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あなたの街で活動しています。

プレイスで初となるファンドレイジング
（資金調達）講座が開催されました！

 　去る7月23日（木）、NPO法人などの運営で資金にお

悩みの方を対象に、プレイスでは初となる資金調達講

座を実施しました。NPO法人NPOサポートセンターの

小堀悠さんを講師にお招きし、寄付をはじめとするさ

まざまな資金調達方法について紹介しました。

　参加者はチェックリストを使い、現在、自分の団体に

どれだけ資金調達能力があるか確認したり、紹介され

た成功事例からこれからどのような工夫ができるか考

えました。受講後の参加者からの個別の質問も多く、今

後も継続して行いたいテーマのひとつです。

　8月23日（日）～31日（月）の期間、1階ギャラリーに

て「あなたの街の市活人展2015」を開催しました。

　プレイスでは、市民活動をしている人を「市活人（し

かつんちゅ）」と名づけ、その人柄を紹介する本展覧会

を毎年開催しており、今年で4回目を迎えました。さま

ざまな分野で活動する登録市民活動団体から、今年も7

人の方にお話を伺いました。市民活動に対してそれぞ

れに異なるきっかけや思いがあり、とても内容の充実

した展示となりました。

　展示会場は、各人各様のパネルや団体パンフレット

などでカラフルに彩られ、にぎやかな様子となりまし

た。来場した方は、市活人による直筆パネルをじっくり

と見たり、団体の活動紹介などを読みながら、市活人一

人ひとりからのメッセージに耳を傾けていました。

開催報告　Report

市民活動マネジメント講座
『市民活動の基盤を固める！はじめての資金調達講座』

市民活動啓発事業『あなたの街の市活人（しかつんちゅ）展2015』
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『輝く瞬間（とき）をつくる～自分のために、みんなのために』
市民活動講演会

　俳優業や家庭を支えるかたわらで、国連開発計画

親善大使としてボランティア活動もしている紺野

美沙子さんをお招きし、ご自身のご経験から、人々

が支え合いながら生きていくために自分たちがで

きることへの思いを語っていただきます。

【日時】 11月28日（土）14:00～15:30
【会場】 武蔵野プレイス4階フォーラム　【参加費】 無料
【定員】 120名（定員を超えた場合は市内在住・在勤・在学を優先し抽選）
【申込方法】 氏名・住所・連絡先・（市内在勤・在学先）を明記。　
　①メール（gr-shikatu@musashino.or.jp）
　②市民活動カウンターへ返信用ハガキ持参
　③往復ハガキ（市民活動カウンター宛）
【受付期間】10月15日（木） ～27日（火）必着
※詳細はチラシ（10月配布予定）をご覧ください。

『市民活動の森～市民活動団体紹介展』
市民活動広報支援事業

　「市民活動の森」とは、プレイスに登録している市

民活動団体を紹介するイベントです。プレイス1階

ギャラリーでの初の開催となります。団体の活動を

紹介するパネル展示や日頃作っている作品展示、ま

た団体の活動を紹介する映像コーナーもあります。

「どんな市民活動団体があるんだろう？」「市民活動

団体って何をしているんだろう？」という方、お気

軽にお立ち寄りください。

【日時】 10月10日（土）～15日（木）
              9：30～22：00（最終日は15：00まで）
【会場】 武蔵野プレイス1階ギャラリー
【参加費】 無料（直接会場までお越しください）

講師：紺野美沙子
　　　　（こんのみさこ）

俳優。東京生まれ。
慶應義塾大学文学部
卒。1980年、ＮＨＫ連続
テレビ小説「虹を織る」
のヒロイン役で人気を
博す。テレビ・映画・舞
台で活躍する一方、
1998年、国連開発計画
親善大使の任命を受
け、国際協力の分野で

も活動中。2010年秋から、「紺野美沙子の朗読座」を主
宰。様々なジャンルのアートと朗読を組み合わせたパ
フォーマンスを定期的に続けている。

『IT活用でもっと広がる広報戦略！～NPOの情報発信講座』
市民活動マネジメント講座：広報

　HPやブログを始めてみたけれど、どうしたら効

果的な広報になるだろう、ソーシャルメディアの活

用方法がわからない・・・。こうした団体向けにNPO

に特化した情報発信の意義とIT活用を学ぶ講座を

開催します。「HP、ブログ、Facebook、SNS等の活用

方法と使い分けが知りたい」「もっと社会に自分た

ちの活動を広めたい」という方、ふるってご参加く

ださい！（※操作方法等の解説はありません）

【日時】  10月14日（水）14:00～16:30
【会場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【講師】 山田泰久（NPO法人CANPANセンター代表理事）
【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（9月15日～）
【持ち物】 筆記用具





団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2015/9/15~12/15 実施予定

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】9月23日（水） 14：00～16：00
【場所】武蔵野プレイス３階スペースB
【対象】関心のある方どなたでも     【参加費】無料 
【主催】空き家活用促進の会

【お問合せ】 NPO法人プラネットカナール（担当：鈴木）
☎ 050-3772-2449   planetcanal.contact@gmail.com
 http://akiyakatuyou.jimdo.com、www.planetcanal.org

空き家なんでも相談会（無料）
ご所有の空き家、ご近所の空き家でお困りのことがあれば、空き家
活用・建築・不動産の専門家が無料でご相談にのります。児童養護
施設を18歳で巣立つ子供たちのためにも活用できます。

【日時】9月25日（金）～29日（火）
　　　10：00～18：00（25日は14：00～）
【場所】武蔵野プレイス1階ギャラリー　【参加費】無料

【お問合せ】 デコパージュ愛好会（担当：多田）
☎ 03-3394-5941   

山本春彦メモリアル　デコパージュ合同展示会
初のデコパージュ合同展を開催致します。16世紀頃に日本
の漆を真似て、ヨーロッパで流行した技法です。木、ガラス、
タイル、布地等に個性あふれる作品を展示します。

【日時】9月26日（土） 14：00～16：00　
【場所】東京YWCA武蔵野センター  
【対象】日本語支援または学習支援に関心のある方
【参加費】一般1,000円（税込）,学生500円（税込）
【講師】廣澤満之（白梅学園大学准教授）
【お問合せ】 （公財）東京YWCAいちごの部屋（担当：外山）
☎ 0422-52-3881    http://www.tokyo.ywca.or.jp/

発達障がい児への学習支援～特性の理解と支援の原則～

発達障がいを持つ子どもたちにとって、普段の学習がどの
ように感じられているのでしょう。子どもたちがもつ様々
な特性を理解し、1人ひとりに合った学習方法を考えます。

【日時】9月27日（日）、10月11日（日）、10月18日（日）
　　　10：00～16：40（3日間とも）　※1日毎の受講も可
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラムA
【対象】証券投資の未経験者・初心者     【参加費】無料 

【お問合せ】 NPO法人投資と学習を普及・推進する会（担当：門馬）
☎ 03-3667-8183    http://www.aprosis.com

証券投資のための基礎講座in武蔵野
金融商品トラブルから身を守るとともに資産形成・運用の
基本となる証券投資に関する基礎的な知識を学ぶ講座で
す。今話題のNISA（ニーサ）の講座もあります。

【日時】10月18日（日） 13：30～16：00
【場所】武蔵野市民会館集会室
【対象】どなたでも  【参加費】無料
【主催】武蔵野市民会館文化祭実行委員会・武蔵野市教育委員会

【お問合せ】 ジモッピーN（ネット）（担当：坪井）
 ☎ & ℻  0422-51-7669

境から考えるまちの未来Ⅱ
武蔵境の駅前に立つと、まちの変化が目に見えます。今回は
まちの歴史、商店街、地域福祉のことなどパネリストの話を
聞いて、みんなで「境のまちの未来」を考えてみませんか。
コーディネーターは、田中雅文さんです。

【日時】10月14日（水）13：30～15：30
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム　【対象】どなたでも（高校生以上）     
【参加費】無料　【申込】ホームページまたは申込書をFAXで。

【お問合せ】 NPO法人音楽療法の会武蔵野（担当：藤本）
☎ 080-9030-8769  ℻ 0422-32-6475  
mmtinfo@m.jcnnet.jp   http://m-mt.org

音楽療法講演会 理論と体験
心療内科医師と日本音楽療法学会理事が「音楽療法の概論」
と「音楽療法が人間の心身機能に及ぼす効果」を語ります。
その後、音楽療法（歌唱・楽器・身体活動等）の体験を通し、そ
の効果を実感していただきます。

【日時】10月26日（月）～30日（金）
　　　10：00～21：00（初日は12時から・最終日は18時迄）
【場所】武蔵野プレイス1階ギャラリー　【参加費】無料

【お問合せ】 四季の会（担当：辻田）　☎ 0422-54-0151

第32回  四季の会 写真展
会員10名による自然風景・花等の写真展。
（指導 日本写真家協会員 宅見庄一）

【日時】11月3日（火） 10：00～16：00
【場所】武蔵野プレイス1階ギャラリー
【対象】どなたでも     【参加費】無料 

【お問合せ】 新日本婦人の会 武蔵野支部（担当：永島）
☎ 0422-54-2427  musashino-shinfujin@ac.auone-net.jp

第2回 あしたへつなごう！みんなのフェスタ
1962年、平塚らいてう、岩崎ちひろなどの呼びかけで創立
された新日本婦人の会。武蔵野支部の各地域にある班の活
動を展示で紹介します。手づくり、書道、絵手紙等のサーク
ルもあり、新聞紙のちぎり絵も体験できます。

【日時】11月21日（土） 13：30～16：00
【場所】小金井宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）小ホール
　　　（武蔵小金井南口駅前）　
【参加費】無料（ドリンクあり）

【お問合せ】 ジャズタイム（担当：東海林）
☎ 0422-52-7763   s_syoji1229@i.softbank.jp
 http://ssyoji1229.wix.com/jazztime

ジャズタイム第２回発表会
日頃の練習の成果を発表します。ピアノ、ベース、ドラムの
伴奏でジャズボーカルをお届けします。司会は、指導者でプ
ロジャズボーカリストの吉田有希先生です。
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発　  行  　日：平成 27 年 9 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。）

　6月12日（金）、8月7日（金）に第2回、第3回市民活動フロア運営協議会を実施しました。第2回では「市民活動団
体企画講座」／「市民活動学校」について、第3回では「新規広報支援事業」／「次年度市民活動支援事業案」につい
てプレイス事務局と運営協議会委員で意見交換を行いました。

第２回、第３回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

　こんにちは！プレイスでは開館以来、生涯学習支援担当として子どもや大人向
けの講座運営をしていました。いったん仕事を離れ、7月から市民活動支援を担当
することになりました。新しい分野で勉強することがたくさんありますが、市民活
動に取り組んでいる皆さんの熱いエネルギーをもらって、自分自身も輝きたいと
思います。大阪生まれの大阪育ち、笑うの大好き。笑顔でお待ちしています！

市民活動フロアに新しいスタッフが着任しました。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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市民活動情報コーナーに新しく仲間入りしました。
ＮＰＯ・ＮＧＯなどの活動紹介や全国から発信されるさまざまなライフ
スタイルの紹介など、多様な生き方についての情報が満載です。魅力あ
ふれるカラー写真もページをめくる楽しみのひとつとなっています。
ぜひ、新しい世界をのぞいてみてください。（栗村）

市民活動団体の活動を支援するための助成金情報誌です。
助成実施団体が対象としている活動内容や金額から団体に合った助成
を選択できます。また、書類作成の注意点や助成を受けた後のアドバイ
スも掲載されていますので、初めての団体でも安心です。団体の活動を
活発にするための資金集めにトライしてみませんか。（栗村）

今回は３階市民活動情報コーナー資料の中からおすすめの２冊をご紹介します。
市民活動情報コーナーには他にも市民活動に関する書籍を揃えていますので、是非、お気軽にお立ち寄りください。

★『ボランティア・市民活動助成ガイドブック2015-2016』
    （発行：東京ボランティア・市民活動センター) 

★『ソトコト』（発行：木楽舎）

新スタッフ 長谷津 澄子（はせつ すみこ） よりひと言

その⑭


