
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１面 市民活動フェスティバル開催案内  

２・３面 センター登録団体紹介コーナー、協働事業ニュース 

４面 こらぼ 70 号記念特別企画、コーディネーターカフェ開催報告 

５面 こらぼ de サロン開催報告、団体からのお知らせ、センター長通信  

６面 市民活動フェスティバルイベントスケジュール一覧 

くぶんじ協働ニュース第 70 号 

ぼ 
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こ 
令和 4 年 10 月１日発行 

こくぶんじ市民活動センター 
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会場の様子を YouTubeチャンネルで同時配信します。

内容：協働事業の模擬審査会など 

講師：斎藤奈美・山本和彦（市民活動センターコーディネーター） 

定員：15名（事前申込制）市民活動センターへご連絡ください 

Zoom：メールでお申込みください 

対象：国分寺市で活動をしている市民活動団体 
 



【令和４年度募集 提案型協働事業の第２次審査を行います（公開）】 

日時：10 月 13 日（木）14:00～ 場所：市役所第１庁舎第一・二委員会室 

※プレゼンテーション終了後の審査は非公開 

第１次審査に合格した事業の第２次審査として、団体によるプレゼンテーションと審査会委員による質

疑を上記日程にて行います。どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。 

【令和５年度実施（予定）公募型協働事業の実施団体（委託先団体）を募集します】 

公募型協働事業の委託先となる市民活動団体を下表のとおり募集します。委託先団体は書類審査と協働事業審

査会の内容審査（プレゼンテーション・質疑）で選定します。詳しくは募集要項をご覧ください。 

申し込み：10 月 14 日（金）～26 日（水）に事前に担当課へ連絡の上、申込書等を持参 

募集要項・申込書配布：担当課で配布 ※市 HPページ番号 1016075からダウンロードも可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査事業一覧】 

事業名称 提案団体 担当課（協力課） 

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 

NPO法人 

まちづくりサポート国分寺 
緑と建築課 

多職種による妊娠期から未就学児期のサポート事業 
ゆいぼっこ 

～地域につなげるサポーター'Ｓ～ 

健康推進課 

（子育て相談室） 

 

 

 

 

【公募型協働事業実施団体（委託先団体）募集事業】 

事業名称 事業概要 担当課 

こくぶんじカレッジ

協働事業 

官民連携の視点を取り入れたまちづくりに関する事業を，自ら企

画・立案・実践するまちづくりの担い手（プレイヤー及びアドバイ

ザー）を育成する連続講座の企画・運営。情報発信，講座修了生

によるプロジェクトの実践に向けた支援等も行う。 

まちづくり推進課 

（本町クリスタルビル４階） 

☎(042)-314-9006 

団体紹介 

随 時 募 集

中！ 

２ 

 

市民活動センター登録団体の活動を紹介します 

北多摩東地区更生保護女性会国分寺分区 

更生保護とは、犯罪や非行からの立ち直りを支援し、犯罪のない明るい社会を築こうとする国の事業で

す。地域に戻って再出発しようとする人たちを温かく迎え入れる地域でありたいと活動しているボランティ

ア団体の一つが更生保護女性会です。 

戦後の混乱期に行き場のない人々、少年たちを“ほっとけない”と立ち上がった女性たちが始めた活

動です。女性ならではの視点で、立ち直ろうとする人を支え、励まし、犯罪予防活動を通して明るい地域を

築く活動をしています。 

私たち国分寺分区は北多摩東地区の武蔵野・三鷹・小金井とともに活動しています。最近はコロナ禍

でなかなか活動が出来ませんが、刑務所や少年院、更生保護施設への訪問を行っています。また、“社

会を明るくする運動”にも参加しています。最近は、幸いなことに犯罪が減少傾向にあります。犯罪のない

地域づくりのため、青少年、子育て世代への支援にも力を入れています。 

 

協働事業ニュース  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

欅友会 ～市民学習会のパイオニア～ 

当会は国分寺市を中心とする多摩地区の市民学習会です。1982年の秋、国分寺市教育委員会と東

京経済大学が共催した第1回市民大学の受講者から、市民大学の閉講中も学習を続けたいとの希望が

あり、それ以来、自主的に運営している市民の生涯学習会です。 

お陰様で今年、創立40周年を迎えることができました。 

新型コロナ感染のため、当会は教室での対面学習が開けず、 

2021年は、全てオンライン（ライブ配信）で開催しました。 

ようやく、今年の4月から東京経済大学の教室で対面学習 

会が再開できました。右の写真はその教室での学習風景です。 

当会は、学習意欲のある方はどなたでも参加可能です。 

1月から7月までの土曜日に10回の学習会開催。講師は 

東京経済大学の先生を中心に、各分野の学識者を招聘し、政治・経済・社会・文化・歴史・芸術等幅広い

問題を取り上げ、ハイレベルな学習会を実施しています。皆様のご参加を歓迎いたします。                                      

会長 中村俊雄 

 

障害や認知症のために判断能力が不十分な人が、地域でその人らしく暮らし続けていくために、市民と

専門職が共に支えあう地域社会づくりを目指し、2018年 5月に設立しました。 

「障害のある子どもは親なきあとに安心して生活していけるのか」 

「認知症になったらどうしたらよいか」などについてのご相談を、 

社会福祉士や精神保健福祉士がお受けしています。また「成年 

後見制度とは？」「親なきあとのために必要な準備は？」「障害 

者年金の申請は？」「生活保護を利用するには？」などのテーマ 

で、少人数の集まりにも出向いて講座を行っています。 

昨年は、障害のある子の親なきあとの準備の一つとして、親から 

支援者への引き継ぎ書となる「ウィルあんしんノート」を作りました。 

誕生日などに定期的に書き直して更新できるように一枚ずつ手 

作業でファイリングしています。 

私たちは、法人で成年後見人になっています。社会福祉士など 

の専門職だけでなく、市民後見人養成研修を修了した市民と一 

緒に２人体制で活動しています。法人内のメンバーと連携し、ご本 

人に寄り添いながら活動を続けています。どうぞお気軽にご連絡 

ください。 

 

連絡先 

☏070-3109-2255  ✉info.npowill@gmail.com 

 
↑ウィルあんしんノート表紙 

 

特定非営利活動法人 成年後見ウィル 

３ 団体紹介原稿は随時募集しています。掲載希望はセンターまでご連絡ください。 
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市民活動センター開設当時を振りかえって 《前編》 
 

国分寺市副市長 内 藤 達 也  

（市民活動センター初代センター長）  

平成７（1995）年に発生した「阪神・淡路大震災」の救助活動、復興支援活動を契

機にわが国のNPO活動は活発化し、NPO活動が広く認知されはじめた。後にこの年は

「NPO元年」と呼ばれることになる。平成10（1998）年には、特定非営利活動推進法

（NPO法）も成立し、社会貢献活動の促進体制が法制化された。このことで更にNPO活

動が全国で活発化することになり、各自治体においてもNPO活動を支える条例づくりや 

活動の場の整備が検討された。国分寺市においても、平成13（2001）年に施行されたニセコ町「まちづくり基本

条例」に刺激され市民からの要望を受けるかたちで「まちづくり条例」の検討が始められた。市民が社会の運営に

自ら参加することで、地域の課題解決に取り組み、理想に近づける手段として、「市民参加」と「ＮＰＯと協働」は不

可欠である。しかし、参加も協働も地方自治法に規定はなく各自治体の条例等に委ねられた。 

NPOと行政が協働を進める理由は、「市民の力が発揮される社会の実現」で、これまでの経済の成長・拡大を

前提とした仕組みを続けていくことは、超高齢化社会、人口減少社会に入り「縮む社会」を迎え不可能となったこと

が最大の要因であり、それが当時の社会背景であった。国分寺市においても「ＮＰＯと市の協働」を積極的に推進

するために条例策定作業と共に「市民活動センター」の立ち上げを、平成14（2002）年４月策定の『国分寺市長

期総合計画後期基本計画』に盛り込んだ。また、同年策定の『国分寺市市民活動団体との協働に関する指針』に

おいても、「活動の場の確保」として「センターの設置」の必要性を位置付けた。そして、市民参画による２年間の準

備期間を経て、平成16（2004）年秋、「こくぶんじ市民活動センター」が待望のオープンを迎えた。現第4庁舎２階

に設置された「センター」のミッションとしては、「情報の提供」、「相談・コーディネート」、「交流・協働の促進」、「研

究・学習・講座」、「活動の場・設備の提供」などがあるが、中でも最大の使命は「協働の推進」であった。市民が社

会の運営に自ら参加することで、地域の課題解決に取り組み、より理想に近づくことは、地域における市民活動の

目的と考えられていた。 しかし・・・・（次号《後編》につづく） 

        8 月 11 日 14：00～15：30 

今回のゲストは、「ごみ・環境ビジョン 21」さんでした。メンバーは三多摩地区を中心に全国の賛助会員も

合わせると 100 人近くにもなるという大きな団体です。歴史も古く２５年以上前から活動しています。国分

寺労政会館で定期的に開催しているごみ大学セミナーにも多くの参加があり、マスコミに取り上げられること

も多いとお聞きしました。 

会員向けに隔月刊で発行する情報誌「ごみっと・SUN」は、通算で 150号以上発行され、講演会や勉強会

の詳細な報告はもちろんのこと、関連施設の見学記や企業の環境取り組みのアンケート調査結果など、たいへ

ん分かりやすく、読みやすく編集されています。ホームページでもすべての号がアーカイブとして閲覧できる

など、情報発信や蓄積も充実しています。以前は NPO 法人格を取得していましたが、NPO 法人から任意団

体にもどったことを「断捨離」とするあたりも団体のポリシーを感じさせるところでした。 

使い慣れた国分寺労政会館が 10 月に閉館になることで、今後の活動場所に苦慮されているとのことでし

た。使い勝手がよく程よい大きさの会場探しはなかなか大変だと思いますが、講演会の様子を全国の会員に伝

えるために、会場参加とオンライン参加両方に対応したハイブリッド型配信を計画されています。Zoom での

配信については、コーディネーター相談もご利用いただきましたが、今後も市民活動センターがお手伝いでき

ることがあればよいなと感じました。                報告：コーディネーター 山本和彦 

 

10月 14日（金）13:00～16:00  26日（水）10:00～13:00 

11月 ４日（金）10:00～13:00 こらぼ deサロン』開催   

14日（月）13:00～16:00  30日（水）10:00～13:00 

※市民活動に関するご質問・ご相談
等にお応えいたします。ご希望の方
はセンターまでご連絡下さい。 

   

 

 

10・11月のコーディネーター常駐日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編集後記 

読書の秋、芸術の秋など、よく○○の秋とい

いますが、センターにとってここ数年は「フェ

スの秋」です。 

今年も色んなイベントが開催されますので、

無理のない範囲で参加して、楽しんでくださ

い。（Ｔ） 

チャレンジできる子に育てよう 

～子どもの目が輝く、親の関わり方～ 
 
子育て中の保護者が対象です。１歳からの保育

あります（定員５名） 

日：11月22日（火）10:00～11:30 
場：府中市民活動センタープラッツ第５会議室 
人：50名 
費：1,000円（申込必要） 
問：090-2753-3043（髙橋） 

ママ・スコーレ 

10月１日より、第 16回こくぶんじ市民活動フェスティバルが始ま

りました。今回も分散型での開催となりましたが、より多くの皆様に

楽しんでいただけるように、６月から運営委員会で準備を進めてま

いりました。 

複数の参加団体によるコラボ企画も生まれ、更にパワーアップし

た内容となっております。開催にあたり、ご協力いただきました団体

や関係者の皆様に感謝申し上げます。 

今回は、「プレふぇすＷＥＥＫ」として、開催期間前に参加団体によ

るプチイベントを中心としたセンター会場をオープンしました。バラエ

ティに富んだ企画を楽しんでいただけたことと思います。 

その他にも、会場からのリアルタイム配信や、市民活動センターコ

ーディネーターによる「協働事業のト・リ・セ・ツ」講座などを企画して

います。 

また、今年は武蔵国分寺跡史跡指定 100周年にあたり、多くのイ

ベントが開催されています。フェスティバルでも「ダンボールのまち」

が史跡公園に復活します。市民活動団体のご協力による記念講座

なども企画されていますので、引き続き新型コロナ感染症対策にご

留意いただき、イベントをお楽しみください。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。  センター長 小坂彰久 

センター長通信 
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令和４年こらぼ deサロン開催報告 

「市民活動センターを活用しよう」シリーズ（1） 

第一弾のテーマは「蔵書」の活用でした。ウィンウィンサークル国分寺、国分寺市にふるさとをつくる会、

ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’s～の３団体にご参加いただきました。最初にセンターの蔵書コーナ

ーの存在をお聞きしましたが、まったく知られていません。みなさん、センターの一角に本が置いてあるのは

知っていても、素通りというのが実情のようです。ホームページにも蔵書の一覧が載っていますが、こちらに

ついては認知度ゼロでした。蔵書の中から活動に役立ちそうな本を何冊か選んでご紹介しましたが、新しい本

の希望については、「登記に関する解説書」というご意見がありました。 

NPO法人設立の際は、必ず登記所に行く必要があり、資産の変更登記は

毎年しなくてはならないものでしたが、2018年10月から変更が無ければ

不要となりました。しかし、少なくとも２年に１度は役員（代表理事）の

改選があるわけですので、登記する必要があります。「うちはずっと同じ人

が代表だから…」と、いうのは違います。代表に変更が無くても、再選さ

れたときは「重任」の登記が必要になってきますので、NPO法人の方は今

一度ご確認ください。 

 登記の書式等に大きな違いはないとはいえ、根拠となるNPO法は年々大きく変わっています。法人設立マ

ニュアル本も古くなっているので、あわせて新しい版を購入したいと思います。今年から大阪ボランティア協

会の市民活動情報誌「ウォロ」の定期購読も開始しました。 

新しく入った本やコーディネーターおすすめの本など、カウンター上のラックに置いていきますので、セン

ターにお越しの際はチェックしてみてください。           報告：コーディネーター 山本和彦 

 

７月25日開催 

発行・編集 2022 年 10 月１日発行 
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/     

 



  

開催日 開催時間 団体名 開催場所 

１（土） 10:00～12:00 そらしど社 開会式生配信 

１（土）～

31 日（月） 

オンライン 

配信 

国分寺であそぶ KAI YouTube チャンネル 

拡大写本こくぶんじ YouTube チャンネル 

期間中配架 こくぶんじかん編集室 インスタグラムで告知 

10:15～15:15 社会福祉法人万葉の里生活介護事業この里（平日のみ） 万葉の里この里 

３（月） 10:00～12:00 国分寺カウンセリング勉強会 ひかりプラザ 

７（金） 10:00～12:00 美しい用水の会＆ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’s～ 北町地域センター 

８（土） 
10:00～12:30 特定非営利活動法人ワーカーズ風ぐるま ぶらんこ国分寺 

9:30～11:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 福祉センター 

12（水） 10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 本多公民館 

14（金） 
13:30～15:30 国分寺の不登校を考える会 ひかりプラザ 

10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 光公民館 

15（土） 

10:00～12:00 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 

10:00～15:00 国分寺助産師会＆ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’s～ 子ども家庭支援センター 

13:00～15:30 特定非営利活動法人コアラッコ子育てサポート 市民室内プール 

16（日） 

9:30～11:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 福祉センター 

10:00～15:00 着物で写真の会 本多公民館 

10:00～17:00 ドッグラン武蔵国分寺 都立武蔵国分寺公園 

11:00～15:00 ニコトコ製作所＆ママもわたしも楽しむ親子ひろばまちのこ 都立武蔵国分寺公園 

17（月） 
10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 ひかりプラザ 

10:00～12:00 国分寺カウンセリング勉強会 ひかりプラザ 

18（火） 
13:00～13:30 特定非営利活動法人コアラッコ子育てサポート Zoom 

14:00～16:00 かたらい アクティ・ココブンジ 

19（水） 10:00～16:00 ママもわたしも楽しむ親子ひろばまちのこ ひかりプラザ 

20（木） 9:00～10:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 いきいきセンター 

21（金） 
10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 光公民館 

16:00～17:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 西町地域センター 

22（土） 10:00～15:00 特定非営利活動法人まちづくりサポート国分寺 国分寺駅北口駅前広場 

24（月） 
10:30～12:00 

ゆいぼっこ～地域につなげるサポーター’s～ 

特定非営利活動法人コアラッコ子育てサポート 

市民室内プール 

 

14:00～15:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 並木公民館 

25（火） 
10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 ひかりプラザ 

10:00～12:00 国分寺の不登校を考える会 くにきたベース 

26（水） 10:00～11:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 本多公民館 

27（木） 

9:00～10:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 いきいきセンター 

10:00～11:30 ママもわたしも楽しむ親子ひろばまちのこ いずみホール 

13:30～15:30 光パソコンの会 光公民館 

28（金） 16:00～17:00 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 西町地域センター 

29（土） 10:00～11:30 

認定特定非営利活動法人健康体操指導ワーカーズ 

自立生活体操をひろめる会 

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 

もとまち公民館 

30（日） 10:00～16:00 国分寺であそぶ KAI 共催：協働コミュニティ課 国分寺跡じゃり広場 

31（月） 14:00～15:30 一般社団法人日本スポーツウエルネス吹矢協会国分寺中央支部 並木公民館 
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