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武蔵野プレイス

市民活動フロアだより

Coming Soon!

Next...

11：15～12：15

10：00～11：00 心のこもったぬくもりのある年賀状を！

身近な外国人とのつきあい方のヒント

音楽療法を知ろう！！そして、ちょっと体験！

知って納得！地球にやさしい太陽光発電所を増やそう！

地域で仕事をはじめる

親と子のはなまる婚活塾

13：30～14：30

14：45～15：45

16：00～17：00

17：15～18：00

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

５時間目

６時間目

時　　間 授　　業

NPO法人むさしの市民エネルギー

ピナツボ復興むさしのネット
(ピナット日本語教室）

NPO法人結婚相談NPO

NPO法人ワーカーズコープ

NPO法人音楽療法の会武蔵野

79の会

市民先生

こんにちは！武蔵野プレイス市民活動支援担当です！今回も市民活動フロアの冬の事業が盛りだくさんです。
また、登録市民活動団体の皆様へ、来年度に向けた重要なお知らせもありますので、ぜひご覧ください。

もうひとつの学び場　市民活動学校2014

　武蔵野プレイスでは、市民活動支援の一環として、社会や地域の課題に対する気づきを促すアイデアを登録
市民活動団体から募り、市民に向けて行う市民活動団体企画講座を実施いたします。
　平成26年度は12の企画の応募があり、10月23日に公開プレゼンテーションを行いました。選考の結果、以下
の2団体の企画が採用となりました。
　※企画の詳細や申込方法は、開催1ヵ月ほど前より武蔵野プレイスＨＰや市報等でお知らせします。

平成26年12月23日[火・祝]  武蔵野プレイス1階ギャラリー
　昨年も大変ご好評をいただきました「市民活動学校」を今年も開催します。
　市民活動学校は、プレイスに登録している市民活動団体が「市民先生」となり、日頃取り組んでいる課題やテーマ
についての公開授業を行います。授業は１コマ１時間程度の全６授業、内容はとても多彩です。一人でも楽しく参
加でき、興味があればいくつでも参加可能です。
　団体の取組みを「学び」ながら、気になる「活動」について参加できるきっかけになるかもしれません。市民が一緒
に学び、一緒に考える。新しい出会いと学びの場へ是非お越しください！

○定　員： 各回20名程度（事前予約・空きがあれば当日参加も可！)
○参加費： 無料（一部材料費あり）
○申　込： 先着順受付。電話または直接市民活動カウンターへ。
○受付期間： 11月15日（土）～12月15日(月)

市民活動団体企画講座「プレイス・みんなの講座」

吉祥寺マンション研究所　
　「クイズ・武蔵野歴史物語」(仮)　平成27年2月実施予定

花と空間プロデュース・アイビー
　「男のいけばな道場～お花をいける、あなたが活きる 第二章」(仮)　平成27年3月実施予定



市民活動講演会「人生は 8合目からがおもしろい」を開催しました。

2　市民活動フロアだより

　世界の山々を登頂したとは思えないような小柄な姿の田部井さんは、大きな拍手に迎えられ登場されました。
ユーモアを交えながらもパワーあふれる話しぶりと、8848ｍのエベレスト世界女性初の登頂を果たした時の貴重
な写真に、会場を埋め尽くした多くの参加者も引き込まれていきました。
　世界の峰々を楽しむ一方で、東日本大震災の被害を憂い、  被災者を
支援する活動についても熱く語られました。故郷福島で避難されている
方々をハイキングに誘い笑顔を取り戻してもらいたい、また被災した
東北の高校生と一緒に富士山を目指し、日本一の山から勇気と元気を
もらってほしいと願う田部井さんの思いは、  参加者それぞれの心に
響いたことでしょう。
　これまでの登山の経験から、誰かのために自分ができることとして
始めた活動を、体力が続く限り行っていきたいという力強い気持ちが
伝わり、社会のために一歩踏み出すきっかけをいただいた講演会と
なりました。

11月3日(月・祝)、登山家・田部井淳子さんを講師に招きました。

　講演会に先がけて開催した写真展では、田部井さんが支援している活動と、
臨場感あふれる山の様子を展示しました。
　来場された方は、高校生と映る田部井さんの笑顔に優しさを見出し、美しい
風景と力強い姿に圧倒されていたようです。さらに会場では、思いを語る数々
の著書も貸し出しし、講演会の期待が高まるプレイスならではの企画となり
ました。
　また、田部井さんと同様に自然の中で社会貢献活動をする機会の紹介とし
て、武蔵野市総合体育館にある野外活動センターで募集している「野外活動
サポートスタッフ」の様子も多くの方にご覧いただきました。

▲ギャラリーでの写真展の様子。

▲「みんなが納得する！意見のまとめ方」の
様子。ワークを通じて情報交換が行われた。

▲壇上で思いを語る田部井さん。

いずれの回も定員を超えるお申込みをいただき、関心の高さがうかがえました。

　１0月4日 (土 )、第4回市民活動フロア運営協議会を開催しました。
　市民活動団体企画講座や、登録団体が講師として授業を行うプレイスフェスタ事業「市民活動学校」につ
いての説明、１月に開催する市民活動フロア懇談会の進行役の決定、また次年度の市民活動支援に関する企
画についての意見を募り、プレイスの特徴を活かした企画、地域や社会的課題に取り組む企画を望む声があ
がりました。

市民活動マネジメント講座（広報、コミュニケーション）を開催しました。

●みんなの力を引き出す、ファシリテーション講座 （2回講座）
 　第1回(10月15日)  「がんばらない会議」の手法
 　第2回(10月24日)  みんなが納得する！意見のまとめ方

●広報初心者のための「伝わる」キャッチコピー＆デザイン （3回講座）
　 第1回(9月18日）    「伝わる」広報～明日から使えるポイント10
 　第2回(9月25日)　 「伝わる」キャッチコピー～言葉の整理と選び方
 　第3回(10月2日) 　「伝わる」デザイン～実践から学ぶチラシの基礎レイアウト

平成26年度第4回市民活動フロア運営協議会を開催しました。



団体イベント情報
登録市民活動団体

2014/12/15~2015/3/15  実施予定

登録市民活動団体のイベント・講座情報を掲載いたします。
イベントの内容については、詳細は各団体の問合せ先へご
確認ください。

市民活動フロアだより　3

　　　　フロアだより14号（3月1日発行予定）の掲載記事募集
　　　　　　　　　 平成27年１月５日（月）より※
掲載申込書は、市民活動カウンターで配布または武蔵野プレイスHPでダウンロードできます。
また、イベント・講座の参加者からの掲載内容の確認およびトラブル発生時は、各団体でご対応
ください。

―登録市民活動団体の方へ―

※対象となるイベント実施期間

平成 27年 3月 15日
～ 6月 15日

【日　時】平成27年3月 7日(土)・8日(日)　9:30～16:30
【場　所】有限会社ナビット  飯田橋セミナールーム
　　　　  (千代田区飯田橋）
【内　容】発達に遅れや偏りのある児童に対し効果的な音楽療法
　　　　を実施できるよう、応用行動分析学の理論を活用した
　　　　支援技術の習得を目的にします。
　　　    講師：松﨑敦子（学会認定音楽療法士、 慶應義塾大学　
　　　  　　    社会学研究科、MAP理事）
【対　象】音楽療法に関心のある方
【参加費等】会員12,000円/2日、非会員20,000円/2日

MAP音楽療法講座応用編
応用行動分析学的アプローチ

【問合せ】特定非営利活動法人ミュージックasパレット
　　　　　　E-Mail :  map-de-go.2004@herb.ocn.ne.jp
　　　　 　HP :  http://homepage3.nifty.com/MAP/
　　　　   　担当：草田

【日　時】平成27年2月7日(土)
【場　所】武蔵野プレイス4階フォーラム　10:00～12:20
【内　容】障がいのある家族がトラブルを起こしたらどうしたら　
　　　    いいか。知らないうちに巻きこまれたらどうなるか。　　
　　  　  そうした事例を支援する弁護士の方々に、基本的な
　　　　法律知識を教えていただきます。
【対　象】発達障がい児者の親、家族、支援者、関心のある方
【参加費等】500円

トラブルシューター出前講座
～(発達)障がいのある方の法的支援①～

【問合せ】　しょーとてんぱー
　　　　(発達・知的障害児余暇活動サークル）
　　　　　　TEL  :  090-5805-9783
　　　　　　E-Mail :  st2014kikaku@gmail.com
　　　　　　HP :  http://shorttemper.blog.fc2.com/
　　　　　　　　（HPは「しょーとてんぱー」で検索可。問合・申込用メールフォーム有。）
　　　　　　担当：田中

【日　時】平成27年1月17日(土) 13:30～16:00
　　　　　　　　 1月 31日(土) 18:00～20:00
【場　所】吉祥寺美術館音楽室
【内　容】17日：作業療法士山﨑郁子先生の「高齢者の為の
　　　　音楽療法」(高齢者ゆえの症状・障害の改善に音楽を
　　　　如何に適切に活用するか）
　　　　31日：著書『歌って元気、心とからだ』を使って、
　　　　実践のしかたを学びませんか？
【対　象】資格は不要。 高齢者施設で音楽療法に携わる人・
　　　　ボランティアの人・興味のある人・スキルアップ
　　　　をしたい人対象。
【参加費等】2回通し券3,000円、1回券1,700円

音楽療法アドバイザー養成講座
「歌って元気、心とからだ」

【問合せ】NPO法人高齢者の音楽を考える会
　　　　　TEL :  0422-49-4413 (KOKOの会事務局）
　　　　　E-mail：  npokoko@gmail.com
　　　　　HP :  http://2style.jp/npokoko/
    　　　　担当：渡辺・浅川・川尻

【日　時】平成27年2月 8日(日) 13:30～16:45
【場　所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【内　容】講演会と相談会を開催します。
　　　　テーマは、「障害者と共に明るい未来を築くには」。
　　　　障害者とその家族が生き生きと暮らせる社会的支援の
　　　　方法や、親が亡くなった後も障害者が安心して暮ら
　　　　せる経済的基盤のつくり方をお話します。
【対　象】障害を持つ方のご家族や福祉関係者。
【参加費等】資料代と相談料：計1,000円

ファイナンシャルプランナーによる
むさしの FPフェスタ 2015

【問合せ】  特定非営利活動法人ＦＰ武蔵野グループ
　　　　　　TEL :  0422-51-2628
　　　　　　E-Mail :  fpmusashino@parkcity.ne.jp
　　　　 　 HP :  http://www.fp-musashino.com/
　　　　　 担当 : 今村
 　　　　　共催 : NPO 法人ペピータ



登録市民活動団体のみなさまへ
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発　  行  　日：平成 2６年 12 月 4 日
発　　　　行：（公財）武蔵野生涯学習振興事業団
 お 問 合 せ：武蔵野プレイス　市民活動支援担当
〒180-0023 東京都武蔵野市境南町２-３-18
（武蔵境駅南口徒歩 1 分）
Tel :  0422(30)1903　Fax :  0422(30)1971
e-mail  :  gr-shikatu@musashino.or . jp
http://www.musashino.or . jp/place.html
（バックナンバーも HP でご覧になれます。）

『ダンゼン得する　知りたいことがパッとわかる
　　　　NPO法人のつくり方がよくわかる本』
　「NPO法人とは？」というはじめの一歩から、「NPO法人になって変更があったとき」といっ
た設立後に必要な実務まで、長い期間テキストとして使える１冊です。
　本文は図解を多く使用し、2 色刷りで解説されているため、ポイントがより見やすく仕上
がっています。巻末には索引があり、調べたい言葉からも検索できるようになっています。
　また、1番のおススメは、著者が作成した『NPO法人設立チェックシート』です。このシー
トを活用すると、設立時に必要な項目が事前に確認でき、申請書類をスムーズに作成する
ためのガイドラインとして使えます。
　この本１冊読めば、知識がなくてもNPOのことがよく分かるようになりますよ。興味のあ
る方、設立を検討している方、ぜひ一度読んでみて下さい。（小倉）

　※今回ご紹介した書籍は、武蔵野プレイス２階SHコーナーにございます。

渕こずえ　著
発　行：株式会社ソーテック社
出版年：2013 年
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 予告！

武蔵野プレイスより、アンケートのお願いです
　武蔵野プレイスがオープンして３年が過ぎました。登録された市民活動団体は 300 を超え、今では市民活動フロ
アで日々さまざまな活動をする団体の姿が見られます。
　そこで、今後のより充実した市民活動支援のため、市民活動フロアの利用状況・事業等について、アンケートを
実施させていただきます。
　平成 26 年度内に、全登録市民活動団体にお送りいたしますので、ぜひご協力をお願いいたします。

武蔵野プレイス登録市民活動団体の更新手続きについて
　武蔵野プレイス登録市民活動団体には、有効期限があることをご存知ですか？
　登録日から3年後の年度末（3月31日）が有効期限となるため、平成23年7月9日～平成24年3月31日までに登録された
団体は、平成27年3月に更新時期を迎えます。（有効期限は、登録時にお渡ししました「武蔵野プレイス登録市民活動団
体登録承認書」にも記載されています。）
　該当する団体には平成26年度内にお手続きの詳細をお送りしますので、ご確認のうえ更新を行ってください。

　法人設立に関する講座を平成27年2月に開催予定です。
　ＮＰＯ法人について理解し、法人設立のために何が必要か学べる講座です。
　講座の詳細や申込方法は、開催1ヵ月ほど前より武蔵野プレイスＨＰや市報等でお知らせします。


