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「出会いからアクションへ」

『これでわかる！初心者のためのNPO法人会計・税務』
講座を開催しました

 　6月23日（木）、30日（木）、税理士の馬場利明さんを

お迎えし、NPO法人会計担当者向けに、運営に必須のス

キルとなる会計・税務に関する講座を開催しました。

１週目は、財務諸表を作成する簡単な演習をまじえな

がら会計の知識を、2週目は、講師謝礼の源泉徴収や法

人の収益事業に伴う法人税、会費や補助金等の扱いな

ど税務に関する知識を幅広く学びました。会計・税務講

座は毎年実施していますが再受講の方も多く、復習も

兼ねて繰り返し学ぶことで理解が深まっていく実感が

あります。人気の講座ですので、まだの方は来年ぜひご

参加ください。

   ５周年記念プレイス・フェスタ2016～あなたの街の

市活人(しかつんちゅ)展スペシャルを７月21日（木）～

31日（日）に開催しました。

　市民活動をしている人を“市活人（しかつんちゅ）”と

名付け、活動を始めたきっかけや社会への思いを表現

していただくパネル展示を毎年開催していますが、今

年はスペシャルと題して、平成24年から27年までに紹

介した20人を一同に展示しました。

　さまざまな活動をしている人たちの世界に触れなが

ら、 市民活動をより身近に感じられる機会として多く

の方が一人ひとりとの「出会い」を楽しまれていました。

　また、オープンから５周年を迎え、今までに開催して

きた市民活動支援のための講座や講演会など、市民活

動フロアの歴史を年表で振り返りました。

　これからも、市民活動団体が社会に対して役割を発

揮し、市民の共感を得られるような活動を実施してい

くために、市民一人ひとりの参加のきっかけとなるよ

うな支援を行っていきます。

開催報告　Report

プレイス・フェスタ2016～あなたの街の市活人展スペシャル
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市民活動講演会を開催します　

『会って伝える！プレゼンテーションのコツ』
市民活動マネジメント講座：広報

　市民活動のさまざまな場面で市民の共感を得るた

めに、広報の原点である「直接話して伝え

る技術（プレゼンテーション）」を実践的に

学びます。心をこめて話しても相手に響か

ないと感じている方や、プレゼンテーショ

ンが苦手な方、ぜひご参加ください。

【日　時】 10月16日（日）10:00～16:00（予定）
【会　場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【講　師】 鶴保正明
　（鶴保正明ブランド広告事務所クリエイティブ・ディレクター）

【申　込】 9月15日頃より受付
（詳細は決まり次第、市報・プレイスHP等 でお知らせします）

　今年度は、NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネッ

トワークから栗林知絵子さんと山田和夫さんを講師

に迎え、子ども食堂の開催やプレーパークの運営な

ど、地域で子どもの成長を見守る活動をしているこ

とや、 まちの人たちとのつながりについてお話しい

ただきます。

【日　時】 11月3日（木・祝）14:00～
【会　場】 武蔵野プレイス4階フォーラム
【申　込】 10月1日（土）より受付
（詳細は決まり次第、市報・プレイスHP等 でお知らせします）

▼市民活動学校2015の様子

『市民活動の森』＆『市民活動学校 2016』　参加団体募集！ 

『もうひとつの学び場～市民活動学校2016』
　団体を紹介するだけでなく、普段取り組んでいる

テーマや活動について市民と直接話し合ったり、体

験してもらうことができるイベントです。

【日　時】12月11日（日）10:00～17:00（1団体60分）
【会　場】武蔵野プレイス１階ギャラリー
【募集期間】8月1日（月）～9月20日（火)
【募集団体】5団体

　登録市民活動団体の方が市民に向けて活動をアピールできる、２つのイベントを開催します。

　「団体の活動を市民に向けてもっとアピールしたい」「もっと多くの人に団体の活動を知ってほしい」とい

う団体の方は、ぜひご参加ください。

『市民活動の森～市民活動団体紹介展』
　登録市民活動団体の日頃行っている活動をパネル
や作品などで紹介する展覧会です。団体ＰＲ映像も
流せます。
【日　時】10月8日(土)～14日(金)
【会　場】武蔵野プレイス１階ギャラリー
【募集期間】8月15日(月)～9月30日(金)
                      （定員に達し次第終了）
【募集団体】パネル展示：15団体、作品展示：2団体
                     映像展示：定員なし

【共通＊申込方法】
窓口またはホームページで配布している各申込書に記入し、
窓口まで持参するかメール・FAXにてお申込ください。



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2016/9/15~ 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】9月17日、10月15日、11月19日、12月17日、1月21日　
　　　（全5回、毎月第3土曜日)　集合時間 9：30　　　
【場所】井の頭恩賜公園野外ステージ前（吉祥寺駅公園口徒歩5分）
【参加費】一般500円、市民300円、会員200円　

【お問合せ】 武蔵野市ウォーキング協会（担当：長谷川）
☎ 080-9523-0557   

平成28年後期教室「やさしいウォーキング教室」

日本ウォーキング協会公認指導員が靴の履き方や歩く姿勢
を約1時間指導し、公園近郊を約5km歩きます。ノルディック
ウォーキング教室も併設。歩き方の基本を学んでみませんか。

【日時】9月19日（月・祝） 10:00～12:15（受付開始9：45）
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム　【参加費】無料
【申込】下記メールアドレスに「連続講座第1回講演会申込」、
　　　住所、氏名（ふりがな）、電話番号を明記。

【お問合せ】 玉川上水を守り育てる武蔵野市民の会（担当：田中）
☎ 090-7724-3066   sumie634@jcom.zaq.ne.jp

連続講座「市民がつくる水と緑のネットワーク」
第1回講演会

講演「さとやまと水辺の生物多様性の保全と市民の参加」
講師：鷲谷いづみ氏（中央大学教授）のお話から、武蔵野市に残る
水と緑を活用した自然と触れ合える地域作りを考えましょう。

【日時】10月7・21日、11月4・18日、12月2 ・16日、1月6・20日、
　　　2月3・17日  （全10回、いずれも金曜日)  15:00～16:15
【場所】武蔵野市総合体育館 剣道場  【対象】どなたでも  【参加費】無料
【主催】武蔵野市武術太極拳連盟　【後援】武蔵野市教育委員会

【お問合せ】 太極拳 武蔵野会（担当：藤木）
☎ 070-6460-8202   musashinokai200@willcom.com
http://musashinokai.com

いきいき太極拳無料体験教室
身体にやさしい太極拳で気になる自分の身体に向き合って
みませんか？いつからでも・何回でも大丈夫です。運動ので
きる服装で、上履き・タオル・飲物を持参の上、直接会場へ。

【日時】10月16日（日）13:00～16:00
【場所】武蔵野徳洲会病院4階講堂（西東京市向台町3-5-48）  
【参加費】一般500円、学生300円（報告書または同概要書代込）

【お問合せ】 地域サロン「ぷらっと」（担当：川村）
☎ 090-3102-8446  kawamura0515@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/kawamura0515/

「80歳代高齢者の生きがいの持続的促進
とその社会的対応」報告会

公益財団法人みずほ教育福祉財団研究助成事業の研究成果
を袖井孝子・お茶の水女子大学名誉教授ら5人をお迎えして
報告し、地域包括ケアシステムの推進策を考える。

【日時】10月24日（月）～28日（金） 10:00～21:00 
　　　 初日は12時～・最終日は～18時    
【場所】武蔵野プレイス１階ギャラリー
【参加費】入場無料　【後援】武蔵野市教育委員会
【お問合せ】 四季の会（担当：辻田）
☎ 0422-54-0151　tsu7308@jcom.zaq.ne.jp

第33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】10月16日（日） 13:30～16:00
【場所】武蔵野市民会館　集会室　【参加費】無料　

【お問合せ】 ジモッピーN（ネット）市民会館と地域をつなぐ会
　　　　　　（担当：坪井）　 ☎ 0422-51-7669

境のまちとコミュニティ
あなたは、どのような武蔵野のまちに住みたいですか。人々
がつながりの中で生活できるコミュニティづくりや、身近な
緑をどう残していくかなど、自由な意見交換をしましょう。

【日時】10月25日（火）～26日（水） 10:00～18:00
【場所】吉祥寺駅周辺 【対象】小学6年生までのお子様とその保護者
【参加費】1,000円～（お菓子ラリー10ヶ所含む）
               ※前売のみ （HPにて9月中旬より発売）
【主催】吉祥寺ハロウィンフェスタ事務局
【お問合せ】 NPO法人プレシャスネット
kichijoji.halloween@gmail.com
http://kichijoji-halloween.net

吉祥寺ハロウィンフェスタ2016
吉祥寺駅周辺100店舗以上参加。トリック・オア・トリート（お菓子
ラリー）、仮装パレード、仮装ベビーカーパレード、コンテストを実
施。親子・祖父母の方もご一緒に皆様で楽しんでいただきたいです♪

【日時】12月3日（土） 18：30～20：30
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラムA
【参加費】木戸銭1,000円　【定員】100名（予約優先）

【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

薬業時報社の元記者。胃がんの経験から健康は笑いにある
と開眼、笑いの効能に関する講演や浅草木場亭では健康漫
談を披露している。寅さんファンクラブ会長、東京医療学院
大学講師、ケンコウ奉仕医療ジャーナリスト松井寿一先生
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年忘れ！ 爆笑 健康漫談！

シニアが安心・安全にネットと繋がるために、正しい知識を
持つことをモットーに楽しく勉強しています。同じ質問何
回でもOK、誰にも聞けないことをここで聞いてください。

【お問合せ】 H2感謝祭実行委員会(担当：岡山）
☎ 0422-51-4317   http://h2-sakai.com

【日時】12月2日（金） 13：30～16：00
【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） 
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発　  行  　日：平成 28 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。）

第1回市民活動団体「交流カフェ」を開催しました

　7月18日（月）に開催された運営協議会では、平成27年度の市民活動支援機能の事業報告を行い、各イベント事業
について担当者の考察も交えながら、活発な意見が交わされました。また、6月25日（土）に行われた市民活動団体交
流カフェについては団体が参加しやすい交流・懇談会のあり方、その他今後の事業のアイデアなど、参考になるご意
見をいただきました。次回の運営協議会は10月を予定しております。

第2回市民活動フロア運営協議会を開催しました

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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その⑱

『先生、NPOって儲かりますか－若者たちが地元で賢く生きる方法』
　　　　　　

著　者：渡辺豊博
出版社：春風社
出版年：2016年

　安直な儲け話の本ではありません。
　行政や政治への一方的依存ではなく、市民の主体的発意と具体的行動に
よって地域や社会の課題を解決することができる。市民、行政、企業が連
携し協働するために、ネットワーク作りの調整・仲介役となるのがNPO。
　本書ではNPOを「市民会社・社会的企業」と位置づけています。高齢
者など埋もれた人材や、遊休農地など地域資源を活用してビジネスを起こ
し、資金確保を安定化して公益活動を持続的に展開する、そんなNPOの
可能性と発展性が描かれます。
　著者は三島市で、25年もの間汚染状態だった源兵衛川を清流に蘇らせる
活動に取り組んだNPO「グラウンドワーク三島」の事務局長・専務理事。
自らの活動を「右手にスコップ、左手に缶ビール」と表現しつつ、その困
難さや苦労も包み隠さず語ります。
　最終章は若者へエールを送る人生論、職業論。これから社会に出る方た
ちに読んでほしい 1冊です。（長畑）

　6月25日（土）に5団体7名の参加で開催し、今回は参加団体の紹介に加え、「地
域の子どもたちがスクスクと育つために何ができるか考えてみませんか」とい
うテーマを設定し、意見交換を行いました。
　参加団体同士、「子ども」を取り巻く環境について、未来の子どものために感じ
ていることを話したり、活動内容はさまざまですが共通点を発見したりと、時間
が短く感じられるほどにぎやかな交流会となりました。


