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「自分ができることを探していきたい」

プレイスに森が出現！？市民活動団体を
紹介するパネル・映像展示を行いました。

 　10月10日（土）～15日（木）に武蔵野プレイス１階

ギャラリーにて、『市民活動の森』と題し、武蔵野プレイ

ス登録市民活動団体をパネルや映像で紹介する展示を

実施しました。

　「森の中を歩いているような展示」をコンセプトに、

木の飾りや鳥のさえずりなど会場装飾やBGMを工夫す

るとともに、各団体の特色ある展示の効果もあり、５日

間という短い期間でしたがおよそ1,000人にご来場い

ただきました。市民活動団体の広報を支援する事業と

して今後も継続して行っていきたいと思っています。

   11月28日（土）、よりよい社会づくりを目指して、著名人の

自主的な活動を紹介する市民活動講演会に、今年度は「輝く

瞬間（とき）をつくる～自分のために、みんなのために」と題

して俳優の紺野美沙子さんを講師にお迎えしました。

   穏やかな秋晴れの日にふさわしく優しい微笑みをたたえ

て登場された紺野さんは、国連開発計画親善大使として17年

に
わた

渡りボランティア活動をしていること、そして訪問した開

発途上国の状況などを話されました。

    ご家族のことや俳優になられたきっかけなどのお話しも

交えながら「自分を待っている人がいる」と自分ができるこ

とを今後も続けていくと語りました。終了後には参加者から

「こんな自分でも役に立ちたいと思う」「自分ができることを

探していきたい」などの声が寄せられ、自然体の紺野さんか

ら伝わる気持ちを共有できた講演会となりました。

開催報告　Report

広報支援事業
『市民活動の森～市民活動団体紹介展』

市民活動講演会『輝く瞬間をつくる～自分のために、みんなのために』
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『もう一つの学び場～市民活動学校2015』を開催！
プレイスフェスタ2015

　世の中のさまざまなギモンについて、プレイス登

録市民活動団体が「市民先生」となり、楽しく、深く

授業を行います。お気軽にご参加ください！

【日  時】 12月23日（水・祝）10:00～17:00
【会　場】 武蔵野プレイス1階ギャラリー　
【参加費】 無料（4時間目のみ材料費100円がかかります）
【定　員】 各回20名程度（当日直接会場へ）

吉祥寺で『NPO法人設立講座』（仮称）を行います！
市民活動マネジメント講座：法人設立

　市民活動団体をサポートするためのマネジメン

ト講座シリーズ今年度の締めくくりは、「ＮＰＯ法

人設立」に向けたお役立ち講座です。今回は、武蔵野

プレイスを飛び出して吉祥寺で開催しますので、お

近くの方もご参加をお待ちしております。

内容・申込等の詳細は、平成28年２月上旬より市報、

プレイスホームページ等でお知らせします。

【日 時】 3月6日（日） 14：00～16：00 （予定）
【会 場】 武蔵野市商工会館４階ゼロワンホール
【参加費】 700円

『プレイス・みんなの講座』採用3団体の企画を実施します！
市民活動団体企画講座

　『プレイス・みんなの講座』は、社会や地域の課題

に対する気づきを促すアイデアを、プレイス登録市

民活動団体から募り、実施する事業です。今年度は

12団体より応募があり、9月27日（日）に公開プレゼ

ンテーションを実施しました。選考の結果、3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ケ月ほど前より、市報、プレイスホーム

ページ等でお知らせします。

11：15～12：15

10：00～11：00 自分の中の平和を知ろう！

親子で楽しもう！「独歩の森」のクイズとパズル

避難ママと考えるつながりづくり～原発事故から5年

「もう一つの生き方」をプラスする、手作り名刺をつくろう

一緒に巣立ちを応援しよう！～児童養護施設の18歳～

13：30～14：30

14：45～15：45

16：00～17：00

１時間目

２時間目

３時間目

４時間目

５時間目

時　　間 授　　業

スキルノート

NPO法人プラネットカナール

むさしのスマイル

平和のメッセージ

武蔵野の森を育てる会

市民先生

武蔵野キャンキャン（2月6日（土）実施）
『ゆるふわサイバーセキュリティ』

チャイルドラインむさしの（2月28日（日）実施）
『いじめ予防授業』

むさしの芝居塾 （3月21日（月・祝）実施）
『一日俳優体験！どんどん身につく表現力』



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2015/12/15~2016/3/15 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】12月20日（日）、23日（水・祝）、27日（日） 12：00～14：00
【場所】武蔵野中央公園　【参加費】無料
【その他】小・中学校でも開催できます。詳しくはお問合せ下さい。

【日時】1月21日（木） 10：00～12：00
【場所】武蔵野プレイス4Fフォーラム
【対象】育児中の方、親子関係や家族関係を豊かにしたい方
【参加費】500円

【お問合せ】 日本・大空クラブ（担当：古野）
☎ 0422-54-8387  

紙飛行機リーダー講習会
紙飛行機を作って飛ばしませんか。紙飛行機は最適の健康
法です。自由な設計でケント紙をカット、接着剤で組立て完
成。公園や校庭で10～30秒フライトします。武蔵野中央公
園で、赤い帽子をかぶった人に話しかけて下さい。

「かみさまとのやくそく」映画上映会

胎内記憶と子育ての実践、インナーチャイルドの癒しを
テーマにしたドキュメンタリー映画の上映会。子供から語
られる言葉を通じて、母子や兄弟姉妹の絆について感じさ
せられる内容です。1歳以上のお子さまは別室託児有。

【日時】1月24日、31日、２月7日、14日、21日、28日　※すべて日曜日 
　　　　15：30～16：30　そのほかの日程はお問合せください。
【場所】武蔵野体育館4F　【参加費】無料

【お問合せ】 合気道 武友会（担当：末廣）
 0zs6-541326555p@ezweb.ne.jp

自分の身は自分で守ってみませんか
力を使わず合理的な動きで相手を制する合気道講習会で
す。試合はなく（公財）合気会公認。はじめての方運動不足気
味の方、お待ちしております。

むさしのFPフェスタ2016
パネルディスカッション：地域に戻った団塊世代の人たちが、今
後の生き甲斐やライフプランをどう形成するかについて、当グ
ループと関係団体のパネラーが新しい生き方を提案します。
セミナー：退職金活用と終活準備

【日時】1月25日（月）10：00～12：30
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラムA
【定員】15名（申込先着順）＊就学前保育あり（要予約、無料）
【参加費】500円（ピナット会員は無料）

【お問合せ】 ピナット～外国人支援ともだちネット（担当：出口、高見澤）
☎ 0422-34-5498  ℻ 0422-32-9372  
hachinoko@ba2.so-net.ne.jp  
 http://www007.upp.so-net.ne.jp/hachinoko/pinat/pinat_index.html

【お問合せ】 サニーママ武蔵野（担当：中野）
☎ 090-7162-6902    
sunnymama634@hotmail.co.jp
 http://ameblo.jp/sunnymama-musashino/

「やさしい日本語でOK！外国人支援ボランティア」
外国人親子に寄り添うためのボランティア・セミナー
（保育付き）

「やさしい日本語」のコツをワークを通じて学びましょう。
外国語ができないが、外国人をサポートしたいと考えてい
る方や、実際に外国人と関わる中で、日本語で伝えることに
難しさを感じている方におすすめです。

【日時】2月7日（日） 13：30～16：30
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【対象】団塊世代やその家族の方等  
【参加費】1家族1,000円
【共催】武蔵野の森を育てる会・シニアネットむさしの

【お問合せ】 NPO法人FP武蔵野グループ（担当：今村）
 ☎ 0422-51-2628
fpmusashino@jcom.zaq.ne.jp
 http://www.fp-musashino.com

【日時】3月6日（日） 14：00～16：30
【場所】武蔵野スイングホール 11階レインボーサロン
【対象】どなたでも
【共催】武蔵野市　【後援】武蔵野市教育委員会（予定）

【お問合せ】 武蔵野の森を育てる会（担当：田中）
☎ 090-5533-2316  
info.mnomori@gmail.com
 http://mnomori.web.fc2.com/

シンポジウム「街なかの森の鳥と虫～
『独歩の森』を楽しむ～」

境４丁目の「独歩の森」は、市街地にありながら、野鳥や昆虫
に出会える貴重な空間。当会が行っている調査をもとに、森
を楽しむための基礎知識とアイデアを専門家とともに考え
ます。自然体験の少ない方も大歓迎です。
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市民活動情報ステーション
武蔵野プレイスホームページ上でイベント情報をお知らせできます！
武蔵野プレイスホームページ上で市民活動団体が行うイベント
などの情報発信ができます。写真やチラシの掲載もできますの
で、インターネットでの広報活動としてもご活用ください。
（投稿内容はプレイス側で確認後に公開いたします）

＜ご利用方法＞
団体登録時に通知している情報ステー
ションのログインIDとパスワードが必要
です。詳細は市民活動カウンターまで。
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発　  行  　日：平成 27 年 12 月５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。）

　10月30日（金）、第４回市民活動フロア運営協議会を開催しました。事務局より上半期の市民活動事業につい
て報告し、特に市民活動団体企画講座の審査内容について振り返りました。また、１月に開催する市民活動フロ
ア懇談会の進行役を決定、その他次年度の市民活動支援事業について募り「武蔵野を学ぶ」というテーマでプレ
イス全体で事業を企画できないか等、活発な意見が交わされました。

　武蔵野プレイス登録市民活動団体の登録有効期間は「登録承認日から起算して３年後の属する年度の年度末
（３月31日）まで」となります。印刷機、ワークラウンジでの打ち合わせ、チラシ設置、ロッカー・メールボックス等
を利用されていて来年度も引き続き利用を希望する場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意くださ
い。該当団体には１月中に詳細をご連絡いたします。

第4回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

プレイス登録市民活動団体「登録更新手続きのお知らせ」

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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その⑮

　プレイス2階・テーマライブラリーにあるSHの棚を覗いたことがあります
か？そこには市民活動に関する本が壁一面に並んでいます。
　その中で背表紙を見て手にとったのが、この本です。「このタイトル、ドキ
ドキ、ワクワクしながら、ボランティアをする方法が書いてあるのかしら？」
ところが・・・いい意味で期待を裏切られました！
　この本には、医療や福祉の現場で、より良い社会づくりに熱く取り組み、新
風を起こす優しき挑戦者たちのボランティアの現場が熱く語られています。
　著者は大熊由紀子さん。女性初の朝日新聞論説委員で、17年間医療・福祉
分野の社説を担当した後、大阪大学でボランティア人間科学講座を指導。そ
こで縁ができた大阪ボランティア協会元事務局長・早瀬昇さんの「ボラン
ティア」という外国語に対する「ほっとかれへん」と言う日本語訳が素敵だ
と、由紀子さんは言います。
　中から噴出して、止めようとしても止められない思いに突き動かされて、
人はボランティアをする。本のタイトルがお腹にすとんと落ちました。そん
な強い思いが持てる人生を送りたいですね。(長谷津）

『恋するようにボランティアを［優しき挑戦者たち］』

著　者：大熊由紀子
出版社：ぶどう社
出版年：2008年


