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市民活動フロアだより
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武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

「本をとおして出会う」

『ここからはじめる︕NPO法人会計・税務レッスン』
講座を開催しました　〈市民活動マネジメント講座〉

　６月20日（火）、27日（火）に、ＮＰＯ法人会計・税務の

基礎を学ぶ『ここからはじめる！ＮＰＯ会計・税務レッ

スン』を開催しました。今回は公認会計士である矢崎芽

生さんを講師に迎え、会計編・税務編とそれぞれ1日ず

つに分けて行いました。実際に数多くのＮＰＯ法人の

会計に携わってこられた経験をもとに、幅広い会計・税

務知識をポイントを絞って解説していただき、各2時間

という短い時間ですが内容の濃い講座となりました。

参加者の方も熱心にメモを取る姿が見られました。

　今後も市民活動に役立つ講座を企画していきますの

で、ぜひご参加ください。

   7月13日（木）から30日（日）まで、市民活動をしてい

る人=市活人を紹介するパネル展『プレイス・フェスタ 

あなたの街の市活人展2017』を開催しました。

　今回初めて図書館エリアにパネルを設置し、7名の市

活人のみなさまに、とっておきの本との関わりや、市民

活動への思いを紹介していただきました。多くの方が

市民活動をより身近に感じられる機会として新しい

「出会い」を楽しまれていたようです。館内で頒布した

市活人展の冊子の配布部数は300冊を超えました。

　3階ワークラウンジでは、展示についての感想を付

箋で共有できるスペースがあり、「人はみんなどこかで

つながっている」「（市活人に紹介された）すべての本を

読みたい」「こんな活動を武蔵野市でされている方々が

いて驚きです！」といったご意見が見られました。

　この展示をご覧になられた方にとって、市民活動に

ついて考えるきっかけとなれば幸いです。

開催報告　Report

『プレイス・フェスタ あなたの街の市活人展2017』
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【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。

『市民活動の森～市民活動団体紹介展』
　武蔵野プレイス登録市民活動団体の活動をパネル

や映像などで紹介する展覧会です。

　日頃の活動をアピールする文章や写真、資料や書

籍などを展示して、活動内容を具体的に紹介してい

ただけたらと思います。団体ＰＲ映像も流せます。

【展示期間】10月6日(金)～12日(木)
【展示会場】武蔵野プレイス１階ギャラリー
【募集期間】募集中～9月28日(木)定員に達し次第終了
【募集団体数】パネル展示：15団体、映像展示：定員なし
展示貸出備品・映像データについての詳細は、窓口・ＨＰで

お知らせしています。

　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」「団体が取り組んでいるテーマを、市民と一緒に考えた

い」という団体の方は、ぜひご参加ください。

『市民活動学校2017』
　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、一緒に考えたりすることができ

るイベントです。今年は、開催場所を昨年までの１階

ギャラリーから３階スペースへ移動し、また、開催時

間も多くの集客が見込める午後の早い時間帯へ変更

となりました。より深くじっくりアピールしたいと

お考えの方は、ぜひご参加ください！

【開催日】12月10日（日）
【開催時間】①13：30～14：30②14：45～15：45より
どちらかを選択（1団体60分）
【開催場所】 武蔵野プレイス３階スペースＢ（12名）
スペースＣ（40名）スペースＤ（20名）より1つを選択
【募集期間】 募集中～9月21日（木)
　　　　　応募団体が多数の場合は抽選

【募集団体】 6団体

『市民活動の森』＆『市民活動学校 2017』　参加団体募集︕ 

プレイスイベント情報　Coming Soon 
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『やってみよう︕はじめてのクラウドファンディング講座』
市民活動マネジメント講座︓組織運営

　新たな資金調達法として、最近話題のクラウド

ファンディングについて学ぶ講座です。「クラウド
ファンディングって何？」というところから、基本的
な仕組みや流れの説明、メリット・デメリットについ
てやさしく学びます。講師は、日本初のクラウドファ
ンディング会社READYFOR（レディーフォー）からお
呼びしています。どうぞお気軽にご参加ください。

【日　時】 9月28日（木）19:00～21:00
【会　場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【講　師】 小寺瞬也 （READYFOR株式会社・キュレーター）

【定　員】 30名
【参加費】 700円
【申　込】 9月1日（金）より窓口または電話・メール　
                 （講座名・氏名・電話番号を明記）にて受付



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2017/9/15~ 2017/12/15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】9月22日（金） 13：30～16：30
【場所】武蔵野市役所  811会議室
【定員】第1部180名、第3部30名(いずれも申込順）
【参加費】第1部無料、第3部800円

【お問合せ】 NPO法人武蔵野すこやか（担当：星田）
☎＆FAX  0422-53-5436

脳活公開講座

第1部13：30～講演会「脳卒中の予防で、認知症も予防！」
　　　　　　  講師：金丸和富
　　　　　　    （東京都健康長寿医療センター研究所脳卒中科部長）
第2部15：10～オリエンテーション 
　　                本研修の案内
第3部15：40～脳の健康度テスト

【日時】10月7日（土）　開場13：30　開演14：00
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【対象】どなたでも　
【定員】100名(事前申込、当日参加も可）
【参加費】無料

【お問合せ】 NPO法人プラネットカナール（担当：鈴木）
☎ 050-3772-2449　planetcanal.contact@gmail.com
http://www.planetcanal.org/sudachi.html

講演会　児童養護施設18歳の巣立ち
「もう独りぼっちじゃない」

児童養護施設出身の20歳女性が自らの実体験や人との繋が
りについて赤裸々に語ります。虐待～保護～生徒会長など
頑張った高校時代～進学断念～ブラック企業 、でも「もう独
りぼっちじゃない」…

【日時】9月17日（日）～10月8日（日）  15：30～17：00
【場所】武蔵野総合体育館
【対象】合気道初心者の方
【参加費】無料

【お問合せ】 合気道武友会
☎ 0422-90-9936（不在の場合は留守電）
http://www.h4.dion.ne.jp/~musabuyu/

体も心もすっきり！合気道をやってみませんか？
女性・経験者歓迎。

【日時】10月13日（金）、11月10日（金）、12月1日（金）
　　　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（飲み物とお菓子付き）

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

iPad交流会 in 武蔵境

iPadを使って毎日を10倍愉しくする方法を学びます。初め
ての方も大歓迎。ベテラン講師とサポーターが丁寧に教え
てくれます。ご一緒に新しい世界を広げてみませんか。貸出
用のiPad有り。

【日時】11月26日（日） 13：30～15：30
【場所】国際基督教大学　ダイアログハウス国際会議場
【参加費】無料
【共催】ICU教育研究所
【申込】名前・連絡先を明記のうえお申し込みください。

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

第72回MAP研究会　特別講座

田中哲さん（児童精神科医）、西村馨さん（臨床心理士）、小道
モコさん（「あたし研究」著者、発達障がい当事者）の３人が、
”誰もが生きやすい社会”について話し合います。

医学博士・作業療法士でもある山根寛先生による「脳の働き
をより豊かにするための関わり」について午前に事例発表、
午後に講座を行います。事例は音楽療法関連です。

【お問合せ】 NPO法人チャイルドラインむさしの
☎ 080-5679-5100   icumusashino@gmail.com（申込専用）
http://musasinochildline.web.fc2.com/index.html

【日時】11月19日（日）  9：30～16：40
【場所】慶応義塾大学三田キャンパス
【参加費】MAP会員2000円、音とリハビリテーション会員5000円
　　　   非会員7000円

【日時】11月10日（金）～12日（日）  9：30～21：00
　　　（初日は12：00から・最終日は18：00まで）
【場所】武蔵野プレイス1階ギャラリー
【参加費】無料
【後援】武蔵野市教育委員会

【お問合せ】 四季の会（担当：佐藤）
☎  0422-21-0281  

第34回　四季の会写真展

会員９名による自然風景・花等の写真展。
指導：日本写真家協会会員  宅見庄一

合気道初心者講習会

発達障がい児の未来に向けて 当事者と児童精神科医と
臨床心理士が語りつくすシンポジウム

「どんな子どもも楽しく生きていけるのだ︕」
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発　  行  　日：平成 29 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。）

　今年度２回目となる運営協議会では、平成28年度の市民活動支援機能の事業報告を行いました。イベントや事業

について今後の考察もまじえながら、7名の委員の意見が活発に交わされました。今後の事業の参考となるご意見

をいただきました。次回の運営協議会は10月を予定しています。

平成29年度　第２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。西村朋子(にしむらともこ)と申します。武蔵野市生まれ武蔵野市育ちです。

　このたびご縁あって、7月より武蔵野プレイス市民活動フロアで働かせていただくこと

になりました。今はまだ研修中ですが、早く仕事に慣れて、市民活動に関心のある皆様や、

すでにさまざまなテーマで活躍をされている市民活動団体の皆様とお話できるのを楽し

みにしております。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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東京都生活文化局広報広聴部都民の声課発行　2017年3月

特定非営利活動法人・「特例」認定特定非営利活動法人につい
てのガイドブックです。

平成29年４月１日に特定非営利活動促進法（NPO法）の一部を
改正する法律が施行されました。法人申請をする場合は必読
です。

『特定非営利活動法人ガイドブック（本編）（認定編）』

その㉒

※この資料は3階市民活動情報コーナーでもお読みいただけます。

東京ボランティア・市民活動センター発行　2017年6月

助成事業実施団体の情報、対象事業、助成金額など

『NPO・市民活動のための助成金応募ガイド2017』
公益財団法人助成財団センター発行　2017年3月

助成事業実施団体の情報、対象事業、助成金額などの紹介

『ボランティア・市民活動助成ガイドブック』

どちらも、活動資金に必要な助成に関する情報と申請のコツが満載です。


