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「人として出会うのが地域活動のコツ」

 　2月20日（土）、午後2時から「地域活動の
ひけつ

秘訣がわかる2時

間半」と題して、認定NPO法人ハンズオン埼玉の西川正さん

を迎え、地域活動のアイディア満載のお話を伺いました。

　地域活動って何だろう？どうやって始めるの？という方

から、今の活動をもっと充実させたい方まで、19名が参加さ

れました。まずは、5つのグループに分かれて自己紹介タイ

ム。最初は硬かった顔が徐々にほぐれ、講座への期待が高

まっていきます。「人が自分から他人に近づくのは、困った時

と面白そうな時」と西川さん。人を集めてつながるには、面白

いと思ってもらう仕掛けが必要だとのこと。参加者が知りた

いことをすくい上げつ

つ、西川さん手作りの

仕掛け道具「生ポス

ター」や「七輪の被り

物」など、楽しくてイン

パクトの大きい活動の

数々を紹介されまし

た。

　また「（肩書きでな

く）まず人として出会

う」「五感から入ると人

はつながれる」「参加者をお客さんにしない」「みんなで考え

みんなで決める」「いいかげんに企画する（参加の余地を残

す）」「食べ物などを持ち寄る」など地域のコミュニケーショ

ンを変えていく活動のコツが披露されました。その後、参加

者が持ち寄ったお菓子をつまみながら、西川さんのお話を聞

いて気づいたことをグループで活発に

話し合いました。

　参加した方からは、「楽しいってこと

は、何をするにも大切な気持ちなんだ

と思えました。これから自分の活動を

楽しみます」という声も上がりました。

参加者の皆さんのたくさんの気づきから、あちこちで楽しい

地域活動が生まれることでしょう。

開催報告　Report

市民活動ワークショップ『地域活動の秘訣がわかる２時間半』

▲生ポスターでアピール！
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『知っておきたい！法人化後の年間事務あれこれ』
市民活動マネジメント講座：法人設立

　ＮＰＯ法人設立までの心構えをつくる講座です。

設立登記までの流れや総会開催の時期、提出しなけ

ればならない書類など、運営事務の年間スケジュー

ルポイントを分かりやすく解説します。

※この講座は吉祥寺での開催となります。　　　
【日 時】 3月6日（日） 14：00～16：00 
【会 場】 武蔵野市商工会館４階ゼロワンホール
　（吉祥寺駅北口から徒歩5分・吉祥寺本町1-10-7）

【対　象】 NPO法人設立に興味がある方
【講　師】 増田裕之（ますだひろゆき）

　（東京ボランティア・市民活動センター相談担当専門員）
【定　員】 30名　【参加費】 700円
【申　込】 窓口、メール、電話にて受付

開催報告　Report

「市民先生」がプレイスに登場！市民活動団体が
市民に向けて公開授業を行いました。

 　昨年12月23日（水・祝）に、プレイスフェスタ2015

の最終日を飾る事業として「もうひとつの学び場～市

民活動学校2015」を実施しました。武蔵野プレイスの

登録市民活動団体が「市民先生」となり、5団体が各1時

間ずつ、それぞれの分野について授業を行いました。講

義だけでなく、対話やワークショップなどを交える団

体もあり、とても寒い日の実施となりましたが、57名

の方にご参加いただきました。参加者は、本だけでは学

べない生き生きとした体験を持ち帰られていました。

広報支援事業
『もうひとつの学び場～市民活動学校2015』


『市民活動団体交流カフェ～考えよう伝えるコツ』

市民活動団体相互交流事業＆フロア懇談会

　市民活動団体同士の交流を目的とした今年度最後

の交流会では、意見交換をしながら「誰に何を伝えた

いか」を整理し、「団体スローガン」を作ります。

　武蔵野プレイスが提供する市民活動団体データ

ベースサイト「情報ステーション」の活用方法も解説

します。団体の広報活動を見直すチャンス！ぜひご

参加ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【日 時】 3月11日（金） 10：00～12：30 
【会 場】 武蔵野プレイス4階フォーラム
【対　象】 武蔵野プレイス登録市民活動団体
【定　員】 30団体程度
【参加費】 無料（飲み物、菓子付き）
【申　込】 窓口、メール、電話にて受付
※団体活動紹介のパネル展示もできます。
   （3月11日から25日まで。先着10団体）　



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2016/3/15~6/15 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】3月18日（金） 14：00～16：30
【場　所】成蹊大学　8号館 3F 304教室
【参加費】無料   【共催】銀蹊19期会・銀蹊合同会・自由大学銀蹊会
【講　師】河東哲夫（元ウズベキスタン・タジキスタン大使）

【お問合せ】 銀蹊合同会（担当：飛山）
☎ & ℻  0422-44-2155     taekotobiyama@gmail.com

講演会「世界はどうなる 日本はどうする」
今世界は大乱、国家は多民族化、100万余の難民がEUになだ
れ込み大国は軍事力を安易に使用する時代。その中で、日本
企業、日本人のあるべき生き方を提示したい。

【日時】3月20日（日）、4月3日（日）　　　
各日とも14：30～（約1時間）
【場所】武蔵野プレイス3階スペースA　【参加費】200円

【お問合せ】 平和のメッセージ（担当：小川）
☎ 090-3593-7477　okimio@nifty.com 

自分の中の平和
戦争がない平和ではなく、誰にも内在する平和を理解し、人
間の尊厳や自由や自分自身を理解します。一人でも多くの
人が平和を理解すれば、私たち一人ひとりが構成する社会
や世界も平和になる可能性が大きくなります。

【日　時】3月27日（日） 受付 8：15～8：45　
【場　所】井の頭文化園前広場集合  
【参加費】市民300円,一般500円、会員200円

【お問合せ】 武蔵野市ウォーキング協会（担当：捧）
☎ 0422-48-8354   knsasage@ybb.ne.jp 

第８回 神田川さくらウォーク
井の頭公園内の神田川源流より、隅田川に合流する柳橋ま
で28kmを歩きます。途中神泉橋10km神田上水公園17km
での解散もあります。神田川沿いの満開の桜の下を、体力に
あった距離を歩いてみませんか？

【日時】3月上旬～毎週土日9：30～15：30実施予定
【対象】武蔵野市桜堤、緑町にお住みの方
【1回の料金】500円（レジ袋4つまで） 

【お問合せ】 ぴーなっつハウス（担当：山本）
☎ 0422-55-3843  

ご高齢者や外出が困難な方を対象
としたお買い物のお手伝い

日常のお買い物に不自由を感じている方々を対象とした、
お買い物サービスを行います。実施エリアは武蔵野市桜堤
と緑町を予定しております。※お買い物の内容によっては、
ご希望に添えない場合もございます。

【日時】3月27日（日） 14：00～16：00
【場所】武蔵野プレイス3階スペースE
【参加費】300円
【お問合せ】 長寿命住宅の普及を推進する会（担当：山本）
☎ 0422-21-3950   info@f-yamafuji.com  
 http://www.f-yamafaji.com

木造長寿命住宅
日本の木造住宅の寿命が26年と短いのはおかしなことで、100
年200年の寿命があれば何世代にわたって住み続けることが
できます。200年快適に住め、住む人も長生きできる家を作る
意義、メリット、その造り方を分かりやすくお話しします。

【日　時】4月24日（日）14：00～
【場　所】武蔵野プレイス4階フォーラム　
【参加費】無料

【お問合せ】 よい子に読み聞かせ隊（担当：下田）
☎ 090-1038-3898   yomikikasetai1@yahoo.co.jp  
 http://www.kageki.jp

第2回「よい子に読み聞かせ隊in武蔵野」
志茂田景樹の語りとフルート奏者永井由比の絶妙な演奏で
広がるファンタジーの世界をご家族で楽しみませんか。演
奏家たちによるミニコンサートもあります。

【日　時】4月1日（金）、5月12日（木）、6月3日（金）
             　各日とも13：30～15：30
【場　所】武蔵野プレイス4階フォーラムB　
【参加費】1,000円（飲み物、お菓子付）

【お問合せ】 「新老人の会」  多摩地区交流会（担当：大田垣）
☎ 0422-20-7865

iPad 交流会
iPadを使ってシニアライフを楽しみませんか？初心者歓
迎。パソコン未経験でもOK。楽しくマイぺ―スで学ぶiPad交
流会です。iPadの便利なデジカメの使い方、絵の描き方、映
画の作り方を予定しています。

【日時】4月2日（土） 13：00～14：30
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラムB
【対象】中学生以上の方     【参加費】無料 

【お問合せ】 NPOだれでも留学（担当：沢井）
☎ 090-8569-4816   daredemo.ryuugaku@gmail.com
 http://www.daredemo-ryuugaku.net 

留学セミナー アメリカ・中国・韓国の大学に
最安で進学する方法

海外の大学でも日本より学費が安い大学はたくさんありま
す。1年で学費50万円以下の大学や奨学金を紹介します。

【日時】5月7日（土） 　【場所】吉祥寺シアター
【お問合せ】 むさしの芝居塾（担当：初瀬）
☎ 0422-26-4867   info@shibaijuku.com
 http://shibaijuku.com

むさしの芝居塾一周年記念公演
一年間むさしの芝居塾でレッスンを重ね成長してきた塾生
たちが、ついに吉祥寺シアターのステージに上がり、講師を
務めるプロの俳優たちと共演！スペシャルゲストとして大
物俳優も登場！？
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発　  行  　日：平成 28 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。）

　1月30日 (土)に8団体15名の参加で開催し、前半はパネル展示を使った団体
活動紹介、後半は、各団体の課題をテーマに交流と懇談を行いました。広報や参
加者集めの課題が多く出ましたが、団体同士で協力できる方法を模索したり、
プレイスの市民活動支援機能に期待することなど活発な意見が交わされまし
た。終了後は充実した時間を過ごせたというご感想もいただきました。団体紹
介のパネル展示はワークラウンジにて2月14日まで継続しました。

第2回市民活動団体ミニ交流会を実施しました。

　2月12日（金）、第6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1～2月の市民活動支援事業、市民
活動団体企画講座の経過について報告した後、先月の市民活動団体ミニ交流会で出されたご意見・ご要望につい
ての共有と振り返りを行うとともに、次年度市民活動支援事業について活発な意見が交わされました。

第6回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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その⑯

　2011年3月11日、東日本大震災が起こりました。震災当時、津波の甚大な
被害に遭った岩手県釡石市。混乱の中、誰に言われたでもなく、膨大な数の遺
体の管理を始めた人がいました。葬儀会社に勤めていた経験のある彼は、
次々と集められる遺体一体一体に声をかけながら、可能な限りの

せいしき

清拭や死に
化粧を施します。遺体を敬い、故人の家族の心に寄り添う彼の活動は、接した
人々の心を大きく動かしたのではないでしょうか。
　震災後、東北には多くのボランティア団体が訪れました。各々が「自分にで
きること」を探し、行動に移していたのです。
　震災から来月で5年を迎えます。当時の「自分にできたこと」、そしてこれか
ら何か起こった際に「自分ができること」を改めて考える機会にしてみては
いかがでしょう。（鎌野）

『遺体―震災、津波の果てに』

著　者：石井光太
出版社：新潮社
出版年：2011年


