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市民活動フロアだより

「あなたの街の市活人展2018を開催しました︕」

市民活動マネジメント講座(組織運営・広報）を開催しました。

　10月13日（土）、東京ボランティア・市民活動セン

ター相談担当専門員の森礼子さんを講師に招き、活動

に必要なお金の特徴、助成金・補助金の基礎知識や、申

請ポイントなどを学びました。

講師自身の団体運営の経験も交えた解説には「活動資

金の集め方にどのような方法があるのかとても参考に

なった」との意見もあり、満足度の高い講座となりまし

た。

　市民活動をおこなっている人を紹介する写真パネル展「あなたの街の市活人（しかつんちゅ）展」を８月24日（金）から
９月２日（日）の期間に開催しました。
今年度は、プレイス・フェスタ2018「コミュニティマーケット」に出展した登録市民活動団体から13人を紹介しました。
　福祉や子育て、住みよい地域づくりや周りの人のために活動している一人ひとりのあふれる笑顔と始めたきっかけな
どをのせたメッセージは、多くの方の心に届いたことと思います。
想いを伝える「作品」を通して市民活動を知る機会となりました。

開催報告　Report

市民活動啓発事業『あなたの街の市活人展2018』

　昨年三つ折りパンフレット講座でご好評をいただき

ました林田全弘氏（小さなＮＰＯを応援するグラ

フィックデザイナー）を再び講師にお迎えし、10月21

日（日）、「魅力が伝わる団体キャッチコピーのつくり

方」を開催。講座の前半では自団体の価値や魅力を改め

て振り返り、後半はわかりやすく伝わるためのキャッ

チコピーを実際に作成、全員に発表、共有しました。今

後の広報に役立つ充実した学びの時間となりました。

＜組織運営＞
『非営利団体の活動資金はどうやって集めるか』

＜広報＞
『魅力が伝わる団体キャッチコピーのつくり方』

　たくさんの方にご来場いただきました！

しかつんちゅ
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市民活動団体企画講座①
『武蔵野市における江戸時代の古文書の読み方と調べ方』実施しました︕
市民企画講座第１弾！企画・運営：「武蔵野ふれあい古文書会」

11月23日（金）武蔵野プレイスフォーラムにて、武蔵野ふるさと歴史館学芸員の米崎清

実氏を講師に迎え、前半は「武蔵野市における江戸時代の古文書を楽しむ！伝える！」

をテーマに講演。後半は武蔵野市史などの古文書に関する展示資料の説明も行われ、参

加者は「変体がな」を使った自分の名前書きに挑戦。団体会員との交流もできました。

古文書を読み解くことの面白さ、奥深さに触れる楽しいひとときとなりました。

市民活動団体企画講座②
『表現ワークショップ～楽しむ・つながる～』参加者募集中︕
市民企画講座第２弾！企画・運営：「企画集団A－A´」

『表現ワークショップ～楽しむ・つながる～』が2019年12月15日（土）午後2時～4時/

武蔵野プレイス4階フォーラムで開催されます。シアターゲームやグループワークを

通して、表現することの楽しさを知り、一人一人が尊重し繋がっていくことを目的に

しています。年齢、性別、経験や障害の有無に関係なく楽しめる体験講座です。

市民活動団体企画講座③
『モノの価値、ヒトの価値。～フェアトレードな暮らしがまちを変える～』
市民企画講座第3弾！企画・運営：「作ろう！みんなのジモトWa－shoiパートナーシップ」

フェアトレードの意味や本当にゆたかな暮らしについて買い物から考えていく講座です。

市民活動講演会
『あなたが動く、社会が変わる～あなたからはじまる一歩～』
2019年2月15日（金）、武蔵野プレイス４階フォーラムにて市民活動講演会を開催します。

「市民が社会をつくるって？」　多様で豊かな市民活動と、市民のかかわり方をテーマとした講演会です。

登壇する講師は市報むさしの2019年1月15日号にてお知らせします。

関連企画として武蔵野プレイス登録市民活動団体の活動紹介、参加者・協力者募集の展示も行います。求められ

ているのはあなたかもしれません。

＊『表現ワークショップ～楽しむ・つながる～』は「市民活動はじめて月間」の事業となります。（4面参照）

日時：2019年2月17日（日）　午後2時～4時30分
場所：武蔵野プレイス４階フォーラム
詳細は後日発表いたします。

講師：原田 裕史さん
（劇作家・演出家・表現教育ファシリテーター）

【申込方法】
電話、Ｅメール（氏名・年齢・連絡先・障害のある方は障害名明記）または直接同館市民活動担当へ（☎0422－30－1903）



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2018/12/15~2019/3/15 実施

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】12月15日（土）～18日（火）　11：00～18：30※最終日は
18:00まで
【場所】武蔵野市民文化会館展示室  【対象】15才以上 
【参加費】 出品料6,000円、入場無料

【申込・お問合せ】 むさしの美術文化の会  （担当：森山）
☎ 042-325-3789

第51回武蔵野アンデパンダン展

1966年に発足し今年で51回目の展覧会です。自主独立、無
審査、無償としています。多くの出品を期待しています。又、
展覧会においでください。そして、ご感想、ご意見をお知ら
せください。

【日時】12月23日（日）　　14：00～16：00
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【対象】小学生・幼児の親子　【参加費】無料 　
【定員】12月1日より受付開始・先着10組　※申込の際は住所・電話番
号・全員の氏名・お子さんの年齢もご記入ください。

【申込・お問合せ】 一般社団法人きくっと  （担当：田中）
sumie634@jcom.zaq.ne.jp

子どもたちによる「自然と本の発表会」
　～こんな本があるよ＆独歩の森の自然～
　

「どっぽ子どもクラブ」と「子ども本クラブ・武蔵野」に参加
している小学生の子どもたちが、活動で学んだことや皆さ
んに伝えたいことを楽しく紹介。発表の後はみんなでゲー
ム大会。

【日時】平成31年2月17日（日）　 13:30～16:30
【場所】武蔵野スイングホール11階レインボーサロン
【対象】どなたでも  【参加費】資料代500円　【定員】100名

【申込・お問合せ】 NPO法人FP武蔵野グループ  （担当：今村）
☎ 0422-51-2628 （受付時間  13:00～20:00）
http://www.fp-musashino.com

認知症予防と対策について

認知症になるとお金が下せない？認知症の現状と予防、武
蔵野市の認知症対策についてのセミナーです。

【日時】12月20日（木）   18：30～20：30
【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     【参加費】1,000円

【申込・お問合せ】 とうきょう地域ケア研究会
（担当：宇佐神・斉藤）
☎ 0422-34-3177   rehabili.design@tbh.t-com.ne.jp

アーサー・ビナード講演会
「このままでは終わらない」
　人生も,うたも,介護も

アーサー・ビナード（詩人・翻訳家・絵本作家・エッセイスト）
彼の豊かな感性と鋭い観察力、ユーモアあふれる語り口が
新鮮な驚きと発見を与えてくれます。今回は人生/介護に焦
点を合わせた内容です。

【日時】平成31年１月29日(火）・2月12日（火）・26日（火）・3月5日
（火）　10:00～11:15 ※他にも実施日あり。要問合せ。
【場所】武蔵野総合体育館剣道場
【対象】どなたでも　【参加費】無料 　【定員】なし　　 　　    
【主催】武蔵野市武術太極拳連盟　【後援】武蔵野市教育委員会

身体にやさしい太極拳で気になる自分の身体に向き合って
みませんか？いつからでも・何回でも・OKです。運動のでき
る服装で、上履き・タオル・飲み物をご持参の上、直接会場へ
お越しください。
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いきいき太極拳　無料体験教室

【申込・お問合せ】 太極拳　武蔵野会   （担当：藤木）
☎ 070-6460-8202  musashinokai200@willcom.com　
http://musashinokai.com

   

　　障害基礎年金講座
～知的・発達障害者について～

障害者にとって、生活を支える収入源の大きな柱になって
いる障害年金の基本から、知的・発達障害者の申請・更新の
手続きや注意点までを、経験豊富な社会保険労務士から学
びます。

【申込・お問合せ】 NPO法人むさしの発達障がい支援
サークルしょーとてんぱー　（担当：田中）
FAX 020-4664-1822　inquiry2017@short-temper.org
http://www.short-temper.org/

【日時】平成31年1月28日（月）　10:30～12：30
【場所】武蔵野プレイス４階フォーラム
【対象】 保護者・支援者・当事者
【参加費】会員500円、非会員1,000円　【定員】70名
【講師】社会保険労務士・加賀佳子

くまのこひろば

たのしくみんなで遊びましょう（自由遊び、大型絵本、ふれ
あいあそびなど）。
【日時】①平成31年1月11日（金）②2月8日（金）③3月8日（金）
10：00～11：30
【場所】境南コミュニティーセンター児童室
【対象】 0～3才未満児と親　  【参加費】無料　 【定員】30組
【共催】境南コミュニティーセンター児童室

【申込・お問合せ】 境南地域社協　（担当：阿部）
☎ 090-9343-0144  2953lohb@jcom.zaq.ne.jp
https://ameblo.jp/kumanokohiroba/
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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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http://www.musashino.or . jp/place.html
（バックナンバーも HP でご覧になれます。）

　10月29日（月）、今年度第３回目の運営協議会を実施しました。今回は事務局より平成30年度の上半期の事業に

ついて参加者のアンケート結果を交えた報告を行い、それを踏まえて来年度の事業案や方向性について、今までご

提案いただいた内容も交えて活発な意見が交わされました。市民活動フロア運営協議会は一般の方でも傍聴が可

能です。

平成30年度　第3回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

　10月から市民活動支援担当になりました、四方田　七穂（よもだななほ）です。以前

はアート関係のＮＰＯで働いており、その地域の人たちと一緒に考えながら、モノや

コトをつくる活動をしていました。皆様のお役に立てればと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

市民活動スタッフ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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　第1章でNPOの概念や基本用語と制度についての解説。第2章では、NPOの事例

を取り上げています。第3章では、非営利組織の存在理由について検討。第4章で

は、NPOのマネジメントの側面について。終章では、今日までの非営利組織の動

きを市民活動の発展史という観点から迫っています。本書はNPOの全貌を理解

）邉渡（。すまい思とだトスキテなドーダンタスるえ応にズーニい広幅、で上るす

『テキストブックNPO』非営利組織の制度・活動・マネジメント

その㉖

著　者：雨森孝悦
出版社：東洋経済新報社
出版年：2012 年

　12月は『市民活動はじめて月間』です。

市民活動推進課・ボランティアセンター武蔵野・武蔵野プレイスでは初めての方でも参加できる

講座・イベントを用意しています。市民活動のいろんなはじめ方、かかわり方を知るチャンス！

ぜひご参加ください。

はじめてみよう！市民活動

 
 

市民活動
はじめて

あるかも発見︕
あるかも出会い。

月間

musashinoshi shiminkatsudou


