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平成21年 

月月月   ２２２   

三鷹市市民協働センター 

三鷹市市民協働センターは市民活動を応援し、民学産公の協働によるまちづくりを推進する施設です。 

2009年２月号 （第53号） 

 地域での出会いを提供したり、 

素敵な生き方にチャレジしたりする場として注目の 

♪♪コミュニティカフェ♪♪    
        
        お茶を飲みながら、参加者同士の交流もあります。 

 

  ３月１６日（月） 午後７時～９時 
   場所：三鷹市市民協働センター 

    参加費：300円（茶菓子代） 
   定員：30人（当日参加もOK） 

    申込み・問合せ：三鷹市市民協働センター 

 

 

The talking salon 

 

 「ほのかふぇ」 

  落合 淳子さん 

「星と風のカフェ」

郷 智子さん 
 

 オーガニックな繋がりを 
街中にも。三鷹台駅前で 
のんびりカフェを営業中 

です。 
   

 

障がい者施設等の 

自主製品のアンテナショップ。 

天文台との 

コラボイベントあり。 

★三鷹の「コミュニティカフェ」の方々をゲストにお迎えしてお話を伺います★ 

 
「蒼天屋(そうてんや)」

  鈴木美奈子さん  

 
 

  日・月・火曜日、営業。 
「ほのかふぇ」さんとお店を 
  シェアしています。 

人と人、人と土地、土地と土地  
  いろんなものをむすんで 

 いきたい。 
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初級編 

① ２月19日 (木) 
・NPO会計の基礎・勘定科目の設定 

・帳簿の付け方・設立初年度の会計 
② ２月26日 (木) 

③ ３月５日 (木) ・NPO会計と企業会計の違い 

・NPO法上のその他の事業と法人法上の収益事業との違い 

・未収、未払金の処理・固定資産と減価償却・源泉徴収制度 

・各団体からの事前質問への回答、相談 ④ ３月12日 (木) 
中級編 

★全日程 : 午後７時～午後９時 

NPO会計支援に精通した専門家が、NPO法人の会計の基礎をわかりやすく教えてくれます。 

      ※初級編・中級編をお選びください。（両方参加も可） 

【講師】初級編：馬場利明さん（税理士） 

     中級編：脇坂誠也さん（税理士） 

【参加対象・定員】NPO法人、市民活動実践者、ご希望の方 30人 

【参加費】初級編＝2,000円、中級編＝2,000円（どちらも2日分） 
   （初回にお支払いください。お支払済みの参加費は返金いたしません。） 

【会場】三鷹市市民協働センター 

【申込方法】三鷹市市民協働センターへ電話又はFAX、メールでお申し込みください。

【主催】三鷹市 

(NPO支援東京会議所属) 

 

 

 

 

  このたび、三鷹市は「NPO法人みたか市民協働ネットワーク」とパートナーシップ協定を
締結。様々な市民活動団体や幅広い世代の市民とのネットワークづくり、連携事業を推進する
協働のネットワーク拠点といった市民協働センターの機能がより強化されました。  

 

「NPO法人みたか市民協働ネットワーク」と 

                  協定書を締結しました 

We concluded an agreement with ”NPO Ｈｏｕｊｉｎ MITAKA  citizen collaboration network” 

※ NPO法人みたか市民協働ネットワーク 
市民活動支援をはじめ、まちづくりに関する市民参加と協
働のまちづくりを進めるため、市民協働センター企画運営
委員会を中心に平成20年10月１日に設立されました。 

 ～パートナーシップ協定を締結することによって～ 
①市民自治による協働のまちづくりを進めます。 
②市民と行政とが対等なまちづくりの担い手となって、 
 市民や市民活動団体間のネットワークづくりを進め 
 ます。  

Accounts of the NPO 

★NPO法人の会計・税務を基礎から学びたい方 ★NPO法人化したけど、会計の方法がわからない方 

「NPO法人みたか市民協働ネットワーク」は、 
平成21年4月から市民協働センターの指定管理者として運営を行う予定です。 
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２月 

 日時 テーマ・内容 参加費 担当 

① 
２月５日(木) 

10：30～12：00 

スクラップブッキング 
～ママの言葉を写真に添えてアルバム作り～ 

1,500円 
（お茶・お菓子付) 

NPO法人 

子育てコンビニ 

② 
２月１４日(土) 
10：30～12：00 

  パパと手あそびしましょう 
～ママもどうぞ～ 

1,000円 
子育てアドバイザー 

 直江千恵子 

③ 
２月１６日(月) 
10：30～12：00 

ベビーマッサージ（対象：ハイハイ前） 
～ママの手は魔法の手～ 

1,700円 
（お土産オイル代含) 

花莉屋 

④ 
２月１９日(木) 
10：30～12：00 

産前・産後の骨盤ケア 
 トコちゃんベルトをお持ちの方はご持参ください 

2,000円 
(さらし付) 

はっぴぃまむず 
(助産師 谷 京子) 

⑤ 
２月２３日(月) 
10：30～12：00 

ヨガママ（ハイハイ前) 定員９組 

～ママの為のヨガクラス～ 
1,500円 花莉屋 

⑥ 
２月２６日(木) 
10：30～12：00 

スリングの選び方・使い方 
スリングをお持ちの方はご持参ください 

1,500円 
はっぴぃまむず 

(助産師 谷 京子) 

⑦ 
２月２８日(土) 
13：30～15：30 

赤ちゃんの気持ちを感じとろう 
（対象：出産前のプレママ・プレパパ） 

1,000円 
子育てアドバイザー 

直江千恵子 

【定員】 10組(⑤以外) 

【対象】 

 おおむね0～3歳のお子さんを持

つ親子及び妊娠中のお母さん 

【会場・申込み・問合せ】 

  三鷹市市民協働センター 

☆先着順 

☆お持ち物は申し込み時に

ご確認ください。 

  （特に①と③は注意） 
☆全日：保育ありません。 
☆お車でのご来場はご遠慮 

 ください。 

ティータイムが 
あるよ。ホッとひと息 

つきに来てね♪ 
パパも気軽に来てね！ 

Support programs for chilｄ 

今までの参加者の声 

ベビー 

マッサージ 

★赤ちゃんがとても喜んでい

たので、家でもぜひ、やって

あげたい。 

★自分もリラックスでき、親

子のコミュニケーションを楽

しみたい。 

★いろいろ子育てに役立つ

情報が聞けよかった。 

スリング 

★それぞれの赤ちゃんに

あったスリングの使い方・選

び方が学べよかった。 

★スリングのすばらしさを知り

ました。もっとはやくに分かっ

ていればと後悔しました。 

★育児に関する悩みが少し

解消しました。 

赤ちゃん 

の気持ち 

★赤ちゃんの発するサイン

に意味のあることがわかり、

こ れ か ら の 接 し方 に役 に

立った。 

★パパと一緒に手遊びなど

の体験ができてよかった。 

★ママ友ができて楽しかっ

た。 

土曜日ですが 

午前中開催！ 
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発行日：平成21年2月１日 

発 行：三鷹市市民協働センター（三鷹市生活環境部コミュニティ文化室） 

〒181－0013 東京都三鷹市下連雀4－17－23 

TEL 0422－46－0048  FAX 0422－46－0148 

Eメール：kyoudou@collabo-mitaka.jp 

ホームページ：http://www.collabo-mitaka.jp 
開館時間：9:00am-9:30pm 

受付時間：9:00am-9:00pm 

休館日：火曜日（祝祭日は開館し、直近の平日を休館とします。） 

Editor’s note. 
編集後記：20数年ぶりに歯医者に通い始めました。親知らずが時々暴

れるのでこの際抜いてしまおうと軽い気持ちで行ったところ、過去の傷が

芳しくなく、思わぬ大治療になってしまいました。以前からうすうす気に

なってはいたのですが、つい面倒で今日に至ってしまいました。お正月の

お餅もままならず、身体の異変は早めの対処が肝心と思い知った2009

年の始まりでした。（お蔭で正月太りは免れましたが・・・) 

■町会自治会へ ニュースレターを配布させていただきます 
 協働センターニュースレターは町会自治会など地域自治組織に無料で配布させ

ていただいております。組織単位でご連絡いただければお届けさせていただきます。 

 町会自治会の皆様、ぜひご検討下さい。 

二ュースレター配布場所 るま・ばぐーす、一圓(ラーメン店)、グラナ

ダ (レストラン)、 きものサロンひさみね、ハローワーク三鷹、各コミュニ

ティセンター・市政窓口・図書館、その他市の公共施設 

 Information about Public Comment. 

★パブリックコメント情報★ 
パブコメ 

 

「第4期三鷹市介護保険事業計画(案)」 

 介護保険制度がスタートして９年目を迎え、いまや介護を必要している

人の大きな支えとなっています。今後も高齢化が進む中で、介護サービ

スの一層の充実と要支援・要介護とならないための対策が必要です。市

では、平成20年7月から、第４期三鷹市介護保険事業計画について、医

療・保健・福祉関係者、被保険者の代表などを委員とした三鷹市介護保

険事業計画検討市民会議において、検討を重ね、「第４期三鷹市介護

保険事業計画（平成２１年度～２３年度）（案）」を策定しました。 

◇募集期限：2月5日(木)まで 

◇担当課・お問合せ：三鷹市健康福祉部高齢者支援室  

              0422-45-1151 内線2684 
 

 

「第２期三鷹市障がい福祉計画(案)」 
 平成18年４月からの「障害者自立支援法」の施行により、身体・知的・

精神の三障がいが一本化され、体系的な支援体制をとることになりまし

た。この障害者自立支援法の規定に基づき、市では平成19年度から20

年度の「第1期三鷹市障がい福祉計画」を策定、推進してきましたが、さ

らなるサービスの充実に向けて、平成21年度から23年度を計画期間と

する「第2期三鷹市障がい福祉計画」を策定することとしました。障がい当

事者を含む市民や関係機関・団体から選出された委員により構成された

第2期三鷹市障がい福祉計画検討市民会議で検討を重ね、「第2期三

鷹市障がい福祉計画（平成21年度～23年度）（案）」を策定しました。 

◇募集期限：2月5日(木)まで 

◇担当課・お問合せ：三鷹市健康福祉部地域福祉課  

              0422-45-1151 内線2618 
 

「三鷹市子育て支援ビジョン(案)」 
 三鷹市は次世代育成に向けて効果的に子育て支援施策を推進してい

くために、「子ども支援」「子育て支援」を重視するとともに、働く保護者と

在宅子育て家庭の支援も視野に入れた政策を展開してきました。今後は

さらに、地域や企業の役割と責任を明確にし、協働による地域の環境整

備とその検証を含めた「未来への投資」を効果的に行い、ワーク・ライフ・

バランスの実現に向けた総合的指針である「三鷹市子育て支援ビジョン」

を策定します。 

◇募集期限：2月９日(月)まで 

◇担当課・お問合せ：三鷹市健康福祉部子育て支援室  

              0422-45-1151 内線2672 
＊案の全文は、市のホームページ「パブリックコメント」からご覧なられます。相

談・情報センター、市政窓口、コミュニティセンター、市民協働センター、各担

当係などでも配布しています。 

 

○ダウンロードする：三鷹市ホームページ〈三鷹市トップ（http://www.city.

mitaka.tokyo.jp）→市民向け→パブリックコメント〉 

○資料を手に入れる：協働センター内、『パブリックコメントコーナー』にて配布 

～ご意見をお寄せ下さい～ 

期間：～平成21年2月28日(土） 

（財）日本郵便趣協会 (JPS）三鷹支部（当セン
ター登録団体）会員の、馬場忠仙さんによる切手の
貼絵展を開催中。古切手が色鮮やかな作品に蘇りま
した。新聞各紙にも取り上げられ、昨年はテレビで
も放映されました。ご来場いただいた方々の中から
抽選で10名の方に絵画（色紙額入り）を差し上げ
ます。ご希望の方
は、会場にてご住
所・お名前の記帳
をお願いします。 

展

示

案

内 
 

Exhibitions. 

馬場忠仙さんの 

「切手の貼絵展」 
大好評 

展示中！ 

２月 
February 

＊市民活動団体等が協働 

センターで行うイベント情報 

◆わくわくサポート三鷹「就職活動支援セミナー」 
12日(木)午後１時30分～４時 （無料） 
◇主催：わくわくサポート三鷹  ◇定員：30名 

◇申込み・問合せ：わくわくサポート三鷹 Tel：0422-45-864５ 

         

◆講演・シンポジウム ～発達障がい者の支援を考える～ 

「生きにくさから、この社会に伝えておきたいこと」 
14日(土)午後１時～５時 
第Ⅰ部 基調講演「発達障がい者は、今 
                    ～本人たちが見ている社会～」 
       講師 東京都発達障害者支援センターＴＯＳＣＡ  

            発達障害者支援マネージャー 柏木 理江さん 

第Ⅱ部 シンポジウム「発達障がい者のライフステージを  
           見据えて、それぞれができること」 
◇共催：三鷹市北野ハピネスセンター 

    三鷹市障がい者地域自立生活支援センターぽっぷ 

    三鷹市障がい者就労支援センターかけはし  

◇定員：130名 

◇申込み・問合せ：北野ハピネスセンター  Tel：0422-48-6331 

            三鷹市障がい者地域自立生活支援センターぽっぷ 

                            Tel：0422-71-0901 

◆がんばる地域応援プロジェクト発表会 
5日(木)午後２時～５時  ～今年度市の助成を受けた町会・ 
         自治会などが取り組みを発表。その後、交流も。～ 
◇申込み：不要 (直接会場へ) 

◇主催：問合せ：三鷹市生活環境部コミュニティ文化室 

               Tel：0422-45-1151 内線2513 

協働センター イベント・ セミナー情報 

Events. 


