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サロン、知って得する！NPO法人の会計 (中級編)、 平成21年４月１日の申し込み時から市民協働センターの会議室・展示ホールの連続使用期

間が変わります、展示案内「写真展 赤毛のアンの故郷を訪ねて（カナダ）」、３月のイベント・セミナー 

M I T A K A  C O L L A B O R A T I O N  C E N T E R  N E W S L E T T E R 

第54号 

平成21年 

月月月   ３３３   

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３月号 （第54号） 

Let's make collaboration center together 

 

市民協働センターの 
運営や事業にあなたの 
アイデア・ご意見を！ 

 

大勢の皆さまにご参加いただいて、市民協働セン

ターの運営や事業についてのご意見やアイデアを出

し合う「みんなでつくろう協働センター」会議を開

催します。利用者の意見が反映できる運営協議会の

あり方や幅広い世代の市民や市民活動団体間のネッ

トワークづくりや連携事業のアイデアを自由に出し

合う楽しい会議です。 
お茶とお菓子付 

みんなで 
来てね！ 

（申し込み不要）

参加費無料 

●  日 時：平 成 21 年               午後７時～９時 

 
① 特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク設立の報告 

② 運営協議会の説明 

③ 市民協働センターをつくるアイデア会議 

 
●       対象者：市民活動や市民協働センターに興味のある方ならどなたでも 

●       定員：100人（申し込み不要、当日会場まで） 

●  主催：特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク 

●  会場・お問合せ先：三鷹市市民協働センター 
電話：０４２２（４６）００４８・FAX：０４２２（４６）０１４８ 

平成21年４月からNPO法人みたか市民協働ネットワークが運営協議会 
を設置し、市民協働センターの運営を行うことになりました。 
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わたしたち町会・自治会はこんな活動でがんばってます！ 

 「遠くの親戚より近くの他人」、いざという時頼りになるのはお隣りやご近所です。地域に起こる問題を解決した
り、隣近所の連帯・親睦を図ったり、安全安心でより住みやすい街づくりのための活動をしている町会・自治会。 
 2月5日に「がんばる地域応援プロジェクト発表会」が開かれ、町会・自治会など市の助成を受けた７団体が、そ
の取り組みを発表しました。参加した町会・自治会や協働センター登録団体の市民活動団体の皆様が、とても参考に
なったとの感想をお持ちでした。 
 交流会ではたくさんの方が参加され、各々の活動を発表、現在抱えている地域の問題解決のための意見交換なども
活発に行われました。 

 新川宿町会 ★ふれあい敬老会★ 

 子ども会、敬老会などと一緒に企画し、75歳以上の町会員
と孫、ひ孫世代との交流、相互の親睦と連携を図った。 
 ①お年寄りの子ども時代の生活の様子、空襲体験などを話
してもらう。②けん玉、ベーゴマなど昔の遊び道具を製作す
る。③子ども達が育てた地元野菜で一緒にすいとんを作り、
会食する。④新川ばやしやダンスなど演芸会を楽しむことを
軸に開催。子どもとお年寄りの交流が楽しくでき、好評で
あった。 

～お年寄りと孫、ひ孫世代の親睦と連携～ 

□昭和30年設立 □加入世帯995 

□年会費1200円 

須藤 利一さん 

お年寄りのお話に耳を傾ける

子どもたち 

 牟礼西組町会 ★高齢者施設神輿訪問事業★ 

 地域にある高齢者施設の「老人保健施設はなかいどう」及び「東
京弘済園」を訪問し、神輿を披露。お祭りの雰囲気を体感してもら
うことによって、高齢者に活力を与え、地域とのふれあいを密接に
し、高齢者に対する思いやりの精神を啓発することが目的。 
 お年寄りも多数参加し、盛大に行われた。 
 3年前からのこの行事を実施しており、今年DVD化。 
 今後、速やかに周知し、子ども神輿などで参加者をふやしていき
たい。また、他の町会で企画があれば参加し活動の幅を広げたい。 

～高齢者に活力と地域とのふれあいを～ 

□昭和37年設立 □加入世帯673 

□年会費1200円 

松本 健一さん 
臨場感溢れる神輿に

お年寄りたちも大喜び 

 京王つつじヶ丘自治会 ★出前寄席とおいしいランチ★ 

 日頃参加が困難な高齢者や男性社会人、幼児のいる世帯なども考慮
し、より多くの方が参加できるよう土曜日の日中、地区公会堂で開催。 
 参加費500円でちょっとリッチなお弁当を出し、「振り込め詐欺」な
どの身近な問題をテーマにした落語や漫才を楽しみながら学んだ。  
 地域の三世代が集まり、交流することによって、お互いの顔を知
り、地域のつながり、防犯力を高める効果を期待。自治会内の課題に
ついても皆で意見交換することができ、成果があった。 
 今後、男性や子どもにも魅力のある企画を考え参加を促したい。 

～地域の交流や新たな参加のきっかけづくりに～ 

□昭和37年設立 □加入世

帯278 □年会費1200円 

森 雅子代表  

500円で大満足！ 

The ganbaru area support project  
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 下連雀二丁目会 ★むらさき公園の集い２００８★  
～次世代への継承～ 

 防災、安全安心な街づくりを目指す。予測のつかない事態に対
応できる地域の人間関係を構築するため開催。 
 今回は次世代を担う子どもたちに継承していく目的で、けん
玉、お手玉などの昔遊びの指導や道具作りをした。お餅や豚汁な
ど共同で食事を作り、会食も。地域の保育園とも協働で人形劇を
開催した。500名の参加があり、地域社会を皆で支えるという意
識を作り出し、鍛える場になった。 

～普段から地域力を養い、不測の事態に備えよう～ 

□平成8年設立 □加入世帯

537 □年会費なし 

田尻 仁一さん(右) 
拝司 昌夫さん(左) 

おじいちゃんたちが作っ

てくれた折り紙金魚で孫

たちが釣りを楽しむ 

 井の頭一丁目町会 ★みんなのブックカフェ★ 

 移動図書館の巡回時に、三鷹台児童公園の井の頭東部地区公会堂
の部屋と外にテラス席を作って「みんなのブックカフェ」を開催。 
 小さなお子さんからお年寄りまで、お茶を飲みながら読み聞かせ
や朗読など、本をツールに世代を超えた交流の場を作っている。 
 今後、地域の団体の発表の場、地域の情報センター、若い人たち
の活躍の場を目指し、地域のネットワーク作りのお役に立てることを
願っている。 

～地域の交流の場からより幅広い活動へ～ 

□昭和49年設立 □加入世帯885 

□年会費1200円 

竹上 恭子さん 
絵本の読み聞かせに 

子どもたちも夢中 

 大沢原町会 ★大沢原町会こども納涼まつり★ 

 天文台通りの整備をきっかけに、広い緑地を地域の交流や癒し
の場に活用し、住民の街づくりへの意識を高める目的で開催。 
 子どもたちに夏休みの思い出や、ふるさとの思い出となるよう
に模擬店、子ども向け遊び、パフォーマンス等を行う。 
 町会のみでなく、地域内の企業や施設などに協力を依頼。納涼
まつりでの交流を通して、大沢の街づくりへの関心、参加意識の
向上や街の活性化と安全安心の促進を図った。1,200名の参加者
があり、地域の交流、ふるさと作りの効果は大きかった。 

～子どもたちにふるさとの思い出を、地域で街づくりを～ 

□昭和33年設立 □加入世帯700 

□年会費600円 

土屋 宏会長(右) 
宍戸 喜正さん(左) 

たくさんの住民の参加 

で大盛況！ 

 牟礼東町会 ★牟礼東町会クリーン作戦★ 

 タバコのポイ捨てが多く、平成16年から開始。町内の住民による
清掃活動を通して、地域の交流と活性化を図り、美化と安全、地域の
財産を守り、継承していくのが目的。年4回実施。 
 町内を５つのゾーンに分け、重点的に清掃。クリーン看板を作成
し、気になる箇所に設置する。今回の助成金でカートを購入、ほうき
とチリトリを取り付け(右写真)、非常に助かっている。 
 道路開発により周りに空き地が増え、不法投棄や防犯上の不安があ
るが、この活動で地域力が高まり、行政との結び付きが深まった。 

～清掃活動を通して、地域の交流と活性化を図る～ 

 □加入世帯978 □年会費1200円 

右から、田中さん、板橋会長、 

  清瀬さん、鮎川さん 

スーパーお掃除

カート 
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Editor’s note. 
編集後記：NHKの「職業"詐欺"」を見ました。「お金がすべて」お金で

しか世の中の価値見出せない若者たち、被害者に思いが及ばない想像力の

欠如した若者たちが、何の罪悪感もなく「振り込め詐欺」に手を染める様

はホラー映画よりも怖かった。しかもその若者たちは「普通の (或いは優

秀な) 若者」なのである。この国の未来は・・と暗澹たる気持ちになりま

したが、「がんばる地域応援プロジェクト」に救われ復活した私です。 

３月 
March 

■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。 

お客さまのご要望にお答えして、 
会議室と展示ホールの連続使用日を延長します。 
■第１・２・３会議室（有料） 
  ＝連続使用期間４日間（変更前：２日間） 
 ◎事前申し込み＝使用日の３ヶ月前の月の初日 
■展示ホール（無料） 
  ＝連続使用期間６日間（変更前：４日間） 
 ◎事前申し込み＝使用日の６ヶ月前の月の初日 

平成21年４月１日の申し込み時から 

市民協働センターの会議室・展示ホールの 

連続使用期間が変わります 

出会う！つながる！ 

わいわいトークサロン 
開催します 

知って得する 

NPO法人の会計講座（中級編） 

開催します 

「NPO法人化したけど、会計の方法がわからない方」向けの講座
です。NPO法人の会計に詳しい税理士がNPO法人の会計の基礎を
わかりやすく教えます。NPO法人会計に詳しい専門家による『会
計・税務の個別相談会（希望者のみ）』も同時開催。是非お気軽
にご参加ください。 

【日時】 平成21年３月 ５日（木）・12日（木） 
      開催時間：午後７時～９時     
【講師】 脇坂誠也さん（税理士）（NPO支援東京会議所属）  
【参加費】2,000円（２日間分） 
    （初日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。） 
【定員】30人（先着順） 

        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、各市政窓口、各図書館、その他市の公共施設 

発行日：平成21年３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。） 

今回のテーマは、コミュニティカフェ。地域での出会いを提供した
り、素敵な生き方にチャレンジしたりする場として注目されていま
す。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。お茶を飲みながら、参加者同士の交流もありますので、
どなたでも、お気軽にご参加ください。 
   【ゲストスピーカー】 
   ・ 「ほのかふぇ」の落合淳子さん 
   ・ 「蒼天屋」の鈴木美奈子さん 
   ・ 「星と風のカフェ」の郷智子さん 
   【日 時】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） 
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◆楽しく話し合おう！「地方自治とこれからの市民参加」 
   ～みんなで三鷹の未来をデザインしよう～ 
2日(月)午後７時～９時 （無料） 
 三鷹らしいこれからの市民参加はどうあればよいか、研究者 

を交えての学習会を企画しました。楽しく話し合ってみたいと 

思います。 （この後も話し合いを続けていく予定です。） 

  ◇主催：ファースト・ステップみたか（登録団体） 

  ◇後援：三鷹市 

  ◇申込み：不要（直接会場へ） 

  ◇問合せ：Eメール mxf04013@nifty.com（本山） 

 ※ファースト・ステップみたかでは毎月第4木曜日(午後7時～ 

 9時)に「ワンコイン・サロン(フリーな会話を楽しんでいます)」も 

 開催しております。ぜひご参加下さい。 

         （参加費：５００円＝飲み物代、会議室代） 

◆わくわくサポート三鷹 
「就職活動支援セミナー」◇定員：30名 
12日(木)午後１時30分～４時（無料） 
「中高年の人生塾」◇定員：20名 
25日(水)午後１時30分～４時（無料） 
 ◇主催：わくわくサポート三鷹  

 ◇申込み・問合せ：わくわくサポート三鷹Tel 0422-45-8645  
◆コーチングミニミニ講座「いっしょに話そう」 
14日(土)午後２時～4時 毎月開催 （無料） 

    ～初参加歓迎、おおむね中学生以上から～ 
◇主催・講師：ジョイフル・コーチング・クラブ代表（登録団体） 

         立石功氏                

◇申込み：不要（直接会場へ）  

◇問合せ：Eメール joyfull.coaching.club@mbr.nifty.com 

協働センター イベント・ セミナー情報 

Events. 

The talking salon 

Accounts of the NPO 

The change from 2009.4.1 

写真展 赤毛のアンの故郷を訪ねて（カナダ） 

期間：３月８日(日)～22日(日)（最終日は正午まで） 

展 示 案 内  

赤毛のアンになり 
きった直江さん 

アンの家 グリーンゲイブルズ 

Exhibitions. 

２階で「布の絵本展」も同時開催します！ 

 主催：子育てアドバイザー 直江千恵子さん 
カナダ東部に浮かぶ世界一美しい島「プリンスエド

ワード島」、昨年誕生100年を迎えた小説「赤毛のア

ン」の故郷です。'おやこひろば'でおなじみの直江千

恵子さんが、この島の自然に触れる機会となるよう思

いを込めて写した写真の展示です。 

ぜひ、ご覧ください。 


