
　「皆さまとともに歩み、人と人、人と団

体など様々な『交流』や『出会い』の触

媒となり、新たな『何か』が生み出され

ることをサポートすること。」を大切にし

たいとの思いから始まった武蔵野プレイ

スの市民活動支援が、まもなく 10 周年を

迎えようとしています。

　今から 10 年前、武蔵野プレイス開館の

年である 2011 年、私たちは東日本大震災

を経験しました。そして今、私たちは新

型コロナウイルス感染症という未知の感

染症と向き合い日々を送っています。　

　感染症拡大防止のための自粛要請など

により、「リアルな対面での打ち合わせ」

が非常にやりにくくなり、活動休止や、

　2021年４月12日（月）に今年度の第1回市

民活動フロアの運営協議会を開催しました。

　３月に実施された市民活動支援機能の

事業報告、昨年度の貸館利用実績報告の

ほか、昨年度からの課題でもあるコロナ

解散する団体もあったと思います。実際、

武蔵野プレイスの登録団体数は、コロナ

禍前の３分の２までその数を減らしてい

ます。

　しかし、このコロナ禍においても、新

たな情報機器の活用などにより、その歩

みを止めずに活動している市民活動団体

もあります。大変な状況下にありながら、

人として一番大切な人と人のつながりを

紡いで日々活動されている皆さまの姿を

目の当たりして、私たちも、日常を大切に、

そして歩みを止めず、今一度、市民活動

支援を始めたときの思いを胸に、皆さま

が大切にしている活動の支援・促進をは

かるため、一歩ずつ進んでいきたいと思

います。11 年目となる武蔵野プレイス市

民活動支援をよろしく

お願いします。

禍での事業実施におけるオンライン活用

や団体への支援などについて活発な意見

が交わされました。

　次回の運営協議会は、６月 26 日 ( 土 )

を予定しています。
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武蔵野プレイス開館10周年に寄せて

武蔵野プレイス館長

平之内 智生

▲2011 年７月９日開館当時の武蔵野プレイス

運営協議会を開催しました
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　2021 年３月１日（月）から 14 日（日）

の間に、YouTube の武蔵野プレイス動画チ

ャンネルで「市民活動団体紹介展～ひろ

がれ活動の輪～」を配信しました。

　９つの団体の応募があり、それぞれが

ボードの使用や掛け合いでの紹介、物作

りの楽しさの表現、子ども達によるリレ

ー方式での発表など、工夫を凝らして活

動を紹介しました。

　また、プレイス北側入口でのサイネー

ジ（電子看板）による同時上映では、多

くの来館者が足を止めて鑑賞している姿

もみられました。

　この作品は、広い世界に飛び出し、多

　2021 年３月 13 日（土）、「オンラインで

も活動したい！！市民活動のための Zoom

活用講座」ではオンラインツールの Zoom

に焦点を当て、基本的な操作方法とオン

ラインでのコミュニケーションのコツを

学びました。

　講師の芦沢壮一さんはプレイスの登録

市民活動団体「スキルノート」の主宰で

もあり、市民活動の現場ですぐに実践で

きる Zoom の活用方法を教えていただきま

くの人の目に留まりました。画面を通し

て団体の活動を紹介できたと同時に、市

民活動に必要な「人と人とのつながり」

を伝えたことで、共感が生まれるきっか

けになったと感じています。

した。参加者一人ひとりにしっかりと声

した。参加者一人ひとりにしっかりと声

をかけるかたちで進行し、講座は和やか

な雰囲気でした。

　終了後のアンケートでも「楽しく分か

りやすかった」という意見が多く寄せら

れたほか、「Zoom 嫌いの友人たちも誘って

活用してみます」「もう一歩踏み込んだオ

ンライン講座も受講したい」など、前向

きに Zoom の活用を検討する声をいただき

ました。

市民活動団体紹介展を開催しました

マネジメント講座を開催しました

▲Zoom でのオンライン講座の様子

▲館内入口でのサイネージ上映

▲プレイスの会場での受講の様子



情報コーナーの書籍をご紹介します
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これからの講座・催しをご案内します

■市民活動団体企画講座
【期間】2021年６月1日（火）～7月20日（火）

　武蔵野プレイス市民活動登録市民活動

団体の企画を募集します。資金等の支援

がありますので、詳細はお問合せくださ

い。ご応募お待ちしています。

■団体相互交流事業「団体相互交流ポッ
トラックパーティ」
【日時】2021年６月27日（日）10:00～12:00

　昨年度は中止となった「団体相互交流

事業」を実施いたします。今回はオンラ

インツール Zoom を使用して、皆さんの活

動の様子や近況を報告しあいたいと思い

ます。一緒にお茶はできませんが、ぜひ

オンラインでお会いしましょう！

■市民活動マネジメント講座「会えなく
ても大丈夫！Zoom会議で集まろう」
【日時】2021年7月31日（土）10:00～12:00

　人と会うことが難しく、打ち合わせも

ままならなくなった昨今。Zoom で会議に

参加したことはあるけど、主催ってどう

すればいいの？「オンライン化」ってよ

く聞くけど、何からはじめればいいの？

とお悩みの方、みんなで一緒に勉強しま

せんか。

コミュニティマネジメントの
教科書
2020 年発行

著　者：呉哲煥

発行所：CR ファクトリー

ベルリンうわの空
2020 年発行
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発行所：イースト・プレス

続・ゆっくり、いそげ
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プロボノ
新しい社会貢献　新しい働き方
2011 年発行

著　者：嵯峨生馬

発行所：勁草書房

できるｆｉｔ 
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発行所：インプレス
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【講師】高橋葉子氏
CRファクトリーコミュニティマネジメント
認定インストラクター

　CR ファクトリーにて新型コロ
ナ禍での市民団体の活動オンラ
イン化伴走支援、Zoom 初級・中
級講座などを担当。リモートワー
クでの組織運営経験は 10 年を超

える。
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市民活動フロアの紹介動画を配信しています

Information ▶　新しいスタッフが着任しました

　YouTube の武蔵野プレイス動画チャンネ

ルで３階の市民活動フロアの紹介動画を

配信しています。

　５月から市民活動支援担当になりまし

た、星野朋美と申します。

　これまで、貧困問題や食品ロスの現状

を学ぶため、フードバンクでのボランティ

アや、子育て支援に携わるべく、自閉症

の子ども達の一時保育を行ってきました。

　そして、それらの活動を利用される方々

の思いに寄り添い、ともに課題解決に取

り組む中で、ボランティアを受ける側も

活動する側も皆が安心し、笑顔に包まれ

ていく新たな価値を創造する経験をさせ

ていただきました。

　市民活動フロアは、皆さんが地域社会

をよりよくするために自発的に取り組む

公益的な活動のすべてを応援しています。

　動画では、ワークラウンジやプリント

工房など団体登録をすると利用できる施

設を紹介しています。

　ぜひ、YouTube の武蔵野プレイス動画

チャンネルをご覧ください。

　　こちらからご覧ください→

　現在、すでに市民活動団体として活躍

されている方はもちろん、何か始めてみ

たい、何か貢献していきたいと考えてい

る方がいらっしゃいましたら、共に笑顔

と感動を生み出していくお手伝いをさせ

ていただきたいと思っております。

　市民活動カウンターへお越しの際は、

お気軽にお声掛けください。

　お待ちしております！

▲YouTube 動画の画面


