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令和元年 10 月 15 日発行

こくぶんじ市民活動センター

アクティ・ココブンジ紹介・講座、シンポジウムのお知らせ
オープニングイベント報告・協働事業のお知らせ
団体からのお知らせ・センターからのお知らせ
第 14 回市民活動フェスティバル出展募集・センター長通信

アクティ・ココブンジ オープン！
令和元年 9 月 2 日、アクティ・ココブンジが国分寺駅北口 cocobunj EAST ３階にオープンし、市民
活動センターが移設されました‼センターの設備等は変わりませんが、土日祝日や夜間の利用も可能となり
ました。（夜間のみ 3 日前までの予約制です）新しいピカピカの施設で皆様をお待ちしております。
《移設に関するお知らせ》
●市民活動センター連絡先が変更になりました●
所在地：
〒185-0012 東京都国分寺市本町 2-2-1
cocobunj EAST ３階 アクティ・ココブンジ
TEL：042-327-3771
FAX：042-327-3772
Email：kccpc@bz04.plala.or.jp

△▷市民活動団体向け実践講座のお知らせ◁△

『Let’s スタート ファンドレイジング』
～１万円から１００万円までの資金調達のために～
日時：令和元年 11 月 13 日(水) 18:00～20:00
会場：アクティ・ココブンジ

会議室Ｂ

▶今回は団体の資金・ファンドレイジングをテーマとして開催します。◀

《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》

こらぼ de サロン
大学生と創る地域の力 2019～国分寺物語～
日時：令和元年 12 月 4 日(水) 17:00～19:40
会場：cocobunji プラザ リオンホール
今年度は「国分寺物語」とコラボレーションします。
シンポジウムに関するご意見ご要望もお待ちしています‼センターまでお寄せください。
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こくぶんじ市民活動センター
移設オープニングイベント 開催報告
移転から７日目、初めて迎える日曜日となる９月８日にオープニングイベントが開かれました。施設として「ア
クティ・ココブンジ」という素敵な愛称がつけられましたが、「こくぶんじ市民活動センター」でもあることを立ち
上げ時にまず印象付けたいという思いから、市民活動センター登録団体に呼びかけ、当日は 16 団体、27 名
の参加がありました。また展示や資料配布での参加団体も４団体ありました。
仕切り壁をオープンにした会議室 B にて行われた団体活動 PR タ
イムでは、それぞれの団体がプレゼンテーションを行ったほか、実演・
実技も披露されました。マイクも使わないですむような距離間でした
のでとてもアットホームな雰囲気で、参加者や進役のコーディネータ
ーより、発表内容についての質問等も飛び出し、各団体の活動への
理解が進んだことと思います。
日頃の活動や市民活動フェスティバルなどを通じて、顔見知り同
士の団体も少なくはありませんでしたが、こうして、じっくりと活動内容
を見聞きすることは意外と少なく、良い機会となりました。
締めとして、市民活動センターのスタッフの紹介や、利用方法などの案内もあり、2004(H16)年 10 月に市
役所第 4 庁舎 2 階にセンターが開設されて以降の経過も披露されました。市民活動センターは今年でちょう
ど 15 周年を迎えるわけです。その当時を知る市民も３名ほど参加されていることは驚きとともに、とても誇らし
いことと感じました。
台風接近という事情で、予定されていた懇親会は中止となりとても残念でしたが、市民活動センターが単に
貸し会議室だけではなく、多くの機能をもち、また可能性も広がっているという展望を見出せたイベントになり
ました。
報告：コーディネーター山本和彦
《プレゼン参加団体》NPO 法人お産サポート JAPAN/欅友会/コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺/国分寺市文化団体
連絡協議会/国分寺カウンセリング勉強会/国分寺市謡曲連盟/国分寺のみどりと水辺をはぐくむ会/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/国分寺宝生会/戸倉自治会東地区防災会/東経自然と歴史に親しむ会/日本スポーツウエル
ネス吹矢協会国分寺支部/認定 NPO 法人冒険遊び場の会/マジックサークル木曜会/緑と自然を育てる会/夢工房ふれあい
の場 《展示参加団体》音訳グループやまばと/(一社)小さな森/ママ・スコーレ/(一社)一粒福祉会/NPO 法人国分寺市に
ふるさとをつくる会

「国分寺・協働を進めるＮＰＯ連絡会」の事業企画内
容が 国分寺市協働事業審査会にて採択され、今年度
より公募型協働事業として実施しています。
今回は 12 団体の皆様にご協力いただき、８月より市職員が順次活動現場に参加し、貴重な経験
積んでいる最中です。
来年１月 28 日（火）午後に、リオンホールにて、研修生や受入先団体参加による『研修報告
会』を実施する予定です。皆様ぜひご参加ください。
この事業は引き続き令和３年度まで実施します。職員派遣受入先については、次年度以降も再度
募集を行う予定です。新しい団体の方々のご参加をお待ちしています。
～今年度職員派遣受入協力団体（順不同）～
NPO 法人視覚障がい者ネットワークコトリナ／ドッグ・ラン武蔵国分寺／国分寺カウンセリング
勉強会／NPO 法人国分寺ハンディキャブ運営委員会／コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺／
認定 NPO 法人健康体操指導ワーカーズ／国分寺市国際協会／NPO 法人学びの広場／認定 NPO
法人冒険遊び場の会／NPO 法人ワーカーズ風ぐるま／美しい用水の会／雪どけ
２

《ターゲット・バードゴルフを体験しませんか！》
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・金曜日 11～13 時

講師は気象学が専門の防災科学技術研究所、水・
土砂防災研究部門主幹研究員の大東忠保氏です。
日:令和元年 12 月８日（日）14～16 時

場:戸倉運動場

場:都立多摩図書館セミナールーム

問:080-1023-7540（藤井）

\:無料

問:090-1451-6323（荒川）

国分寺ＴＢＧ協会

《第 54 回市民体育大会ダンス市民交流の集い》
社交ダンスで若さを保ち健康寿命を伸ばしまし

防災推進の街づくり仲間の会

《音声ガイド字幕付映画体験会の報告》
９月８日、音声ガイド字幕付映画「おにいちゃん
のハナビ」体験会を視覚部会共催で、障害者セン

ょう！ドレスアップトライアル等あり

ターにて開催しました。当日は

日:令和元年 11 月３日（日）13～16 時
場:ひかりスポーツセンター

《防災講演会》
『集中豪雨のメカニズムと
都市防災への日頃の備え』

￥:500（飲み物付）

34 人の皆様と共に実話がもと
の映画を楽しみ、会場全体が感

問:042-324-4485（竹本）

動に包まれていました。
国分寺市ダンススポーツ連盟

音訳グループやまばと

ハンドセラピー講習 受講生募集
《薬だけに頼らない心と身体の健康づくり》

コミュニケーションワークショップのご案内
《ケンカしないでいい案出そう！》

民間療法のひとつ、人気のハンドケアを、この機

多数決によらない問題解決の方法「勝負なし法」
のコツを寸劇を交えてご紹介します。
日:令和元年 12 月 11 日（水）10～11 時半
場:国分寺労政会館（子ども同伴可） ￥: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

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

市民活動センターからのお知らせ

《2020 年度会員募集》
東京経済大学で、
年 10 回の学習会をしています。
講師は、多彩な学識者！
募集期間：令和元年 11 月１日～12 月 25 日
日:令和２年 1～６月の土曜日 13 時半～15 時半
場:東京経済大学 ￥:3,000（年）
問:042-313-8442（中村）

◆有料ロッカーのご案内◆
登録団体の方にご利用いただけるロッカーをご
用意しました。団体の備品の保管ができます。
＜サイズ＞
奥行 38cm×幅 24.8cm×高さ 39.7cm。
＜使用料＞
2,400 円／年

欅友会
編集後記
市民活動センターがアクティ・ココブンジへ移転して、開館時間も長くなりスタッフも増えましたが、ご利用
されました皆さま、いかがでしょうか？感想お待ちしております！今年もフェスティバルの募集が始まりま
す！皆さまのご参加をお待ちしております。
（Ｒ）
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一緒にフェスを盛り
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一緒にフェスを盛り
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お待ちしています。
お待ちしています。

かねてよりご案内しておりましたとおり、9 月 2 日こくぶんじ市民活動センターが移転し、市民活動セン
ターと地域活性化などの機能を備えた新しい施設として、《国分寺市立アクティ・ココブンジ（「活動」に
cocobunji の愛称をつなげて･･･）》が開館いたしました。
開設にあたり、9 月 8 日大型台風が接近する状況の中に、
「市民活動っ
て何？どんな活動をしているの？」をテーマに、登録団体の活動紹介をい
ただきました「こくぶんじ市民活動センター移設オープニングイベント」
に、多くの団体の方のご協力と参加を賜り開館に華を添えていただきまし
た。今後は、アクティ・ココブンジの設置目的であります、他の登録団体、
地縁団体、商店会等の方々との交流や連携を図り、地域活性化に繋がるようご利用ください。
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