Support programs for chilｄ

M I T A K A

第93号

※時間は10：30～12：00
テーマ・内容

①

６月４日(月)

マタニティヨガ ゆったりヨガで 安産力
～骨盤調整で 快適マタニティ生活 ～

②

６月７日(木)

もっと知りたい！みたかの幼稚園
～「みたか幼稚園ガイド」製作裏話もきけます～

③

６月９日(土)

親子で楽しむ「ベビーマッサージ」
～赤ちゃんとのふれあいを楽しみましょう♪～

④

６月11日(月)

スリングなど抱っこ用品の選び方、使い方
～赤ちゃんにやさしい抱っこを考えよう ～

⑤

６月14日(木)

子育てを楽しむために
～子育てコンビニメンバーとお茶会しましょう～

⑥

６月16日(土)

布コラージュでとっておきの暑中見舞い！
～布セラピーで心のコリをほぐしましょう ～

⑦

６月18日(月)

誕生学
～子どもにどう伝える？いのちの話、性の話 ～

⑧

６月21日(木)

産前・産後の骨盤ケア
～知って整え、お産も産後も安心 ～

⑨

６月23日(土)

「ベビーサイン」で楽しい子育て♪
～赤ちゃんとお手てでコミュニケーション ～

⑩

６月25日(月)

簡単ベビーマッサージで すやすやネンネ
～気の流れを良くするベビマで免疫アップ ～

⑪

６月28日(木)

「ベビーサイン」で楽しい子育て♪
～赤ちゃんとお手てでコミュニケーション ～

満員
御

月日

参加費

担当

1,500円

花莉屋

800円

NPO法人
子育てコンビニ

1,800円（ご夫婦参加も同

Mama & Baby

満員
御礼

（みたか 幼稚園ガイド 付）

額・オイル・シート代込み）

満員
御礼

1,500円

はっぴぃまむず

300円

NPO法人
子育てコンビニ

2,000円
（材料費込）

NPO法人
子育てコンビニ

1,300円

NPO法人
子育てコンビニ

2,000円
（さらし付き）

はっぴぃまむず
（助産師・整体師 谷京子）

1,500円

Mama & Baby

（ご夫婦参加も同額）

満員
御礼

開催日：５月17日

三鷹市市民協働センター
平成2４年

６ 月
93号）
2012年６月号 （第

（お土産オイル代込 ）

1,500円

第1・第2ミーティングルーム（7月1日以降はワークサロン、ミーティングルーム）
の使用手続きが変わります。
①電話予約後1週間以内に使用申請書の提出が必要となります。
②登録団体による申し込みは4ヵ月前から、その他の団体は3ヵ月前から使用当日までとなります。

３．印刷機の使用料・手続きが変わります。
印刷100枚ごとに20円徴収します。（1～100枚は20円、101～200枚は40円・・・）
※製版1枚につき40円は変更ありません。用紙はお持ちください。
1 階 平 面 図

総会の様子

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、近隣市区の市民活動支援センター

4. 2階「ふれあい展示ホール」の位置付けが変わります。

市民協働センター１階部分は、従来通り市民活動を行っ
ているか、又はこれから行おうとしている方々（都民）に
ご利用いただけます。※
※市民活動とは、市民が自主的・自発的に行う活動で、次のいずれ
にも該当しないものをいいます。
①営利を目的とした活動 ②宗教活動 ③政治活動 ④選挙活動

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。）
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もくじ

入口

事務室

受付

ワーク
サロン

★利用可能人数
・ワークサロン＝12人まで
・ミーティングルーム＝18人 まで
★利用できる時間 ＝最長３時間 まで

（指定管理者：特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク）

〒181－0013 東京都三鷹市下連雀4－17－23
TEL 0422－46－0048 FAX 0422－46－0148
メール：kyoudou@collabo-mitaka.jp
ホームページ：http://www.collabo-mitaka.jp

した。約半世紀後、それは身近な現実となりました。実体験はなくても、メ
ディアによって流される詳細な情報によって、大自然の脅威がひしひしと
伝わってきます。しかし先日の金環日食は、（理屈ではわかっていても）神
秘と奇跡の感動を味わえた、自然からのすばらしい贈り物でした。地球の
自然を支配する太陽の偉大さを感じた5月です。

市民活
動推進
コーナー

貸し出し対象の施設ではなくなります。

発行日：平成24年６月１日
発 行：三鷹市市民協働センター

編集後記：幼い頃読んだ「オズの魔法使い」の中では竜巻はメルヘンで

二階の会議室
及び付属器具の使用手
続き・使用料は従来
通りです。

⇒ ワークサロン
②第2ミーティングルーム ⇒ ミーティングルーム
③市民協働推進コーナー ⇒ 市民活動推進コーナー
①第1ミーティングルーム

2.

※みたか市民協働ネットワークは三鷹市市民協働センターの指定管理者です。

Editor’s note.

詳しくはセンター
へお問い合わせ
ください

一部施設の利用方法等が、7月1日（日）から変わります。

Mama & Baby

（ご夫婦参加も同額）

清原市長を始め多数の方に出席していただき、平成23年度事業
報告や平成24年度事業計画書（案）など満場一致で承認され総会
が終了しました。
総会閉会後には、なごやかな雰囲気で懇親会が開かれました。

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
付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、ぜひご検討ください。

活動を応
センターは市民

る施設です。
ちづくりを推進す

条例及び同施行規則の一部改正に伴う

参加人数：27名

■町会・自治会へ ニュースレターを配付させていただきます

三鷹市市民協働

の協働によるま
援し、民学産公

News of "the change of the usage"

花莉屋

☆全回、保育はありません。
☆お車でのご来場はご遠慮ください。
☆お持ち物など詳しい内容のお問い合わせ・お申込みは当センターへ
☆お菓子とお茶をご用意しています。

「総会」を開催しました

N E W S L E T T E R

1. 1階施設名称が変わります。

1,800円

The general meeting was held

C E N T E R

（日本マタニティヨーガ協会会員）

【定員】 10組（先着順） ※ただし③と⑨は６組、⑪は８組
【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

みたか市民協働ネットワーク

C O L L A B O R A T I O N

ミーティン
グルーム

〈1ページ〉利用方法等の変更のお知らせ 〈２ページ〉〈３ページ〉平成24年度市民協働センター年間行事予定、「みたか防災まちづくりディスカッ
ション」開催のお知らせ、助成金情報 （4ページ）チョコっとあっぷるーむ、「総会」を開催しました
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the annual schedule

5月

6月

7月

8月

9月

10月

２日 がんばる地域応援
プロジェクト・説明会

14日 がんばる地域応援
プロジェクト・選考委員会

12月

17・18日 みたか市民活動・
NPOフォーラム

★リスクマネジメン
ント講座

昨年10月 寺子屋カフェ

11月

お

や

こ

ひ

ろ

ば

（

チ

お母様方の熱気
でムンムン。親子の関
係が変わったとの声を
多数いただきました。

日常のいろいろな
場面でも役に立つ、
と実践的でわかりやすい
内容で大好評。

ョ

６・７月 災害時には、こう使う!
携帯＆ツイッター
７月 ちいさないのちを守る
ママの知恵

タイムリーな内容
でマスコミの取材もあ
り、注目度大
でした。

６月 なるほどこうすれば
伝わる！プレゼンのコツ

チョコっとあっぷ
るーむ特別企画。
充実した内容でママ
の不安を解消。

「みたか防災まちづくりディスカッション」開催のお知らせ

News of the civic discussion society
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★シンポジウム
がんばる地域応援プロ
ジェクト・発表会
今年３月 シンポジウム

毎年恒例、
センター最大のイベント。
参加団体70、来場者約
1,000人。市民活動展示、

コ

っ

と

あ

っ

ぷ

る

ー

む

新春らしい
雰囲気の中、和気
あいあいと交流が
深まりました。
採択された15団体
が地域の取り組みを発
表しました。問題解決
のヒントがあります。

）

前回好評だった
「私の会社も市民です」
のpart2。企業・市民のパ
ネリストの熱い取り組みに
参加者も熱心に耳を傾
けました。

①みたか市民活動・NPOフォーラム
①シンポジウム
②がんばる地域応援プロジェクト
②リスクマネジメント講座
（市コミュニティ文化課受託事業）
③情報発信のコツ講座
③市民の底力事業（寺子屋カフェ、コーチング講座）
④市民ライター講座
④市民活動団体間の連携事業（おやこひろば事業など）
⑤NPO設立相談
⑤市職員による出前説明会
⑥市民活動相談
⑥地域の課題解決のためのコーディネート
①「みたか防災まちづくりディスカッション」
⑦新春市民交流会
②パブリックコメント情報コーナーの設置

９月 市民ライター講座
ゼロからはじめる情報誌づくり

グループで、
テーマを決めて、取材を
行い、協力しながら作品
を完成させました。

わかり易い説明で
今まで気付かなかった危険
性を認識できたと満足度が
高い講座でした。

１・２月 利用者懇談

手作りお菓子とお茶
付きのユニークでアットホー
ムな雰囲気の中、チラシの
極意を楽しく学び
ました。

１月 NPO・市民活動のための身
近な情報セキュリティ入門講座

２月 思わず手にとる
チラシづくり喫茶

助 成 金 情 報

様々なご質問
ご意見をいただき、
活発な意見交換が
行われました。

Information of the grant

三鷹市市民協働センターに持ち込まれた情報およびセンターで収集した情報を、市民活動に関わる
ものを中心に紹介しています。詳細につきましては、各ホームページ上などで直接ご確認ください。

開催日：７月28・29日（土・日）
三鷹市において、平成24年度に地域防災計画の改定が予定さ
れています。これを踏まえて、防災をテーマとした市民討議会
「みたか防災まちづくりディスカッション」を６団体（三鷹
市、三鷹青年会議所、三鷹商工会青年部、JA東京むさし三鷹地
区青壮年部、東京三鷹ロータリークラブ、NPO法人みたか市民
協働ネットワーク）の共催により実施することになりました。
6月に無作為で抽出した市民の方へ参加依頼状をお送りしま
すので、依頼状が届いた方はぜひご参加ください。

3月

今年２月 がんばる地域
応援プロジェクト発表会

三鷹市市民協働センターは平成15年12月に開設され、８年を経過しました。この間、広く市民活動を支援す
る場として活動を行い、三鷹市における「協働」の拠点として定着してきました。
平成20年10月、特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークが設立され、平成21年度には三鷹市市民協
働センターの指定管理者として、三鷹市とパートナーシップ協定を結び、平成24年３月末まで３年間の管理・運
営に当たりました。
平成24年４月からは、第２期目として、市民協働ネットワークが今後５年間の指定管理者として再指定され、
心も新たに、更なる発展に向けて、今後ますます信頼される法人となるよう努めていきたいと考えております。

４月 コーチング講座
「子どもの学校生活の安定と
やる気を引き出す親子会話術」

19日 新春交流会

昨年11月 みたか市民
活動・NPOフォーラム

策定に向け、開催。
無作為抽出で約１００名
の市民の参加が
ありました。

26日 寺子屋カフェ①
２日 寺子屋カフェ②
「演劇的元気のつくり方 「演劇的元気のつくり方
とは」
とは」

2月

今年1月 新春交流会

昨年10月 まち
ちづくり
ディスカッション

みたか防災まちづくり
28・29日 みたか防災まち ディスカッション
市民意見のまとめと
づくりディスカッション
市への提出
第４次基本計画

自分らしく生きる
ためのヒントが満載の、
他にはないユニークな
人気の講座。

1月

この取り組みに先がけ、5月2日に市と５団体
により実施に向けた協定が締結されました。

◆草の根育成助成（お問合せ先：一般財団法人草の根事業育成財団事務局）
http://www.kusanoneikusei.net TEL:042-321-1132
〈締切日：2012年6月20日〉
◆ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援
（お問合せ先：ファイザー株式会社 ファイザープログラム事務局）
http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/index.html
TEL：03-5309-7663
〈締切日：2012年6月29日〉
◆小規模共同作業所への設備助成 （お問合せ先：テレビ朝日福祉文化事業団 「設備助成」係）
http://www.tv-asahi.co.jp/fukushi/index_top.htm TEL:03-6406-2195〈締切日：2012年6月30日〉
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