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武蔵野プレイス

市民活動フロアだより

▶

市民活動のツボ　拡大版

近日入荷予定！

こんにちは！武蔵野プレイス市民活動支援担当です！今回は、毎号ご好評をいただいているコーナー「市民活動
のツボ」を拡大してお届けします！また、登録市民活動団体からのお知らせも盛りだくさんです。

市民活動について知りたいこと、困ったことは、プレイスの情報をご活用ください！今回は、フロアだよりの図書紹介コーナー
「市民活動のツボ」拡大版として、スタッフがプレイス館内から選んだ市民活動関連本をご紹介します。

市民活動、生涯学習、コミュニケーションといったテーマの本が集められています。
これから市民活動をはじめようと思っている方向けの本から、団体の運営に関する
マニュアル本まで幅広く取り揃えています。もちろん、図書館カードがあれば貸出
もできますよ！

３階　市民活動情報コーナー

２階　テーマライブラリー
　　   （SHコーナー）

★『イイこと生活12ヵ月　フツーに楽しむ社会貢献イロイロ』
藤原千尋／著　WAVE出版

　身近なところにある「社会をよくするための入り口」が紹介されている本です。「イベントに
参加する」「『緑提灯』の店で食べる」など、今日からでも始められそうなことがたくさん紹介さ
れている、とても読みやすい一冊。「ちょっと社会にいいコトをしてみたい」という方、社会貢献
の第一歩としてこの本を手に取ってみてはいかがですか？（図書館・嶋）

★『アイスブレイク　出会いの仕掛け人になる』
今村光章／著　晶文社

　アイスブレイクとは、知らない人同士が集まったときなど、場が緊張している状態（アイス）を
壊して、話しやすい雰囲気を作るための仕掛けのこと。この本には、10分くらいでできる簡単な
ゲームや、初対面でも話が弾む自己紹介の方法など、イベントや会議の時に使えそうな“ネタ”が
たくさん掲載されています。ワークショップを主催する方や、普段の話し合いにちょっとしたス
パイスが欲しいという方にお勧めです。（図書館・嶋）

イベント・講座などのチラシ、登録市民活動団体の紹介ファイルがあり、さまざま
な市民活動に出会えます。また、ＮＰＯの運営のノウハウから具体的な活動事例
まで、市民活動に役立つ情報が得られる書籍・雑誌も、閲覧できます。

★『歴史をつくった市民たち　語り下ろし市民活動』
大阪ボランティア協会／編・発行

　市民活動総合情報誌『ウォロ』に連載された「語り下ろし市民活動」を単行本化。
　「市民の手で社会をつくる」活動を実践してきた10人の人々が登場。聞き書き形式で活動の軌跡
と思いが語られています。市民の力と可能性に希望を感じる一冊です。市民活動に取り組んでいる
方々にとっては活動の羅針盤となることでしょう。『ウォロ』も情報コーナーにあります。（長畑）

そのほか、ホームページ上でも情報公開しています。詳しくは次頁へ。（市民活動情報ステーション）

市民活動に役立つ、武蔵野プレイスの本棚



登録市民活動団体のみなさまへ

武蔵野プレイスホームページ
市民活動情報ステーション

規格

ロッカー　　　：幅 44.3×奥行 49.4×高さ 34.2（cm）、年間 2400 円　

メールボックス：幅 29.3×奥行 49.4×高さ 17.72（cm）無料

　ロッカー・メールボックスの平成27年度の使用について、3月1日(日）より先着申込受付を行います。
　ロッカー・メールボックス共にまだ若干の空きがございますので、使用をご希望の団体は、それぞれの「使用申請書」
にご記入の上、申込期間中に市民活動カウンターにてお手続きください。「使用申請書」は市民活動カウンター、または
武蔵野プレイスホームページで入手できます。
　なお、先着申込期間後も空きがある場合、4月
2日（木）より随時申込みを受け付けます。

　お預かりした広報物（ポスター、チラシ）の設置期間は最長2ヵ月でしたが、2ヵ月以上先の企画や
期限のない広報物については、最長6ヵ月設置できるようになりました。その後の継続には再申込み
が必要です。詳しくは市民活動カウンターにお問い合わせください。
　また、広報物設置のほか、ワークラウンジやプリント工房のご利用案内を改訂いたしました。新し
いご案内は市民活動カウンターにて配布中です。

　平成23年7月9日～平成24年3月31日までに市民活動団体登録をされた団体は、平成27年3月に更新時期を迎えます。
該当する団体にはお手続きの詳細を既にお送りしておりますので、ご確認ください。
　来年度以降も武蔵野プレイスをご利用予定の団体は、平成27年3月31日までに更新手続きをお願いいたします。
　4月1日を過ぎた場合は、改めて新規登録を行ってください。（受付時間…午前10時～午後5時）

★ 武蔵野プレイス登録市民活動団体の更新手続きはお済みですか？

★ 平成 27 年度ロッカー・メールボックス先着申込受付中！（3月1日～15日）

★ 広報物を最長6ヵ月まで設置できるようになりました。

　武蔵野プレイスホームページ上に
広報支援ツールとしてある『市民活動
情報ステーション』が、4月から新たな
サービスを提供するべく、現在大幅リ
ニューアル中です。
　
　武蔵野プレイスに登録している全て
の市民活動団体の登録情報（団体名・活
動分野・活動内容等）を検索、閲覧できる
ほか、団体からのイベント情報の投稿があれば、近々行われるイベントの情報や、会員募集の有無なども調べ
ることができます。
     興味がある団体の活動を調べたり、情報収集などにご活用ください。

インターネットから
登録団体の情報が検索できます！

▲市民活動情報ステーションの完成イメージ。登録団体のジャンルで検索ができます。

　先日実施しました、武蔵野プレイス登録市民活動団体アンケート調査へのご協力ありがとうございました。
いただいたご回答は今後の参考にさせていただきます。提出がお済みでない方は、ぜひお持ちください。
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団体イベント情報
登録市民活動団体

2015/3/15~6/15 実施予定分

―登録市民活動団体の方へ―
次号のフロアだより15号への掲載記事募集
 ４/１(水）より　※対象となるイベント実施期間は6/15～9/15
　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。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イベント・講座情報を掲載いたします。
イベント内容の詳細は、各団体の問合せ先へご確認ください。

【日　時】5月10日（日）～17日（日）　8日間
【場　所】オランダ～リトアニア
【内　容】A）ナチスのユダヤ人迫害の犠牲となった“アンネ・フラ
　　　　ンクの家（博物館）”訪問。　B）リトアニア国立歌劇場で
　　　　の“オペラ杉原千畝物語”  鑑賞。　C）パランガ日本庭園
　　　　での桜植樹。　D）リトアニアで日本論を発表したS.カイ
　　　　リースの足跡を訪ねる　他。
【対　象】どなたでも
【参加費等】375,000円

【問合せ】杉原千畝の功績を伝承する会(CHAA)
　　　　　TEL :  080-3176-9996
　　　　　E-Mail :  info@grand-pa.jp
　　　　　HP:  http://www.grand-pa.jp/
　　　　　担当：竹内

第4回 杉原千畝の足跡を訪ねる旅

【日　時】3月20日(金)　15:30～17:00
【場　所】就労支援センターMEW
【内　容】協プロは、精神障がい者自立のため就労が重要である　
　　　　という想いのもと、精神障がい者が働ける環境を作る　
　　　　ことを目指し活動しています。今般、今年度の活動報告　
　　　　をさせて頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。
【対　象】障がい者就労に関心のある方。
　　　　特に企業関係者さん大歓迎。
【参加費等】無料

【問合せ】就労支援センターMEW
　　　　　TEL :  0422-36-3577　　
　　　　　E-Mail :  cmew.jin@nifty.com
　　　　　HP:  http://homepage1.nifty.com/mew/
　　　　　担当：島津屋

市民協働就労開拓プロジェクト(協プロ）事業報告会
　　　　　　～今年度の活動報告～

【日　時】5月17日（日） 7:00～17:00
【場　所】千葉県館山市
【内　容】ビーチコーミングとは、海岸に打ち上がった漂着物を
　　　　「拾い・集めて・考え・楽しむ」ことです。春の海は、ポカ
　　　　ポカと暖かく、ヤドカリをはじめ、多くの磯の生物が
　　　　活動を始めています。貝がらもたくさん拾えますよ。
【対　象】小1～
【参加費等】3,000円

【問合せ】特定非営利活動法人 遊学会
　　　　　TEL :  03-5991-3785
　　　　　HP:  http://yugakukai.ie-t.net/ （フェイスブックもあります）
　　　　　担当：福島

ビーチコーミング

【日　時】4月10・24日、5月8・22日、6月5・19日、7月3・17・31日
　　　　（いずれも金曜日）　12:30～13:40
【場　所】武蔵野市総合体育館　剣道場
【内　容】身体にやさしい太極拳で気になる自分の身体に向き　　
　　　　合ってみませんか？いつからでも・何回でも大丈夫です。
　　　　運動の出来る服装で気軽にご参加ください。
　　　　上履き・タオル・飲み物等をご持参いただき、直接会場に
　　　　お越しください。
【対　象】どなたでも
【参加費等】無料

【問合せ】太極拳 武蔵野会
　　　　　TEL :  070-6460-8202
　　　　　E-Mail :  musashinokai200@willcom.com
　　　　　HP:  http://musasinokai.com
　　　　　担当：藤木
　　　　　主催：武蔵野市武術太極拳連盟　　後援：武蔵野市教育委員会

いきいき太極拳無料体験教室

【日　時】5月17日（日）　13:30～16:30
【場　所】ナビット飯田橋セミナールーム（変更の可能性があり　
　　　　ますのでお問い合わせください）
【内　容】今年度はMAPがNPOとなって10周年目を迎えます。これ
　　　　を記念して音楽療法の分野で草分け的存在の松井紀和
　　　　先生をお迎えして特別講座をお願いしました。この機会
　　　　に松井先生の音楽療法を一緒に学びませんか。
【対　象】音楽療法に関心のある方
【参加費等】会員：1,000円　会員外：4,000円

【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 :  vsv01372@nifty.com
　　　　　HP:  http://homepage3.nifty.com/MAP/
　　　　　担当：三宅

N058MAP研究会　NPO10周年記念
松井紀和先生特別講座

【日　時】3月28日（土）　10:00～16:30
【場　所】武蔵野プレイス　スペースC
【内　容】小学校の国語の文学教材を通して、豊かな感情と確かな
　　　　認識を育て、響き合う心を育てるための研究会です。　
　　　　五社の教科書教材や紹介されている本の検討もします。
　　　　小学校の先生方是非どうぞ。
【対　象】小学校教諭や関心のある方
【参加費等】無料

【問合せ】日本文学教育連盟
　　　　　E-Mail :  kabakun1984@yahoo.co.jp
　　　　　担当：中山由美子

春の文学教育研究会
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開 催 し ま し た

Special Thanks
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発　  行  　日：平成 27 年 3 月 1 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。）

４　市民活動フロアだより

あなたの街の市活人展2014　巡回展を開催しました

平成26年度第５回市民活動フロア運営協議会を開催しました
　昨年12月２日に今年度第５回市民活動フロア運営協議会を開催しました。
　武蔵野プレイスには日々多くの市民が来館されますが、３階市民活動フロアでは何が行われているのだろう、登録
市民活動団体とはどのような活動をしているのだろう、と興味を持っていただくため、市民活動フロア紹介について
協議が行われ、多くの方の関心が広がるようなアイデアが出されました。

市民活動学校2014～もうひとつの学び場～を開催しました

市民活動団体相互交流・フロア懇談会を開催しました
　昨年11月29日（土）の相互交流事業「コミュニティリーダーズカフェ」では、NPO法人CRファクトリー代表　呉哲煥氏
による講演に続き、広報や仲間の巻込み・担い手育成等のテーマでグループトークを行いました。団体のリーダー同士が
課題を共有することができ、市民活動の「未来はネットワークの中にある」という呉氏の締めくくりの言葉が心に残る会
となりました。
　本年1月24日（土）の相互交流・フロア懇談会では、展示ブースを使った団体紹介と交流を行い、お茶やお菓子を囲んだ
和やかな雰囲気の中で、市民活動フロアへの提案を出し合いました。出されたご提案は、運営協議会での検討を経て、施
設運営の参考にいたします。

今回の事業を行うにあたり、下記登録市民活動団体の皆様にご協力いただきました。本当にありがとうございました。
　　　79の会／ピナツボ復興むさしのネット／NPO法人音楽療法の会武蔵野／NPO法人むさしの市民エネルギー／
　　　NPO法人ワーカーズコープ／NPO法人結婚相談NPO （開催順）

　昨年12月23日（月・祝）に、プレイスフェスタ2014の一環として開催した市民活動
学校2014では、武蔵野プレイス登録市民活動団体から公募で選ばれた6団体が「市
民先生」として、日頃取り組んでいる課題やテーマに関する公開授業を行いました。
　授業はどれも個性的なものばかり。一日限りの生徒である参加者の方々は、初め
ての体験にどきどきしながら熱心に、そして講義型の授業では時に議論も交えなが
ら、楽しそうに学ばれていました。

　昨年8月に武蔵野プレイス１階ギャラリーで開催した「あなたの街の市活人展
2014」の巡回展を2月2日（月）～10日（火）に武蔵野市役所１階ロビーにて開催しま
した。
　展示した登録市民活動団体７名のパネルには、大きな本人写真と「市民活動を通
じての変化や成長したこと」や「印象的な出会い」といった市民活動に関する質問
に対する返答が直筆で書かれており、ロビーを通る市民の方々に市民活動を知っ
ていただくきっかけとなりました。


