
2015 年 6 月 1 日発行

市民活動フロアだより
Shiminkatsudo news letter 

武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

vol.15
花をいける、イケてる男達。

NPO法人のメリット・デメリットを学ぶ
NPO 法人設立講座を開催。

 　2月26日（木）、東京ボランティア・市民活動センター

相談担当専門員の増田裕之さんをお迎えし、NPO法人

設立に関する講座を行いました。

　この講座では具体的にNPO法人の取得を検討されて

いる方を対象に、法人設立のメリット・デメリット、申

請時・認証後の手続きの流れ、理事会主導型・総会主導

型の定款作成のポイントについて丁寧な解説が行われ

ました。法人設立講座は毎年実施していますが、年々興

味関心を抱く方が増えているという実感があります。

今年度も同様の講座を来年2月頃に行う予定です。

　3月21日（土）、男性を対象のいけばな体験ワーク

ショップとミニ花展「男のいけばな道場」が１階ギャラ

リーにて開催されました。武蔵野プレイス登録市民活

動団体から公募で選ばれた「花と空間プロデュース・ア

イビー」による企画で、20～70歳代までのほとんどい

けばな経験のない27人の方々が参加しました。

　初めに講師の永井裕遙（ながいゆうよう）さんによ

る、いけばなの歴史やいけ方の解説に興味深く聞き入

り、次はいよいよいけばなに挑戦。心を込めて仕上げた

作品はいずれも初心者とは思えない出来栄えで、正に

「花をいける、あなたが活きる」時間となりました。休憩

後は公開花展会場に早変わり。参加者同士や来場者が

気に入った作品に感想を寄せるメッセージカード交換

も行われ、印象深い交流のひと時も生まれました。

開催報告　Report

市民活動マネジメント講座
『キチンとわかる！NPO法人のメリット・しくみ・つくり方』

市民活動団体企画講座『男のいけばな道場～花をいける、あなたが活きる』
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『市民活動の基盤を固める！はじめての資金調達講座』
市民活動マネジメント講座：ファンドレイジング

『あなたの街の市活人展 2015』 （8 月開催予定）
市民活動人物紹介

『キホンが身につくNPO法人の会計と税務』（全2回）
市民活動マネジメント講座：会計税務

　「市活人（しかつんちゅ）」とは、市民活動をしてい

る方を指す、武蔵野プレイスの造語です。『あなたの

街の「市活人」展』は今年で4回目を迎えます。今回

も、わが街で市民活動をしている方の人となりをご

紹介し、身近な市民活動に触れていただけるような

展示を予定しております。どうぞご期待ください。

　団体で新しく会計を担当することになった方向

けに、明日から役立つ会計と税務の基礎を学ぶ講座

を開催します。市民活動の会計・税務の基本的な考

え方からNPO法人の実務までを解説します。

【時間】 第1回  6月29日（月）18:45～21:15
              第2回  6月30日（火）18:45～21:00
【会場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【講師】 馬場利明（税理士）
【定員】 各30名（先着順）　【参加費】 各700円

【申込】 窓口、メール、電話にて受付
【持ち物】 筆記用具、電卓（第1回のみ）
◆第1回  NPO法人会計　～ミニ演習付
　会計担当者が行う１年間のスケジュール内容や必要書
類の種類・作成方法など、会計の基本的な知識について学
びます。簡単な演習問題も行います。
◆第2回  NPO法人税務

　NPOに必要な税金の種類や、会計担当者が行う税務の

実務など、税務の基本的な知識について学びます。

　NPOの資金不足の不安を解消し、資金調達に取り

組むための基礎講座です。周囲の人々の共感を資金

につなげるプロセスについて、例を交えながら学

び、実際の資金調達に取り組む前のポイントも詳し

くご紹介します。

【時間】 7月23日（木）19:00～21:00
【会場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【対象】 活動資金不足にお悩みの方
【講師】 小堀悠（NPO法人NPOサポートセンター事務局長）
【定員】 30名（先着順）　【参加費】 700円
【申込】 窓口、メール、電話にて受付（6月15日～）

過去の展示風景

人とお金を集めるにはどうすれば？

ヒトとカネの問題は、多くの市民活動団体に共通の
問題ではないでしょうか。近年、NPO等が必要な資
金を集める手段として注目されるのが「ファンドレ
イジング」です。資金を集めるには、まず社会に自分
たちのことを理解してもらい、その活動に納得して
もらう必要があります。理解者が増えれば、実際の
活動へ加わる方も増えるなど、資金以外の利点も生
まれます。こういった社会への波及効果が注目さ
れ、ファンドレイジングは「単なる資金集めではな
く、社会を変えるツール」とも考えられています。



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2015/6/15~9/15 実施予定分

武蔵野プレイス登録市民活動団体のイベント・講座情報のお
知らせです。イベント内容の詳細については、各団体のお問
合せ先へお尋ねください。※イベント情報掲載をご希望の団
体は、市民活動カウンターまでお問合せください。

【日時】6月17日（水）　13：30～15：30
【場所】武蔵野公会堂
【申込】先着順

【お問合せ】 武蔵野市老壮連合会（担当：朝倉）
☎ 0422-34-0178

老壮シニア講座
落語二題～長生きのコツは笑いから～
＜出演＞落語家：林家英平、林家たけ平

【日時】6月23日（火）19：30～21：30、6月27日（土）14：00～16：00
　　　※両日とも同内容です
【場所】武蔵野プレイス　　　　　　
【対象】どなたでも     【参加費】2,000円 　【申込】先着順

【お問合せ】 多摩コーチの会（担当：高安）
niconao@parkcity.ne.jp

やる気にさせるコーチングコミュニケーション
部下や子どものやる気を引き出したいあなた・・・武蔵野地
域を中心に活動している銀座コーチングスクール認定コーチと
ともに、コーチングコミュニケーションを学びませんか。

【日時】6月27日（土）　15：00～17：00
【場所】武蔵野市関前5-19
【対象】どなたでも   【参加費】無料　
【主催】武蔵野市緑のまち推進課
【お問合せ】 コミュニティファーム（担当：町田）
☎ 0422-53-7170   machidak@jcom.zag.ne.jp
http://www1.parkcity.ne.jp/comf

農業ふれあい公園　夏まつり
農作物無料収穫体験（トマト、キュウリなど）、野菜の無料提供（タマネ
ギなど）、野菜の格安頒布、武蔵野にいだんご汁格安提供、子ども遊
びコーナー、地元フラダンスチームの踊り、和太鼓の演奏など。

【日時】7月25日（土）～26日（日） 10：00～17：00（26日は15：00まで）
【場所】東村山市市民ステーション　サンパルネ会議室
【対象】認定取得希望者     【参加費】7,000円（エコピープル5,600円）
【主催】東京環境カウンセラー団体連合会  

【お問合せ】 NPO法人武蔵野・多摩環境カウンセラー協議会（MECC）
☎ 03-3392-0606（東京連合会）   meccinfo@yahoo.co.jp
【詳細・申込書】http://www.mecc.or.jp/より入手可

環境教育インストラクター応募資格取得セミナー
本セミナーは環境大臣登録人材認定事業（環境教育インスト
ラクター認定）における所定の認定要件となる講習修了証取
得のための講習会です。

【日時】8月2日（日）10：00～21:00 、8月3日（月）9：30～16:00
【場所】国立オリンピック記念青少年総合センター
【参加費】2日間参加4,000円、1日参加2,500円

【お問合せ】 日本子どもの本研究会学校図書館研究部
☎ 03-3994-3961（事務所）   nkodomo35107@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/kodomonohonken/

第47回 日本子どもの本研究会 全国大会
児童文学作家那須正幹氏を講演者に迎え、子どもの本をめぐる
様々な課題について話し合います。分科会、実践報告、読書会、リ
レートークなどを通して、子ども達の現状までを考えます。

【日時】8月2日（日） 13：00～17：00
【場所】武蔵野プレイス スペースA
【対象】中学生以上の女子（親子で参加も可） 【参加費】茶菓子代500円

【お問合せ】 「育児と育自」の会（担当：落合）
☎&℻  0422-56-1972

夏休み学生茶道体験教室
立札（椅子式）でする茶道の基本体験教室です。抹茶とお菓子の
いただき方や自分で茶筅を使って茶を点てる、楽しい講習で
す。お菓子準備の都合上、前日までにご予約ください。

【日時】8月13日（木）～16日（日）
【場所】武蔵野プレイス1階ギャラリー、4階フォーラム（16日）
【参加費】パネル展（ギャラリー）は無料。学習会（フォーラム）は500円。

【お問合せ】 むさしの科学と戦争研究会
☎ 080-3157-1858   yas-tory@nifty.com

第2回平和のための戦争展「朝鮮半島と日本」
戦後70年を迎えて改めて戦後の日本と朝鮮半島の関係を考え
るパネル展。朝鮮人BC級戦犯問題を中心に朝鮮戦争と日本、日
韓条約、未決の戦争責任、武蔵野市と帰国事業等にも触れる。

【日時】8月22日（土）　13：30～16：45
【場所】武蔵野プレイス　フォーラムB
【対象】テーマに関心のある方　【参加費】2,000円　【定員】30名（要申込）

【お問合せ】 NPO法人サポートハウスじょむ（担当：下坂）
☎ 03-3320-5307   info@jomu.org
http://jomu.org/

「自己紹介から始めるコミュニケーション」講座
たかが自己紹介、されど自己紹介！人前で話すのが苦手な方、面接を控え
ている方、プレゼンスキルに自信が持てない方など、3分間スピーチの技法
を身につけるだけでなく、自尊感情がアップする参加型ワークです。

【日時】8月30日（日） 16：00～18：30
【場所】品川区立五反田文化センター　音楽ホール
【対象】どなたでも     【参加費】前売：1,000円　当日：1,200円
【主催】MusicCrossroad 2015実行委員会

【お問合せ】 女声アンサンブルYellow Sox（担当：岡）
☎ 080-5476-9304   utaou37@yahoo.co.jp
http://yellowsox.blog100.fc2.com

MusicCrossroad 2015
合唱音楽を軸に、様々な分野で活躍する仲間たちと共に集
い創りあげる音楽イベント。色とりどりのうたを集め、新し
いうたを求め、にぎやかにお届けします。
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発　  行  　日：平成 27 年 6 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月24日（金）、今年度最初となる第１回市民活動フロア運営協議会が開催されました。運営協議会は、市民活動フ
ロアや市民活動支援機能に対する意見交換や様々な角度からの提言を行っていただくことを目的としています。今
回は主に「市民活動フロア懇談会」や「団体相互交流会」について意見交換を行いました。

市民活動フロア運営協議会がスタートしました。

　市民活動情報ステーションがリニューアルし、武蔵野プレイスホームページ上で、プレイスに登録しているすべて
の市民活動団体の登録情報を検索、閲覧できるようになりました。また、団体が行うイベント・講座などもプレイスの
ホームページ上で閲覧できます。インターネットでの情報収集や広報活動ツールとして是非、ご活用ください。

市民活動情報ステーションがリニューアルしました。

　今号の表紙でもご紹介しましたプレイス登録市民活動団体からアイデアを募集し実施する『プレイス・みんなの
講座』の企画募集がはじまります。募集要項は6月上旬に市民活動カウンターで配布、またはプレイスのホームペー
ジ上からダウンロードできます。今年度は採用団体数が３団体に拡大しました。登録市民活動団体の皆様のたくさ
んのご応募お待ちしております。

市民活動団体企画講座『プレイス・みんなの講座』の企画募集が始まります。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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１人の男が、箱根駅伝に
あこが

憧れ、ゴミ拾いの駅伝を立ち上げる紆余曲折の物
語。 「もう一つの箱根駅伝」は、日本の正月の風物詩である箱根駅伝とほぼ同
じコースを、 ゴミを拾いながら走破する大学生発の競技。ただ走るよりも時
間が掛かるため、往路のみを二日間かけて、東京大手町から神奈川県箱根町
の芦ノ湖畔までの全長108kmを走破する。 事業立ち上げから形にするまで
には本家顔負けのドラマチックな展開や強烈なインパクトいっぱいの駅伝
ロードが待っていた…。本書は、"もう一つの箱根駅伝"の発起人であり、現在
は相談役として本活動を支え続けている著者が、過去5回の大会を振り返っ
て

つづ

綴った記録である。（長澤）
筆者より一言もらいました！
「ゴミ拾い駅伝で、こころも、からだもまちもキレイに。三方よしのゴミ拾い
駅伝、機会があればぜひご参加ください！」

『もう一つの箱根駅伝～僕がごみ拾い駅伝を始めて、そして続ける理由～』

著　者：市川真也
出版社：無双社
出版年：2010年
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