
各施設の市民活動センター掲示板についてのご要望は、今後設置施

設とも調整し、検討いたします。 

 

                            

印刷機につきましては、利用者のみなさまの利

便性も考慮し、今後も検討を続けて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９月OPENのアクティ・ココブンジでは夜間の会議室を予約制でご利用

いただけます。土日祝日につきましても、午前９時～午後５時までが通

常開館時間となります。 

夜間や土日にも会議

室を利用したい 

各施設のセンター掲示板

を大きくしてもらいたい 

カラー印刷機を導入し、料金の一部

使用者負担で、低コストの印刷がで

きるようにしてほしい 

隣室の音が

気になる 

１ 

１面   施設名称決定！・平成 30 年度事業アンケート報告 

２～４面 こくぶんじ市民活動フェスティバル開催報告！ 

４・５面 アクティ・ココブンジ利用について・団体からのお知らせ 

６面   こらぼ de サロン開催案内・利用実績・センター長通信  

くぶんじ協働ニュース第 57号 

ぼ 

 

ら 

こ 
令和元年７月 15 日発行 

こくぶんじ市民活動センター 

駐車スペースを希望 
アクティ・ココブンジも専用駐車場のご用意はありません。 

駐車場につきましては、引き続き近隣施設のご利用をお願いします。 

：平成30年度センター事業アンケート報

現在のクリスタルビルは消防法の関係で天井までの壁を立てることができず、

団体のみなさまにはご迷惑をおかけいたしました。アクティ・ココブンジでは、

会議室・印刷室ともに独立した空間となっています。 

アクティ・ココブンジ 

「cocobunji EAST 301区画」の施設名称が「アクティ・ココブンジ」に決定 

いたしました。名称募集にご応募、ご投票いただき、ありがとうございました。 

９月２日（月）OPEN 
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インタビューにご協力いただいた団体と略称 

用：美しい用水の会、ウ：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、コ：コアラッコ・親子

ひろばサポート国分寺、マ：ママ・スコーレ、運：フェスティバル運営委員会 

第13回  

こくぶんじ市民活動 

フェスティバル開催報告 

運：出展してのご感想はいかがですか？ 

用：やはり子どもと低学年児童とその父母が大半で、あるいは高齢者が多くて、会員として勧誘可能な来場者

はほとんどいなかったです。その中でも数名ですが、「あの水路や、水路跡にそんな歴史があるものとは！」

という驚きを与えることは伝えられたと思います。 

 

運：美しい用水の会は２階のブース出展でしたね。２階の雰囲気はどうでしたか？ 

コ：２階は参加団体が多くて、窮屈な印象でした。 

用：より多くの団体でブースを活用できるスペースの確保をしたいところで

すね。 

ウ：２階の中央ブースは、立ち寄りやすくてよかったですが、隣との仕切り

のボードが不安定で、掲示に苦労しました。（前日に貼ったものが、翌朝全

てはがれ落ちてしまったので焦りました） 

 

運: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（以下ウィンウィンサーク

ル）は２年目の参加ということですが、参加しての効果などはいかがですか？ 

ウ：２年続けたことで、少し知名度が上がり、関心を持って活動を聞きに来 

る人がいたことや、活動案内チラシの配布が、月例の説明会への参加につながっています。準備すること

が、自分たちの勉強にもなり、チームワークのアップにも役立っていると思います。 

コ：私たちも、親子ひろばを知らない親子に知ってもらうきっかけになってい

ます。家の近くのひろばに遊びに行ってみますと参加者からお声をいただ

けたこと。団体としては「コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺」（以下

コアラッコ）、「コアラッコclub(内藤)」での告知でフェスティバルに参加

してくださる利用者さんがいて、地域で繋がることの一歩になったことは

うれしいことだと思っています。 

 

運：ママ・スコーレはいかがですか？ 

マ：午前中が混雑していましたが、診断内容に納得する人もいれば、驚く人 

など様々でした。会の活動に興味を持ってチラシを取っていかれる方も多

かったです。 

 

運：みなさん、館内の出展でしたが道路会場や 

体育室なども回られましたか？他の出展につ 

いてご感想があればお聞かせください。 

コ：体育室は有効利用を考えてはどうでしょうか？体育室にブースを持って 

くるのも面白いと思います。備品(机、イス)搬入の負担、土足厳禁につい 

て(脱ぎ履きが高齢者、乳幼児は大変)など、色々ありますが、今後検討し 

てもいいのではないでしょうか。 

マ：道路会場は、大勢の人が出ていて賑わっていて雰囲気はよかったと思い 

ます。他の場所には行っていませんのでわかりません。 

 

ママ・スコーレ 

初めての参加で、「あなたはど

んなママタイプ」診断をもと

に、子育てアドバイスを実施し

ました。 

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 

ブースで活動案内チラシと事

例集の配布、「言葉集め」のワ

ークショップを、プレゼンで「人

の話の聞き方のコツ」をご紹介

しました。参加は２年目です。 

美しい用水の会 

２年目の参加です。国分寺市

内用水の流路変遷を紹介す

ることと、用水路の今日の姿

を紹介しました。 

平成 31 年 4 月 14 日（日）、1000 人以上の来場者を

迎え、盛大に第 13 回市民活動フェスティバルを開催でき

たことをご報告します。新たにフェスティバルに参加して

くれた団体を中心にご意見をうかがい、次年度の展望を描

こうと思います。活動報告書に加え、４団体にメールイン

タビューを実施し、再構成する形でお伝えします。 

 



 

運：道路会場は、年々賑わっています。今回は、「国分寺消防署（戸倉出張所）」が消防自動車展示と防災服着用体験で参

加しました。「国分寺であそぶKAI」では鉄道情報システム㈱の芝生エリアで、新たに幼児を対象としたダンボール迷

路を開催し、「光町商店会」の出店協力に加え、運営委員会と「東京経済大学ボランティアサークルClover（以下  

Clover）」が子どもボランティアによる駄菓子屋を開店しました。ウィンウィン 

サークルはプレゼンもされたのですよね。 

ウ：はい。わかり合うための「人の話の聞き方のコツ」について、寸劇を 

交えて紹介をするプレゼンを行いました。「伝え方のコツ」はブースで続 

きをしますとお伝えして、数人の方と移動して行いました。活動を始め 

て日が浅いですが、２回の経験をもとに、今後の参加の仕方にも工夫の 

余地がありますので、できれば来年も参加したいと思っています。 

 

運：和室の様子はいかがでしたか？ 

コ：去年までは、101号室で「NPO法人お産サポートJAPAN」さんとご一緒させて

もらいましたが、今回は「ニコトコ製作所」さんと一緒でした。和室での親子

ひろば紹介は、木のおもちゃで遊びながらご説明でき良かったです。授乳コー

ナーを設けたので、授乳だけでなく、おむつ替えもスムーズに行え、利用者か

らも「あってよかった」とお声をいただきました。「ニコトコ製作所」さんのス

ペース、休憩スペース、コアラッコスペースと机をうまく配置してさりげなく

区切って使いました。ただ、ひろばのおもちゃを休憩スペースのおもちゃだと

思っていた方もおられたようで、食べながら遊ぶお子さんの対応に苦慮しまし

た。今後和室は休憩場所(飲食可能、授乳可能)の案内をわかりやすく表示、告

知すると良いと思います。 

 

運：第12回から、Cloverに運営委員会に参加してもらい、団体紹介に加えフェスティバル全体の補助スタッフとして協

力してもらっています。その背景には、東京経済大学地域連携センターの協力も得ながら、お願いしています。

Cloverの参加についてご意見があればお願いします。 

ウ：とてもありがたく、助かることだと思います。自分のブースを出展する場 

合、全体のことに目配りや協力する余裕がなく、今後も学生さんのお力やア 

イデアを借りられたらいいと思います。 

コ：Cloverさん参加は大賛成。若い人たちは存在自体が大きな力となります。 

これから10代20代の参加を促すためにも必要な団体と思います。 

マ：私たちも、荷物の移動などをしていただけて、とても助かりました。 

 

運：最後に、今後の展望などご意見をお聞かせください。 

ウ：長く活動されている団体さんは、どのような効果を感じていらっしゃる 

のか、お聞きしてみたいと思います。一般参加者が増え、それぞれの団体が出展目的を達成できる場になる

といいですね。 

コ：自分のブースを１日、見守るのみの現在です。他の団体との繋がり、ブース見学、参加をすることができ

ないのは少し残念です。他の団体と交流の場へと広がる工夫もあっていいのかなと思います。 

用：より多くの団体参加を実現できるよう、利用スペースの拡大を計って、多様な団体紹介がるよう考えたい

ですね。 

 

運：運営委員会制での運営になって、２年。部会方式で話し合いながらここまで進めてきましたが、中心となる団体も限

られている感じで、これからの運営にはもっと話し合いが必要です。多くの団体に運営委員会へ参加していただき、

市民が市と協働して作り上げるフェスティバルの楽しさを知ってもらいたいと思います。９月には市民活動センター

もアクティ・ココブンジ内に移動することになっています。フェスティバルの運営、場所や日程、そして協力体制など、

まだまだ工夫の余地はありますので、今後に活かしていきたいと思います。インタビューにお答えいただいた皆さ

ま、ご協力ありがとうございました。 

報告者：第１３回こくぶんじ市民活動フェスティバル運営委員会 

 

  

３ 

コアラッコ・親子ひろば 

サポート国分寺 

７年目の参加です。毎年、コ

アラッコの活動と市内の親子

ひろばを紹介しています。今

回はバザーも行いました。 

東京経済大学 

ボランティアサークル Clover 

ブースでの様子 

プレゼンテーションの様子 

 



 

  

道路会場 

第 13回 

こくぶんじ市民活動フェスティバル出展団体 
●美しい用水の会●NPO法人お産サポートJAPAN●認定NPO法人

健康体操指導ワーカーズ●コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺●

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“社会

を明るくする運動”推進委員会●公益社団法人国分寺市シルバー人材

センター●NPO法人国分寺市にふるさとをつくる会●国分寺市老人

クラブ連合会●こくぶんじ地域クラブ●国分寺であそぶKAI●NPO法

人ハンディキャブ運営委員会●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●津田塾大学国際協力サークルkibo（TFT）●東京

経済大学ボランティアサークルClover●国分寺助産師会●ニコトコ製

作所●日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部●ひかり新幹線お

やじの会●NPO法人響き合いネットワーク東京SPの会国分寺支部●

NPO法人まちづくりサポート国分寺●ママ・スコーレ●社会福祉法人

万葉の里“生活介護事業この里”●ミズモリ団●緑と自然を育てる会●

夢工房ふれあいの場 

芝生エリア 

国分寺 

消防署員

による 

応急救護

訓練 

令和元年９月～令和２年１月までの会議室の予約を下記の日程で行います。 

【初日予約受付・抽選会】 

受付開始日 対象施設（区分） 受付時間 

８月１日（木） 
会議室Ａ（登録団体区分） 午前９時30分から正午 

会議室Ｂ（一般団体・個人区分） 午後１時30分から午後４時 

会場：こくぶんじ市民活動センター（本町４－１－９本町クリスタルビル４Ｆ） 

予約対象利用日：令和元年９月２日（月）～令和２年１月末日 
【休館日】令和元年12月29日（日）～令和２年１月３日（金） 

【注意事項】 

①対象施設ごとの開始時間までに集合してください。途中退室はできません。 

②使用希望日が重なった場合、その場で調整いたします。 

③会議室Ａをご予約の場合、団体登録証を必ずご持参ください。 

④電話予約及び相互利用予約の受け付けは、８月２日（金）より行います。 

⑤市民活動センター会議室を同日程でご予約いただいている場合は、アクティ・ココブンジの会議室

ご予約後、必ずキャンセル手続きをお願いします。 

時間区分 午前 午後 夜間 全日 

会議室Ａ・Ｂ共通 9:00～13:00 13:15～17:00 17:15～22:00 9:00～22:00 

 
現在の市民活動センター登録団体の方は新たにご登録いただく必要はありません。新規で利用団体登
録をされる方で、８月１日に会議室の予約をされる場合は、７月26日（金）までにお手続きください。 
施設の詳細は7月15日号市報をご覧ください。 
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≪会員募集≫国分寺トリム体操協会 

ストレッチ、ラジオ体操、軽い筋力トレーニング、

レクダンスで楽しく体幹を整え、バランスの良い

身体づくりをめざします。市内８教室で活動して

います。 

問：042-323-1960（勝俣）＊夜間 

   国分寺トリム体操協会 

 

≪会員募集≫ターゲットバードゴルフ  

けやき公園が年内使用できません 

ので、現在戸倉野球場で活動して

います。活動日はお電話でご確認

下さい。 

問：080-1023-7540（藤井）     

国分寺ターゲットバードゴルフ 

 

≪見学会≫―拡大教科書ってどんなもの？－ 

拡大教科書は弱視の子どもが使う教科書です。作成の様子

や完成品を見に来ませんか。 

日：令和元年７月31日（水）、８月７日（水）10:30～12:00 

場：ボランティア活動センターこくぶんじ 

問：042-575-4834（地崎） 

拡大写本こくぶんじ 

 

≪会員募集≫能楽の世界を気軽に楽しみませんか
初心者大歓迎 
 
世界文化遺産の能楽を気軽 

に楽しむ市民団体です。鑑賞、 

謡、仕舞等様々な楽しみ方が 

あります。お待ちしております。  

問：042-352-1864（森田） 

   mm_orita@yahoo.co.jp            

 国分寺宝生会 

 

≪受講生募集≫音訳ボランティア養成
講座 

福祉や図書館活動に関心があり、音訳をやっ

てみたいパソコンの基本操作ができる方。詳細

はお問い合わせください。 

日：１０～１１月 毎週月曜日10:0０～12:００ 

講：恵美三紀子さん、他    

問：080-1054-2273（石川） 

音訳グループやまばと 

 

≪無料相談受付中≫光パソコンの会 

              光パソコンの会では無料相

談室を開いています。「スマフ

ォで撮ってハガキに印刷」や

「万歩計でエクセル健康管

理」など、講習会のフォローも

無料です。詳しくは市内公共

施設のポスターを御覧下さ

い。会員も募集中です。 

光パソコンの会 

 

≪防災学習会≫「2016年熊本地震を経験して、日
頃から謙虚に過ごし、災害時にも謙虚でいたい」 
 
熊本地震の被災体験に基づいた講話をいただきます。 

日：令和元年７月 28日（日）14:0０～16:00 

場：恋ヶ窪公民館 会議室￥：無料 

講：JR東日本ランニングチーム監督    

問：042-322-2005（荒川） 

   r.arakawa@beach.ocn.ne.jp 

防災推進の街づくり仲間の会 

 

≪講演会≫「のどの老化と健康～楽しくのどトレ
をしましょう～」 

気持ちよく声を出して心も体も元気になりましょう。 

日：令和元年９月８日（日）14:0０～15:45 

場：cocobunjiプラザ（cocobunji WEST５階） 

リオンホールAホール 

講：嚥下トレーニング協会 玉澤明人（たまざわあきと）氏    

￥：無料 

申：８月５日（月）から先着１００名 

042-300-2141（小野） 

NPO法人すまいる 

 

https://www.irasutoya.com/2012/05/blog-post_04.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆登録団体情報冊子発行のお知らせ◆ 
令和最初の『登録団体情報冊子』ができました！センターでのお渡しの他、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います。

お手元に必要な方は、お手数ですが、センターにお立ち寄りください。 

◆レターケースサイズ変更のお知らせ◆ 

現在ご利用いただいているレターケースのサイズを９月２日より変更いたし

ます。 

 

 

※今年度お申込みいただいている団体の方は、新しい施設でもそのままお使い

いただけます。 

３月からスタッフに加

わり、新しい出会いや

経験の連続に日々刺激

を受けております。移

設を控え、これからま

た何か起こりそうな予

感…。皆さまもわくわ

くすることを見つけて

みてください。（Ｔ） 

 

センターからのお知らせ 

旧：32.5cm×24.5cm×深さ 3cm（Ａ４サイズ） 
新：42.9cm×32.4cm×深さ 6.6cm（Ａ３サイズ）
ズ） 

 

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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平成 31 年４月１日より、国分寺駅北口再開発事業の部署から、こくぶんじ市民活動センター長

に就任いたしました、椙田（すぎた）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、本年９月２日に、国分寺駅北口再開発ビルである cocobunji EAST３階に、こくぶんじ市

民活動センターの機能に地域活性化の機能を加え団体や個人の方々が集える新たな公共施設とし

て、「国分寺市立アクティ・ココブンジ」の開設を進めております。 

本施設は、引き続き市民活動団体の支援を行う拠点とし、また土休日・夜間も開館いたしますの

で、皆様におかれましては、更なる活発な活動、情報交換や交流の場としてご利用ください。 

様々な団体の方と交流していただくことにより、地域の活性化の推進が図られる施設を目指して

進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。     市民活動センター長 椙田 満 

 

 

日 時：令和元年 ７ 月 22日（月）14時～16時 

場 所：こくぶんじ市民活動センター 

●14時～：アクティ・ココブンジの予約方法や、 

利用方法について案内 

●14時半頃～：登録団体交流会 

 

９月にOPENするアクティ・ココブンジのこと、これからの市

民活動センターのことなど、自由に意見交換しませんか。 

当日はコーディネーター斎藤と山本も出席します。 

ぜひご参加ください。 

市民活動センター 

平成 30年度利用実績 

☆登録団体数：145団体  

☆ホームページ 
アクセス数：139,854 件 

☆利 用 者 数：3,954名  

☆会議室利用率：82％ 

ご利用ありがとうございました 


