市さんとは、平成 16 年度から国分寺市協働事業
審査会や評価会の委員として関わらせていただいたご縁
がありましたが、これからはコーディネーターとして国分寺
市や市民活動に取り組むみなさまのため、ともに活動でき
ること大変うれしく感じております。なるべく早く地域や団体
の皆様の事を覚え、お役に立てるよう努めてまいりますので
どうぞよろしくお願いいたします。

『一緒に何ができる？』Let’s 協働

第１回～行政の求める市民の力、
地域課題を市と協働で解決！～
平成 31 年１月 31 日（木）
14:00-16:00
cocobunji プラザセミナールーム

第 2 回～色々な協働の形、地域の
課題を地域の人達と解決！～
平成 31 年２月６日（水）
18:00－20:00

11 月 28 日（水）午後２時より市民活動センターで座
談会を開催しました。参加者のみなさんの自己紹介か
ら、座談会のスタートとなりました。事前に行った、登
録団体ヒアリングでお聞きした内容も含め、今後開催
する講座について、アイディアを伺った他にも、もっと
活動団体同士で繋がりたい、活動を広げたい、現在の団
体の活動をこの先どうしたいか悩んでいる…などの団
体活動に関するお話しや、市民活動センターへのご要
望もいただきました。今回座談会にご参加いただいた
方もお時間の都合がつかなかったという方も、ぜひ講
座にご参加ください。お待ちしています。

cocobunji プラザセミナールーム

※当初開催予定日から日程変更しています。ご注意ください
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詳細は市ホームページ及び市報１月１日号をご確認ください。
事業名など
担当課
ぶんじデザインラボ協働事業
まちづくり推進課
①
（期間：平成 31、32 年度）
℡042-325-0111 内線 456
国分寺市職員 NPO 派遣研修業務委託
協働コミュニティ課
②
（期間：平成 31～33 年度）
℡042-325-1991
【提出期間】平成 31 年 1 月４日（金）～１月 22 日（火）（土日祝日を除く）午前８時 30 分～午後５時
※ご提出の際は事前に担当課へ連絡のうえ、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《この審査会は一般公開されます。》
日 時：平成 31 年２月 12 日（火）午前 10 時から
会 場：国分寺市役所 第１庁舎３階 第１．２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
※同一事業に申込をした団体関係者は、自身の団体のプレゼン実施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を傍聴することはできません。
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】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 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日に償還した利子額の 60％相当額
【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
【その他】申込が多数あり、市の予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内で補給となります。
※詳細は募集要項をご確認ください。
【募集要項配布場所】協働コミュニティ課窓口（市 HP からダウンロード可。）
【申請期間】平成 31 年１月４日（金）～２月 28 日（木）
（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）

≪ひとりで悩んでいないで、
仲間に話してみませんか≫

認定 NPO 法人取得！≪体操指導者募集！≫
認定 NPO 法人を取得しました。みなさんからの寄付
で、市民の健康づくりの体操を指導します。一緒に体
操指導できる方、ご連絡ください。
問：042-329-1227
㏋： http://taisou-w.com/
認定 NPO 法人健康体操指導ワーカーズ

薬だけに頼らない心と身体の健康づくり
≪ハンドセラピー講習受講生募集！≫
民間療法のひとつ、人気のハンドケアをこの機会に身
につけてみませんか？ご自身やご家族の健康管理に
お役立てください。受講後、ハンドセラピスト認定証を
授与します。
問：090-2440-8359
NPO 法人日本セラピスト普及協会
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体験者でなければ理解されにくい日頃の介護疲れか
ら解放され、介護者同士の『ほっとできる場』をめざし
ています。出入り自由
日：毎月第１月曜／13:30～
場：いずみプラザ２階
問：090-1797-6200（西原）※20 時以降
認知症高齢者を支える家族の会「きさらぎ会」

≪ボランティア募集！≫
ママ達が研修を行っている間、３歳から小学校２年生、
２人から最大６人の子どもの見守りボランティアです。
子ども好きな方大募集！
日：日曜日 10:00～11:30
場：本多公民館または恋ヶ窪公民館
問：042-300-3663
✉minnanoibasho@gmail.com
NPO 法人ワーカーズ風ぐるま

国分寺市を拠点とするＮＰＯの活動取材録

第 107 回 ～定例作業現場リポート～

緑と自然を育てる会
台風後のさわやかな秋の陽射しのなか、数日前に飛来した色鮮や
かなオシドリを撮影しているグループや、犬の散歩、お子さん連れ
のお父さんなどでにぎやかな姿見の池緑地で行われた「緑と自然を
育てる会」の定例作業にお邪魔しました。
市との協定（環境基本計画、姿見の池整備方針、及び 2012 年の市議会において全員賛成で可決さ
れた姿見の池における陳情）に基づき、ホタル復活の為の生態系復活を目指すこの定例作業は、毎月 2
回、姿見の池と水路周辺の樹木や草花、水草の補植を行うものです。この日は、会員の皆さんと東京経
済大学ボランティアサークル Clover の学生 18 名、ボランティア体験で来た NHK 学園の生徒さんと
その取材班の方など、総勢 30 名近い人数が集まりました。
代表の橋本さんの挨拶のあと、参加者が簡単な自己紹介を行い、本日の作
業内容が伝えられました。今日の作業は、①緑地内の花壇に秋の花を植える
②歩道との仕切りの丸太が朽ちてきているので交換する③台風で水路にた
まった木の葉の移動作業の３つです。数人ずつに分かれてさっそく作業を開
始しました。雑草を刈ったり、重い丸太を運んだりと、学生たちは慣れない
手つきでしたが、みんなでやっているためか楽しそうです。初めて来たとい
う学生は次回も参加したいと言っていました。普段からこまめな作業をし、
ホタルの育ちやすい環境を整え維持していくことを、ボランティアを通じ
て、次の世代にもつなげて
いきたいものです。
今年、放流したヘイケボタルの幼虫は約 25 パーセン
トが羽化したそうです。環境をより良く保とうと取組んでいる活動の成果です。
来年はゲンジボタルの幼虫も放流したいそうです。この池で生まれたホタルが飛
び交う姿を見られる日が、早く来るといいですね。
連絡先：TEL:042-328-2351（橋本）
E-mail：m.hashimoto@ab.auone-net.jp

第４回府中市民協働まつりへ行ってきました！
11 月 24 日・25 日府中市市民活動センタープラッツで開催された『府中市民協働まつり』へ行ってきました。
プラッツつながりは無限大∞「府中で出会い・楽しむ・つながる 2 日間
♬」はプラッツとル・シーニュ（プラッツの入っている商業施設）２階を利
用しての開催。メイン会場５階のバルトホールでは、ホワイエにブースが
並び、ホール内ではコンサートが行われていました。体験型のブースは６
階会議室等も含むセンター全体を利用して配置され、市民活動だけで
なく、企業の出展も見られました。
また、府中市協働推進課キャラクターの LINE スタンプ人気投票も同時
に行われ、上位になったものは実際に LINE スタンプとして発表されると
のこと。
バルトホール前で行われていた、花摘み体験にも参加してみました。会
場内３か所に設置された花畑から 1 本ずつ花を摘み、最後にアレンジメ
ントフラワーを作成。イベントのほぼ全てのブースで、見るだけではなく、
参加者も一緒に楽しめる、アイディアあふれる体験が用意されていました。
他市のイベントに参加したことで、『市民活動フェスティバル』の参考となることもたくさん体験
できました。 第 13 回フェスティバルは 4 月 14 日（日）ひかりプラザで開催です！
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東京経済大学地域連携センターコラボレーションシンポジウム
『
』
平成 30 年 12 月 18 日（火）cocobunji プラザリオンホールにて開催しました。
昨年に引き続き東京経済大学特命講師の鈴木恒雄先生をお迎えし、地域と大学の関わり方や今年度
始動した、ぶんじコンシェルジュについてのお話をいただきました。ゼミ生の皆さんからは、11 月
に実施した「こくめしプロジェクト」と、昨年度立川市で試験的に行った「防災ベンチ設置プロジ
ェクト」の活動報告が行われ、後半のグループディスカッションは、２つのプロジェクトに関わっ
た学生のみなさんと、参加者がテーマごとのテーブルに分かれ、今後の展望についての意見交換を
行いました。
ディスカッション後の発表は、アートベンチや防災公園、イベントの回遊性を高めるためのアイ
ディアなど、各テーブル活発な意見交換が行われたことをうかがわせる内容となっていました。ご
参加いただいた皆さまからも、
「面白かった」
「誘ってもらって良かった」など、学生のみなさんと
の意見交換が有意義だったと好評をいただきました。お土産に配布した「こくぶんじコンシェルジ
ュバッジ」は、フェスティバルの景品にもご提供いただきましたが、今後の配布も検討中とのこと
です。ぜひ、ぶんじコンシェルジュのイベントもチェックしてみてくださいね。

センター長通信
新年あけましておめでとうございます。昨年は
4 月に国分寺駅北口再開発ビルが完成となり、
cocobunji プラザがオープンしました。開館記念
イベントでは多くの方々にお集まりいただき、そ
の賑わいは現在も続いております。そして今年は、
われらが市民活動センターも新たな機能を備え、
東街区 301 区画に新施設として披露される予定
です。今後もパブリックコメントの実施や、市民
説明会などを行いますので、みなさんも新しいセ
ンターをイメージしながら、お待ちいただければ
と思います。
今年は、新天皇が即位し年号が変わります。来
年は東京オリンピックが開催され、2025 年には
大阪万博も予定されておりますが、こうした変化
や出来事を迎えることを契機とし、ステップアッ
プしていくことが大切だと感じています。市民活
動センターもハード面だけではなく、ソフト面も
あわせ、今後の発展に努めてまいりますのでご協
力をお願いします。
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。
本年もよろしくお願いいたします。

センターからのお知らせ
++平成 31 年度利用団体登録更新++
市民活動センターでは、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月中旬に更新手
続き書類一式をご登録の連絡先に送付いたします。
期限内のご提出にご協力ください。
※レターケースの更新手続きも同様です。

++パブリック・コメントについて++
来年度９月の市民活動センター移設に伴い、パブ
リック・コメントを実施いたします。意見募集期間
は平成 31 年１月４日（金）～２月４日（月）必着。
詳細は、1 月 1 日号市報をご確認ください。

編集後記
あけましておめでとうございます。センターコーディネ
ーターによる市民活動団体向け講座・登録更新手続き・
市民活動フェスティバル・センター移設など今年も盛り
だくさんです。本年もセンターをどうぞよろしくお願い
いたします。（R）

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）

Collabo

2019 年１月１日発行
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