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地域を変える 子どもが変わる 未来を変える

「市民活動の森」は色とりどり・・・
市民活動団体紹介展を開催しました

　10月8日（土）～14日（金）に武蔵野プレイス１階ギャ

ラリーにて、今年で2回目となる登録市民活動団体紹介

展「市民活動の森」を実施しました。

　多彩な分野の団体が、それぞれの活動に込める思い

や活動の様子をパネルや映像展示で紹介しました。

　来場者は５日間で約1,200人に上り、森を演出した

装飾と鳥のさえずりに誘われながら展示を見て回り、

どんぐり形のカードに団体へのメッセージをお寄せく

ださいました。

　市民活動への関心や興味をもっていただくために毎

年開催している講演会。今年は、子ども食堂を中心とし

た子ども支援を行っている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

和夫さんを迎え、今の子どもを取り巻く環境と団体の

取組みについてお話いただきました。

 　栗林さんは、地域の子どもを支援するきっかけと

なった少年との出会いから成長を見守ってきた日々に

ついて映像を交えながら紹介し、家庭学習や温かい食

事の支援がまちの子どもたちの居場所づくりへと発展

したことを話されました。また、子どもの貧困の現状を

語り、子ども食堂の活動が各地で広がることを期待し

ていると結びました。

　続いて山田さんは、自宅を開放し「要町あさやけ子ど

も食堂」を開くに至ったいきさつを話されました。我が

子の巣立ちや妻の看取り後の孤独感を抱えていた頃に

出会った子どもや大人のつながりを広げていこうと、

地域の人々と交流を深めながら活動しているそうです。

　講演会当日は80名を超える市民が訪れました。自分

たちが一歩動くことで誰もが住みよい街になるという

栗林さんのメッセージに、聴衆の心も温まる講演会と

なりました。

開催報告　Report

市民活動講演会～いま話題の”子ども食堂”をひらいた理由～
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『市民活動学校2016～もう一つの学び場～』を開催します！
　武蔵野プレイス登録市民活動団体が「市民先生」
となって、それぞれの活動を紹介する1日限りの体
験授業を行います。

【日  時】 12月11日（日）10:00～17:00
【場  所】 武蔵野プレイス1階ギャラリー
【参加費】 無料（2時間目のみ材料費300円がかかります）
【定　員】 各回20名程度（当日直接会場へ）

『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、市民が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集し、実施する事業です。今年は、9団体から応募があり、9月25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ヵ月ほど前より、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 市民のための、金銭面で安心して暮らすための授業
自分育てのための、茶道体験授業
外国人をおもてなししたい方のための、地元・得意を
活かしたアイデア授業

ホストファミリー初心者のための、ホームステイを楽しく学ぶ授業

エコな市民のための、電力自由化を学ぶ授業

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

NPOフレンドシップ・フォース
武蔵野三鷹

NPO法人むさしの市民エネルギー

コンプリ東京

NPO法人FP武蔵野グループ
育児と育自の会

市民先生

一般社団法人きくっと
『子どもたち集まれ！
いろいろなおもしろい本を紹介するよ！』

NPO法人むさしの市民エネルギー
『ベランダ発電工作セミナー』

スキルノート
『親子で学ぶ　自己紹介のコツ』

2月12日（日）14：00～15：30　4階フォーラム

　武蔵野プレイス図書館を利用して、本の紹
介を聞いたり、自分で選んだ本を紹介したり
しながら、本の世界を楽しむ。

3月4日（土）13：00～16：30　１階ギャラリー　
　ソーラーパネルキットを組立て、 実際に発
電し、消費する体験を通じて、エネルギーの地
産地消や再生可能エネルギーについてより深
く学ぶ。（材料費28,000円）

3月25日（土）14:00～16:00　3階スペースC　

　自己紹介を通じて、家庭内での対話や、学
校や地域でのさまざまな場面における対人
コミュニケーションの質を高め、 ともにい
きいきと自己表現するコツを学ぶ。
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団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2016/12/15~ 2017/3/15実施予定分
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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】1月6日（金）、2月3日（金）、3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（飲み物とお菓子付）　

【お問合せ】 「新老人の会」多摩地区交流会(担当：水口）
☎  042-575-4595  shinrojin_tama@icloud.com

i Pad交流会

はじめてみましょう～i Padにふれてみましょう！安心安全な使
い方をご一緒に学んでみましょう！新しい世界が広がります。
何回でも同じことを繰り返しながら使えるようになります。

【日時】1月8日（日） 9:20～16:30
【場所】奥多摩
【対象】16歳以上の男女（初心者歓迎）
【参加費】6,500円（講習料、道具貸出料、山林使用料、豚汁の食
　　　   材費、保険料を含む）

【お問合せ】 NPO法人アースマンシップ（担当：岡田、上條）
☎ 0422-20-8393   info@earthmanship.com
www.earthmanship.com/ （全体）
    http://earthmanship.com/wp/?p=7786（早春たき火塾）

早春たき火塾

年の初めに山に入り、現地の薪を拾い集めてマッチ１本で自分
だけの火を育てるプログラム。火があれば暖をとれる、料理がで
きる。サバイバルの重要要素である「火」について学びましょう。

【日時】1月22日（日）13：30～16：40
【場所】台東区民会館第4会議室 
【講師】中條千恵子氏（理学療法士・医療法人社団和風会）
【参加費】会員：無料（当日入会可）、会員外：3,000円

【お問合せ】 NPO法人ミュージックasパレット
           　       （担当：川原・草田）
map15contact@gmail.com
http://map.a.la9.jp/

第67回ミュージックasパレット研究会

理学療法士の視点から「子どもから高齢者までの支援の方
法を学ぶ」。音楽療法の研究会ですが、他領域から学ぶを
テーマにしています。

【日時】1月25日（水）、2月22日（水）13:30～14:30
　　　（毎回同じ内容で毎月最終水曜日に開催。12月は休み）

【場所】ピナット事務所（三鷹市野崎3-22-16 すぺーすはちのこ2階） 
【参加費】無料（取材や研究を目的に参加される方は1,000円）

【お問合せ】 ピナット～外国人支援ともだちネット
☎ 0422-34-5498  hachinoko@ba2.so-net.ne.jp
http://pinatmitaka.wixsite.com/pinat

「やさしい日本語」で外国人母子サポート
（ピナット活動＆ボランティア説明会）

ピナットがとりくむ外国人母子支援の活動について、写真を
使いながらご紹介します。ご関心のある方、まずは話を聞い
てみたいという方、どなたでもお気軽にご参加ください。

【日時】2月5日（日）13:30～16:30 　　
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【対象】第二の人生や相続に関心のある方
【参加費】資料代1,000円　

【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://fp-musashino.com/

FP武蔵野フェスタ2017
“寸劇で学ぼう退職金・相続問題”

第二の人生は誰もが安心して暮らしたいものです。今回の
フェスタでは、寸劇を通して、退職金の自分らしい使い方や
相続の問題を参加者の皆様と一緒に考えます。

【日時】3月4日（土） 14：00～16：30
【場所】成蹊大学内
【講師】油井大三郎氏（元東京女子大学教授。専門はアメリカ現代史）
【対象】どなたでも　　【参加費】無料　　【定員】100名

【お問合せ】 NPO法人むさしの市民エネルギー（担当：西園寺）
☎ 090-6015-8706 　FAX 0422-36-3767
musolar2013@gmail.com 
https://www.facebook.com/musolar2013/

エネルギーを学ぶシリーズ第7回
「エネルギーでしなやかな街づくり」
藻谷浩介さん講演会

トランプ政権誕生は米国内外に多大な衝撃を与えている。
この現象の意味するもの、この様な情勢下で、世界、日本は
如何に対応すべきか、歴史的観点からも考察する。

講演会
「トランプ政権誕生の衝撃とその歴史的意味」

平成合併前3,200市町村全てを訪問し、地域特性を多面的に
把握。地域振興や人口成熟問題に関し「里山資本主義」など
精力的な提言を続ける藻谷浩介さんのお話を伺います。

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

【日時】2月16日（木） 19：00～21：00
【場所】武蔵野スイングホール　レインボーサロン
【対象】どなたでも　　【参加費】無料　　【定員】160名
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（バックナンバーも HP でご覧になれます。）

　第3回運営協議会では事務局より市民活動企画講座プレゼンテーションの報告を行い、審査員を務めた委員か
ら「いずれの団体も専門性が高いうえ、興味を引く企画が多く、審査が難しかった」とのご意見がありました。ま
た、平成28年度事業上半期報告を行い、次年度事業について団体が参加しやすい事業のアイデアや、プレイスの
市民活動支援機能のあり方や団体との関わり方について活発な意見が交わされました。

第３回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

　はじめまして！9月に新しく入りました長嶺です。吸収することがいっぱいの毎
日ですが、現在心理カウンセラーの勉強もしています。各種療法や恋愛・結婚・子育
てから老いまで多岐にわたるテーマで、人の心の大切さや人とのつながりに関し
て学んでいます。
　さまざまなテーマで活動をされている市民活動団体の皆さんや市民活動に関心
のある皆さまとお話できるのを楽しみにしています。皆さまの想いに寄り添って、
サポートしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします！

市民活動フロアに新しいスタッフが着任しました。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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　大阪・釡ヶ崎でアルコール依存、精神疾患、難民、家出人、就労に悩む人など多
様な人と出会いを重ねてきたココルーム。アートNPO法人「こえとことばとこ
ころの部屋」通称ココルームは、詩人である著者が代表を務め、このまちの様々
な人がひとりひとり表現する機会と場をつくり、地域社会とつながる活動をし
ています。
　本書では、著者自身も生きづらさを抱えながらこれまでの活動にいたった経
緯や、出会いの中で投げかけられた「働くこと、生きること、表現すること」の問
いかけ、さらに釡ヶ崎芸術大学のことが盛り込まれています。日々の積み重ね
がぎゅっと詰まった一冊は、場づくりに関心のある人や悩める人など多くの方
におすすめです！（長嶺）

『釡ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム』

新スタッフ 長嶺由美子（ながみね ゆみこ） よりひと言

その⑲

著　者：上田假奈代
出版社：フィルムアート社
出版年：2016 年


