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武蔵野プレイス

市民活動フロアだより

武蔵野プレイス HP より
（3月 9日まで。事前申込制。応募者多数の場合は抽選）

『社会起業家スタートブック』著者

申込み

あなたも社会のチェンジメーカー

社会起業とボランティアって、何が違うの？

社会の課題をビジネスの手法で解決する。

誰もがチェンジメーカーになれる。

社会起業デザインシートで、やりたいことを具体化！

武蔵野プレイス市民活動フォーラム

お問合せ
武蔵野プレイス市民活動支援担当
〒180-0023 武蔵野市境南町 2-3-18 tel .0422-30-1903

　みなさんこんにちは！ 武蔵野プレイス市民活動支援担当です！ 「市民活動フロアだより第２号」は、
イベントの情報を中心にお届けします。「市民活動フォーラム」や、１月末から募集を行った「市民活
動団体企画講座」の結果・開催内容など、見逃せない内容が盛りだくさんとなっています。

　市民活動フォーラムは、毎回、特定のテーマを設け、講演会
やワークショップを行なう年に一度開催するイベントです。今
回は「社会起業家スタートブック」の著者、百世瑛衣乎（もも
せえいこ）氏を講師に迎え、「社会起業」にスポットを当てた講
演会を実施します。
　社会の課題を、ビジネスの手法で解決する「社会起業」。今、
社会貢献を目指す若者を中心に、社会起業への注目が集まって
います。ソーシャル・ビジネスのノウハウを使って、さまざま
な課題を自分の力で解決するためのヒントをつかみに来てみま
せんか。

３月 17 日（土）
15:00－17:00
武蔵野プレイス４階フォーラム
定員：100 名（事前申込制・応募者多数の場合は抽選）
参加費：無料

武蔵野プレイス市民活動フォーラム

“やりたい”と“役立つ”を結ぶ。あなたも社会のチェンジメーカー
開催のお知らせ

【講演内容】
・社会起業とボランティアって何が違うの？
・社会の課題をビジネスの手法で解決する。
・誰もがチェンジメーカーになれる。
・社会起業デザインシートで、やりたいことを具体化。

【講師紹介】
百世　瑛衣乎（ももせ　えいこ）氏
（社会起業家、社会派作家）
　2009 年より心のケア「トラウマ解凍ワーク」を定期開催。い
じめ、マザハラ、ジェンダーと、常にさまざまな社会現象をテー
マとして活動。ＴＶ、新聞、雑誌等メディア出演多数。広島県出身。

【お申込み】
e-mail、往復ハガキ（氏名・住所・連絡
先を明記）または返信用ハガキを持って
武蔵野プレイス市民活動カウンターへ。
ホームページからも申込可。
※３月９日（土）必着
※応募者多数の場合は抽選となります

【お問い合わせ・申込先】
武蔵野プレイス市民活動支援担当
〒180-0023 武蔵野市境南町２-３-１８
TEL：0422-30-1903
e-mail：gr-shikatu@musashino.or.jp
http://www.musashino.or.jp/place.html



　第 2回市民活動フロア懇談会「新春懇談会～みんなではじめる 2012 年～」を 1月 28日に開催しました。
　今回は、新年が明けて間もない時期であることや、震災を乗り越え、新たな気持ちで 2012 年の活動を始めら
れるようにとの想いを込め、「新春懇談会」と銘打っての開催となりました。
　集まった 15人の参加者が 3つのグループに分かれ、はじめに「昨年の活動で、うまくいったこととそうでなかっ
たことをふりかえる」というテーマでグループワークを行いました。うまくいったこととしては、取り組みをイン
ターネットで配信できるようになった、継続的に集まりを持てるようになったという意見が挙げられました。一方、
どのグループも若い世代を取り込めていないこと、世代間の交流がないことを課題としていたことが印象的でした。

若い世代を巻き込んでいくために何が必要か、今後も意見交
換の場を設けていければと思います。
　次に、昨年の市民活動フロアについて意見交換を行いまし
た。ワークラウンジで打ち合せをしようと思っていても、自習
をしている方に気を遣ってしまい活用しにくいという意見な
ど、引き続き意見交換が必要と思われる意見も出されました。
　今回は、前回以上に参加者間の交流が活発に行われ、お互
いの活動の紹介などを楽しむ様子が伺えました。懇談会でい
ただいたご意見を運営に役立てていくとともに、団体間交流
ができる場を、引き続き開催していきたいと思います。ご参
加いただいた皆さま、ありがとうございました。

助成金の基礎講座（12月 22日）
　「『助成金』って聞いた事
はあるけど、実は何なのか
よく分からない……」「活
動していて、資金のことで
悩んでいる……」という方
のための「助成金の基礎講
座」を開催しました。

　東京ボランティア・市民活動センターの宮田幸次さん
を講師に迎え、助成金とは何か・申請時の注意点・情報の
入手方法についてお話しいただきました。質問の時間で
は、具体的な質問が多く、活気のある講座となりました。
　また、助成金にはどんなものがあるのかを紹介する
展示コーナーを設け、過去の助成金情報の展示や現在
応募可能な助成金のパンフレット配布を行いました。
１階ギャラリーで開催と
いうこともあり、登録団
体ではない方の姿も見ら
れました。
　新しい活動を始める手
助けとなる助成金。今後も
最新情報を発信していき
ますので、ご期待ください。

上手なチラシの作り方 (12月 17日）
　はじめての市民活動マネジメント講座として「上手
なチラシの作り方」を開催しました。
　イベントチラシをさらに見やすく、かっこよく作れ
るようになるためのこの講座。今回は、市民活動の分
野で活動されているグラフィックデザイナーの林田全
弘さんにお越しいただき、伝わるチラシのコツについ
てお話しいただきました。
　デザインとは何かという話から、紙面のレイアウト
上のテクニックまでを話していただいたほか、参加者
の方にご自身で作成されたチラシを持参していただ
き、みなさんの前で林田さんからアドバイスを受ける
といった時間もあり、とても内容の濃い２時間となり
ました。お互いの作ったものを見せ合うことで、自分

のチラシを客観的に見るこ
とができ、また、参加者同
士が交流する場にもなりま
した。
　チラシ作成講座は来年度
も開催する予定ですので、
今回参加できなかった方
も、次回はぜひご参加くだ
さい。

「市民活動マネジメント講座」は、団体を運営していくうえで必要になる知識やスキルを学ぶことができる講座と
して、プレイスが開催するものです。今年度は「上手なチラシの作り方」「助成金の基礎講座」の２つを開催いた
しました。来年度も様々な講座を開催していく予定ですので、みなさん是非ご参加ください !!

※助成金講座で展示したファイルや募集中の助成金情報は、３階市民活動情報コーナーで閲覧できます。ぜひお立ち寄りください。

第 2 回市民活動フロア懇談会を開催しました !!

平成２３年度市民活動マネジメント講座、盛況のうちに終了 ! !
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スライドを用いたわかりやすい
説明が印象的でした。 展示コーナーの様子



- information -
講演会
森を知り森を楽しもう ～｢独歩の森｣とともにくらす～

日時：３月 11日（日）13:30 ～ 15:30
会場：武蔵野プレイス４階フォーラム
講師：中川 重年 氏（京都学園大学教授）
参加費：無料
申込：下記 e-mail か FAXまで（先着順・定員 50名）
共催：武蔵野の森を育てる会　武蔵野市緑化環境センター
後援：武蔵野市教育委員会

武蔵野の森を育てる会
HP：http://mnomori.web.fc2.com/
e-mail：info.mnomori@gmail.com

次回は「しょーとてんぱー」にお話をうかがいます。   
次回もお楽しみに !!

は、こうして人の輪が広
がっていったことだと話す田
中さん。｢第二小学校の児童と一
緒に植えた木が、今、緑地の真ん
中で大きく育っています。感慨深いで
すよね。それから、初めての公開作業は印
象に残っています。あれ以来、いろんな人に来てい
ただけるようになって、他の団体や地域の方とのつな
がりができました。我々は
『森を育てる』団体ですが、
『森にコミュニティを育て
てもらっている』ようにも
感じますね。｣森の活動を通
してできる｢人との繋がり｣を
これからも広めていきたい
とのことでした。

市民活動団体のみなさんに
「つながりのある団体」や
「気になる団体」を紹介
していただきながら、
リレー形式で続けて
いくインタビュー
コーナーです。

　武蔵境にある「境山野緑地（独歩の森）」をご存知で
しょうか。玉川上水のほど近く、住宅街の一角にある
素敵な自然空間です。今回は、その境山野緑地の保全
活動を行っている団体、武蔵野の森を育てる会の代表・
田中雅文さんにお話をうかがいました。

武蔵野の原風景を残したい
　武蔵野の森を育てる会は、月２回の緑地の保全作業
を軸に、定期的な植物の調査、近隣の小学校・高校の
授業への協力、トークイベントの開催など、幅広い活
動を行っています。
　今では緑豊かな境山野緑地ですが、７年前に活動を
始めたばかりの頃は、建物の跡地（元は都立青年の家）
に木が何本か生えているだけだったそうです。今のよ
うな森に育てられたのは、会のこだわりがあったから
こそだとか。「境山野緑地のコンセプトは、『武蔵野の
原風景にふさわしい森を育てる』というものです。や
みくもに作業をするのではなく、調査や勉強をしなが
ら、昔ながらの雑木林の姿を残すための活動をしてい
ます。」できるだけ昔ながらの方法を取り入れていると
いう保全作業は、地域の人や大学生などのボランティ
アを含め、毎回 20人ほどで行われています。

森を育て、森に育てられる
　はじめは会のメンバー
10 名ほどで行っていた保
全活動でしたが、発足した
年の年末には、市立第二小
学校の児童による苗木の植
樹が授業の一環として行わ
れ、また、活動開始から約
４年が経った 2008 年の
12 月からは広く参加者を

募集して、現在のような公開型の定例作業が行われる
ようになりました。活動の中で印象に残っていること

「市民に愛される緑地」を目指して
　「『野外のコミセン』をイメージしています。」と田中
さん。境山野緑地を、地域の人が積極的に関わること
ができる場所にしていきたいとのこと。「色んなイベン
トを森でやりながら、地域の人が自然との一体感を得
られるようにしたいなと。
市民みんなで、この森を
持続可能なものにしてい
ければと思います。」境山
野緑地から、都市におけ
る自然空間の在り方を発
信していきたいと話して
いました。
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地域の人も参加して行われる植
物の観察会。

定例作業の様子。園路にはみ出
た草を除去しています。

市民活動団体リレーインタビュー
第２回「武蔵野の森を育てる会」

境山野緑地。明治時代の文豪・国木田独歩にゆかりのあ
る南側の一帯は「独歩の森」と呼ばれ親しまれています。



※今回ご紹介した書籍は、武蔵野プレイス２階・SH の書架に蔵書がございます。ぜひご利用ください。

  武蔵野プレイス市民活動団体企画講座
　人生の選択能力を身につける「ライフラインを描く」～市民活動を楽しもう！～
　１月 26 日から２月９日にかけて企画提案募集を行った「市民活動団体企画講座」への多数のご応募、ありがとうご
ざいました。この度、企画採用団体が「HBB（Happy and Boon Buddy）」に決定し、講座を以下の通り実施するこ
ととなりました。みなさんの参加をお待ちしております !!

「世界を救うショッピングガイド Causebrand Handbook」
　「世界を救うショッピング」ってどういうこと？「コーズブランド」って何？？
本のタイトルに惹かれ、手にとってページをめくってみると、買い物をするときによく
見かける商品や、買ったことのある商品がたくさん掲載されていました。よくよく読ん
でみると、この本に載っている商品やサービスを購入すると、社会貢献をしたことにな
るのだとか。
　このような、消費者が購入することにより、その売上の一部が、自然保護や社会の課
題解決に貢献できる商品の総称をコーズブランドといいます。
　最近よく耳にするフェアトレード商品やエコグッズの購入も、この一部。……つまり、
自分の欲しいものを購入したら、それが社会貢献につながっていることもあるんです！
この本を読んでから、買い物をするときの商品を選ぶ基準が変わりました。
買い物で社会貢献！ そんな一歩を踏み出すきっかけにこの１冊、オススメです。（静谷）

著　者：野村 尚克
出版社：タイトル
出版年：2009 年

イベントのお知らせ

武蔵野プレイス 市民活動フロアだより 第２号
発　  行 　日：平成 24 年３月１日
発　　　　行：（公財）武蔵野生涯学習振興事業団
お問い合わせ：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
（武蔵境駅南口すぐ）
Tel :  0422(30)1903　Fax : 0422(30)1971
e-mail :  gr-shikatu@musashino.or. jp
http://www.musashino.or. jp/place.html

　

日　時：３月 29 日（木）午後２時－４時
会　場：武蔵野プレイス４階 フォーラム
対　象：市民活動に関心のある方
定　員：30 名（先着順）
参加費：無料
申　込：３月 15 日午前９時 30 分より電話にて受付開始
　　　　市民活動カウンター（0422-30-1903）まで

講　師：木村 たき子 氏（心理カウンセラー）

内　容：
地域の中で自分を生かし、周りの人と関わりながら、人生
を拡げていくには、何をどう選び、行動するといいのか、
選択能力が問われます。私たちはこれまで様々な人生を歩
んできましたが、過去を振り返ることで、自分がどのよう
な人かを知ることができます。今の自分と照らし合わせて
みると意外な気づきがあり、これからの人生を考えるきっ
かけになります。地域があなたの出番を待っている今、一
歩踏み出すために、ライフラインを描いてみましょう！

新スタッフ　栗村 真里（くりむら まり）より一言
プラットホームを降りるとそこには白く輝く大きな宝箱。
レギュラーコーヒーの香りが漂う中を３階へ上れば広がる景色が。
イマジネーション膨らむ空間で、
スペシャルな時間を過ごしてみませんか！
１月から市民活動支援担当になりました。大好きな甘味からエネルギーを蓄え、市民
の皆さんからもパワーを吸収していきたいと思っています。よろしくお願いします。
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ライフラインとは……横軸に年齢、縦軸にプラスマイナスを
記した用紙に、自分の人生の好調・不調を曲線で描きます。
生涯キャリア支援の一手法で、「人生曲線」ともいいます。


