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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。

ひとつのイベントを成功に導くためには、そこに関わるた
くさんのボランティア一人ひとりが主体的・自発的に参加
し、それぞれの力を発揮できるような運営が求められます。
ボランティアの役割の理解ややる気の

講師：日比野 勲さん
（成蹊大学ボランティア支援センター
ボランティア・コーディネーター）

引き出し方、組織運営のコツなど、
さまざまな知識やノウハウを学んで、
楽しく満足度の高い

第1部 ミニセミナー 13：30～15：00

イベント開催をめざしませんか。

イベント成功への道 ～ボランティアパワーのつくり方

第２部 NPOフォーラムアイデアカフェ 15：10～16：30
「第14回みたか市民活動・NPOフォーラム」の企画アイデア会議
※ご興味のある方は続けてご参加ください。
◆定員：60人(先着順)
◆場所：三鷹市市民協働センター第1会議室
（東京都三鷹市下連雀４－１７－２３）
◆お問合せ・お申し込み先：三鷹市市民協働センター
電話：0422-46-0048、
ファクス：0422-46-0148、
メール：kyoudou@collabo-mitaka.jp
◆主催：ＮＰＯ法人みたか市民協働ネットワーク

・

第14回みたか市民活動・NPOフォーラム

11月14・15日(土・日)開催予定

みたか市民活動・ＮＰＯフォーラムは、毎年恒例、市民協働センターの秋のおまつりです。
毎年多くのＮＰＯ・市民活動団体が一堂に会し、お互いの活動内容を知り、交流を深め、新たな協働が生
まれています。
第2部「NPOフォーラムアイデアカフェ」では、皆様から様々なアイデアや企画を出していただき、それ
を運営に生かして「第14回みたか市民活動・NPOフォーラム」を盛り上げていきたいと思っています。
みたか市民活動・NPOフォーラムへのご参加もお待ちしています。

もくじ

〈1ページ〉開催します 「イベント成功への道」 〈２ページ〉開催しました「がんばる地域応援プロジェクト」説明会、〈３ページ〉開催しました「日米の子
どもたちによる国際絵画展＆ワークショップ」、協働センターの新人紹介、助成金等の情報 〈4ページ〉チョコっとあっぷるーむ、花壇の手入れをして
いただきました、NPO法人みたか市民協働ネットワーク会員募集
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～平成27年度三鷹市町会等地域自治組織活性化事業～

開催日：4月11日(土)

参加人数：３５人

町会・自治会など地域自治組織が実施する地域の課題解決に取り組む
ための事業など、他の地域自治組織にも好事例として紹介できる取り組
みを選考し、助成金を交付する「がんばる地域応援プロジェクト」の説
明会が開催されました。
事業概要、申請方法、今後のスケジュール等についての説明後、「こ
んな事業がしたい」をテーマにグループワークを行い、活発な参加者交
流が図られました。
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

事業内容

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

◆応募できる団体
町会、自治会、管理組合、商店会等の地域自治組織
◆助成金の交付額
①助成対象経費が７万円以下の場合⇒助成対象経費に相当する額
②助成対象経費が７万円を超え、10万5,000円未満の場合⇒7万円
グループワークの様子
③助成対象経費が10万5,000円を超える場合⇒助成対象経費の
3分の2に相当する額（ただし、1団体につき10万円を上限とする。）
※一度助成金の交付を受けた団体が、翌年度以降、同一事業を継続実施する場合は、
申請・選考のうえ、初年度助成金額の2分の1(2回まで）を助成します。

今年度、実証実験として、町会・自治会等がない地域で、防災活動や見守り活動など公益的な活動を
実施する団体も助成対象となりました。
◆応募できる団体
次の①～③の要件をすべて満たす団体
①対象地域：町会・自治会などがない地域
②活動内容：(1)町会・自治会などの結成に向けた活動 (2)防災活動 (3)見守り活動
※上記(1)～(3)いずれかの公益的な活動であること。
③構成世帯数：15世帯以上（今後構成世帯数を増やす意思があること）
◆助成金の交付額
助成対象経費を全額助成 ※ただし、5万円を上限とする。
■申込方法・提出書類
コミュニティ文化課に次の書類を持参、郵送又は電子メールでお申し込みください。
①交付申請書 ②事業計画書・収支予算書
※提出締切日：平成27年6月30日(火)まで
※申請は、原則として1団体につき1事業とします。
■助成金の交付決定等
申し込みのあった事業について、ヒアリングを実施させていただき、公益性・独創性などの観点から公平
に審査し、助成金の交付・不交付の通知をします。（7月下旬頃の予定）
※平成27年7月11日(土)開催の選考委員会に応募団体にお越しいただき、事業概要の説明や質疑応答など
をヒアリング形式で行います。
■事業報告・助成金の交付の額の確定
コミュティ文化課に事業報告書、成果報告書・収支決算書を
【お問い合わせ、応募先】
提出していただきます。(原則として事業実施後30日以内)
三鷹市生活環境部コミュニティ文化課
交付額確定の通知を受けてから請求書を提出していただき、
181-8555三鷹市野崎１－１－１
助成金を交付します。
ＴＥＬ：0422-45-1151（内線2516）
■広報、発表会・交流会
ＦＡＸ：0422-45-5291
助成対象となった事業については、市の広報紙やホームページ
メールアドレス：
で公表し、その後冊子にまとめます。また、来年2月の発表会及び
komyunitei@city.mitaka.tokyo.jp
交流会を開催し、出席していただく予定です。
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日米親善のため東京から米国ワシントンＤ.Ｃ.に桜が寄贈され、
100周年の2012年から毎年「日米の子どもたちによる国際交流絵
画展」を開催、今年も日本の小学生とアメリカの子どもたちの絵や写
真を展示しています。
また、4月18日には、ワークショップ「 ＭＡＰ ＯＦ ＦＲＩＥＮ
ＤＳＨＩＰ」 が開催されました。コラージュで友好ＭＡＰを作り、
自分で考えたメッセージキャラクターを立てました。

展示の様子

ワークショップ

アメリカから送られてきた子ども
たちの絵と日本の子どもたちの絵
が一緒に飾られています。
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巷に初々しい新社会人の姿を見かける季節に、センターにも新
人（センターでは機器類も共に働く仲間です）がやって来ました。
市民活動推進コーナーでは、印刷機と紙折り機がそれぞれ1
台ずつ新旧交代しました（写真左）。新しい印刷機は片面印刷
ですが、操作がとても分かりやすいと評判です。印刷機の利
用が増えておりお待たせすることがあります。電話で予約をし
ていただくと安心です。
また、入口にドリンク1本につき10円が寄付となる社会貢献
自動販売機を設置しました(写真右）。カップ式の自販機です。
日本財団が運営する「夢の貯金箱」という寄付プロジェクトで、
使い道は寄付者参加型企画「ゆめちょ総選挙」によって決まり
ます。カップ一杯の癒しで社会貢献ができます。

助成金等の情報
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。
◆2015年度自然体験活動支援事業「第14回トム･ソーヤースクール企画コンテスト」
〈締切日：2015年５月17日〉
http://www.shizen-taiken.com/contest2015/2015infof.html TEL:072-752-4335
（お問合せ先：公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 「トム・ソーヤースクール企画コンテスト」係）
◆平成27年度大同生命厚生事業団「地域保健福祉研究助成」、「サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成」ならびに「シニ
アボランティア活動助成」の募集 http://www.daido-life-welfare.or.jp/
（お問合せ先：公益財団法人大同生命厚生事業団 事務局） TEL:06-6447-7101
〈締切日：2015年５月29日〉
◆2015年度ニッセイ財団 高齢社会助成 地域福祉チャレンジ活動助成 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/
（お問合せ先：日本生命財団 高齢社会助成 事務局） TEL:06-6204-4013
〈締切日：2015年５月31日〉
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※時間：午前10：30～正午

①

月日

テーマ・内容

参加費

担当

定員

５月９日(土)

抱っこひもの安全な使い方・選び方

1,500円

～赤ちゃんにやさしい抱っこをを考えよう～

（ご夫婦参加2,000円）

はっぴぃまむず

6組

② ５月11日(月)

産前・産後の骨盤ケア

2,000円

～知って整え、お産も産後も安心～

（さらし付き）

はっぴぃまむず
（助産師・整体師 谷京子）

8組

③ ５月14日(木)

もっと知りたい！みたかの幼稚園

1,000円

～「みたか幼稚園ガイド」製作裏話もきけます ～

（みたか幼稚園ガイド付）

NPO法人子育てコンビニ

10組

パパの子育て講座「ベビーマッサージ」

1,800円（ご夫婦参加でも

～赤ちゃんと楽しくふれあいましょう ～

同額オイル・シート代込）

Mama & Baby

6組

NPO法人子育てコンビニ

6組

Mama & Baby

8組

Kupu-Kupu

6組

1,500円

花莉屋

8組

みんな一緒に「ベビーマッサージ」

1,800円（ご夫婦参加でも

～赤ちゃんとのふれあいを楽しみましょう ～

同額オイル・シート代込）

Mama & Baby

8組

④ ５月16日(土)
⑤ ５月18日(月)

色で子育てを楽しく！

2,000円

～色の不思議を体験し、生活に取り入れてみませんか？～

（色育絵本付 ）

⑥ ５月21日(木)

「ベビーサイン」で楽しい子育て♪

1,500円

～赤ちゃんとお手てでコミュニケーション～

（ご夫婦参加でも同額）

⑦ ５月23日(土)

親子ヨガレッチ

1,500円

～親子で楽しく♪動いて♪＆ストレッチ♪ ～

（ご夫婦参加でも同額）

⑨ ５月25日(月)
⑩ ５月28日(木)

ヨガママで骨盤調整(ハイハイ前)
～ママの為のヨガで骨盤整えリラックス～

（先着順）
☆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。
☆キャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
☆お菓子とお茶をご用意しています。
☆ご夫婦参加の場合は申し込み時に
必ずお申し出ください。

【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
（講座ごとに異なりますので、ご確認ください。）
【会場・申込み・問合せ】 三鷹市市民協働センター
※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

4/18(土）花のボランティアさんと八原
ダリさんにセンターの花壇のお手入れを
していただきました。本格的な春の訪れ
とともに花壇の花たちも勢いを増してきま
した。お手入の賜物です、いつもありがと
うございます。
これからますます色とりどりの花たちが
皆様の目を楽しませてくれます。生長を
大切に見守ってください。
■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

あなたのアイデアと行動力を
三鷹市市民協働センターで活かしませんか！
三鷹市市民協働センターの指定管理者である
NPO法人みたか市民協働ネットワークでは、
センターの事業企画や運営をご一緒に担って
いただける会員を募集しています。
センター事務局までお気軽にお問合せください。

◆二ュースレター配布場所◆
るま・ばぐーす、グラナダ(レストラン)、ハローワーク三鷹、NPO法人子
ども生活・ゆめこうば、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

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。
Editor’s note.

編集後記 ：キウイは皮ごと食べた方がおいしいという情報を受け、よーく

発行日：平成27年５月１日
発 行：三鷹市市民協働センター

洗って思い切ってかぶりついてみました。みましたところ意外や意外、見た目
あの喉にイガイガきそうな産毛も気にならず、おいしく丸かじりすることができ
ました（私が試したのは産毛のあるグリーンキウイです）。キウイは皮に近いと
ころに甘味が集まっているというのが理由らしいです。だまされたと思って一
度お試しあれ。ところで、三鷹産のキウイを知り合いにいただいたことがあり、
とても甘くておいしかったのでぜひもう一度食べたいと思っているのですが、
いったいどこで販売しているのでしょうか。

〒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

（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）

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、直後の平日を休館とします。）
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