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令和２年４月 15 日発行

こくぶんじ市民活動センター

１面：フェスティバル中止・予約システム利用開始等
２面：団体紹介・センターからのお知らせ
３面：協働事業のお知らせ
４面：団体からのお知らせ・編集後記

令和２年４月 19 日（日）にひかりプラザで開催を予定していました、第 14 回こくぶんじ市民活動フェス
ティバルは、新型コロナウイルス感染拡大防止の政府方針等を踏まえ、出展者及び参加者の皆さまの健康と安
全の確保のため、中止することになりました。毎年楽しみにしていた皆さまには申し訳ございません。
次回のフェスティバルへのご参加をお待ちしています。

センター長よりごあいさつ
令和２年４月に建設環境部環境担当へ異動となりました。１年間という期間でしたが、その間、国分寺
市立アクティ・ココブンジ（こくぶんじ市民活動センター）の開館、また協働事業である市職員 NPO 派遣
研修事業に、団体の皆様のご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、
「第 14 回市民活動フェスティバル」が中止と決定されたことは
大変残念でありますが、次回の市民活動フェスティバルを是非より素晴らしいものにしていただきたいと
思います。お世話になりました。
平成 31 年度市民活動センター⾧ 椙田 満
令和２年４月１日よりセンター⾧に就任いたしました新出（しんで）と申します。前任の椙田同様よろ
しくお願いいたします。また、
「国分寺市立アクティ・ココブンジ」の開設にあたり尽力いたしました事務
局⾧の高木も異動となり、新しく小島が着任しております。併せて宜しくお願いいたします。
さて、市民活動センターに地域活性化の機能も備えた公共施設として新しく生まれたアクティ・ココブ
ンジは、オープンから半年が経過いたしました。徐々に利用率も上がり、ようやく運営が軌道に乗ってき
たところです。そのような中、想像もしていなかった新型コロナウイルス感染症の発生という事態が起き
てしまい、皆さまにはご迷惑をおかけしているところですが、担当としてもアクティ・ココブンジの順調
な滑り出しに水を差される形となってしまい、非常に残念に思っております。なにとぞ皆さまの命を守る
ための判断であることをご理解頂ければ幸いです。
ぜひとも早期の収束のためご自愛いただくとともに、収束後には改めて地域の活性化のためにご協力い
ただければと存じます。私も皆さまとともにより良い施設を目指し尽力してまいります。
よろしくお願いいたします。
市民活動センター⾧ 新出 尚三

公共施設予約システム運用時期延期について

NPO 法人まちづくりサポート国分寺
私たちは、平成 19 年から平成 29 年までの 10 年間、
「国分寺市まちづくりセンター」の運営を受託し、現
在は、その間の経験をもとに「住み続けたいまちふる
さと国分寺」の実現を目指して広義のまちづくりに取
り組んでいる市民グループです。
この度は、市民の皆さんがわがまちの歴史を知るこ
とによりわがまちに愛着を抱いていただき、故郷とし
て実感できるようなまちづくりに共感いただけるよう、
「国分寺の新田物語」
（ふるさと国分寺のいま・むかし）
を刊行しました。多くの皆さんに読んでいただければ
と願っています。
現在の国分寺市域での人々の暮らしは、約３万５千
年前の旧石器時代まで遡ることができますが、この冊
子では現在の国分寺市の原点である国分寺村を構成し
た二村の成り立ちや統合後の近・現代の歴史を簡潔にまとめました。
紀伊國屋書店国分寺店、BOOKS 隆文堂、増田書店、おたカフェなどでお求めいただけ
ます。
定例会 通常第３月曜日 13 時 30 分～ アクティ・ココブンジ
団体紹介コーナー
記事随時募集中！

お 知 ら せ
◆登録更新について◆
令和２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、総会などで登録内容に変更があった場合、すみやかにセンターまでご連絡ください。
◆レターケースについて◆
令和２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。利用の更新をされていない団体
の方は、４月 20 日までにレターケースの中身をお引き取りください。
◆印刷機が新しくなりました◆
引き続き、２色での印刷が可能です。ご利用いただける色は黒・赤・青（ミディアムブルー）の３
色から２色となります（1 色刷り可）。２色刷りの場合は必ず原稿のデータをお持ちください。
◆コーディネーター企画の団体向け講座について◆
3 月に予定していましたコーディネーター企画の市民活動団体向け講座は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、延期いたしました。今年度日程が整い次第、お知らせいたします。
・内容：SDGｓについて
・講師：高橋朝美氏（一般社団法人環境パートナーシップ会議 コーディネーター）
SDGｓについて講座の中で知りたい、聞きたいこと等を内容に反映できればと考えておりますの
で、是非センターまでお寄せください。

協働事業のお知らせ

【平成 31（令和元）年度実施

協働事業の報告・評価を行います（公開）
】

平成 31（令和元）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。皆様のご来場をお待ちしています。
【日時】５月 26 日（火）午前 10 時 30 分 ～【場所】市役所第１・２委員会室
報告事業…下記６事業の H31 年度実施分
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が延期となる可能性があります。
開催日前に市ホームページなどで最新情報をご確認のうえお越しください。

【令和２年度実施
種
別

提案型・公募型協働事業が決定しました】
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
R2.4.1～R3.3.31

提
案
型

ははがよむ

図書館課（協力課：公民館課）

北の原地域センター運営に関するサポート事業
R2.4.1～R3.3.31

ふれあい北の原

協働コミュニティ課

こくぶんじ青空ひろば事業
H30.4.1～R3.3.31

認定 NPO 法人冒険遊び場の会

子ども子育て事業課

市民室内プール親子ひろば業務委託
公
募
型

H31.4.1～R3.3.31

コアラッコ・親子ひろば
サポート国分寺

子育て相談室

ぶんじデザインラボ協働事業
H31.4.1～R3.3.31

NPO 法人 MY style アット

まちづくり推進課

国分寺市職員 NPO 派遣研修業務委託
H31.4.1～R4.3.31

国分寺・協働を進める
NPO 連絡会

協働コミュニティ課

【令和２年度募集（令和３年度実施）提案型協働事業 募集について】
今年も５月中旬から６月中旬に募集を行う予定です。
皆様からのご提案お待ちしています。詳細は５月 15 日号市報にてお知らせします。

第 30 回

自立生活体操公認指導員
資格取得養成講座

社交ダンスは生涯スポーツです

介護予防の総合体操（筋トレ・有酸素運動等）１時
間プログラム収得
日:令和２年６月 13 日（土）14 日（日）
9:30 17:00
場:国分寺労政会館 ￥:7500 円／1 日
問:042-329-1227
認定 NPO 法人 健康体操指導ワーカーズ

何時までも元気でいたいと誰でも思います。スポー
ツは苦手と気にしておられる方、社交ダンスは天候
に左右されずできる生涯スポーツです。
日:木曜日 19:00
場:本町南町地域センター
申:直接会場へ
問:042-324-4485（竹本）
国分寺市ダンススポーツ連盟

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

ターゲット・バードゴルフ会員募集

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下さい。
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

生涯スポーツとして健康的で楽しいターゲット・バ
ードゴルフの会員を募集しています。
日:火・金曜日 11:00 13:00
場:けやき運動場
￥:年会費 6000 円
問:080-1023-7540（藤井）
国分寺 TBG 協会

有償ボランティア「くらしネット」は
暖かい地域づくりを目指します

高齢者シェアハウスのオープンデイ

この街に住む方が地域福祉に積
極的に関わる仕組み、有償ボラ
ンティアくらしネット事業は高
齢者とその家族に日常生活支援
サービス提供で元気な生活を保ち、暖かい信頼が地
域の支え合いを実現しています。
問:080-3461-5960
NPO 法人 介護サポーターズ国分寺

西国分寺駅徒歩２分に高齢者シェアハウスがあり
ます。見に来ませんか？参加費無料。
日:令和２年４月 19 日（日）14:00 17:00
場:高齢者シェアハウス返り花西国分寺
（国分寺市西恋ヶ窪 2-9-4）
申:名前・電話番号を fax:03-5941-9987 または
メール:kanrisha@kiramekukaeribana.com
NPO 法人 煌めく返り花

センター長と事務局長が代わり、４月からまた心機一転という感じの市民活動センターです。
今後ともよろしくお願いします。さて、自宅にいる時間が増えている今こそ、何か新しいこ
とに挑戦してみるというのはいかがでしょうか？楽しいことを見つけてみてください。
（T）
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