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▲『ゆるふわサイバーセキュリティ』サイバー犯罪への対策について学びました。

▲『一日俳優体験！』  ”真剣勝負”でとりくむ参加者

　武蔵野プレイス市民活動支援機能では、社会や地域

の課題解決に繋がるアイデアを、登録市民活動団体が

企画し実施する「市民活動団体企画講座（プレイス・み

んなの講座）」を毎年行っています。昨年度は12団体か

ら応募があり、公開プレゼンテーションを経て、３団体

が選考されました。

　2月6日（土）に行われた、インターネットやスマート

フォンの安全な使い方やサイバー犯罪に巻き込まれな

いためのセキュリティ対策を学ぶ『ゆるふわサイバー

セキュリティ』（武蔵野キャンキャン）を皮切りに、2月

28日（土）には、いじめを減らし、いじめが起きにくい

環境を作るためにはどうしたらよいかを考える『いじ

め予防授業－いじめのない世界で大きくなりたい！』

（NPO法人チャイルドラインむさしの）、3月21日（月・祝）

に、プロの俳優による発声練習、台本読みなど、楽しく

元気になる演劇を体験する『一日俳優体験！どんどん

身につく表現力～

演じて、笑って、元

気になろう！～』

（むさしの芝居塾）

を実施しました。

　どの講座も団体

の強みや専門性を

活かしたユニーク

な講座で、参加者

の方からも新しい

気づきや学びが

あったという声が多くありました。

　今年度も引き続き、「市民活動団体企画講座（プレイ

ス・みんなの講座）」を実施いたしますので、たくさんの

ご参加をお待ちしております。▲『いじめ予防授業』 皆でいじめの問題について考えました。

「知る。学ぶ。やってみる。」
市民活動団体企画講座 「プレイス・みんなの講座」
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『市民活動団体交流カフェ』
市民活動団体相互交流事業＆フロア懇談会

『あなたの街の市活人展スペシャル』 
5 周年記念プレイス・フェスタ 2016

『これでわかる！初心者のためのNPO法人会計・税務』（全2回）
市民活動マネジメント講座：会計税務

　オープン5周年を迎える武蔵野プレイスでは、7月

に「5周年記念 プレイス・フェスタ2016」を開催しま

す。この期間内に、市民活動フロアでは「あなたの街

の市活人（しかつんちゅ）展スペシャル」を行います。

　市民活動をしている人を「市活人（しかつんちゅ）

と名付け、その人となりを紹介する展示を毎年開催

してきました。今年はその5回目に当たり、スペシャ

ル版として、今までにご紹介した市活人のパネルを

一同に展示します。

　自分のために、みんなのために、社会のために活動

している人たちとの出会いを楽しんでみませんか。

　NPO法人会計初心者の方を対象に明日から役立つ

会計と税務の基礎を学ぶ講座を開催します。

　第1回は会計担当者が行う1年間のスケジュール内

容や必要書類の種類・作成方法などを学び、簡単な演

習も行います。第2回では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を解説します。

法人運営では必須となる知識ですので、この機会に

ぜひ、ご参加ください！

【日　時】 第1回  6月23日（木）19:00～21:00
　　　　「NPO法人会計～ミニ演習付」
         　　第2回  6月30日（木）19:00～21:00
　　　　 「NPO法人税務」

【会　場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【対　象】 NPO法人会計担当者、テーマに興味のある方
【講　師】 馬場利明（税理士）
【定　員】 各30名（先着順）　
【参加費】 各1,000円
【申　込】 メール（氏名、連絡先、参加希望回明記）、
　　　　 電話、窓口にて受付

【持ち物】 筆記用具
　　　　 電卓（第1回のみ）

　登録市民活動団体同士でお茶を飲みながら、お互

いの活動のことや市民活動フロアについて、楽しい

時間を過ごしませんか？

【日　時】6月下旬予定
【会　場】武蔵野プレイス3階ワークラウンジ
 （詳細が決まり次第、プレイスHPにてお知らせします。）

▲過去の展示風景

【日　時】７月21日（木）～31日（日）
【会　場】 武蔵野プレイス3階ワークラウンジ



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2016/6/10~9/15 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10日（金）、7月1日（金）、8月19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 （飲み物とお菓子付）　

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

i Pad 交流会
iPadを使ってシニアライフをたのしみませんか？6月は
iPadを使っての情報収集。7月はTV電話。8月は人生百歳時
代のiPadの利用法をご一緒に学びましょう！

【日時】6月18日（土）～9月12日（月） 月2回（土・月、6回コース）
        　各日とも13:00～15:00

【場所】東海グリーンビル１階103号（武蔵野市緑町1－5－1）
【対象】中学生以上の女子     【参加費】１回2,000円

【お問合せ】 「育児と育自」の会（担当：落合）
☎ 0422-53-0753   ochinagomi31@Ybb.ne.jp

初心者のための立礼茶道講座
椅子に腰掛けて茶道のお手前をする立礼式。お茶を始めたい
方、正座が苦手な方も気軽に茶の湯を楽しめる講座です。抹
茶やお菓子のいただき方から自分でお茶が点てられるまで。

【日時】6月21日（火）、24日（金）　各日とも10:00～11:30
【場所】武蔵野プレイス3階スペースB(21日）、スペースA（24日）
【対象】シニアの方・初めての方・iPadを楽しみたい方
　　　（貸出用iPadあります）    

【参加費】1回2,000円（テキスト代含む）　【定員】10名（先着順）
【お問合せ】 一般社団法人タップタップラボ（担当：山森）
☎ 090-8031-1870   taptap.work@gmail.com

iPadを使ってみよう！　基礎編
iPadを楽しく使いましょう。ゆっくりペースの講座。
1日目:基本の使い方・文字入力・音声入力・地図の使い方など。
2日目:インターネット検索・生活に便利なアプリの使い方など。

【日時】6月26日（日） 9:00～11:00
【場所】武蔵野市立境山野緑地（独歩の森）  【対象】どなたでも
【参加費】無料  【服装】長そで・長ズボン・帽子・動きやすい靴・軍手

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

雑木林の保全活動を通して学ぶ、
都市自然環境の現状と課題

初夏の雑木林で、外来植物除去作業を通して、生物多様性を
考える。

【日時】6月26日（日） 14:10～17:30
【場所】小金井宮地楽器ホール１階小ホール（武蔵小金井駅南口正面）
【参加費】500円（資料代を含む）
【主催】 まなびの雑学実行委員会（東京雑学大学、小金井雑学大学)

【お問合せ】 NPO法人東京雑学大学（担当：菅原）
☎ 0422-52-0908　http://tzatudai.ec-net.jp

フォーラム「多摩の鉄道いま・むかし」
下記の三人の講師によるそれぞれの講演と鼎談。
山田俊明氏「多摩の鉄道は明治22年から始まった」
中島啓雄氏「多摩の鉄道への国鉄・JRのあゆみ」
川口順啓氏「文学作品の中に見る多摩の鉄道」

【日時】6月24日（金） 10:30～12:30
【場所】武蔵野スイングホール10階スカイルーム　
【参加費】無料　【定員】40名
※保育あり（申込順、要事前申込、生後3か月～未就学児対象）

【主催】武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会・武蔵野市

【お問合せ】 作ろう！みんなのジモト Wa-shoiパートナーシップ
  washoiwashoi55@gmail.com

【お申込み】0422-37-3410（むさしのヒューマンネットワークセンター）

やりたいことを実現させるための
コミュニケーション術☆～秘訣は愛と想像力～

コミュニティビジネス最前線の現場から学ぶ”パートナー
シップ”成功の鍵。講座とグループワークで発注力と受注力
を鍛えよう。

【日時】7月9日（土）　10:15～12:15
【場所】武蔵野公会堂  第一・二合同会議室（吉祥寺駅南口）
【講師】又村あおい氏
【対象】発達・知的障がい児者のご家族・支援者ほかどなたでも     
【参加費】会員無料、その他300円（資料代として）

【お問合せ】 NPO法人むさしの発達障がい支援サークル
                      しょーとてんぱー（担当：田中）
st2014kikaku@gmail.com
http://shorttemper.blog.fc2.com/

知的・発達障がいのある人の生活設計を
かんがえる連続講座②

「就労後、ここが知りたい！～日中活動、年金、後見など～」

知的・発達障がいのある人たちが地域で暮らしていくため
に必要な備えを、おもに制度の面から、わかりやすく楽しく
解説していただきます。

【日時】8月3日（水）～6日（土）　
【場所】奥多摩
【対象】小2～中3     【参加費】38,000円（3泊4日）

【お問合せ】 NPO法人アースマンシップ(担当：岡田）
☎ 0422-20-8393   info@earthmanship.com
http://earthmanship.com/wp/?p=7229

Earthmanship 夏ののびのびキャンプ②
アースマンシップのキャンプは、フリープログラム。自分が
何をしたいかを見つけるところから始まります。自然の中
で、機械的なものから解放されて過ごす4日間はかけがえの
ない時間となります。
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発　  行  　日：平成 28 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。）

平成28年度市民活動フロア運営協議会がはじまります

　3月11日（金）、「考えよう伝えるコツ」と題し、ワークショップを通して団体同士がともに考え、お茶やお菓子を交
えながら交流する「市民活動団体交流カフェ」を開催しました。ワークではテキストに沿って自己紹介、その後団体
の目的や課題を振り返り、最後に各団体のスローガンを考えました。
　後半は、登録市民活動団体が武蔵野プレイスホームページ上で情報公開できる「情報ステーション」の活用方法に
ついて、実際の画面を確認しながら解説しました。

平成27年度市民活動団体交流カフェを開催しました。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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その⑰  

　『伝わるデザインの基本～よい資料を作るためのレイアウトのルール』
　高橋佑磨・片山なつ／著　技術評論社　2014年

NPO法人会計基準対応。NPO法人の会計実務と実践で悩む点や迷う点に焦点を
当てて解説しています。決算書作成に役立ちます。

読みやすく、見やすく、魅力的な資料を作るためには、デザインのルールを
知ることが大事だと伝えています。フォントの選び方、文字の配置、資料全
体のレイアウトや配色等の基本ルールが学べます。

『わかる！できる！NPO法人会計』
　関西ＮＰＯ会計税務研究会／編　社会福祉法人大阪ボランティア協会　2014 年

３階市民活動フロア情報コーナーに入荷した書籍を紹介します。ぜひご覧ください。

『幸せに向かうデザイン～共感とつながりで変えていく社会』
　永井一史・山崎亮・中﨑隆司／編著　日経 BP社　2012 年
社会のために新しい仕組みをデザインしている人たちへのインタビューが
掲載され、日本の将来像や夢を描きだす市民に向けてのヒントがここにあ
ります。

　平成28年度は全５回の運営協議会を予定しています。市民活動フロアのあり方や市民活動支援事業について、委
員のみなさまと活発な意見を交わし、今後の事業運営の参考にいたします。運営協議会は、一般の方も自由に見学す
ることができます。開催についてはホームページ等をご覧ください。


