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トークサロンを開催しました
NPOの現場から・17年度の利用率
HPで確認できます・助成を受けて
団体紹介・お知らせ・他
こくぶんじ市民活動センター
平成18年７月25日

トークサロンを開催しました！
トークサロンを開催しました！
５月29日（月）19時から、国分寺Ｌホールにて、第１回トークサロンを開催
いたしました。当日は、22団体から25名の方々に参加していただき、約２時
間にわたって活発な議論が交わされました。
今回のトークサロンでは、「あなたの考える市民活動センター〜貸して
ください、あなたの知恵〜」というテーマのもとに、４つのテーブルに分かれ、
ワークショップを行いました。出席していただいた皆様には、「同じようなテーマ
をもった団体と交流したい」といったご要望や、「助成金に関する情報がほしい」といったご意見などを、
思いつくだけ出していただきました。
当センターといたしましては、今回のトークサロンで出していただいたご意見やご要望などを参考にし
ながら、今後の事業を進めていき、皆様にとって利用しやすいセンターにしていきたいと考えております。
トークサロンには、①センターが皆様のニーズを把握する ②団体間の交流を深めていただくという２
つの役割があります。次回のトークサロンについては、団体間の交流をメインにした企画を検討中です。
参加していただいた市民活動団体の皆様、お忙しい中貴重な時間をさいていただきありがとうございま
した。今後ともご支援のほどをよろしくお願いいたします。今回参加されなかった皆様も、ご感想やご要
望などをお寄せ下さい。当センターでは、皆様のご意見を随時受け付けております。

今回のトークサロンを経て、市民活動センターでは実施可能な事業から行うべく以下のよう
な新規事業を計画し、皆様の市民活動のお役に立てるセンター運営に努めてまいります。

平成18年度新規事業
①メールマガジン創刊
②ボランティア活動センターこくぶん
じとの連携・情報交換
③地域センター、ボランティア活動セ
ンターに市民活動センターの掲示板
設置
④ＮＰＯフェスティバル開催
⑤団体間の交流を目的としたトークサ
ロンの開催
⑥センタースタッフの研修実施

平成18年度以降に
実施予定の新規事業
①センター利用登録団体データの整理、
更新
②パソコンや市民活動に関する講座の
開設
③定期的に市民活動団体が交流できる
場の設置
④施設の充実
⑤センターの移転
⑥センターの民営化

※今回のトークサロンの実施内容やセンター事業計画の詳細については、センターホームページに掲載しております。
是非あわせてご覧ください。
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②

国分寺市を拠点とする
N P O の活動取材録

シリーズ・NPO

第4回

子どもの心をめいっぱいふくらませて

特定非営利活動法人
家族子育て支援親子スペース麦

の現場から

NPO法人「家族子育て支援親子スペース麦」（以
下、NPO法人親子スペース麦）のスペース（事業所）
は国分寺駅南口の駅から徒歩1分のところにあり
ます。設立は1999年、2004年にはNPO法人を取得、
市民活動団体としての市民権を取りより自立した
経営を目指しています。NPO法人親子スペース麦
のスタッフは保育のプロとして何かお手伝いをし
たいと考え、子育てを支援するスペースを構えま
した。会員は週に1〜2回、2時間程度、生まれて
間もない子から3歳児までの子どもを連れてきます。
スペースの四方の壁には数々のおもちゃが整然
と並んでいます。手の込んでいるキッチンなど手
作りのおもちゃもあります。取材のときは親子が
おままごとで楽しそうに遊んでいました。遊具で
遊ぶことが2歳児から3歳児にとっては非常に大事
なことで、このスペースには子どもの五感を刺激
する遊具があります。子どもはその子どもにあっ
た遊びをちゃんと自分で見つけるそうです。そん
な子どもの様子を見ているとお母さんでなくとも
教えられるものがあります。
またお母さんの子育てについての悩みなど丁寧
に指導をしています。現在は、少子化が進み、核
家族化、特にお母さんは子育ても自分ひとりでし
なくてはならなくなり、どうしてよいかわからず
ストレスを抱えている人も少なくありません。か
つておばあさんからお母さんへ伝えられていた事
がいまや伝えられなくなっています。そういった
環境の変化などもあり、NPO親子スペース麦の子
育てのアドバイスが子どもを育てる上で活きてく
ると思います。

スペースで遊ぶ親子

子どもの育成でどんな願いを込めていますか、
またどんな子どもに成長してほしいですかという
質問に、「子ども自身がいろいろ体験し、"遊び"
という中にあってさまざま経験をすることです。
そうすれば冒険心も自立心も克己心も育ちます。」
「仮に子どもの心が袋に入っているとすると、そ
の袋をめいっぱい子どもの時代にふくらませてほ
しいですね。」と理事長の中川さんはおっしゃい
ました。そこにはNPO法人親子スペース麦の親子
が安心できる関係を築きたいとの願いが込められ
ているようです。
将来的には、子どもから老人までトータルに考
えていけるような団体間のネットワークを構築し
たり、子育て支援に関する事業を行政と協働で行
うこともしたいそうです。
和やかなスペースでは、親子が帰りスタッフが
鍵を閉じ誰もいなくなると、夜中の12時に鳩時計
が鳴って、兵隊と人形とぬいぐるみがむくっと目
を覚ましにぎやかな行進がはじまりそうな気がし
ます。
連絡先電話番号：042‑328‑3090（中川）
ミーティングルーム利用率(9時〜17時)
45
39.2％
40
34.7％
34.7
％
35.2％
35.2
33.3％
3 2.9％
35
37.0％
37.0
％
30
20.0％
32.1％
25
26.6％
20
25.8％
25.8
％
25.0％
25.0
％
23.4％
15
10
5
(%)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成17年度
センター利用率報告

4月
コピー機枚数

印刷機枚数
HPアクセス件数

78

5月
36

6月
216

7月

8月

135

410

2,854 2,605 8,661 7,390
613

782

9月
496

10月

11月

12月

677

713

429

1月
416

2月

3月

749 1,037

合計
5,392

820 3,228 9,197 8,160 17,798 15,512 8,405 7,986 92,616

760 1,480 1,200

996 1,104

841

686

894

825

991 11,172

こくぶんじ協働ニュース第５号

③

H P で「会議室・備品予約状況」が確認できます！
センターのホームページ画面でミーティングの空き状況や備品（プロジェ
クター、市民活動ジャンパー、ノートパソコン）の貸し出し状況がご覧にな
れます。（ただし、予約は従来どおり電話か来所で受付しています。）ぜひ
ご活用ください。

利用方法
トップ画面で「会議室・備品予約状況」を
クリックします。
使用する日付をカレンダーでクリックします。
（最長6ヶ月先まで有効）
空きがあった場合センターにお電話いただくか、
もしくは直接センターまでお越しください。
（予約申し込み 042‑325‑0111・内線228）

「会議室・備品予約状況」画面

※ 「プロジェクター貸出基準・借用書（pdf形式）」
および「市民活動ジャンパー貸出基準・借用書（pdf形
式）」もダウンロードできますのでご利用ください。

「大切に 使ってみんなで コミュニティ」
市民活動センター登録団体の戸倉自治会が、「財団法人 自治総合センター」から平成17年度コミ
ュニティ助成を受けて、掲示板やコミュニティ倉庫等を設置しました。
【戸倉自治会長】
「現在、戸倉自治会には約
2,400世帯が所属しています。
今回助成を受けて設置した設備は、
自治会活動の中でコミュニティ
活動に役立てたいと考えていま
す。」

物品名
掲示板
コミュニティ倉庫
集会テント
ワイヤレスアンプ
会議用机
会議用椅子

個数
11
1
3
7
1
24

平成17年度コミュニティ
助成金で購入した物品一覧

「財団法人 自治総合センター」は、宝くじの普及広報事業費として受け入れる受託事業収入を財源
として、コミュニティ活動に助成を行っています。このことにより、コミュニティの健全な発展を図
るとともに宝くじの普及広報事業を行っています。
【問い合わせ先】文化コミュニティ課（内線５４２）

お知らせ
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団体紹介
大募集！！
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むさしこくぶんじ美術文化愛好会
私たちは、明るく優しく暖かく、わかりやすいは
っきりとした強い心で描く絵画をめざして活動して
います。初めて絵を描く人も、プロの絵描きの人も、
ご一緒にデッサン・スケッチをしっかり身につけて、
お互いの個性を尊重しながら交流を深めてまいりま
しょう。色鉛筆・パステル・水彩・アクリル・油彩
など、方法は個人におまかせしています。まだ絵を
描いたことがなくとも、美術展覧会をご一緒に鑑賞
して共感できる画家をさがし、ご自分の感受性を大
切に育ててゆきましょう。市民に愛される美術クラ
ブをめざしている私たちが、お友だちになります。
私たちのメンバーは、具象派の暖かい心をもった人
たちです。
定例会は、毎週日曜日午後１時30分より3時間程度、
市民活動センターミーティングルームで開いています。
国分寺市民や美術教室の講師と生徒、また市内で在
勤の方や学生など職業はさまざま、年令も不問です。
なお、美術文化ニュースを発行しますので、最初に
入会金として年額2,000円が必要です。その他モデル
代などについては、皆さんと話し合いながら決めて
ゆきましょう。
（世話人

砂田武彦）

９月にメールマガジンの
発行を計画しています

センターに利用登録してい
る市民活動団体の情報や、主
に市内で行われるイベントな
どの情報を発信していきたい
と考えております。ぜひ、セ
ンターに情報をお寄せください。
詳しくはセンタースタッフまで。皆様の情報を
お待ちしております。

市民活動センター掲示板を
ボランティア活動センターこくぶんじと
地域センターに増設！
センター登録団体のイベントチラシなどを当
センターに持ち込めばさらに上記の掲示板に掲
示できます（掲示期間：原則最長２ヶ月、持ち
込み部数：８部以上、受付：先着順）。詳しく
はＨＰかセンタースタッフまで。

ＮＰＯフェスティバル（仮称）
出展団体募集！
市民活動センターでは、『ＮＰＯフェスティバル』
（仮称）を計画中。団体ＰＲコーナーや活動事例
発表、市民活動ミニ講座などを考えています。日
程は平成19年3月4日（日）、場所は国分寺Ｌホー
ルを予定しております。出展希望団体は、メール・
電話・ファクス・または直接センターまで「団体
名、連絡者名、連絡先」をお知らせください。な
お、出展いただけるのは、センター利用登録団体
のみです。是非実りあるイベントにしましょう！！

別冊をご活用ください！
「市民活動センター運営の会」とのサポート
平成18年5月16日付で「市民活動センター運営
の会」が解散し、これに伴い、平成16年10月よ
り市と結んでいたサポート協定が終了となりま
した。「市民活動センター運営の会」の皆様には、
これまでのご支援に感謝申し上げるとともに、
今後もセンター事業へのご理解ご協力をお願い
したいと思います。

別冊「こくぶんじ市民活動センター登録団体と
活動分野」を再版しました。当センターで配布し
ていますのでご活用ください。
編集後記
夏ですね。毎日、「暑い」というよりは、「熱い」
日がつづいています。夏バテには気をつけましょう。
ただ、センターは、もっと「熱い」です。その理由は、
市民活動団体のみなさまの情熱が集まるから。こんな
「熱さ」は大歓迎です。（あ）

発行・編集 こくぶんじ市民活動センター(市民生活部文化コミュニティ課)
〒185‑8501 東京都国分寺市戸倉 1‑6‑1
TEL 042‑325‑0111・内線228 ／ FAX 042‑325‑0140
e‑mail kccpc@tiara.ocn.ne.jp
http://www.collabo‑kokubunji.com
開館時間 9:00〜17:00 年中無休(ただし年末年始を除く)
平成18年7月25日発行
KOKUBUNJI
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