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■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 
 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いた

します。町会・自治会の皆様、ぜひご検討ください。 

 ◆二ュースレター配布場所◆  

るま・ばぐーす、グラナダ、三鷹モダンタイムス、美容室ＴＢＫ三鷹店、

ＣａｆｅHammock、TOKYOたまものスイーツ、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 

発行日：平成29年11月１日 

発 行：三鷹市市民協働センター 
    （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 
開館時間：9:00am-9:30pm   受付時間：9:00am-9:00pm 

休館日：火曜日（祝日は開館し、直後の平日を休館とします。） 

◆草の根市民基金・ぐらん（都内、アジア） （お問合せ先：認定NPO法人まちぽっと 「草の根市民基金・ぐらん」）  

 https://citizensfund-grand.org/    TEL: 03-5941-7948                  〈締切日：2017年11月20日〉  

◆平成30年度「文化の国際交流活動に対する助成」 （お問合せ先：三井住友海上文化財団事務局）    

 http://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/assist/form.html    TEL:03-3562-9523    〈締切日：2017年11月30日〉 

◆2018年度 環境市民活動助成（お問合せ先：一般財団法人セブン‐イレブン記念財団）  

 http://www.7midori.org/josei/index.html    TEL: 03-6238-3872             〈締切日：2017年11月30日〉  

◆平成30年度地球環境基金助成金（お問合せ先：独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課） 

 http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h30_info.html    TEL:044-520-9505 〈締切日：2017年12月11日〉 

 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。 

助 成 金 等 の 情 報 

Editor’s note. 

編集後記：時期外れの台風が２週続けて週末に襲来、前週の台風が

今年の打ち止めだと思っていたので、すっかり油断していました。２８．２９日

のセンターのお祭り「わの縁日」も天気図とにらめっこしながらのドキドキの開

催でした。当日やはり雨模様でしたが、たくさんの方においでいただき、最後

までにぎやかに開催することができました。多彩な市民活動の展示やワーク

ショップ、発表会、出店など来場者も楽しんで参加され本当にありがたいで

す。その様子は来月号のお楽しみに。前日の準備から片付けまで大勢の

方々の協力で無事終了しましたことの、まずはご報告まで。 

 月日 テーマ・内容 参加費 担当 定員 

① 11月２日(木) 
ママ護身術エクササイズ （キック編）        

～だっこしたまま、強いママ～   
1,500円 

（防犯ホイッスル付）  
アイ・リコサイス   6組 

② 11月６日(月) 
みんな一緒に「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♪～   
1,800円（ご夫婦参加でも

同額・オイル・シート代込 ）  
Mama & Baby   8組 

③ 11月９日(木) 
産前・産後の骨盤ケア        

～知って整え、お産も産後も安心～   
2,000円 
（さらし付）  

はっぴぃまむず 

（助産師・整体師 谷京子）   
6組 

④ 11月11日(土) 
親子ヨガレッチ         

～親子で楽しく♪動いて♪＆ストレッチ♪～   
1,500円 

（ご夫婦参加でも同額）  
Kupu-Kupu  6組 

 
⑤ 

11月13日(月) 
ベビーマッサージで親子のふれあい♪              
～赤ちゃんと楽しくスキンシップしましょう♪～    

1,800円 
（オイル・シート代込 ）  

NPO法人子育てコンビニ 8組 

⑥ 11月16日(木) 
ママの手仕事「冬支度」                      

～オリジナル・キッズマフラーを作りましょう！～   
2,000円 

（材料費込 ）  
NPO法人子育てコンビニ 6組 

⑦ 11月20日(月) 
「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～    
1,500円 

（ご夫婦参加でも同額）  
Mama & Baby   8組 

⑧ 11月25日(土) 
泣き止む、よく寝る抱っこの方法と抱っこひも                     
～首が座るまでに知っていたい赤ちゃんのこと ～    

1,500円 
（ご夫婦参加時は2,000円）  

はっぴぃまむず      4組 

⑨ 11月27日(月) 
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 ～   1,500円  花莉屋   8組 

⑩ 11月30日(木) 
こもれび子育てサロン・冬を楽しく         

～おやこでほっと一息タイム ～   500円  NPO法人こもれび    10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 

   （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 

☆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。 

※時間：午前10：30～正午 （先着順） 
三鷹市市民協働センター 

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 

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。 

〈1ページ〉開催します シンポジウム「あそびの生まれる場所」  〈２ページ〉開催しました 「まちなか農家」 にみる効果的ＷＥＢ活用術、三鷹

「まち活」塾開催報告 〈３ページ〉開催しました 「だれでもランチカフェ」、「みたかまちづくりディスカッション」の実施に関するパートナーシップ協

定を締結しました 〈4ページ〉チョコっとあっぷるーむ、助成金等の情報 もくじ 
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みんなでつくる 小さな場づくり の実践から 

「公共とは何か」について考えます。 

         ◆事例紹介◆ 
 

     ★加藤 亮子
か と う  あ き こ

 さん 
  芝の家（地域をつなぐ！交流の場づくりプロジェクト）
事務局長。慶應義塾大学卒業後、幼稚園・障害児通園

施設など、教育・保育の現場で10年間、その後博物館に

て生涯学習ボランティアコーディネーション業務に従事後、

現在に至る。 
      

   ★宮川 齊
みやかわ ひとし

 さん 
    社会福祉法人むうぷ・精神保健福祉士 

      NPO法人みたか市民協働ネットワーク理事 

  ◆基調講演◆ 
 

      ★西川 正
にしかわ ただし

 さん 

コミュニティワーカー、特定非営利活動法人 

ハンズオン埼玉理事。 

1967年滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、

ＮＰＯ支援センター事務局長などを経て現職。

趣味は、「カブリモノ」の作製と道端に七輪やこたつ

を置いて遊ぶこと。今年３月に初の単著『あそび 

の生まれる場所』（ころから刊）を上梓。 
 

 

≪お申込み・お問合せ≫ 

三鷹市市民協働センター（三鷹市下連雀4-17-23） 

電話 0422-46-0048  0422-46-0148   

 kyoudou@collabo-mitaka.jp 

会場：三鷹市市民協働センター  ２階 第1会議室 

定員：60人（先着）     対象：テーマに関心のある方 

主催：NPO法人 みたか市民協働ネットワーク 

 
  2017.10.19の 

朝日新聞朝刊の天声

人語に西川正さんの 

  活動が掲載され 

     ました。 
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「まちなか農家」にみる効果的WEB活用術 
開催日：９月30日(土) 

参加人数：19人 

 ホームページやSNSを活用することで、事務所を持つことなく情報発信からイベント

開催まで活動を繰り広げている「まちなか農家プロジェクト」の代表の苔口さんをお招

きし、効果的なWEB活用について学びました。 

 「まちなか農家プロジェクト」は、昨年4月に協働センターで行ったトークセッション

「地域の課題を解決する『市民×IT』の出会い」をきっかけに活動が開始され、そこから

サイト誕生に至った経緯や、「都市農業×防災」をテーマにおこなった炊き出しイベン

ト、ICU生とのコラボでの三鷹産ブルーベリーを使ったオリジナルドリンクの制作、朝採

れ三鷹産野菜の中央通り商店街イベントでの販売、オリジナルドリンクを販売した三鷹

阿波踊りの出店など、プロジェクト始動から現在までの様々な活動についてもお話しし

ていただきました。 

 「ホームページでの情報発信を柱としながら、Facebookやtwitter、instagramなどのSNSを通じてファン

やサポーターを増やす。そして、そのファンやサポーターの投稿や口コミがさらなる情報発信や活動を広げる

ことにつながる。」 インターネット環境が普及するとともに情報過多の現代だからこその効果的なWEB活用

について理解を深めることができました。 

 

 

～参加者の声～ 

♫情報が氾濫する中で、「友人・知人」からの情報が最も信頼できるというこ

となど、情報発信のヒントが得られた。 

♪いろいろな情報発信の活用の仕方や発信内容の作り方など、個だけでなく、

市民・組織などとの協働の必要性について参考になった。 

  講師： 

  苔口 昭一さん 

 6月3日(土）に始まった三鷹「まち活」塾も、10月14日（土）に全8回の最終日を迎えました。 

「まち活」塾は、自分の想いを実現しながら、まちに豊かさと幸せを生み出すアクションを応援するための講

座で、最終日は、17人の出席者が4グループに分かれ、最終報告会に向けたグループワークを行いました。前

回のグループワークで出た3つのテーマ（①居場所づくり ②オリンピック・パラリンピックを盛り上げるア

イデア ③商店街の活性化）に分かれたグループと、さらにもう1つ、受講生がすでに動き出していたり、動

き出そうとしている活動（「時間銀行」「アート」「リノベーションまちづくり部」「囲碁クラブ」）を深め

るための「部活動」というグループの合計４つでグループワークを行い、それぞれのグループワークで出た意

見やアイデアは最終報告として発表されました。 

 発表後の修了証授与式では、６回以上出席された20人の方に修了証が授与されました。出席者の方に講座で

得たことや感じたことをそれぞれお話していただき、「地域での仲間ができた」「活動を始めるきっかけがで

きた」など、 高い満足度が伺えました。 

 授与式のあとは、クロージングパーティーで、受講生や地域で活動しているみなさんと交流し、楽しい時間

を過ごすことができました！ 

 これからの受講生の活躍にご期待ください☆ 

三鷹「まち活」塾開催報告～最終回～ 

第8回「最終報告会＆クロージングパーティー」 

開催日：10月14日(土) 

参加人数：26人 
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 三鷹市では、「第４次三鷹市基本計画（第1次改定）」の主

要事業の１つである庁舎等の建替えの検討について、平成29

年８月に、「三鷹市庁舎等整備基本構想策定に向けた基本的な

考え方」（以下「基本的な考え方」）を取りまとめました。 

 「基本的な考え方」では、平成30年９月の「三鷹市庁舎等

整備基本構想」の策定に向けて、幅広く市民の声を反映させて

いくため、多様な市民参加に取り組むこととしています。今回、その手法の一つ「みたかまちづくりディ

スカッション※」をNPO法人みたか市民協働ネットワークと三鷹市が協働で実施することとなり、10月４

日にパートナーシップ協定の締結式を行いました。「みたかまちづくりディスカッション」では、下記の

「基本コンセプト」を基に改めて検討を行います。今後、実行委員会形式にて中立な立場で運営を行い、

市民同士の議論を公平に進めていきます。 

 

※みたかまちづくりディスカッションとは、住民基本台帳から18歳以上の市民の方を無作為抽出で選

び、承諾を得た方に参加していただく市民討議会。平成18年度に三鷹市が全国に先駆けて実施。 

《基本理念》 

「人間のあすへのまち」を象徴する新庁舎等 

新庁舎等の整備に向けた基本コンセプト 
～「人間」「時間」「空間」の三つの視点からのアプローチ

市民に愛される庁舎 

【空】 

建物 

配置 

景観 

市民 議員 職員 

【人】 

過去 

現在 

未来 

【時】 【間】 

〈 基本方針の「基礎」 〉 

効率的・効果的な手法による 

整備事業費と維持管理費の抑制 
あらゆる災害・リスクに対応 

したしなやかな強 靱
きょうじん

性の確保 

三鷹に住み、働き、学び、活動 

する市民の参加と協働の拠点 

市民に信頼される庁舎 

職員が 

働きやすい庁舎 

まちの元気を創造する庁舎 

安全で開かれた庁舎 

地域と共生する庁舎 

景観に配慮した庁舎 

 議員の活動を 

支える庁舎（議場）  

未来の市民サービスを 

見据えた庁舎 

まちの記憶を 

未来へつなぐ庁舎 

環境に配慮した庁舎 

 今回のだれでもランチカフェは、初参加の３名を含む11名で、和やかに開催されました。ご自身のことやご自

身の活動のこと、地域のこと等、幅広いお話に花が咲きました。ギターの弾き語りで被災地を回った経験のある

初参加の方は、今回のランチカフェがきっかけで地域のイベントに参加し弾き語りをされたとのこと。集まった

みなさんとゆっくりお茶を飲むのもよし、新たなきっかけ探しにするのもよし。あなたの想いがどこかにつなが

るランチカフェではみなさんをお待ちしております。（次回の開催はＨＰ、ニュースレター等でお知らせします） 

だれでもランチカフェ 開催日：９月23日(土) 

参加人数：11人 

http://machino.tokyo/
http://www.collabo-mitaka.jp/archives/2256
http://codeform.info/post/154099748389/machinakanoka20161203
http://codeform.info/post/154099748389/machinakanoka20161203
https://www.icu.ac.jp/news/170905_2.html

