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市民活動フロアだより
武 蔵 野 プ レ イ ス 市 民 活 動 支 援 機 能 広 報 誌

　７月４日（木）から９日（火）まで、

プレイス・フェスタ 2019 の期間中に登録

市民活動団体の活動を紹介する展示イベ

ント「市民活動の森～ここにある。広が

る世界、つながる仲間～」を開催しました。

　13 の団体が工夫を凝らした見ごたえの

あるパネル展示には活動に関心を寄せる

多くの市民の姿が見られました。

　また、６日（土）に行った作品作りや

クイズなどのワークショップにも「楽し

かった」と交流を楽しむ声が届き、団体

の活動を市民へ直接 PR できる機会となっ

たようです。

　さらに、プレイス図書館本を活用した

「本の福袋」を同時開催し、市民活動へつ

▼市民活動団体の活動紹介展示

ながるきっかけづくりを行いました。

　あらかじめテーマで分類し、袋に詰め

た状態で市民活動に関連する本を貸出す

ことで、未知の世界に触れる楽しみを演

出し、期間を通じて多くの人に市民活動

が広がることを期待して終了しました。

▼ワンデーワークショップ

プレイス・フェスタ2019
「市民活動の森～ここにある。広がる世界、つながる仲間」

を開催しました。



2019/9/15~2019/12/15 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。

講師：太田道灌の18代目の子孫太田資曉氏（市内在住）

NPO法人太田道灌顕彰会の会長として活躍されている内

容を元に江戸の成立ちを等をお話しいただきます。

【日時】９月17日（火）13：30～15：00（開場13:00）
【場所】成蹊大学8号館301号教室 【対象】どなたでも
【定員】90名 【参加費】無料 【後援】銀蹊合同会 
【申込・お問合せ】 自由大学銀蹊会
☎･FAX 0422-44-2155(担当：飛山） 
taekotobiyama@gmail.com

マドリードの高層集合住宅「白い塔」トーレ・ブランカ
(1968）を見ながら、時を超え愛される建築の魅力にせま
る。日本語通訳なし。資料解説付き。詳細はHPまたは武蔵
野プレイス掲示ポスターで。 
【日時】９月23日（月・祝日）19:00 ～20:30
【場所】武蔵野プレイス３階スペースD 【対象】どなたでも                 
【定員】先着15名 【参加費】500円
【申込・お問合せ】シネマティック・アーキテクチャ東京
info@cinematicarchitecturetokyo.com
http://cinematicarchitecturetokyo.com/ja/news/
news_musashino2019.html

第1部「認知症予防の最前線」 講師：石井賢二氏（東京都健
康長寿医療センター研究所）
第2部「終活について」 講師：武蔵野市高齢者支援課「エン
ディングノート」 講師：武蔵野市福祉公社「成年後見制度」
終了後各テーマで相談コーナー有り。
【日時】10月11日（金）13:30 ～16:30
【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】無料 【定員】150名
【申込・お問合せ】 NPO法人武蔵野すこやか
☎･FAX 0422-53-5436（担当：星田）    
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市民活動マネジメント講座【会計】を開催しました。

市民活動団体企画講座プレゼンテーションの結果がでました。

武蔵野プレイス登録市民活動団体

団体イベント情報

18代目子孫が語る「江戸の成立ちと太田道灌」

シネマティックカフェ「❞白い塔❞再現」

認知症予防研修

　６月 30 日（日）午後１時 30 分～４時、市民活動マネ
ジメント講座「『わからない』を『わかる』に変える！基
礎から学ぶ、はじめての NPO 法人会計（ミニ演習付き！）」
を実施しました。
　講師に税理士であり認定 NPO 法人 NPO 会計税務専門家
ネットワーク理事を務める馬場利明さんをお迎えし、会
計担当者が行う１年間の流れと必要書類の種類・作成方
法など、NPO 法人会計の基礎知識を学びました。テキスト
に即したわかりやすい解説と演習問題で、「慣れない会計
への不安が解消できた」と、受講生から大変好評でした。

　８月３日 (土 )に開催された、市民活動団体企画講座『プレイス・みんなの講座』プレゼ
ンテーション採用団体が決定しました。
　　　●水 Do ！ネットワーク
　　　　「どう減らす？使い捨てプラスチック 武蔵野アクションプランを考えよう！」
　　　●特定非営利活動法人 クリエイティブライフデザイン
　　　　「対話型グループ絵画鑑賞でダイバーシティの考え方、感じ方を知ろう」
　　　●特定非営利活動法人 武蔵野すこやか
　　　　「脳の健康教室」
　各講座の詳細については後日、武蔵野プレイス HP などでお知らせします。

▲会計講座の様子
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『すべてに意味があり、みんな大事な存在！』ACHAプロ
ジェクト代表山本まさ子（児童養護施設出身）/「個人の物
語」に焦点を当て、実体験に基づく児童養護や施設巣立ち
の現状を紹介。
【日時】10月13日（日）受付13:00～ 開演13:30～16:30
交流会 【場所】武蔵野スイングホール11階レインボーサロン
【申込・お問合せ】 特定非営利活動法人プラネットカ
ナール
☎ 050-3772-2449( 担当 : 鈴木）
planetcanal.contact@gmail.com  

講演会 児童養護施設18歳の巣立ち

乳幼児から大きな子まで、親子で楽しめる遊びがいっぱ
い！－作って遊ぼう・体をつかって遊ぼうなど手作り遊
びコーナーが約20、中央舞台では太鼓演奏やけん玉披露
もあるよ。
【日時】10月20日（日）10:00 ～15:30※雨天時27日（日）
に延期 【場所】都立武蔵野中央公園（はらっぱむさしの）
【対象】 どなたでも 【参加費】無料
【後援】武蔵野市
【申込・お問合せ】むさしの子どもまつり実行委員会
☎･FAX 0422-54-1976 携帯 090-5532-1719（担当：川島）
https://mu-kodomo.jimdo.com/

第37回むさしの子どもまつり

終活ブームのなか、エンディングノートなど関心のある
テーマを選んで主宰者の経験や知見を披露するとともに
参加者同士で意見交換する。
【日時】10月20日（日）葬儀・12月1日（日）相続・12月8日
（日）登記・12月15日（日）墓守　いずれも14:00～16：00
【場所】地域サロン「ぷらっと」境3-12-10ソフィー武蔵野101 
【対象】どなたでも 【参加費】300円（茶菓代込み）
【申込・お問合せ】地域サロン「ぷらっと」
☎090-3102-8446（担当：川村)
kawamura0515@ybb.ne.jp
https://kawamura0515.sakura.ne.jp/index.html

ミニ講座終活シリーズ

私たちは無意識に、自分自身や子供たちの可能性の芽を
摘んでしまっていることはないでしょうか？今後益々多
様化する現代社会において限界を越えてチャレンジする
意味をご一緒に考えませんか？
【日時】10月26日（土）18:30～20:00
【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】60名 【参加費】大人1,000円、親子割引1,500円 
【後援】武蔵野市民社会福祉協議会
【申込・お問合せ】Ｈ2感謝祭実行委員会
☎ 0422-51-4317 携帯090-2205-4970（担当：岡山）
oka4970@yahoo.co.jp
http://h2-sakai.com/?page_id=5534 

アスリート魂　
義足のトライアスロン選手 古畑俊男

人にも環境にも配慮した『フェアトレードFESTA@むさし
の』初開催！！地域の様々な団体やお店がおいしいもの
や雑貨、音楽や体験イベントで持続可能なまちづくりを
アピールします。
【日時】10月26日（土）～10月27日（日）11:00～16:00
【場所】境南ふれあい広場公園
【対象】どなたでも 【参加費】無料
【申込・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）
https://www.facebook.com/fairtrademusashino

フェアトレードFESTA

結婚相談NPOの
親御様お見合いサポート会

お子様の結婚を応援したい親御様同士による代理お見合
い会（武蔵野市特定非営利活動法人補助金交付事業）
【日時】10月31日（木）14:00～16:30 【場所】三鷹駅北口
かたらいの道市民スペース 【対象】未婚の男女の親
【定員】24名(超えた場合抽選） 【参加費】無料
【申込・お問合せ】特定非営利活動法人結婚相談NPO
※10月10日（木）までに、電話、メールもしくはハガキにて
『お名前、住所、電話番号、お子様の性別・年齢』をお知らせ
ください。
〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-24-8サンボックス５F
☎ 050-3738-0530
event@bridal-npo.org
https://bridal-npo.org/service/parentalsupport/

本会には多くのサークルがあり、活動をしています。その
サークルの一年の成果を展示・発表します。市の平和の日
（11月24日）にちなみ、井上ひさし作「少年口伝隊」の朗読
劇も上演します。
【日時】11月3日（日）10:30～16:00
【場所】武蔵野芸能劇場小ホール（2階展示室）
【対象】どなたでも 入退場自由 【参加費】無料
【申込・お問合せ】 新日本婦人の会武蔵野支部
☎ 0422-54-2427 FAX 0422-52-4967(担当：永島）

新婦人・平和文化祭

第52回武蔵野アンデパンダン展

武蔵野の地で半世紀以上の活動をしていて今年で52回目
の展覧会となります。地域や生活に根ざしている多くの
美術家や市民の参加を求めています。無償・無審査です。
みんなの力で手作りしている展覧会です。
【日時】12月6日（金）～12月10日（火）11:00 ～18:30
※搬入は12月5日（木)10:00～15:00
【場所】武蔵野市民文化会館展示室 【対象】どなたでも
【参加費】入場無料※出品できる人は15歳以上、出品料
6,000円
【申込・お問合せ】むさしの美術・文化の会
☎042-325-3789（担当：森山）
http://blog-livedoor.jp/musashino_anpan/
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岩波ブックレット NO.618　「NPOがわかるQ&A」
早瀬　昇・松原　明／著　岩波書店　2004年3月
　近年日本では地震や集中豪雨などの災害が頻発しています。被災地の

救援活動でボランティアやNPOの人たちがなくてならない存在になって

います。しかし、「ボランティアとNPOって何がちがうの？」とか「どうも、

よくわからない」という方が多いのではないでしょうか。そんな方のため

にわかりやすくQ&A形式で解説しているのがこの本です。「これからNPOを

やってみようかな」と思いはじめた方に、オススメの一冊です。（原田）

　こんにちは。6月から市民活動支援の担当となりました中川です。大学

時代に経験したボランティア活動が楽しくて、その気持ちが現在につな

がっているような気がしています。私自身も学びながら、皆様の活動のお

手伝いを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着任☆
　はじめまして。小野冴子と申します。大学では美術を専攻し、一時は本

気でアーティストになる為奮闘しました。このたびご縁があって6月から

武蔵野プレイス市民活動フロアで働かせて頂く事になりました。市民活

動に関心のある皆様とお話できる事を心から楽しみにしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。
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■ 市民活動フロアからのお知らせ Information ■

～令和元年度 第2回市民活動フロア運営協議会について～
　今年度２回目となる運営協議会では、プレイス・フェスタ2019にて実施した「市民活動の森

～ここにある。広がる世界、つながる仲間」について事務局より報告し、委員の意見や感想の

ほか、3階のワークラウンジへの誘致の仕方など、今後に繋がる提案をいただきました。また

平成30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ふ

まえて活発な意見がありました。次回の運営協議会は10月を予定しております。


