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こくぶんじ協働ニュース

ぼらこ Collabo

平成 28年４月 17 日(日) 10：00～15：30

ひかりプラザ＆北側道路 (国立駅北口徒歩７分)

出展団体
NPO 法人 Ohana

NPO 法人お産サポート JAPAN

介護保険サポーターズ国分寺

かたぐるまの会

国分寺カウンセリング勉強会

NPO 法人国障連喫茶

国分寺市民防災推進委員会

国分寺太極拳 一楽会

国分寺であそぶ KAI

日本スポーツ吹矢協会国分寺支部

ひかり新幹線おやじの会

フォークダンスサークル ひまわり

プレイセンター小さな森Ⅰ・Ⅱ

マジックサークル木曜会

NPO 法人まちづくりサポート国分寺

ミズモリ団

緑と自然を育てる会

夢工房ふれあいの場

こくぶんじ市民活動センター

特別出演
ダンスミックス

こくぶんじ地域クラブ

今年も道路会場には「ダンボールのまち」

が出現します！！毎年好評のスタンプラ

リー、わたがしやポップコーンも！？い

ろんな団体の活動をぜひ、見に来てくだ

さい。子どもから大人まで楽しめる催し

ものをご用意してお待ちしております。

★市民活動フェスティバルの詳細については、同封チラシをご覧ください。★

新着図書
『地域再生と町内会・自治会』

    著者：中田実・山崎丈夫・小木曽洋司

『地域づくりのプラットフォーム』

      著者：飯盛義徳

『これだけは知っておきたい！

外国人相談の基礎知識』

      監修：杉澤経子・関聡介・阿部裕

特別出展
光商店会（MARZO・八重垣・

ワインバルうららかくにたち）

石川酒造(株)

(福)ＡｎｎＢｅｅ

JA 東京むさし
国分寺郵便局
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ドッグラン武蔵国分寺活動予定

「仮設ドッグランに於ける犬の躾教室」を開催します。

日：4 月 23 日(土)9:00～ ※雨天の際は翌日に順延

場：武蔵国分寺公園  ￥：無料

連：070‐6667‐9241(酒井)

毎月第 2 土曜日 16 時～犬のうんち拾い運動

（クリーン運動）開催中。

      ドッグラン武蔵国分寺

利用会員及びスタッフ募集

当会では、高齢者・障害者の方が気軽に外出

できる様、福祉車輌での送迎サービスを行っ

ています。お困りの方はお問合せ下さい。運

営をお手伝いいただける方も募集中！

連：042‐321‐3901

  NPO 法人国分寺ハンディキャブ

相談員ボランティア募集

2016 年 9 月 1 日現在 23 歳以上 65 歳以下の方、募

集期間は 2016 年６月 30 日(木)まで。募集要項請求

は 92 円切手を貼り、住所・氏名を明記した返信用封

筒を下記まで送付下さい。

〒185‐0012 国分寺本町郵便局留 同団体宛

  認定 NPO 法人東京多摩いのちの電話

スポーツ吹矢体験会のご案内

狙いすまして的を射るその爽快感、ストレス発散、楽しくなり

ます。特に中高年の愛好者が増えています。ぜひ一度試してみ

て下さい！どなたでも吹けます。お待ちしてます。

場：生きがいセンターにしまち(西町プラザ内)

日：4 月 14 日、21 日、29 日

連：090‐4452‐2354(根本)

  日本スポーツ吹矢協会国分寺支部

自然体験活動指導者養成講座

身近な森や雑木林の生物多様性や保全、また指導

者としての技術・企画運営等、専門の先生の講習

を受けて、自然体験活動のリーダーを養成します。

日：毎月第 2 水曜日 9:00～12:30

￥：3,000 円 (3 月～8 月・6 回)

連：042‐321‐7736(加藤)

  森の教室インストラクター会

新 会
年ロ

ンサ
de

『見てわかる市民活動～団体見本市～』では実演やプロ

ジェクターで写しだした写真等で団体の活動内容をより

具体的にアピール。今回 4 団体が発表、活動分野が違う団体の活動をわかり

やすく発表して頂きました。また、グループディスカッション『お話テーブル』

では皆さんが関心のあるテーマに分かれ、活発に意見交換が行われました。

（テーマ：子供の居場所・ゴミの減量・市内の空き家について

地域のコミュニティ・団塊の世代・国分寺市について）

本年最初のイベント「こらぼ de サロン新年会」を、平成

28 年１月 20 日(水)、国分寺Ｌホールで開催しました。

まず新年の催しとして東京経済大学落語研究会より秋月亭

長月さんをお招きして落語を一席。会場が笑いでつつまれま

した。続いて混声合唱団青春隊の皆さんに懐かしい昭和歌謡

をご披露いただきました。（曲目：『慕情』『さすらいの歌』『高原列車は行く』『知床旅情』）

①NPO 法人すまいる

国分寺市の福祉事業に携わりながら、住

み慣れた地域の中で助け合える人間関係を

築き、地域福祉の増進に寄与する活動を行

っています。

福祉サービスを提供すると同時に、様々な

場面で市民の皆様と交流を図り、“困ったと

きはお互い様”と助け合える地域づくりの

増進に努めていきます。

②NPO 法人国分寺市にふるさとをつくる会

会の目的は自然林の保全と子孫に伝えるこ

と。自然林保全活動、子どものための「森の自

然塾」、それらの指導者づくりをめざし全国組織

の自然体験活動推進協議会に認証を得て、国内

で資格者として認定された「リーダー」及び「イ

ンストラクター」を輩出しています。

③ミズモリ団

新田開発の歴史の象徴であり唯一残る用水である砂川用水の常

時通水を目指し、用水の清掃を行い、国分寺の地下水、湧水、野

川、用水などの自然を守る礎としたい。昔の国分寺のすがたと往

時がしのばれる遺構を整理・まとめる活動と砂川用水の整備を一

層進め、親水公園を子どもの遊べる場所として綺麗にする活動を

展開しています。

④マジックサークル木曜会

定例会は毎月第一、第三木曜日に開催プロの講師か

ら指導を受け、指導を受けた内容にそって自主練習を

行っている。

ボランティア活動として、定期的に高齢者福祉施設

を、又依頼を受けその他の施設、小学校、幼稚園等に

も出向き、多くの方々に楽しんでいただいています。

団体見本市

発表団体

2016

新年会の特別企画として

佐渡市物産の試食もしていただきました。どれも大変お

いしくて好評でした。

メニュー：甘海老素干し・干し柿・かりんとう・

魚の生ハム・ドライりんごといちご等々。

©ホッチプロジェクト

今、イチオシの魚

の生ハム。薄くス

ライスして生野

菜とカルパッチ

ョにしても！？

サドッキー
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団体紹介コーナー 団体紹介

随 時 募 集

編集後記

市民活動センターの事務所が移転してはや１年経ちま

す。場所がわかりづらいという声もいただきますが、来

所された方にはおおむね好評です。お近くにお越しの際

は、ぜひお立ち寄りください。市民活動フェスティバル

も今回で第 10 回を迎えます。ひかりプラザの外にも飛

び出した企画もあります。ぜひ遊びに来てください。（K）
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お 知 ら せ

KOKUBUNJI
Collabo

～わらべうたと絵本の読み聞かせで子育てサポート～

「絵本お楽しみ会」

「絵本お楽しみ会」はわらべうたと絵本の読み聞か

せをしているグループです。約３５年前白梅短期大学

保育科で音楽教育を教えていた方が、ご自身のお子さ

んの仲間づくりのため、近所のお母さんたちに声をか

け、始まりました。今でこそ「わらべうた」は広く知

られていますが、当時は音楽教育の前面にはでていま

せんでした。私が参加したのも、子育ての一助になれ

ばという単純な気持ちでしたが、気が付けば絵本の楽

しさと、「わらべうた」の奥深さに魅了され 35 年続

けてきました。

子どもを膝に乗せ絵本を読み、わらべうたの仕草を

しながら、目と目を合わせ、スキンシップし、優しい

声で歌ってあげることは、親子で同じイメージの世界

に入っていくことでもあります。これは、子どもがい

くつになっても親子で同じ世界を共有できる唯一無

二の手段でもあると思います。子育てが『個育て』に

なってしまっている現在、少しでもたくさんの方たち

に『子育て』って豊かで楽しいものだと思える手助け

ができればと活動しています。

＜活動日＞

第２木曜日 恋ヶ窪図書館

お話し室

第３金曜日 個人宅

毎月 10:30～

お問合せ：中野 042-324-7177

◆平成 28 年度のセンター事業予定◆

“こらぼ de サロン”第４火曜日午後２時～４時

６月 28 日(火)  

７月 26 日(火)

９月 27 日(火)    

10 月 25 日(火) 

12 月 20 日(火)   

１月中旬「新年会」

２月（または 8 月）市民活動講座

★今年も団体のみなさまとの交流の場として『こ

らぼ de サロン』を開催します。今年度は、地域

センターでも開催いたしますので、お近くの会場

の際はぜひご参加ください。

センター長あいさつ

平成 28 年度がはじまりました。今年度も良い

スタートが切れるようスタッフ一同、一生懸命み

なさんの活動の支援や有用な情報提供に取り組

んでまいります。街に目を向けると、桜のシーズ

ン真っ盛りです。朝の時間帯に駅前は、新入社員、

新入生の姿も見られ、清新な気持ちになります。

昨年４月に市民活動センターも新しく国分寺

駅前に移転し、１年が経過しましたが、市民活動

団体の皆さんにも徐々に覚えていただいている

せいか、センターのご利用も増加しております。

団体のみなさんとの活動の場、交流の場として、

皆さんにとってより良い、利用しやすい市民活動

センターを目指してまいりますので、どうぞお越

しください。お待ち申し上げます。今月 17 日に

は、市民活動センターと皆さんとの一大イベント

「市民活動フェスティバル」がひかりプラザで開

催されます。今年で 10 回目を迎えましたフェス

ティバルにどうぞお越しください。

一緒に「市民の輪」を広げてまいりましょう。

北町地域センター

市民活動センター

北の原地域センター

市民活動センター

内藤地域センター

国分寺 L ホール（予定）


