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こくぶんじ市民活動センター

市民活動フェスティバル開催・会議室予約方法についてのお知らせ
講座開催報告・センターからのお知らせ、他
協働事業のお知らせ
団体からのお知らせ・センター長通信

今年の子どもボランティアは駄菓子屋さんとぶんじほたるホッチ
の付添のお仕事があります。
ダンボールのまちは芝生の広場まで拡大！各団体の活動紹介や
いろいろな体験など、たくさんご用意しています。ぜひ遊びに来
てください。

当日の会場では、９月に市民活動センターが移設する予定の新施設「 cocobunji
EAST 301 区画」の施設名投票を行います！
団体のみなさまには、４月１日～11 日まで施設名称登録団体等事前投票を実施します。
新しい施設が親しみやすい名前になるよう、みなさまのご協力、ご参加をお待ちしており
ます。

会議室予約方法についてのお知らせ
会議室の予約は、５か月前から原則として窓口と電話で受け付けをしておりますが、団体のみなさまの
利便性を考慮し、電子メールの予約を認めたケースがありました。しかし、最近、このような対応が原因
で利用希望時間帯が重なる事態が発生してきています。
利用者のみなさまに、逆にご迷惑をおかけする可能性があることから、今後（平成 31
年４月１日以降）
、会議室の予約に関しては、原則に戻り、窓口と電話に絞らせていただ
くこととします。
ご利用の皆さまには、ご理解とご協力をお願いいたします。
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講座 開催報告

活動団体向け講座「Let’s 協働・一緒に何ができる？」
平成 30 年度のコーディネーター配置により、休止していた講座
を再開し、1 月 31 日（木）14 時からと 2 月 6 日（水）18 時か
らの 2 回、連続講座として開催しました。

事前に行った団体ヒアリングや座談会でのご意見から、「Let’s 協働」をテーマに、第 1 回は市との協働の
考えるため、行政の視点から、協働事業の種類や提案型協働事業についてを初代センター長内藤達也副市長と協
働コミュニティ課からお話しした後、協働事業実施団体として、団体側の視点からの協働事業のメリットデメリ
ットについて、認定 NPO 法人冒険遊び場の会理事、角麻里子さんからお話しいただきました。実体験を元にし
たお話に、参加者の方からは「協働の色々な形が具体的に解り、整理できた」「市へのジレンマを抱えながらも
協働する姿がリアルな言葉で話されていて解りやすかった」「限られた時間の中で得るもの考えさせられるもの
が多かったです」などの感想をいただきました。
第 2 回は視点を変え、協働の様々なつながり方について、八王子市での事例を中心に NPO 法人ポケットパー
ク理事長、保清人さんから事例紹介をいただいた後、コアラッコ・親子広場サポート国分寺の山越邦夫さんから、
国分寺市での子育て関係団体の連携のために立ち上がった「子ども子育て円卓会議」について、お話をいただき
ました。民間企業と市民活動団体の活動を横串でつなげていく「串焼き型」総働や、団体同士の情報交換や連携
の必要性のお話しに、
「日頃よりアンテナをはって、民間や行政に働きかけていくエネルギーが素晴らしい」
「ま
ちづくりの考え方やきっかけなど、具体例があり解りやすかった。多世代交流が地域活動のキーだと感じている」
「それぞれの団体が特徴をもちながら連携して、思いを形にしていく大変さ楽しさを感じた」「円卓会議ってな
んだろうと気になっていました。長い歴史、熱い想いを拝聴出来てよかった」などの感想をいただきました。
今年度の講座や交流会のスケジュールは決まり次第お知らせいたします。ぜひご参加ください。

市民活動センターのコーディネーターが２人になりました
平成 30 年度より、市民活動センターの機能向上のため設置されたコーディネーターですが、
更なる支援の充実を目指し、追加人員を配置し、２人体制で団体の皆さんのお手伝いを致します。
◆ごあいさつ◆
4 月 1 日より、市民活動センターコーディネーターに就任しました、山本和彦です。
こくぶんじ市民活動センターが立ち上がる前から、国分寺市内で市民活動を行ってきました。
その間、NPO 法人の設立や解散、国分寺市との協働委託事業も 10 件以上行い、おそらく協働
のパートナーとして関わった担当課の数は最多だと思います。それらの経験を活かし、皆さんの
活動のサポートやアドバイスできるよう努めます。よろしくお願いします。
みなさまからの活動相談にも、コーディネーターが対応いたします。（予約制）
ご希望の方はセンターまでご連絡ください。

センターからのお知らせ
◆登録更新について◆
平成 31 年度団体登録更新が終了しました。ご協力ありがとうございました。
今後、変更等ございましたら、随時センターまでご連絡ください
◆レターケースについて◆
登録更新時に申請頂きました、平成 31 年度レターケースの利用を４月１日より開始いたします。
利用更新をされていない団体の方は、４月 19 日までにレターケースの中身をお引き取りください。
継続してご利用いただく場合は、センターまでご連絡ください。
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協働事業のお知らせ

【平成 30 年度実施 協働事業の報告・評価を行います（公開）
】
平成 30 年度に実施した協働事業の事業報告と評価を公開で行います。今後の協働事業の参考にしてくだ
さい。皆様のご来場お待ちしています。
【日時】５月 28 日（火）午後 1 時 ～【場所】市役所第１・２委員会室
《報告事業（２事業）》
[公募型]こくぶんじ青空ひろば事業、西恋ヶ窪親子ひろば事業（市民室内プール）

【平成 31 年度実施 提案型・公募型協働事業が決定しました】
種
別

事業名
実施期間

委託団体名

担当課

ちいさい子どもを育てる人のための本の時間
H31.4.1～H32.3.31

ははがよむ

図書館課（協力課：公民館課）

子育てをしている方にお子さんと一時離れ「自分のための時間」として図書館での読書の時間を確保することにより、
リフレッシュしてもらい、よりよい子育てに繋げていく事業。

提
案
型

北の原地域センター運営に関するサポート事業
H31.4.1～H32.3.31

ふれあい北の原

協働コミュニティ課

最終目標を北の原地域センターの管理委託を市から受けることとし、利用者自らが地域コミュニティの拠点の運営を
担っていき、地域コミュニティの強化を図る。今回はまず、施設の管理運営のノウハウを学ぶことを目的として、日常的
な維持管理業務の一部を団体が担う内容の事業。

こくぶんじ青空ひろば事業（Ｈ29 年度決定済、実施中）
H30.4.1～H33.3.31

認定 NPO 法人冒険遊び場の会

子ども子育て事業課

市内９か所の公園を活用し、午前は乳幼児とその保護者の遊びと交流の場、午後は、小中学生の戸外の遊び場として
開催し、子どもたちの豊かな成長をはぐくむことを目的とする。また、子どもの身体能力、危険を回避する能力の向上、
異年齢交流、多世代交流を図るものとする。

市民室内プール親子ひろば業務委託

公
募
型

H31.4.1～H34.3.31

コアラッコ・親子ひろば
サポート国分寺

子育て相談室

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、また子育ての相談ができる場としての「親子ひろば」の提供を行う。

ぶんじデザインラボ協働事業
H31.4.1～H33.3.31

NPO 法人 MY style アット

まちづくり推進課

官民連携の視点を取り入れたまちづくりを担う人材の育成のための連続講座の企画・運営・情報発信を行う。講座は、
まちづくりを主体的に実践するプレーヤー及びまちづくりコーディネーター育成、まちづくり相談員育成の２コースを実
施。また、まちづくりのプレーヤーが活動を実践するサポートを行う。

国分寺市職員 NPO 派遣研修業務委託
国分寺・協働を進める
協働コミュニティ課
NPO 連絡会
市職員を地域の NPO 活動現場に派遣し、NPO の活動に従事して活動内容や組織等を知るための研修を団体が実
施し、派遣先 NPO の募集、受入先 NPO の調整などを行う。
H31.4.1～H34.3.31

【平成 32 年度実施 提案型協働事業募集スケジュール】
今年は、例年より早く５月中旬から６月中旬に募集を行う予定です。（例年６月中旬から 7 月中旬募集）
皆様からのご提案をお待ちしています。詳細は、５月 15 日号市報にてお知らせします。
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≪会員募集！≫
～春から始める「健康体操クラブ・恋ヶ窪」～

≪エンジョイ！英語の絵本≫
ベビーからシニアまでを対象に読み聞かせ
日：平成３１年４月２２日（月）10:３０～11:００
場：市民活動センター会議室 申込不要￥：無料
問：holdekunst8341@gmail.com（飯山）

いつまでも軽快に歩き活動するための健康づくりの体操
クラブが始まります。セラバンドを使い筋トレ・音楽に乗
せてエアロ・ストレッチの総合体操。
日：平成 31 年４月１３日・２０日（土）１４：００～
場：室内プール会議室 問：042-329-1227
自立生活体操をひろめる会

英語絵本読み聞かせポップアップ

≪仮設ドッグラン＆しつけ教室≫
30 回記念のため、犬用の手作りおやつやシャンプー、洋
服等の販売も行います。獣医さんによる防災クイズ等も
同時開催です。雨天順延（４月２１日）
日：平成３１年４月１４日（日）９:00～１６：００
場：都立武蔵国分寺公園

≪写真と自然観察に興味のある方募集≫
年３～４回自然観察会に参加して集合写真や植物、動
物の写真を撮っていただける方、募集！
謝礼はありません。
問：090-2468-1780（石川）
mishikawa54@tk9.so-net.ne.jp
みんなで歩こう会

≪スタッフ募集≫

ドッグ・ラン武蔵国分寺

≪メンバー募集≫
麻雀でボケ防止しませんか。若干名募集します。
日：毎週金曜 13:00～
場：本町４丁目都営アパート内集会所
問：042-321-7233（岡野）

高齢者・障碍者の外出（通院・
買物・コンサート等）を支援する
NPO 団体です。車椅子のまま乗り込める福祉車両を用
意しています。
運営に興味のある方、お問い合わせ下さい。
問：042-321-3901
NPO 法人国分寺ハンディキャブ運営委員会

本町健康麻雀友の会

センター長通信
「cocobunji EAST 301 区画」の新たな施設につきましては、説明会やパブリ
ックコメント、施設名募集などに皆様のご参加をいただき、着実に進んでおります。
お忙しい中でのご協力に感謝申し上げます。現在の開設予定時期は、ラグビーワー
ルドカップが開催される９月となっております。
説明会等でお示ししておりますが、この施設は市民活動センターの機能を持つと
同時に、一般団体や個人の方の利用が可能となります。今後、登録団体だけではな
く、一般団体や個人の方を含めた、様々な交流の場が創出されることを期待してお
ります。また、コーディネーターも継続して配置されます。登録団体の皆様の活動
がより多角的に、また活発に発展していくことを願います。
なお、今年の「市民活動フェスティバル」では、301 区画施設名の投票を行いま
す。多くのご参加をお待ちしております。
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

桜の開花も早まり、
春は足早にやってき
ました。市民活動フ
ェスティバルも今年
は少し早目の４月 14
日（日）。日頃の活動
紹介や体験など楽し
いこと盛りだくさん
のフェスです。皆さ
ま一緒に楽しみまし
ょう！ご来場お待ち
しております。
（ℳ）

