
市民活動フロアだより
Shiminkatsudo news letter 

武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

市民活動団体企画講座を実施しました～その①

　２月１７日（日）に市民活動団体企画講座「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

～」を開催しました。作ろう！みんなのジモトWa-shoiパートナーシップさんに企画運営をお願いし、フェアトレー

ドの意味や実情を学びながら本当に豊かな暮らしを考える講座でした。

開催報告　Report
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第1部
聞いてみよう
オープニングトーク「フェアトレードって何？」
第2部
みんなで考えよう「モノの価値、ヒトの価値。」
第3部
交流しよう「フェアトレードタウン(仮想)へようこそ」

市民活動講演会 2月15日（金）

　社会活動家の湯浅誠さんを講師にお招きし、「あな

たが動く、社会が変わる～あなたからはじまる一歩

～」を開催しました。

　ホームレス支援、フードバンク、困窮者の保証人の

引き受け、ホームレスの人達との便利屋起業と、講師

がこれまで取り組んできた実践。その背景となる数

十年の日本社会の変化の分析。

この体験と理論の両方がぎっしり詰まった説得力の

あるお話に多くの参加者が熱心に耳を傾けました。

「多様性はジグソーパズル。目線を合わせて話したい」
　湯浅さんは、年齢、性別、雇用形態の違いや障害の有

無など人々の多様性をジグソーパズルのピースに例

え、多様性を認めるためにつながり方の工夫をするこ

と、そして考え方の違う人とも目線を合わせて相手に

届く話し方をすることの大切さを熱く語られました。

ひとりひとりが尊重される社会を創るために私たち市

民はどう動いていけばよいのか、羅針盤を示していた

だいた講演でした。

会場では武蔵野プレイス登録市民活動団体の展示も行

い、講演後の懇談・交流の時間には講師を交えて会話が

弾み、さまざまな市民活動に触れる機会となりました。

　

　当日はフェアトレードのお菓子とコーヒーをいただきながら、フェアトレードとは何か知る講座から始まりまし

た。そして身近な地域で行われているフェアトレードの活動を知る座談会を行い、最後に展示ブースで活動をして

いる人と参加者との交流会を行いました。

　▲展示ブースには多くの人が集まりました。

『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～』



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

　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。プレイスには登録している団体が約300団体ありま
す。これら団体の情報をファイルで閲覧できるほか、市民活動に
役立つ書籍を置いている場所もあります。
　また、スタッフに団体の運営や活動に関する相談を行うことも
できます。
　新年度に向けて困りごとや相談があるという方はお気軽にス
タッフまでご相談ください。
相談時間：平日（休館日：水曜を除く）10:00～17:00

『表現ワークショップ～楽しむ・つながる～』

　12月15日（土）午後2時から4時、企画集団A-Ａ’による市民活動団体企画講座の「表現ワークショップ～楽し

む・つながる～」を開催しました。

　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。

　

　開場は武蔵野プレイス4階フォーラム。子どもから大人ま

で、また障害をお持ちの方も含めて18名の方が参加しまし

た。前半は自己紹介に始まり、2人一組になってお互いの似顔

絵を描いて紹介し合う他己紹介を実施。最初は恥ずかしがっ

ていた子どもたちもいましたが、次第に打ち解けはじめ、と

ても個性豊かな似顔絵が並びました。

　後半はグループに分かれてシアターゲームを実施。「銀行

強盗が入ってきた時」などのテーマに沿ってその場面をグ

ループ全員で身体を使って表現します。こちらも個人個人、

またグループごとに違った表情や場面を見せていました。年代や障害を越えたさまざまな人々が自由

に表現すること、その意義と面白さを感じられるイベントとなりました。

▲全身を使って表現します！

　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。

　▲団体運営の困りごと、相談は3階市民活動カウンターへ

市民活動団体企画講座を実施しました～その②

開催報告　Report



団体イベント情報
武蔵野プレイス登録市民活動団体

2019/3/15~2019/6/15 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】３月17日（日）　10：30～11：50
【場所】市民会館　講座室  【対象】 子育て世代の方、地域での
子育てに関心のある方【参加費】 100円

【申込・お問合せ】 ジモッピーネット  （担当：田中）
sumie634@jcom.zaq.ne.jp

公開学習会
プレイパークの魅力と子供の遊び場

子どもたちが自由に遊ぶ公園「プレイパーク」（境3丁目）の
責任者、池田泰さんのお話を伺って子どもの遊び場につい
て考え、合わせて地域の遊び場の情報交換もしましょう。

【日時】３月30日（土）　　14：00～16：00
【場所】武蔵野プレイス4階フォーラム
【対象】どなたでも　【参加費】500円　※ なるべく事前申込を
お願いします。【定員】100名　　

【申込・お問合せ】 親子読書地域文庫全国連絡会 
（担当：水越）☎042-723-8887 　FAX 050-3730-6901
https://oyatiren.info

　子どもの本のこの一年
　2018年の児童書新刊を振り返って　

2018年も4000点あまりの児童書が出版されました。長く
『子どもと読書』編集の傍ら、子どもの本の動向を幅広く見
てこられた広瀬恒子さんを講師に、2018年の児童書から話
題作やおすすめの本をピックアップして解説・紹介します。

【日時】６月９日（日）　 開場13:30　開演14:00
【場所】武蔵野市民会館大ホール　入場無料 

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

武蔵野市民合唱団 創立40周年記念
第45回定期演奏会

演奏曲目：オラトリオ「メサイア」　作曲：ヘンデル　
第Ⅰ部：預言とキリストの誕生　第Ⅱ部：受難と贖罪　
第Ⅲ部：復活と永遠の命　          指揮：吉岡弘行　
演    奏：ムサシノ・ゾリステン　合唱：武蔵野市民合唱団

【日時】３月18日（月）14:00 ～21:00、３月19日(火)  10：00～
21：00、3月21日（木）10:00～16:00　　※3月20日（水）休館
【場所】武蔵野プレイス１階ギャラリー   【対象】 どなたでも                 

【申込・お問合せ】 NPO法人ペピータ「ペピータくらぶ」
☎ 0422-27-8027 http://npopepita.com 

ペピータ展２０１９

「ペピータくらぶ」は、障がいのある方たちの余暇活動を
行っている日中一時支援事業です。造形教室と書道教室の
皆さんが創った一年間の全作品を展示します。力強い元気
な作品をご覧ください。

【日時】６月２日(日）14:00～16:00 
【場所】三鷹市公会堂光のホール
【対象】どなたでも　【参加費】1,000円 　【定員】700名　　 　　    
【講師】黒田杏子＆マブソン青眼　

国民文芸といわれるまでに俳句の裾野を広げ、今や世界中
のハイク愛好者を魅了し、衝撃的影響を及ぼしつつある金
子兜太の魅力について語る。人間金子兜太の姿を伝えるド
キュメンタリー映画を併せて上映。
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本をたのしもう会 第20回記念講演会
金子兜太の遺したもの（仮題）

   

日韓併合条約は違法なのか︖

研究会のテーマ要旨①当時の東アジア史と日本の安全保障
認識②韓国併合に関する関連合意と国際法③いわゆる「徴
用工」問題と日韓請求権協定④関連事業の国政司法裁判所
への忖度

【申込・お問合せ】 グローバリゼーション研究所
（担当：五十嵐)
☎ 090-7270-2066 http://globalization-research.jp/ 

【日時】３月30日（土）　14:00～16：00
【場所】スタートアップカフェ（武蔵野市境2-10-121）
【対象】 どなたでも【参加費】1,000円（コーヒー付）【定員】20名

火曜電話相談室
ボランティア電話相談員研修講座

私たちは、毎週火曜日電話相談を行っているボランティア
グループです。相談者に寄り添いながらサポートしたいと
願っています。ご一緒に勉強をはじめませんか。
【日時】４月９日（火）～全12回（原則第2・4火曜日）10:15～12:15 
【場所】当会本部（最寄駅：阿佐ヶ谷駅、南阿佐ヶ谷駅）
※日程・場所の詳細はお問合せください。
【対象】 電話相談又はカウンセリングに興味のある方 
【講習費】15,000円（全12回分）【締切】3月25日（月）【定員】若干名

【申込・お問合せ】 火曜電話相談室　（担当：水上）
☎ 080-6252-5126  acc-densou@jcom.zaq.ne.jp
https://kayoudenwa.jimdo.com/

　　　

　

【申込・お問合せ】 本をたのしもう会  （担当：高村）
☎ 090-2662-5218
http://www.npo-honwotanosimoukai.com/
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発　  行  　日：平成 31 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。）

　今年度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

展示方法のアイデア、登録市民活動団体の情報の見える化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17日を予定しています。

平成30年度 第４回市民活動フロア運営協議会を実施しました。

市民活動フロアからのお知らせ  Information
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　市民活動を行うこと、自分を表現することはハードルの高いことでしょ

うか？本書で紹介する「住み開き」は無理のないペース、興味のあるテーマ

で、自宅の一室をひらく活動です。サロンのように居間を開く、コレクショ

ンを博物館のように見せるなど、様々な活動が紹介されています。

　そして、「住み開き」の活動の中で、家のなかでありながら血縁や地縁とは

異なった関わりが生まれています。

　様々な事例のなかに自分にできそうなささやかな表現と、その中で生ま

れる市民活動のヒントがあるかもしれません。（四方田）

『住み開き　家から始めるコミュニティ』

その㉗

著　者：アサダワタル
発　行：筑摩書房
出版年：2012 年

　３階市民活動フロアには、市民活動に関する書籍、雑誌をご覧いた

だける「情報コーナーがあります」

その中から２つの雑誌を紹介します。

　・「ネットワーク」　発行：東京ボランティア・市民活動センター

　・「ウォロ」　発行：社会福祉法人　大阪ボランティア協会

どちらも、地域で活動する団体の紹介や運営に関するヒント、タイム

リーな話題など市民活動に関する多彩な内容が掲載されています。

バックナンバーもありますのでぜひご覧ください。

情報コーナーの雑誌を紹介いたします。


