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「登録市民活動団体交流会＠プレこんカフェ」開催  　7月7日（土）「コミュニティマーケット」終了後、境南

ふれあい広場公園設置のテントにて「登録市民活動団

体交流会＠プレこんカフェ」を開催しました。

　コミュニティマーケットに参加した団体スタッフだ

けでなく、プレイス・フェスタを見にきたり、広場公園

を通りかかった市民の方も交流会に加わり、「市民活動

のＰＲ」について自由に語り合いました。この日ほぼ全

員が初対面でしたが、さまざまな意見が飛び出し、団体

同士、団体と市民の方がつながる「きっかけ作り」の場

になりました。

　7月7日（土）午前11時から午後4時、地域で活動する
さまざまな市民活動団体が、自分たちの活動をＰＲし
ながら市民の皆さんと交流する企画、「コミュニティ
マーケット～ひと結び～」が開催されました。
　会場は武蔵野プレイス3階市民活動フロアと境南ふ
れあい広場公園。2か所の会場で合わせて１７の団体
が、展示・ワークショップ・物品販売などの出展をしま
した。そのほかフィルム上映会「魂の教育エル・システ
マ～音楽は世界を変える」や登録団体による絵本の読
み聞かせが実施されました。
　訪れた人たちは、団体スタッフの熱心な語りかけに

耳を傾け、作品作りのワークショップには多くの親子
連れが集まって、会場は賑わいました。ブースを回って
シールを集め、景品と交換するシールラリーも好評で
参加者は160人に上りました。
　アンケートには「今日は楽しかった」「団体同士でつ
ながりを持つことができた」「もっと広報するとよい」
等の感想や意見が寄せられました。
　
　人と人との交流を通してコミュニティづくりの輪が
広がっていく、そんな期待が感じられるイベントとな
りました。
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「広がるコミュニティづくりの輪」
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『魅力が伝わる団体キャッチコピーのつくり方』

【日　時】10月13日（土）午後2時～４時30分

【会　場】武蔵野プレイス3階スペースC
【対　象】団体の活動資金に関心がある方
【定　員】 30名（申込順）
【参加費】 1,000円
【申　込】 メール（希望講座名・氏名・ 電話番号明記）
　　　　 電話・窓口にて受付

　ＮＰＯ法人や任意団体の財源となるお金の特

徴や助成金・補助金などの申請ポイントを知る市
民活動マネジメント基礎講座を開催いたします。
　活動継続のための資金については悩みの一つ
としている団体もあると思います。
　この機会にお金の集め方の基本的なポイント
を聞いてみませんか。

市民活動マネジメント講座︓広報

　団体キャッチコピーの作り方を通して、団体の

魅力が伝わる効果的な広報を学ぶ講座です。
　キャッチコピーを作るプロセスを通して、団体
の魅力は何か、それをどのように伝えていくかを
改めて考えることができます。
　わかりやすい解説と実践的ワークで学び、団体
の広報力アップを目指しませんか。

【日　時】 10月21日（日）午前10時～午後0時30分
【会　場】 武蔵野プレイス3階スペースC
【対　象】ＮＰＯの広報担当者、
　　　　ＮＰＯの広報に興味のある方
【定　員】 30名（9月15日より申込順）
【参加費】 1,000円
【申　込】 メール（希望講座名・氏名・ 電話番号明記）
　　　　 電話・窓口にて受付

『非営利団体の活動資金はどうやって集めるか』
市民活動マネジメント講座︓組織運営

申込QRコード

【講　師】 林田　全弘氏　（小さなＮＰＯを応援するグラフィックデザイナー）
1979年、横浜市出身。大阪市在住。
2007年からNPOの広報物デザインを開始し、これまでNPOや中間支援組
織、地域団体のロゴやリーフレット、チラシなど、50団体130件以上の広報
物を手がける。

　　　　　　　　　　　　　

                                            【講　師】森　玲子氏
（東京ボランティア・市民活動センター相談担
当専門員）



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2018/9/15~12/15 実施予定

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（月）　11：00～14：30
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラム
【対象】乳幼児親子  【参加費】なし（お持ち帰りは一人3点まで）

【お問合せ】 HBB（Happy and Boon Buddy)（担当：古川）
hbb925@nifty.com http://musashino.localinfo.jp

お下がりフェスティバル（ローズカフェ）

不要になった乳幼児・児童の洋服や絵本、おもちゃなどのお
宝を無償で譲渡するイベントと、防災啓発展示。

【日時】①9月18日（火）②10月16日（火）　①②10:00～12:00
【場所】①武蔵野プレイス４階フォーラムA
　　　②武蔵野公会堂３階第３会議室
【対象】子育てに関わる全ての人　【参加費】無料　【定員】45名

【お問合せ】 むさしのおはなし語ろう会
☎ 0422-46-9266（大間知）／0422‐30‐0329  （渡辺）

じいじの手．ばあばの手
昔遊びで子どもと遊ぼう講座

昔から育児は皆でするもの。地域で子どもを見守り、一緒に
子どもと遊びましょう。昔から伝わるわらべ唄や、伝承遊
び、昔話で子ども目線で遊ぶ場を持ちます。

【日時】10月6日（土）　13：30～14：50
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラム
【講師】竹内弘道氏（NPO法人Dカフェまちづくりネットワーク）
【対象】どなたでも　 【参加費】無料　【定員】100名

【お問合せ】 NPO法人武蔵野すこやか　（担当：星田）
☎ 0422-53-5436   hoshida-12@jcom.zaq.ne.jp

基調講演会「Dカフェ」について

認知症本人・家族・知人・医療ケアの専門職・認知症に関心の
ある地域の人々が気軽に集まり、和やかな雰囲気の下で交
流を楽しむ場所がDカフェです。
全国で約2500か所展開中のDカフェ。目黒区でDカフェを運
営している代表者による場づくりについてのお話です。

【日時】9月23日（日）　予備日10月8日（月・祝）9：00～16：45
【場所】武蔵野市営テニスコート
【対象】ソフトテニス経験者     
【参加費】市内在住・在学・在勤者は無料 
【申込】9月10日までに問い合わせ先まで連絡     

【お問合せ】 武蔵野市ソフトテニス連盟　（担当：平）
kkr10011113@athena.ocn.ne.jp

武蔵野市秋季市民体育大会
市内在住・在学の高校生と一般でソフトテニス経験者の方
の参加を募集しています。

【日時】10月14日（日）・11月11日（日）・12月9日（日）
　　　13：30～15：00（延長あり）
【場所】西久保コミュニティセンター会議室
【対象】どなたでも 　【参加費】無料 　【定員】20名

【お問合せ】 むさしの虹の橋会　（担当：坂本）
☎ 080-1228-2109   nijinohashikai@gmail.com
http://nijinohashikai.jimdofree.com

ペットロス・サポート
むさしの虹の橋会　

独りで悩んでいませんか？私達はペットを失った経験を持
つ人の仲間の会です。
普段話せないペットロスの悩みや体験を共有し、亡き子を
忘れないために思い出を語り合うアットホームな茶話会で
す。（途中入退席OK）

【日時】９月29日（土）　10:00～12:00
【場所】双葉ファッションアカデミー６階
【対象】どなたでも   【参加費】無料　【定員】30名
【主催】吉祥寺雑学大学

【お問合せ】 長寿命住宅の普及を促進する会（担当：山本）
info@f-yamafuji.com

空き家空き店舗の有効活用について
吉祥寺雑学大学講座として吉祥寺南口駅前にある双葉
ファッションアカデミー６階にて行います。
どうぞおいでください。

【日時】10月4日（木）～7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

【お問合せ】 四季の会　（担当：佐藤）
☎ 0422-21-0281   

第35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　入場無料
指導：日本写真家協会会員 宅見庄一

【日時】10月27日（土）　13:30～16:30
【場所】東京ウイメンズプラザ　視聴覚室
【対象】地域活動を楽しみたい女性、高齢者、在住外国人など     
【参加費】無料 　【定員】80名

地域活動は何をどうすればいいのかな？
従来の価値観や固定観念にとらわれず、多様な人を巻きこ
みながら地域活性化にとり組むユニークな活動事例を聞い
て体験‼地域で輝くヒントをみつけよう。
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女性が輝く地域づくりフォーラム

まちを元気にする女性たち
美容×世話焼き人

【お問合せ】 作ろう!みんなのジモトWa-shoiパートナーシップ
washoiwashoi55@gmail.com　（担当：市川）
http://m.facebook.com/wasoiwashoi55/
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発　  行  　日：平成 30 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。）

　6月16日（土）に開催した「会計講座」は、NPO法人の1年間の会計の

流れを学び、講座の最後には知識の確認のため全員が演習問題に取

り組みました。6月23日（土）の「税務講座」ではNPO法人の税務を学

びました。難しい用語も出てくる内容でしたが、参加者はメモをとり

ながら熱心に聞き入っていました。

　参加者からは「とても内容が濃くわかりやすかった」「短時間でひ

と通り決算まで理解できるように資料が作成されているのに敬服し

た」等の感想をいただきました。

8月よりスタッフとなりました渡邉求（わたなべもとむ）です。
みなさま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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　8月24日、今年度２回目となる運営協議会を開催しました。市民活動企画講座「プレイス・みんなの講座」のプ

レゼンテーションについての報告、またプレイス・フェスタ2018にて実施した「コミュニティマーケット～ひ

と結び～」について出展された委員や運営側に参加した委員の意見や感想、その他今後に繋がる多数のアイデ

アをいただきました。また、平成29年度の市民活動支援機能の事業報告を行い、イベントや事業について今後

の考察も交えながら、６名の委員の活発な意見が交わされました。

　次回は10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２回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

「プレイス・みんなの講座」の公開プレゼンテーションを実施しました。
　「プレイスみんなの講座」は、市民が社会や地域の課題に気づき、その課題解決の実践につながるアイデアを市民

活動団体から募集し、実施する講座です。

　今年度は７団体から応募があり、現在（9月1日現在）審査中となっています。審査結果は近日中に武蔵野プレイ

スホームページに公開予定です。採用団体の企画の詳細や申込方法については開催1ヶ月前より、市報・ホーム

ページ等でお知らせしますので、楽しみにお待ちください。

『「わからない」を解消！初めてのNPO法人会計・税務』を実施しました。
市民活動マネジメント講座：会計税務


