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武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

「社会を変えたいと思ったとき、私はこう動いた」

「市民活動学校2017」を開催しました

　12月10日（日）に、『市民活動学校2017』を３階ス

ペースで実施しました。

　抽選で選ばれた6団体の市民活動団体が、日頃の活動

紹介や取り組んでいる課題などを、体験やワーク

ショップ、対話など特色ある60分間の授業を行い、い

ろいろな市民活動のかたちを、直接参加者へアピール

できる機会となりました。

　異なる授業をはしごして参加される方もおり、参加

された方は、団体や参加者同士との会話を通じて、本か

らだけでは得られないさまざまな学びを感じ取ってい

ただけたようでした。

　今年度は、12月16日（土）にフリースクールの先駆け

ともいえる「NPO法人東京シューレ」を設立・運営して

いる理事長奥地圭子さんをお迎えし、活動を始めた

きっかけや、現在までの活動の経緯、活動をしていて感

じる社会の動きや変化につい

て自身の経験をもとにお話し

いただきました。

　『不登校』という言葉ができ

る前から、不登校の子どもた

ちの居場所をつくるために支

援を続けていらっしゃる奥地

さん。

「居場所が必要という想いが活動を続けるもとになっ

ている」

「学校だけではない多様な学びの場を市民が作り出し

ていることに意味があるのではないか」

と話す奥地さんのメッセージは、社会を変えたいと

思っている人や活動に悩んでいる参加者に一歩踏み出

す励みとなったようです。
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参加団体
『一般社団法人The Egg Tree House』

『むさしのスマイル』

『東京第三友の会武蔵野方面』『長寿住宅の普及を促進する会』

『NPO法人クリエイティブライフデザイン』

『一般社団法人タップタップラボ』
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市民活動講演会

　市民活動への関心や興味をもっていただくため、武

蔵野プレイス市民活動では市民活動講演会を毎年開催

しています。



プレイスイベント情報　Coming Soon 
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武蔵野プレイス登録市民活動団体更新のお知らせ

【企画・運営】
ノット・フォー・セール・ジャパン（NFSJ）

武蔵野プレイス3階市民活動フロアでは、市民活動の情報収集が
できます。
また、スタッフに市民活動の運営や活動に関する相談を行うこと
もできます。
市民活動を始めたいという方、活動で困りごとがあるという方、
お気軽にスタッフまでご相談ください。
相談時間：平日（休館日を除く）10:00～17:00

市民活動団体企画講座

『日常に潜む性の搾取から子どもと若者を守るには』
デートDV、AV出演強要、児童性虐待、望まない妊娠、援助交際、JKビジネス、リベンジポルノ・・・今、日本の子ど

もや若者がかつてない危険にさらされている現状について聞き、どうすれば子どもや若者の心身と権利を守

ることができるのかを考えます。

　武蔵野プレイス登録市民活動団体の登録有効期間は「登録承認日から起算して３年後の属する年度の年度

末（３月31日）まで」となります。今年度で終了する団体が来年度も引き続き印刷機、ワークラウンジでの打

ち合わせ、チラシ設置、ロッカー・メールボックス等の利用を希望する場合は更新の手続きが必要となります

のでご注意ください。※該当団体には１月にメールまたはＦＡＸ、書面でご連絡させていただきました。

第１部：13:30～14:45 　講演
「子ども・若者の性搾取の実態と対策」
　　　　　　　　　　　講師 坂本　新
　　　　　　　　　　　　（NPO法人人身取引被害者
　　　　　　　　　　　　　　サポートセンターライトハウス
　　　　　　　　　　　　　　事務局長）

第２部：15:00～16:00  パネルディスカッション
「私たち大人にできること」

「ヨーロッパに学ぶ、若者の性を受け止める
社会の仕組み・大人の理解」
　　　　　　　　　 講師 福田　和子
　　　　　　　　　　　 　（世界性科学学会
　　　　　　　　　　　　　　 Youth　Initiativeメンバー　
　　　　　　　　　　　　　　国際基督教大学公共政策メジャー
              　　                              4年生）メール申込QRコード　▶

【日　時】３月24日（土）　13:30～16:00

【場　所】武蔵野プレイス４階フォーラム

【対　象】テーマに関心がある方、どなたでも

　　　　（中学生以上）

【定　員】80名（申込順）

【参加費】無料

【託　児】月齢3カ月以上の未就学児5名まで

　　　　3,600円（申込順）

【申　込】窓口・メール・電話にて受付



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2018/3/15~ 2018/6/15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。

第10回　神田川さくらウォーク

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

【日時】３月24日（土）、４月21(土）両日とも14：00～17：00
【場所】スタートアップカフェ武蔵境
【対象】高校生以上
【定員】14名
【参加費】1回につき一般：3,000円　学生：2,000円
【主催】スタートアップカフェ水彩画教室

【お問合せ】 エール　（担当：豊田）
☎ 080-9805-5936　asuka.artwork@gmail.com　
https://ailes-art.jimdo.com/activity/workshop/

水をたっぷり使い、にじみを楽しむ水彩画講座です。
花やフルーツを描きながら、色とにじみに癒されませんか？
武蔵境駅より徒歩３分、貸し切りのキッチン付きカフェで
アットホームに開催。

【日時】６月９日（土） 13：30開場　14:00開演
【場所】武蔵野市民文化会館　大ホール
【入場料】無料（入場整理券必要）

【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44回　定期演奏会

指揮者：吉岡弘行
１）シューベルト作曲　「楽に寄す」
２）吉岡弘行作曲　「星座の海」
３）ブラームス作曲　「ドイツ・レクイエム」

恒例となりました日本臨床心理研究所所長松井紀和先生の
特別講座です。今年は「活動分析」についての内容です。
音楽療法分野の草分け的存在の方です。この機会にぜひお話
を聞いてみてください。

【お問合せ】 武蔵野市民合唱団　（担当：原田）
☎ 080-3462-7312   http://ms-chor.sakura.ne.jp

【日時】５月13日（日）  13：30～16：40
【場所】中央大学駿河台記念館480号室（JR御茶ノ水駅聖口徒歩5分）
【対象】音楽療法分野に関心のある方ならどなたでも
【参加費】会員1,000円　非会員4,000円（当日入会可能）

【日時】４月６日（金）・５月11日（金）  13:30～15:30
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラムB
【対象】どなたでも
【定員】20名
【参加費】1,000円（お菓子飲み物付き）

はじめてiPadに触る方、使い方がよくわからない方、安心安
全な使用方法をベテラン講師が教えます。
ご一緒に学びましょう！
「同じ質問を何度してもOK」が合い言葉の講習会です。
※貸し出し用iPadあり

にじみを楽しむ水彩画

井の頭公園内の神田川源流より、隅田川に合流する柳橋まで
28㎞を歩きます。途中神泉橋10㎞神田上水公園17㎞での解
散もあります。神田川沿いの桜の下を、体力にあった距離を
歩いてみませんか。
【日時】３月31日（土）　受付8：15～8：45
【場所】井の頭文化園前広場集合
【参加費】一般：500円　会員：200円

iPad交流会

【お問合せ】 「新老人の会」多摩地区交流会 （担当：大田垣）　
☎ 0422-20-7865   lpc@d9.dion.ne.jp
http://www.shinroujin.com/

NO75MAP研究会
松井紀和先生特別講座

【お問合せ】 スキルノート　（担当：芦沢）
skillnote111@gmail.com
http://www.facebook.com/events/509201012813589/

自分の強みを活かして社会に役立つ事業を勤めの仕事と両
立する「複業」がいま、やわらかな働き方として注目されてい
ます。この講座では事業化の具体的な手法やメリットを実践
例と共に学びます。

複業塾　
やわらかい生き方をつくる講座

【日時】３月31日（土）
【時間】14：00～16：00
【場所】武蔵野商工会議所　５F　第２会議室
【対象】複業やパラレルキャリアに関心があり実践したい方
【定員】10名
【参加費】5,000円

登録市民活動団体であれば、武蔵野プレイスHP上の「市
民活動情報ステーション」でもイベントなどの情報発信
ができます。
写真やチラシの掲載もできますので、インターネットで
の広報活動としてご活用ください。詳細は市民活動カウ
ンターまで。

市民活動情報ステーションにも
                             イベント情報を掲載できます！
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発　  行  　日：平成 30 年３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。）

　1月8日（月）に開催した4回目の運営協議会では事務局より11～12月の市民活動事業、12月に行われた「市民活

動はじめて月間」について報告がありました。また、次年度の市民活動支援事業について団体交流会の新しい提案

や講演会における市民活動団体との連携など活発な意見が交わされました。次回の運営協議会は3月4日を予定し

ています。

平成29年度　第４回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

　11月12日（日）に実施した今回の講座では、板書の基礎講座として、前半はペンの持ち方から文字の大きさ、色の

使い分け方という基礎の話からはじまり、後半ではグループに分かれて、話し合いを板書するという体験ワークを

行い、話し合いを見える化することの良さを体感し、即実践で生かせる技術を学ぶ講座となりました。

　参加者からは、「明日からでも使いたい」「非常に楽しかった」といった感想をいただきました。　今後も市民活動

で生かせる様々な技術が学べる講座を実施していきたいと思います。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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　著者の西川氏は保育園・学童保育の「保護者」の視点を生かして「地域」と

「子育てする父親」を繋ぎます。「あそび」とは、他に目的を持たない行為、「〇

〇のため」ではなく、ただそのことが面白いということ。そしてそれが面白

いかどうかはその子にしか決められないこと。

　第1章では、「何かあっては困るので…」と責任者が委縮して「あそび」が消

えていく管理型運営に警鐘をならし、第2章では著者が実践してきた試みの

実例が盛り込まれています。第3章では全国各地のさまざまな「遊び」の生ま

れる場所を紹介。

　「これから何かをはじめたい」とか「今やっていることを見直してみたい」

という人には著者の取り組み方は参考になると思います。（西村）

『あそびの生まれる場所』　「お客様」時代の公共マネジメント

その㉔

著　者：西川　正
発　行：ころから
出版年：2017 年

『話し合いを書くコツ～「板書」の基礎講座』を実施しました。
市民活動マネジメント講座：コミュニケーション技術


