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令和３年 10 月１日発行

こくぶんじ市民活動センター

第 15 回市民活動フェスティバル開催案内、センター長通信
協働ニュース、新着図書
新規登録団体のＰＲ文ご紹介、団体からのお知らせ
市民活動フェスティバルのイベント一覧

期 間 中 のイベントのご案 内 や、コーディネーター企 画 の
イベントや市 民 活 動 団 体 のチラシ等 を配 架 しています。
※各イベントは感染症対策に充分配慮して開催いたします。

センター長通信
10 月 9 日より、2 年半ぶりの市民活動フェスティバルが開催されます。
多くのイベントが中止や縮小を余儀なくされる中、期間開催と分散型という新しい手法で実施する第 15 回のフェ
スティバルは、市民活動団体の創造性・独創性から発案されたものであり、まさに市民活動の在り方を示したものと
思います。これまでと形は違いますが、フェスティバルのワクワク感は変わらず、楽しみです。
また、今回オンラインのみで活動という新しい参加方法が出来ました。団体の活動にそぐわないため、オンライン
化が難しい団体もあるかと思いますが、新しいツールを積極的に使い、活動の機動性を上げ、変化していけるという
のも市民活動団体の良さだと思います。オンラインも含めて、各団体の新しい活動へのアイディアなどがあれば私た
ちにもご紹介ください。市民活動センターを通して、団体の皆さまにもご紹介させていただければと思います。
開催までもう間もなくです。改めて運営委員会を含め、開催にご尽力いただいた団体の皆様に敬意を表します。

センター長 新出尚三
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協働事業ニュース
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催が延期になる可能性があります。
市 HP などで最新情報をご確認のうえお越しください。

【開催延期となった「令和 2 年度実施 協働事業の報告」を行います（公開）】
６月４日から延期しておりました、令和２年度実施の協働事業の事業報告を公開で行います。どなたでも傍
聴できますので、ぜひ今後の協働事業の参考にしてください。

【日時】10 月 5 日（火）午後 1 時～【場所】リオンホール（cocobunji WEST 5 階）
種別
提
案
型

公
募
型

事業名
小さい子どもを育てる人のための本の時間

提案団体
ははがよむ

北の原地域センター運営に関するサポート事業

ふれあい北の原

協働コミュニティ課

ぶんじデザインラボ協働事業

特定非営利活動法人
MY style アット

まちづくり推進課

市民室内プール親子ひろば

コアラッコ・親子ひろば 子育て相談室
サポート国分寺
特定非営利活動法人
子ども子育て事業課
冒険遊び場の会

こくぶんじ青空ひろば事業
国分寺市職員 NPO 派遣研修業務委託

担当課

図書館課
（協力課：公民館課）

国 分 寺 ・ 協 働 を 進 め る 協働コミュニティ課
NPO 連絡会

【「令和 3 年度募集 提案型協働事業 第 2 次審査」を行います（公開）】
第１次審査に合格した提案型協働事業の第２次審査（プレゼンテーションと審査会委員の質疑）を公開で行
います。どなたでも傍聴できます。

【日時】10 月 14 日（木）午後 2 時～【場所】市役所第 1 庁舎第一・二委員会室
事業名称
多職種による妊娠期から未就学児期のサポート事業
国分寺エリアの「野川整備計画」の早期実現の気運醸成の
ため「野川源流スクール」
（自慢できる源流のまちへ）
開講事業

①

③

２

②

④

提案団体
ゆいぼっこ
～地域につなげるサポーター'S～
NPO まちづくりサポート国分寺

担当課
健康推進課
緑と建築課

新 着 図 書
①地域とゆるくつながろう！-サードプレイスと関係人口の時代石山恒貴著／静岡新聞社発行
②コミュニティ・オーガナイジング
-ほしい未来をみんなで創る 5 つのステップ鎌田華乃子著／英治出版発行
③非営利団体の資金調達ハンドブック
徳永洋子著／時事通信出版局発行
④地域協働のマネジメント
佐々木利廣著／中央経済社発行

令和３年度、新規登録団体の PR 文を紹介します。

市民活動センター登録団体紹介

一緒になにかできるかも！参加してみたい！など、興味
のある方は市民活動センターまでご一報ください！

自主保育サークルハンティントン
未就園児と保護者が毎週木曜日の午前中、国分寺市プレイステーションに集まって外遊びをする自主保
育サークルです。顔見知りができるときっと心強いはず。体調や予定に合わせてゆる～く活動できるの
で、ぜひ気軽に見学に来てくださいね。

友愛会
泉町二丁目、三丁目の高齢者（65 歳以上）の老人クラブ。高齢者の地域で仲間づくり「一人にならな
い」「一人にしない」を合言葉に活動しています。

国分寺赤米会
「縄文時代の古代米復活で国分寺の魅力アップを」を合言葉に、市内農地で「武蔵国分寺種赤米」の栽
培に取組んでいます。ご一緒に収穫の喜びを味わいませんか？

どりーむさぽーと LABO
知ってよかった！という情報、心が軽くなり背中押された！という勇気、仲間ができ安心した生活と人
生になった！という活力を創る活動をしています。ご興味ある方はメールにてお問い合せ下さい。

団体からの
自宅のパソコンでボランティア
始めませんか？

会員募集
欅友会は、毎年１月～６月まで10回の学習会を開催。
講師は大学教授。
年会費３千円。
オンラインと対面授業。
11月募集開始。

ご自宅のパソコンで出来るホームボランティアです。
視力の弱い児童のために、文字や絵を拡大した教科
書を一緒に作りませんか。
問：kakudai185＠gmail.com

問：042-313-8442（中村）

拡大写本こくぶんじ

欅友会

コーディネーター常駐日のお知らせ
市民活動に関するご相談や Zoom の使い方な
ど、1 団体１時間の予約制です。
ご希望の方は市民活動センターまでご連絡く
ださい。（予約状況はホームページからもご確
認いただけます。
）
11 月 08 日（月） 10:00～13:00
11 月 17 日（水） 10:00～13:00
11 月 30 日（火） 13:30～16:30
12 月は 10、15、21 日を予定しています

団員募集
オペラ歌手小林由樹先生指導。「スタバトマーテル」
「花に寄せて」「三つの聖歌」など練習中。
月３回月曜日10～12時いずみホール、本多公民館、
国立こうようで活動。入団費３千円、月団費５千円
問：050-3700-1769（岩井）
http://marchiwiw.wixsite.com/mysite

女声合唱団ぶどうの木

【編集後記】いよいよ 10 月９日（土）から第 15 回市民活動フェスティバルが始まります。今までとは違い、色々な場所で参加団体が活動を
紹介します。普段通りの活動がみられるチャンス！どうぞ皆様ご参加下さい（R）
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イベント一覧
開催日

開催時間

団体名

開催場所

10/８（金） 10 時～

国分寺市“社会を明るくする運動”推進委員会

本多公民館

10/９（土） ９時半～

認定特定非営利活動法人

本町･南町地域センター

10 時～
10/10（日） ９～11 時半
10～14 時

国分寺市“社会を明るくする運動”推進委員会

本多公民館

一般社団法人

福祉センター

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部

ニコトコ製作所

都立武蔵国分寺公園

特定非営利活動法人
10/11（月） 13 時半～

健康体操指導ワーカーズ

まちづくりサポート国分寺

認定特定非営利活動法人
特定非営利活動法人

健康体操指導ワーカーズ

まちづくりサポート国分寺

国分寺駅周辺
もとまち地域センター
国分寺駅周辺

10/12（火） ９時半～11 時半

一般社団法人

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部

ひかりプラザ

10/13（水） ９時半～11 時半

一般社団法人

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部

本多公民館

拡大写本こくぶんじ

ボランティア活動センターこくぶんじ

ママもわたしも楽しむ親子ひろば『まちのこ』ピラティス

ひかりﾌﾟﾗｻﾞ

10/16（土） 14～16 時

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

アクティ・ココブンジ

10/17（日） 10～11 時半

ドッグラン武蔵国分寺（雨天中止）

都立武蔵国分寺公園

10/18（月） ９時半～11 時半

一般社団法人

ひかりプラザ

10～12 時

10～12 時

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部

国分寺カウンセリング勉強会

ひかりプラザ

10/19（火） 13 時半～14 時

コアラッコ子育てサポート

YouTube チャンネル

10/20（水） 10～12 時

拡大写本こくぶんじ

ボランティア活動センターこくぶんじ

10/22（金） 10 時～

認定特定非営利活動法人

10～12 時
10/23（土） 午前

健康体操指導ワーカーズ

福祉センター

ママもわたしも楽しむ親子ひろば『まちのこ』おかたづけ

ひかりプラザ

mamaco forest

ひかりプラザ

９～11 時半

一般社団法人

10～16 時

美しい用水の会（雨天時は 10/24（日）
）

並木公民館北側砂川用水

10/24（日） 10～16 時半

公益社団法人

cocobunji プラザ

10/26（火） 10～10 時半

コアラッコ子育てサポート

Zoom

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

国分寺労政会館

mamaco forest

ひかりプラザ

10～11 時半
10/27（水） 午前

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部
日本山岳会東京多摩支部

９時半～11 時半

一般社団法人

10～12 時

拡大写本こくぶんじ

ボランティア活動センターこくぶんじ

13～15 時

ママもわたしも楽しむ親子ひろば『まちのこ』子どもアトリエ

ひかりプラザ

10/28（木） 13 時半～15 時

光パソコンの会

光公民館

10/30（土） 20～21 時

地域つながり協力隊

Zoom

10/31（日） 20～21 時

地域つながり協力隊

Zoom

11/1（月）

国分寺カウンセリング勉強会

ひかりプラザ

国分寺であそぶ KAI

YouTube チャンネル

そらしど社（おんがく絵本プロジェクト）

YouTube チャンネル

社会福祉法人

万葉の里この里施設前

10～12 時

10/９（土）
オンライン配信
～
11/５（金） 10～15 時

日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺支部

福祉センター

万葉の里生活介護事業この里（平日）

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）
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本多公民館

