こくぶんじ協働ニュース第８号
１面
２面
３面
４面
５面
６面

こくぶんじ協働ニュース

ら

こ

ぼ

Collabo

トークサロン開催のお知らせ
19年度事業計画、貸付利子補給制度
NPOフェスティバル報告①
NPOフェスティバル報告②
NPOの現場から、18年度利用実績
団体紹介・蔵書・お知らせ・他

発 行
発行日

こくぶんじ市民活動センター
平成19年４月25日

5
/28(月)トークサ ロン を
開催します！
い？
な
り
足
要？
必
が
何が
何

『

①

あなたの市民活動』

こくぶんじ市民活動センターでは、昨年度に引き続き、
センター利用団体の意見表明の場、利用団体間の交流の
場として、「トークサロン」を開催します。今何が市民
活動に必要なのか、市民活動センターはそれに応えてど
うサポートできるのかを、センター登録団体の皆様と一
緒に話し合い、今後のセンター運営に活かしていきたい
と思います。市内の他団体とも交流できるよい機会です。
ぜひ、ご参加下さい。

【日 時】平成19年5月28日（月）午後7時〜9時
【場 所】国分寺Lホール（国分寺駅ビル8階）
【内 容】市民活動団体の皆様から、活動を行う上での悩みや課題を出していただき
ながら、当センターの市民活動団体支援のあり方を考えていきます。
昨年と同様、ワークショップ形式で行います。
【申込み】電話、ファックス、またはメールにて市民活動センターまでご連絡下さい。
※トークサロンにご参加いただけるのは、市民活動センター登録団体とさせ
ていただきます。
【申込み締め切り】平成19年5月18日（金）
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度こくぶんじ市民活動センター事業計
年
９
１
画
平成
今年度は、昨年度に行った事業をより充実させ、継続すると
ともに、ＮＰＯ団体情報の更新・整理を行います。
また、ＮＰＯ関連の講座を開催する予定です。
[新規事業]
・「ＮＰＯ（市民活動）団体情報」の整理、更新
・「市民活動に関する講座」の開催

[継続事業]
・「トークサロン」の開催（５月）
・「団体交流会」の開催（時期未定）
・「ＮＰＯフェスティバル」の開催（平成２０年２月予定）
・「事務機器等貸出し機器の充実」（紙折り機の新設）
・「協働の窓口」としての機能の充実
（市民活動団体と市との協働のコーディネイトを行う）
・「ボランティア活動センターこくぶんじ」との連携
（定例情報交換会の継続と講座などの共催を予定）
・「こくぶんじ協働ニュース こらぼ」の発行（年４回発行）
・「メールマガジン」の発行（毎月１０日発行）
・「地域センター等に設置した掲示板」の活用
（地域センター以外の公共施設の掲示板利用も検討中）

市民活動団体活動
支援・事業支援貸
付利子補給制度を
ご存じですか？

この制度は、金融機関から活動及び事業の支
援のための融資を受けた市民活動団体に対して
利子補給金を交付することで、市民活動の健全
な運営及び活動を促進し、もって市民活動の推
進を図ることを目的として実施するものです。

【利子補給の内容】利子補給の対象となる融資は、金融機関から活動支援・事業支援を目的として受けた、
５００万円以下で、かつ、年利５％以下のものです。
利子補給金の額は、市民活動団体が毎年４月１日から翌年３月３１日までに償還した利子額の
６０％とし、利子補給期間は、融資を受けた資金の償還開始の日から起算して５年とします。
【申請期間】毎年１月〜２月にかけて申請を受け付けます。
【対象団体】利子補給金の交付を受けることができる団体は、「こくぶんじ市民活動センター利用登録団
体」で、金融機関から活動支援・事業支援の融資を受けた団体です。
【申請方法】所定の申請書に、別に定める必要書類を添えて、文化コミュニティ課へ提出して下さい。
募集要項（平成１９年度版）は文化コミュニティ課及び市民活動センターでお配りします。ま
た、市及び市民活動センターホームページからもダウンロードできます。
【問合せ】文化コミュニティ課（内線５４１）
※市民活動センターホームページアドレス

http://www.collabo‑kokubunji.com
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第１回ＮＰＯフェスティバルを開催しました！
第１回ＮＰＯフェスティバルを開催しました！
去る３月４日（日）こくぶんじＬホールにて開催いたしました。当日は、天候にも恵まれ、約400名の
来場者がありました。16の市民活動団体によるブースでのPRや展示、ステージ発表が行われ、会場は終日
熱気につつまれていました。

会場は終始
賑わっていました

〜来場者の声（アンケートの結果より）〜
♪各団体が工夫してわかりやすく出展していた。こ
のような催しによって、市民と市民活動がより身
近になることを期待します。
♪市民活動を盛り上げていくことが地域活性化につ
ながる。がんばってください。
♪会場設定がよかった。継続して開催してほしい。
♪自分の知らない分野の活動について視野が広がり

0(^‑^)0

ました。自分にも何かできたらと思う。
♪大変活気がありよかった。こういう機会を通じて
NPO活動に活気が出てくると思う。
♪もう少し広い場所がよい。
♪地域の市民活動団体を知るよい機会だと思う。
♪ステージでの話が、集中して聞ければよかった。
♪パンフレットに出展団体の連絡先が書いてあると
わかりやすくてよい。
このほかたくさんの来場者の方々にアンケートのご

各ブースで説明する団体の方々

(^0^)/

協力をいただきました。ありがとうございました。

〜出展団体の感想〜
♪楽しく盛り上がった。このフェスティバルを定着させるためにも、あと3年程度は現在のスタイルで行いたい。
時期は、3月は避けたほうがいいのでは。
♪（Lホール使用規定上）物品の販売はできなかったが、多くの地域の方と交流して、自分たちの活動を知っても
らえたのがとてもよかった。
♪ブース出展とステージ発表の両方に参加したが、自分たちの団体にとってはステージ発表で手ごたえがあった。
来年は、ビデオ上映などPRの方法を工夫したい。
♪当初、お祭り的なイベントには懐疑的だったが、実際にやってみると、多くの方がごみ問題に関心を持っている
ことがわかり、とてもよかった。もっと多くの団体が参加できるとよいが、立地のよいLホールも捨てがたい。
♪今回のステージを見て、入会してくれた人がいた。末永く参加したい。
♪ステージとブースが近く、落ち着かなかった。来年度は検討してほしい。
♪いずみ春の祭典と重なり、NPOフェスティバルに来られなかった人がいたのが残念。
♪出展団体関係者の来場が多かったようなので、一般の方が多く来てもらえる工夫が必要。
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舞台も盛り上がりました！
舞台も盛り上がりました！

「みなさん、運動しましょう！」

ネパールの民族舞踊にうっとり‥

音楽に合わせて心も身体もリフレッシュ！

会場にハワイの風が〜

すてきな保育士さんたち

優しさが伝わってきます
【1
8
年度出展・参加団体のみなさま】

熱演ありがとうございます

セカハン‥癒されるぅ
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北町ウクレレ同好会
国分寺コンポストアミー
国分寺難病者の医療と福祉をすすめる会
国分寺の名にふさわしい文化都市を築く会
国分寺市民防災推進委員会
5
3
0
3
の会
ネパールの子どもを支援する会
農作業受託ネットワーク「たがやす」
ペーパークラフト同好会
蛍よもう一度の会

19年度ＮＰＯフェスティバル
出展団体の募集
５月上旬にメールマガジン、
HP、市内公共施設のポスター
で詳細をお知らせいたします。
お見逃しなく！ p(^^)q
活動内容がよくわかりました

ひこうき上手く飛んだかな？

はじめてのNPOフェスティバル開催ということで、企画・準備等手探りで進めてきましたが、出展団体
はじめ多くの市民の皆様のご協力で無事開催することができました。あらためて市民活動団体の底力を
実感しました。NPOフェスティバルは今年度も開催予定です。ぜひ引き続き、多くの方々のご協力をいた
だき、より実りあるイベントに発展させていきたいと思います。
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国分寺市を拠点とする
NPO の 活 動 取 材 録

第6回

司法の力で消費者を守る取り組みを

シリーズ・NPOの現場から

多摩LAWクラブ

東京都では、消費者問題解決のために自主的に
活動できる人材育成を目的として、ステップアッ
プ講座を開講しています。多摩LAWクラブ（TLC）
は、その修了者で結成したボランティア団体です。
現在、６名の運営会員（全員多摩地区在住）を中
心に、消費者被害の予防と救済、消費者教育と相
互啓発のために活発な活動を展開しています。
２ヶ月に１回行っている研修会では、裁判員制
度、耐震対策、欠陥商品、食品の不正表示、悪質
リフォーム、高齢化社会等、様々なテーマを取り
上げ、消費者が持つべき知識を提供しています。
また、市民からお声がかかれば、出前講座も引き
受けます。こくぶんじ市民活動センターの登録団
体であるご縁で、認知症高齢者の介護者支援団体
「きさらぎ会」からの依頼を受け、「任意後見制
度」（認知症になる前に、財産の管理者を決めて
おく制度）について、勉強会の講師をつとめまし
た。このほか、市内公民館での講座企画と講師派
遣を実施しました。特に、3月に本多公民館で開
催した「裁判員制度特別講演会」は「本多公民館
第１回市民グループ協働事業」としてTLCと公民
館の共催で開催され、T
L
C
の設立３周年とも重なり、
記念すべき行事となりました。
TLC代表の金田さんは、「法的規範をしっかり
踏まえたうえで、さまざまな分野の専門家が講師
をつとめます。講師は常に最新の情報を入手し、
講義の後で見ても役に立つレジュメや資料を提供
します。すべての行事はどなたでも参加できます
し、個人情報の管理もしっかりと行っています。
これからは、公民館との連携をさらに深め、行政

平成18年度
センター利用実績報告

⑤

裁判官の講話を聞く参加者

と協働で活動を展開できればと考えています。」
と話してくださいました。
司法というと、一般市民には遠い存在のような
気がしていましたが、金田さんのお話をうかがっ
て、実は「商品やサービスを買う」という私たち
に大変身近な行為と直結しているのだと感じまし
た。
５月2
2
日に慣例の「裁判傍聴会」を開催します。
傍聴前後には弁護士より裁判についての案内や解
説を行い、参加者からは勉強になると大変好評で
す。昨年度までは年１回の開催でしたが、今年度
より２回に増やし11月にも開催予定です。各回定
員15名。申込み・お問い合わせ等は下記まで。

多摩LAWクラブ代表 金田秀幸
〒185‑0034国分寺市光町2‑17‑19
電話＆ファクス：042‑502‑9583
メール：hs19@jcom.home.ne.jp

昨年度より大幅アップです！

コピー機枚数：13,051枚

土日の利用が少なめです。是非ご利用ください！

印刷機枚数：122,973枚
ミーティングルーム利用率：58.7%
HPアクセス件数：17,105件
メールマガジン登録者数：51件

皆さんメルマガ登録はお済みですか？
センターホームページから登録できます。
ぜひご覧ください
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団体紹介
随時募集中！

光ＩＴの会
平成13年、当時の森首相のお声掛かりでＩＴ立国
を目指し、各市町村で大規模なパソコン講習会が開
催されました。
この時、市内の５つの公民館で講習会が実施され
ましたが、光公民館はプロではなく、市内の有志を
募集して、講師やアシスタントを構成しました。講
習会は好評のうちに無事終了し、「このまま解散し
ないで、もっと多くの市民を誘って、パソコンの会
を作ろう」との提案があり、翌年に光ＩＴの会が誕
生し、発足しました。
現在、会員はシニア年代を中心に男女、約30名で
光公民館と共催で年４回の市民講習会を開催してい
ます。その他、会員のスキルアップを図るため毎月
１回の勉強会とワード、インターネット、そしてホ
ームページの４グループに分けて、それぞれ研究会
を開き、同時に会員同士の親睦も…、と楽しさも目
的の一つにしています。
１．パソコンが好きな人
２．ＩＴボランティアに関心のある人
３、Ｅメールアドレスを持っている人
この３つが会員の条件です。これに年会費1,000円を
加えれば、どなたでもウエルカムです。よろしくお
願いいたします。
会長・斉藤光雄
国分寺市新町2−5−5
TEL/FAX・042−324−6107
Ｅメール・m̲saito121@ybb
.ne.jp
編集後記
チューリップが咲き、レモンバームが元気に若葉を
茂らせて、我が家の庭もにぎやかになってきました。
もうすっかり春ですね。４月から新たにスタッフに加
わり、初めての取材はかなり ドキドキ でした。ま
だ 若葉マーク ですが、日々成長できるようがんば
ります！（た）

センター蔵書を

！
読んでみました

書 名：①『ワークショップ‑新しい学びと
創造の場‑』②『ファシリテーション革命‑
参加型の場づくりの技法‑』
著 者：中野民夫
出版年：①2001年,②2003年
出版社：岩波書店

■イベントや会議を創造的なものにする方法はない
のかな？こんな悩みをもっている方は、多いのでは
ないでしょうか。そこで、オススメなのが中野民夫
氏によるこの２冊。①では、事例を通してワークシ
ョップとは何かを考えたあと、それについて理論的
にまとめています。②は、①の続編で、ワークショ
ップや会議の運営についてのノウハウが書かれてい
ます。イベントや会議の運営で困っていらっしゃる
方は、一度この２冊を読んで、悩みを解決するため
のヒントを探してみてはいかがでしょうか。時間の
ない方は、②を優先的に読むことをオススメします。

お 知 ら せ

新センター長就任
平成19年4月1日の人事異動により、こくぶんじ市
民活動センター長に市民生活部協働推進担当課長の
尾根澤啓之が就任いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
紙折り機が入ります！！
昨年度のトークサロン等でご要望の多かった紙折
り機を５月に設置する予定です。利用方法などの詳
細はセンターへお問合せください。

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
TEL042‑325‑0111・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19年４月25日発行
KOKUBUNJI
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