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令和２年１月 15 日発行

こくぶんじ市民活動センター

第 14 回市民活動フェスティバル開催決定！講座開催報告
団体からのお知らせ・センターからのお知らせ
NPO の現場から
センター長通信・協働事業からのお知らせ

開催日：令和２年４月 19 日（日）
10:00～15:00
会場：ひかりプラザ・北側道路
※雨天決行（荒天時のみ一部企画変更で開催）
市民活動団体向け講座 開催報告
≪Let's スタート！ファンドレイジング≫
センターでは、昨年度から市民活動団体向けの講座を再開してい
ますが、今回はアンケートなどで要望が高かった『ファンドレイジ
ング（資金調達）
』をテーマとして、11 月 13 日に開催しました。
市民活動団体にとって、お金の問題はとても重要です。潤沢に資
金がある団体はあまりありませんし、お金の獲得や使い方について
も、さまざまな考え方がありどれが正しいというものもありません。
そこで、今回は≪NPO 法人緑のダム北相模≫副理事長の宮村連理さんから、活動の内容ととも
に「仲間（賛同者）を増やす」
、「不要な支出を減らす」、「助成金はとにかくたくさん申請する」
など、資金の獲得について役立つお話しを伺いました。その後参加者の皆さんが作成したワーク
シートと質疑をもとに、全員で団体の資金について考えていきました。主な資金元として、会費、
寄付、事業収入、助成金など様々な方法があり、まずはその特徴を理解すること、また必要な資
金の使用目的、内容をしっかり把握することが大切です。みなさんも一度ご自分の団体のメンバ
ーで、団体のミッションや、目指す姿、また全体のお金の流れを把握するためにも、助成金の申
請書を作成してみると、必要な資金の考え方が整理できて、今後の参考になると思います。
資金調達方法は団体によってさまざまです。お困りのことがありましたら、市民活動センター
までご相談ください。
★次回の登録団体向け講座は２月を予定しております。
コーディネーター：斎藤 奈美
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プレイリーダー講習会
≪シンポジウム『子どもの遊びに関わることで
私はこう変わった！』》

《知的障害のある人のガイドヘルパー養成講座
受講者募集》

未就学児のみ託児あり。１人 500 円（先着６名）
日:令和 2 年 2 月 2 日（日）13:00-15:30
場:ひかりプラザ 203＋204
費:大人 1,000 円
申:QR コ―ドからお願いします
認定 NPO 法人冒険遊び場の会

受講修了者には東京都の資格が授与されます。
日:令和 2 年３月１・８・15 日（日）9:00-17:00
場:国分寺労政会館費: 2,500 円（受講費・資料代）
申:令和２年 2 月 24 日（月）まで
氏名・住所・電話・メールアドレス又は FAX を
kokuidou@gmail.com へ
NPO 法人国分寺市手をつなぐ親の会

《あふれるモノと向き合おう！
実家や自宅の修活＆片付けの現場より》

《音訳ボランティア養成講座（初級）を
行いました》

二人の講師によるセミナー。①「修活セミナーで
伝えたいこと」千葉一枝さん（千葉企業会長）②
「活かせるものは最大限活かす片付け事業」重田
益美さん（共同作業所よって屋代表）
日:令和２年２月８日（土）13:30-16:30
場:国分寺労政会館３階 費:500 円（申込不要）
問: 080–9291−3623 ごみ・環境ビジョン 21

10 月７日から毎週月曜日全７回にわたり、恋ヶ
窪公民館他において養成講座を行いました。講師
は恵美三紀子さんとやまばとの指導者。参加者
12 名は視覚障害者の知る権利を支える、音訳技
術を学ぶ講習を熱心に受講していました。

《社交ダンス de 健康長寿!!》
ダンスを通じて健康寿命を伸ばし、人生を楽しも
う!! 令和 2 年１月９日（木）からダンス講習会が
始まります！
日:毎週木曜日 19:00～
場:本町南町地域センターまたは本多公民館
問:042-324-4485（竹本）

音訳グループやまばと

《会員募集！初心者大歓迎
能楽の世界を気軽に楽しみませんか？》
能楽を気軽に楽しむ市民団体です。自分で謡仕舞
もよし、鑑賞するもよし。仲間と楽しみましょう。
場:主に光公民館
問:042-573-8619（森田）
mm_orita@yahoo.co.jp

国分寺市ダンススポーツ連盟

国分寺宝生会

センターからのお知らせ
◆登録更新にご協力ください◆
市民活動センターでは、1 年毎に利用団体登録の更新手続きをおねがいしています。これは、常に最
新の情報を市民の方や、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致しますので、締め切り日までにセンターへご提出下さい。
ご協力をお願いします。

◆レターケースの利用申し込みについて◆
登録更新用紙に申込み欄がありますので、一緒にお申込みください。（年度更新）
※更新されない場合は、ケース内の物をお持ち帰りください。お申込み多数の場合は抽選となります。

◆アクティ・ココブンジ会議室予約システムについて◆
令和２年度よりアクティ・ココブンジも国分寺市公共施設予約システムを導入予定です。それに伴う
説明会の開催を２月下旬頃予定しております。詳細については決まり次第お知らせします。
２

国分寺市を拠点とするＮＰＯの活動取材録 108 回

～一緒に考えてみませんか？防災講演会～
防災まちづくり 27 会

『今後 30 年の間に、70 パーセントの確率で大きな地震が起こるといわれています。皆さんは、じゅうぶん
な備えができていますか？』

「防災まちづくり 27 会」主催の『防災講演会 2019』「首都直下地震と火災～大震災への備え～“国分寺
市における震災対策”
」
（12 月 3 日（火）本多公民館）にお邪魔してきました。
「防災まちづくり 27 会」は、第 27 回国分寺市民防災まちづくり学校＊を修了した防災推進委員により結
成され、広く防災推進委員および会員に推薦された市民で構成される、“災害に強く安全で住みよいまちづく
り”を推進するために活動している団体です。
今までは、勉強会を中心に会員だけで活動してきましたが、一昨年、結成 10 周年を迎え、会員以外の人に
も活動を知ってもらうため、公開の防災講演会を開催することになりました。
第 1 回は、東京経済大学の吉井名誉教授に「避難所運営に係わる課題」を
テーマにお話しいただき（大変好評で、120 名の市民が参加）、第 2 回は、
元 NHK お天気お姉さん（気象予報士）の半井小絵さんと火山防災の新堀賢
志さんをお呼びし、「気象と防災」と「火山噴火」をテーマに開催しました
（130 名を超える参加者）
。3 回目となる今回の講演会も、150 名を超える
方が参加され、あとから椅子を追加するなど大盛況でした。なお、この講演
会は歳末助け合い募金の一部から助成を受け開催しています。
講師は、国分寺消防署長の中村昌美氏で、ご自身のプロフィールから始まり、国分寺市の救急出場状況、国
分寺消防署の移転計画、これまでに起こった震災の様子、震災のあとにどのような対策（法改正など）が行わ
れたかなどを中心に、途中「君を守りたい」という 20 分ほどのＤＶＤも放映されました。
国分寺市は、①地盤がよい ②大きな河川がない ③窪地が少ない ④木造住宅密集地域
が少ない などの理由から、比較的災害には強い場所であるということがいえるそうで
す。また、他では火災原因のトップにあがってくる放火が少なく、これはごみ収集がき
ちんとしているからこその結果だと感心されていました。防災まちづくり学校において
は、全国でも誇れるレベルの取り組みだそうです。とはいえ、緊急車両通行可能道路の
整備や防火水槽の整備、防災訓練への若い世代の参加、災害対策本部の体制見直しなど
課題は多いとのことでした。
DVD や講演から自助・共助の重要性を知ることができましたが、熱心な消防署員の方と市が連携することで、
より防災に強い国分寺市になるといいと感じました。
＊国分寺市民防災まちづくり学校とは…
いつ起こるか分からない大災害に備えて、市や関係機関等の計画や制度、市民一人ひとりの備えや防災意識につい
て学ぶだけでなく、これをきっかけとした地域の防災力向上を目的とした市民学習の場です。市民防災まちづくり
学校を修了し、国分寺市民防災推進委員として申出をした方や防災まちづくり活動を推進している地域の団体から
推薦された方を国分寺市民防災推進委員として市長が認定しています。延べ 1,254 人（平成 31 年 3 月 30 日時点）
が委員として認定され、現在 706 人（平成 31 年 4 月 1 日時点）が活動しています（市ＨＰより）。
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センター長通信
明けましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年は、9 月に従来の市民活動センターの機能に、交流と連携の場の創出と、地域活性化などの機能
を備え、夜間・休日も利用できる新しい施設として、国分寺市立アクティ・ココブンジがオープンしました。
今年は、利用者の利便性の向上を図るべく公共施設予約システムを導入してまいります。
また、今年夏には、いよいよ 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、国分寺市で
はベトナム国のホストタウンとして、パラ水泳選手団の事前合宿を受け入れ、滞在中に選手と市民との交
流プログラムを計画しているところです。この機会を活用して、ベトナム国と市民活動団体の方々との交流
や地域活性化に繋がる場として、アクティ・ココブンジを活用いただければと考えております。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
センター長 椙田 満

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、
利子の一部を補給します。
【対象団体】こくぶんじ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 31 年４月１日から令和２年３月 31 日に償還した利子の 60％相当額
【補給期間】償還開始日から５年
【対象となる融資】500 万円以下で、かつ、年利が５％以下
【募集要項配布場所】協働コミュニティ課（アクティ・ココブンジ）窓口
（市 HP からもダウンロード可能）
【申請期間】令和２年１月６日（月）～２月28日（金）（土日祝日を除く）
午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

今年度、市の職員が市内 NPO 等の活動現場にて体験研修を実施しました。
実際に現場の活動に参加することにより、普段の市役所の仕事ではなかなかできない貴重
な体験をしてきた職員が、今回の経験を今後の業務にどう活かしていくか、受け入れ先団体
のスタッフとともにグループワークを実施。NPO 等の団体紹介とともに報告を行います。
どなたでも傍聴できますので、当日ぜひ会場へお越しください。
【日 時】令和２年１月 28 日（火）午後２時～４時 30 分
【会 場】cocobunji プラザ リオンホール

明けましておめでとうございます
オリンピックイヤーの幕開けにふさわしく年初の駅伝
では次々と新記録が更新されました。楽しみですね。五輪開催の一足前に…４月には第 14 回市民活動フェスティバルが開
催されます。こちらも大いに盛り上げましょう！本年もどうぞよろしくお願い致します。（m）
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２-２-１ cocobunji EAST３階 アクティ・ココブンジ
Tel 042-327-３771 ／ Fax 042-327-３772
e-mail kccpc@bz04.plala.or.jp
http://www.collabo-kokubunji.com/
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