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こらぼ de サロン開催！講座開催報告、コーディネーター常駐日
センター登録団体紹介
協働事業ニュース、センター長通信
団体からのお知らせ、センターからのお知らせ

こらぼ de サロン

市民活動センターがアクティに移設して一年が経過し、

少しずつ地域の方に認識されてきているところです。平成 30 年に開催した『こらぼ de サロン』では、
今後の市民活動センターについてというテーマで団体の皆さんから様々なご意見を伺いましたが、新し
い場所に移り、改めて皆さんと一緒に今後の市民活動センターについてお話しさせていただく場をご用
意いたしました。ぜひご参加ください。
日時：①令和 3 年 2 月 1 日（月）14:00～15:30（Ｂホール）
②令和 3 年 2 月 10 日（水）18:00～19:30（Ａホール）

＊どちらも同じ内容で開催しますので
ご都合の良い日にご参加ください。

会場：リオンホール（cocobunji WEST ５階）
※ご参加いただける場合はセンターまでご連絡をお願いします。

市民活動団体向け講座

令和２年 11 月 9 日（月）リオンホールにて開催

『ＳＤＧs 入門～知っておきたい私とＳＤＧs のつながり～』開催報告
みなさん「SDGs」をご存じでしょうか。
カラフルなパネルや、スーツの胸元の丸いバッチなど、最近目にする機会も増えまし
たが、「よくわからない」「自分には関係ない」と感じている方も多いと思います。
講師の高橋朝美さんの「SDGs を知ることで自分たちの活動が、もっと地域をよくできるかもしれない！ と
思ってもらえると嬉しい」との言葉からスタートした講座は、SDGs が作られた背景やポイント、実施手段
などのお話しの後、個人ワークを行いました。この個人ワークでは、参加者それぞれが自分の活動と SDGs
の 17 のゴールとのつながりを確認することにより、より SDGs を身近に感じることが目的です。
SDGs は持続可能な開発のためのアジェンダ（行動計画）であり必要条件である
こと。ゴールを達成するためには、経済・社会・環境の全ての側面を調和させるこ
とが必要であること。そして、「世界を変革する」「誰一人取り残さないことを誓
う」という強いメッセージが記されていることを学びました。
今、地球の環境、経済、社会は複雑で多くの課題を抱えています。SDGs は地球
に生きている全ての人が、豊かに暮らし続けていくための道しるべであり、解決のための方策です。そして、
多様な課題の解決に取り組んでいる市民活動団体のみなさんのパートナーシップは SDGs 達成には不可欠で
す。SDGs をきっかけに、他分野の団体との連携を進める事に取り組んでみませんか。

【コーディネーター常駐日のお知らせ】
１／29（金）・２／８（月）13 時～17 時
２／25（木）10 時～13 時
相談は予約制のため、事前にお問合せ下さい。

～最近の相談事例から～
コロナ感染症の拡大により Web 会議の需要が高まっ
ています。制限はあるものの無料で、市民活動団体にも
使い勝手の良いシステムが「Zoom」です。
どうやって始めたらよいのか、サインアップは必要なの
か、画面共有って何？など、実際にパソコンの画面を動
かしながらレクチャーします。
ご自身のノート PC があればお持ちください。
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センター登録団体紹介コーナー

団体紹介
随時募集中！

にこさんぽ編集室
にこさんぽ編集室では、“西国分寺（国分寺）の好きなところ”を描いたフリーペーパー『にこさんぽ』を制
作・無料配布しています。
コロナの影響で制作を見合わせていましたが、先日約 10 ヶ月ぶりに第 6 号を発行しました。
「自主保育サークル“ハンティントン”を体験してきました！」と題し、親子で楽しく外遊びができる場を紹介し
ています。この号は「コロナ渦で心細く育児をしている方に伝えたい、どうか届いてほしい」という思いで制作し
ました。思いに賛同してくださった方々が配架場所を紹介してくださり、また市役所やお店の方々が快く置いて
くださった結果、いつもは 100 部ほどのところ、今回は計 49 箇所・約 1,500 部も配架することができました。
この場をお借りして心よりお礼申し上げます。今回配布をしながら各所を回りましたが、コロナで厳しい中、お
店を存続してくださることのありがたさや、SNS ではなく直接お会いすることのうれしさを感じました。そして
“街は人でできている”ということにも気づくことができました。
国分寺にはすでにたくさんのことが揃っているので、身近にあるものに改めて目を向けてみようと始めた
『にこさんぽ』。しかし今月号の配布を通して“すでにあったもの”ではなく、
“たくさんの方々が築いてくださったもの”なのだと痛感しました。これからも
細く長く日常の中にあるちょっとした楽しみを描いていけたらと思っています。
紙にもこだわっているので、街で見かけられたら是非お手にとってご覧下さ
いませ。
第 6 号を置かせていただける場所を引き続き募集しています。
インスタグラム（https://www.instagram.com/niko_sampo/）や
メール（25sampo@gmail.com）にてお声がけいただけますと幸いです。
配布場所や活動内容はインスタグラムにてお知らせしています。覗いてい
ただけるとうれしいです。

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
この会は、家庭・職場・介護・地域社会で、「自分も相手も関係も大切にする、温かい人間関係の輪」が広が
ることを目指しています。それを可能にする、効果的なコミュニケーションの方法
（ゴードンメソッド/親業）を紹介したり、日常で実践できるように仲間と学ぶ場
を提供したりするため、2017 年に発足しました。
「みんな違ってみんないい」という有名なフレーズに、多くの人が共感しますが、
日常でそう思えることばかりではありません。わかり合えないと感じると、ストレス
になります。親子間に限らず、全ての人間関係で活かせる、「聞き方・話し方」の
コツを手に入れませんか。誰でも練習できます。
毎月 1 回（原則第 3 土曜日午後）、「ウィンウィンカフェ」と称して、体験会を開 2019年４月 市民活動フェスティバル
催しています。具体的な事例紹介を通して、わかり合える会話のコツを考えていき
ます。また、毎年 12 月には、「ウィンウィンな話し合い」を体験するワークショップ
「ケンカしないでいい案出そう！」の開催が定着してきました。コロナ禍でも、継続
することに意義があると考え、2020 年も感染予防対策をして小規模で開催しま
した。
どのような活動にも、チームワークが大切。そのベースとなるのが、話し合いです。
2021 年は、他団体の方たちとも協働できることがあればと考えています。
ご連絡をお待ちしています。
（代表：親業訓練インストラクター大野志津子 winwinkbj＠gmail.com）
2020年12月 ワークショップ
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協働事業ニュース
【協働事業のお知らせ】
① 今年度市で募集をした提案型協働事業について、下記団体の提案した２事業が協働事業審査会（令和２年
10 月 13 日実施）にて採択されました。
提案型
採択事業名

多職種による妊娠期からのサポート事業

「市重要史跡恋ヶ窪分水」活用事業

団体

ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’S～

美しい用水の会

担当課

健康推進課

ふるさと文化財課

協力課
内容

―

学校指導課

産後うつや育児ノイローゼなどによる孤立育児の解消、
虐待防止を目指し、現在行政では対応していない妊婦の
夜間電話相談や、平日夜間や日曜日等の地域での「自
助・共助」を意識した講座や参加者同士の交流会を開催。
また、妊娠者のパートナーも参加しやすい講座を企画
し、パートナーの仲間づくりを推奨し、積極的な育児参
加を促す内容とし、現在の行政事業を補完する内容。

小学４年生の社会科・総合学習の一環
として、重要史跡恋ヶ窪村分水につい
て学習、見学する機会を設ける。令和
３年度は２校実施予定。

② 今年度市で募集をした公募型協働事業について、下記の２団体が協働事業審査会（令和２年 11 月 17 日実
施）にて採択されました。
公募型
事業名

こくぶんじ青空ひろば事業

こくぶんじカレッジ協働事業

採択団体

認定ＮＰＯ法人 冒険遊び場の会

ＮＰＯ法人 MY style アット

担当課

子ども子育て事業課

まちづくり推進課

実施期間

Ｒ３.４.１～Ｒ６.３.31

Ｒ３.４.１～Ｒ５.３.31

【市職員ＮＰＯ派遣研修について】
今年度はコロナウイルス感染症拡大防止の観点により、市民活動団体の活動現場での実習は控えさせていただき
ました。受入れ予定をされていた団体の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。職員研修とし
ては、座学にて市内の NPO 等の組織や活動を知り、NPO が地域の課題や社会問題の解決をどのように担っている
かを学ぶ機会を設ける予定です。また、来年度コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、職員研修の受け入れ
について引き続き御協力いただけますようお願いいたします。

【令和３年度募集（令和４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。募集期間前でも、毎月のコーディネーター常駐日に団体の
提案内容等について相談を受付しています。相談時間は１時間程度で事前予約制となります。皆様からのご提案を
お待ちしています。詳細は令和３年５月１日号市報にてお知らせする予定です。

センター長通信
昨年のセンター長通信は、ほぼ新型コロナウイルス感染症に関する内容となってしまいましたが、
令和３年はコロナ以外のお話が出来るよう、心より願っております。
令和２年９月にはアクティ・ココブンジに公共施設予約システムが導入され、会議室のご利用状況も徐々
に戻りつつあります。利用人数制限やマスク着用等へのみなさまのご協力によるものと感謝しております。
団体のみなさまも、この 1 年で活動に大きな変化があったのではないでしょうか。今年度より、団体のお
困りごとなどの相談に対応できるよう、コーディネーターのセンター常駐日を設けました。ぜひ、お気軽に
ご利用ください。
また、本年度は中止となりました市民活動フェスティバルについては、運営委員会で次年度の開催方法等
が検討されております。例年同様とはいかないと思いますが、時代に即した開催方法に変化していかなけれ
ばならないと感じています。
今年もみなさまの活動に寄り添った施設として運営できるよう努力してまいります。どうぞよろしくお願
いいたします。
センター長 新出 尚三
３

団体からの
センターからのお知らせ
◆印刷機利用台帳変更について◆

団員募集！

12 月より印刷機利用台帳を変更しました。これに
伴い、各団体の方の利用枚数等を印刷機カウンター
に表示される実数で記載させていただきます。
印刷機にはアイドリング機能（データ消去等）があ
るため、実際の原稿枚数と若干のずれが発生する場
合がありますが、ご理解ご協力をお願いいたしま
す。利用枚数の記載もスタッフが行うこととなりまし
た。ご不明な点はお問合せください。
女声合唱団

ぶどうの木

◆市民活動フェスティバルの開催について◆
今年度、新型コロナウイルス感染症拡大のため中

「安全で住みよいまちづくり」
に参加しませんか！

止となりました市民活動フェスティバルですが、来年
度は感染症予防対策をした上での開催を計画して
います。詳細は次号でお知らせします。
◆◆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

防災まちづくり 27 会

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

北町４丁目防災訓練

をお願いします。

編 集 後

北町防災会

あけましておめでとうございます。
今年は、センタースタッフ一同
「コロナに負けないぞ！」の思いで、
フェスティバル、こらぼ de サロンなど
イベントを開催する予定です。
どうぞよろしくお願いします。
（R）
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