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「はじまりは一人一人の気づきから」

『何となくでは続かない︕NPO法人になる前に押さえ
ておくポイント』講座を開催しました

 　マネジメント講座「法人設立」を3月3日（土）に実施

しました。市民活動団体が、将来、法人化を目指す方が

よいのかどうか、その見極めポイントを学びました。

　講師は、東京ボランティア・市民活動センターの相談

担当専門員の森玲子さん。講師自身もNPO法人で活動

しており、法人化のメリットやデメリットを実体験を

交えながらお話いただきました。

参加者は市民活動団体で活動中の方はもちろん、これ

から何かをはじめる前に学びたいという方も参加さ

れ、具体的な内容が盛りだくさんの今回の講座は、参加

者からわかり易いと好評でした。

   武蔵野プレイス登録市民活動団体から公募で選ばれ

た「ノット・フォー・セール・ジャパン（ＮＦＳＪ）」が企

画運営する講座『日常に潜む性の搾取から子どもと若

者を守るには』が、3月24日（土）に4階フォーラムにて

開催されました。

　第1部では、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の坂本新氏よりＡＶ出演強

要など日本の人身取引の実態と対策について、国際基

督教大学の学生である福田和子氏よりスウェーデンで

の実践を例に若者が心身と性を守れる環境の整備につ

いて講演が行われました。

　続いて第2部グループディスカッションでは、大人が

できることをテーマに参加者が活発な議論を交わしま

した。

　多くの参加者が講師や企画団体の活動に共感し、意

義深い講座だったとの感想が寄せられました。

開催報告　Report
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『わからない』を解消︕はじめての NPO 法人会計・税務

【日　時】7月7日（土）午前11時～午後４時

【場　所】境南ふれあい広場公園

　　　  3階ワークラウンジ他

プレイス・フェスタ 2018

『コミュニティマーケット～ひと結び～』開催します︕
　プレイス・フェスタ2018の期間に「コミュニティ

マーケット～ひと結び～」を１日限定で開催します。
　地域で活動している市民活動団体が、パネル展示
や作品展、ワークショップなどのブースを出展しま
す。　そのほかフィルム上映会、読み聞かせ、屋外イ
ベントなども実施予定です。
　出展ブースを巡って新しい世界とそこで活躍して
いる人々との出会いをお楽しみください。
　出展ブースに参加してシールを集めると、プレイ

スオリジナルグッズと交換できます！

詳細は6月15日（金）より、武蔵野プレイスＨＰや館

内掲示板などでお知らせします。
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市民活動マネジメント講座︓組織運営

　NPO法人で初めて会計を担当する方向けに、会

計と税務の基礎を学ぶ講座を開催します。

　第1回は会計担当者が行う業務の1年間のスケ

ジュール内容や必要書類の種類・作成方法などを

学び、簡単な演習も行います。

　第２回ではNPOに必要な税金の種類や、会計担

当者が行う税務の実務などを解説します。

　改めて業務を確認したい方、復習したい方もぜ

ひご参加ください。１回だけの参加もOKです。

【日　時】 第１回 6月16日（土）「NPO法人会計」
　　　　 第２回 6月23日（土）「NPO法人税務」
                  両日とも午後２時～４時30分

【会　場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【講　師】 馬場利明氏 （税理士）

【定　員】 各30名
【参加費】 各1,000円
【申　込】 メール（参加希望回・氏名・ 電話番号明　
　　　　 記）・電話・窓口にて受付
【持ち物】 電卓（第1回のみ）、筆記用具

　　　　 



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2018/6/15~ 2018/9/15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。

「ローズカフェ」プチ収穫体験

【日時】６月23日（土）①10：00～13：00（花と器を描く）
　　　　　　　　　②14：00～17：00（果物を描く・初参加向け）
【場所】スタートアップカフェ武蔵境
【対象】高校生以上
【定員】各回10名
【参加費】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。
季節の花や果物を描きながら、水彩の魅力に触れましょう。

【日時】６月17日（日） 13：30～16：00
【場所】武蔵野芸能劇場　小ホール
【定員】80名
【参加費】無料
【申込】下記FAXかメールアドレスに氏名・住所・電話番号を明記
【共催】市民まちづくり会議・むさしの、武蔵野の森を育てる会

【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/

講師、柴俊男氏（玉川上水の自然保護を考える会会長）に保全
活動・環境教育の観点から、成瀬翼氏（NPObirth事務局）に自
然・生きものの観点から話してもらい、上水の自然を学習し
育てる方策を皆で考えます。

MAP研究会の今年度のテーマは「言語聴覚士から学ぶ」です。
はあとぴあ原宿副施設長、平井眞琴氏より「児童領域の言語
聴覚療法」についてお話いただきます。

【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）
FAX 0422-54-8892   info.mnomori@gmail.com

【日時】７月８日（日）  13：30～16：40
【場所】慶応義塾大学三田キャンパス
【対象】音楽療法分野に関心のある方
【参加費】会員無料　非会員3,000円（当日入会可）

【日時】９月２日（日） 10：00～12：00
【場所】三鷹市美術ギャラリー
【参加費】①一般（晴眼者）1,000円 ②学生700円
　　　   ③視覚障碍者（ガイドヘルパー含む）2名1,000円

ソーシャル・アート・ビュー（対話型グループ絵画鑑賞）を行
います。昨年は準備・啓蒙・本番と段階的に開催しました。
今回は本番と懇親を行います。

にじみを楽しむ水彩画

武蔵野市の『まちぐるみ子育て応援事業』として実施中の
「ローズカフェ」。
武蔵野村（吉祥寺）の昔話しとプチ収穫体験。とれたて野菜の
お土産付。詳細はホームページ・ニューズレターにて。

【日時】６月18日（月）　10：00～11：00
【場所】吉祥寺北町の高橋さんの畑（申込後に詳細お知らせ）
【対象】乳幼児親子とこの事業に関心のある方
【定員】10組（申込順）
【参加費】600円（プチ収穫代と飲物代）

【お問合せ】 NPO法人クリエイティブライフデザイン （担当：林）
☎ 080-5195-1926   npocld@gmail.com
https://creative-life-design.jimdo.com/

ソーシャル・アート・ビュー（対話型グループ絵画鑑賞）で

横山操展～アトリエより～を観ます

【お問合せ】friendship force武蔵野三鷹 （担当：金元）
noriko@friendshipforce.org

6月8日～18日に日本に滞在のアメリカ、オーストラリア、ロ
シアからの14～18歳の若者と引率者、ホストファミリーで
フェアエルパーティを開催します。是非ご参加ください。

若者向けホームステイYouth program
フェアエルパーティへのご招待

【日時】６月17日（日） 16：00～18：30
【場所】カフェフレンズ（国立オリンピックセンター内）
【対象】どなたでも
【参加費】2,500円（中学生以上）1,000円（小学生）幼稚園生以下無料

【お問合せ】 HBB (Happy and Boon Buddy)（担当：古川）
☎090-6042-4917　hbb925@nifty.com　
https://musashino.localinfo.jp

第76回　MAP研究会

【日時】８月27日（月）～９月27日（木）　
　　　 2泊3日（初日16:00～３日目12:00）
【場所】群馬県嬬恋村鎌原、浅間山噴火被災地復興地
【対象】どなたでも
【定員】最低３名以上、期間内は基本的にいつでも実施
【参加費】30,000円（2泊3日 5食付き）

「天明の大噴火」の被災地の復興ぶりを訪ね、今後の災害対策
を考える。現地の資料館や被災状況を視察し、関係者から説
明を受ける。参加の交流会も実施する。現地集合・現地解散。

浅間山噴火被災地復興視察ツアー

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

シンポジウム 玉川上水の自然を守り育てる
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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）
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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。）

　今年度第1回目の運営委員会では、亜細亜大学ボランティアセンターと成蹊大学学生ボランティア本部の学生が後

輩へ引き継ぐ形で委員に委嘱され、新しくノット・フォー・セール・ジャパンより1名の方が委員に委嘱されました。

　今回は、事務局より前年度実施した登録団体ヒアリングの報告を行い、平成30年度の事業計画や市民活動団体企

画講座の審査員も決定するなど、今年度の方向性について活発な意見が交わされました。次回は7月を予定してい

ます。運営協議会は一般の方も自由に見学できますので、お時間のある方はぜひ一度いらしてください。

平成30年度　第１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。今年４月からスタッフの一員となりました河野裕美（こうのひろみ）で
す。武蔵野市民になって７年半、「ひと」と「まち」の魅力を探索中です！
　以前は公民館などの社会教育施設で、催し物の企画・運営やサークルの支援を行ってい
ました。私自身も市民活動支援やNPOについて学びながら、皆様と日々成長していきたい
と思います。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

4　市民活動フロアだより

その㉕

BLP-Network／著　英治出版　2016年６月
NPO法人の活動で起こりやすい法律問題を弁護士の視線

で解説しています。

『NPOの法律相談　知っておきたい基礎知識60』

３階市民活動フロア情報コーナーに入荷した書籍を紹介します。ぜひご覧ください。

名越　修一／著　学陽書房　2017年８月
ＮＰＯ法人設立に必要な書類の記入例などを掲載しています。

2016年のＮＰＯ法改正にも対応しています。

『新版　自分たちでつくろうNPO 法人〈第一次改訂版〉』

青木　将幸／著　東京ボランティア・市民活動センター　2016年７月
著者がファシリテターとして進行した市民活動団体の会議実践集。

会議を進める上でのポイントを紹介しています。

『マーキーのこんな会議を見た!!』


