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The idea meeting

第８回みたか市民活動・NPOフォーラム

施設です。
づくりを推進する
協働によるまち

11月に

たくさんの
みなさまのご参加
を待ってマース。

アイデア会議：
三鷹市市民協働センターで開催（11月21日(土)・22日(日)）の
「市民フェスティバル（仮称）《第８回みたか市民活動・ＮＰＯフォーラム》」
のアイデアをいただく会議を開催します。
市民活動の発表や交流、出店、パフォーマンス等々、みなさんの
「こんなことをやりたい！」を自由に出し合う楽しい会議です。
は
保育
、
あなたアイデアで市民フェスティバル（仮称）を盛りあげてネ。
が
せん
ま
で
あり
【参加者】市民活動や市民協働センターに興味のある方
連れ
さん
子
【参加費】無料
お
迎
歓
も大
【定 員】３０人（当日参加もＯＫ）
【場所・お申し込み・お問い合わせ】三鷹市市民協働センター
【主 催】特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
個人
大歓

7月24日(金)
午後7時〜9時

もくじ

参加

も

迎。

第１回 わっくわくミーティング開催
アイデア会議（7月6日）で出されたアイデアと参加者の知恵＆工夫を持ち
寄って、 参加団体全員で実行委員会をつくり企画・運営を行います。

〈1ページ〉市民フェスティバルであなたのアイデアを実現しよう！〈２ページ〉７月のイベント・講座案内「はじめてのインターネット講座」、「若者たちは今
楽しく働きたい！」、「ゆったりブログ入門講座」 〈３ページ〉「助っ人参上！」「協働センターの事業から、自主グループ『演劇塾 RanRan』が誕生♪」
〈４ページ〉７月のイベント情報、お花の植え替えをしていただきました、お客様の声にお応えしました、みたか市民協働ネットワーク運営協議会・部会を
開催します、総会を開催しました

１

月 の

イベ
ント

講座 案内
The introduction to Internet

7月13日(月)
午前10時〜正午

インターネットには
つないだけれどいった
い何に使えばいい
の！？
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暑さを吹きとばそう！

インターネットの世界には便利で楽しい情報がいっぱい！
市民活動にも役立ちます！
まずはいっしょに歩いてみましょう。

モニターサイトで
お小遣い稼ぎ？

旅行の予約？
クーポン券で
お得に食事？
生活に役立つ様々なホームページを閲覧したり、

■参加費

yahooをはじめとする検索サイトの上手な利用の
仕方を学びます。

■人数
■対象
■講師
■保育

３,１３０円（テキスト代を含む）
※会員の方は10％引
お釣り銭のないようにご用意ください。
９人（最小開催人数４人）

インターネットに興味のある方

ＮＰＯ法人子育てコンビニ
６人(１歳～未就学児)先着順
保育の締切は７月３日(金)まで
持ち物①おむつ
② 着替え ③ おやつ④ 飲み物
受講用パソコンは
マウス・キーボード
１人１台
■場所・申込み 三鷹市市民協働センターまで
操作に不慣れでも
ご用意しています
■主催 特定非営利活動法人
OK!
みたか市民協働ネットワーク
WindowsはXP、インターネットエクスプローラーは7.0を使用します
出会う！つながる！
わいわいトークサロン

The talking salon

The blog seminar

今回のテーマは、
若い世代の方たちの
「生き方」「働き方」です。

市民活動
支援講座

講師といっしょに
自分のブログを
作成します。

7月4日（土）午後2時～4時
地 域 と つ な が り な が ら、自 分 ら し く 生
き、働いている若い３人のゲストをお迎え
します。お茶を飲みながら、さまざまな出
会いや交流を楽しみましょう。

■日時（２日間）

７月６日(月)・８日(水)
両日とも午前10時〜正午

■参加費 5,530円（テキスト代含む）
※会員の方は10％引

■人数
■対象

９人（最小開催人数６人）
希望者 ※メールアドレス（携帯も可）を持ち
簡単なキーボード操作のできる方
■講師
ＮＰＯ法人子育てコンビニ
■場所・申込み
三鷹市市民協働センター
■主催 特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク

参加費：無料
定員：30人（当日参加もOK）
場所・申込み：三鷹市市民協働センター
主催：特定非営利活動法人
みたか市民協働ネットワーク

簡単に
作れるにゃ・・

※会員：特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク会員

２

collaborator who supports the civic activity

参 上！
〜「助っ人(三鷹市市民活動協力者)」は市民活動のパートナー〜
今回、市民活動団体に協力していただいているお二人の助っ人の活躍をご紹介します。

その１

助っ人・中村克彦さんの活躍

C-Café（市役所敷地内市民交流カフェ）に助っ人の中村さんについて伺いました。
◇◇中村さんにどんなことをしていただきましたか？◇◇
中村さんには、私たちC-Caféプロジェクトの運営勉強会に同席していただき、事業計画
や経営面でのアドバイスをいただいています。
◇◇その結果どうなりましたか？◇◇
事業計画を立てることにより、自分たちのめざす方向ややるべきことがみえてきました。
◇◇助けていただいた感想は？◇◇
いつも的確なアドバイスをしていただきありがとうございます！経営に関するどんな些細な質問にも笑顔で
お答えくださる中村さんに感謝しています。

その２

助っ人・伴野宏さんの活躍

NPO法人グレースケア機構の柳本文貴さんに助っ人の伴野さんについて伺いました。
◇◇伴野さんにどんなことをしていただきましたか？◇◇
NPO法人の総会と東京都へ提出するための、「貸借対照表」「損益計算書」を作って
いただきました。
◇◇その結果どうなりましたか？◇◇
一瞬のうちに必要な経理書類が完成し、魔法のようでした。
事務にかける時間を大幅に減らすことができ、大変助かりました。
◇◇助けていただいた感想は？◇◇
伴野さんの作られたソフトの使いやすさを実感しました。
会計科目の部門についても助言を頂き、ありがたかったです。
★「助っ人」登録制度は、資格や特技を活かしたい、事業のお手伝いをしたいなどの思いを持った方々
に助っ人の登録をしていただいています。
★「助っ人」を必要とされる方は、ぜひ一度協働センターにご相談ください。
(相談内容によっては実費相当分をご負担いただく場合もございます。)
The circle was founded

♪協働センターの事業から、自主グループ「演劇塾

ＲａｎＲａｎ｣が誕生♪

寺子屋カフェ「演劇的元気のつくり方」から「演劇塾RanRan 」が誕生しました。演劇的トレーニング
を通して「自分たちがやってみたい事を探し出し、RanRanするような夢や希望を叶えていこう！」と、
とにかく「なあ〜んでも有り」の愉しいグループです。
★アドバイザー：木瓜みらいさん ★会員数：10名（6月26日現在)
★今後の活動：７月16日(木) 午前10時〜正午
三鷹市市民協働センター（２階第２会議室)
★参加費：1,500円(見学可)
★連絡先： TEL・FAX 042−577−0890（中村迄）
Pc mail
one̲chan̲sya@yahoo.co.jp
（atelier boqet05迄）
※お気軽にご参加、お問い合わせください。
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The new service

July

７月
＊市民活動団体等が協働
センターで行うイベント情報

◆〜フィリピンのゴミ捨て場を舞台にしたドキュメンタリー映画〜
四ノ宮浩監督作品上映会
５日(日)
第1部

★その１
協働センターにメールで原稿を送付してい
ただければ印刷用原稿(１枚)を30頁まで打ち
出すサービスを始めました。
(２日前までにご送付ください）

午前９時30分〜午後１時25分

★その２
三鷹市または三鷹市教育委員会の後援名義
使用許可を受けた事業のチラシについては、
市役所内の交換便で送るサービスも行ってお
ります。

『忘れられた子供たち スカベンジャー』
特別企画１『四ノ宮浩監督と話そう！』
第2部

お客様の声にお応えしました

午後２時〜5時20分

『神の子たち』
特別企画２『フィリピン舞踏をみよう！』

（封入済、宛先記載済のものに限ります）

◇高校生以下無料 、一般 1部・2部 各500円
（当日券：1部・2部 先着順 各100席）
※未就学児入場不可。 託児無
◇主催：きらきら

みたか市民協働ネットワーク

◇後援：三鷹市教育委員会
◇申込み、問合せ：きらきら

We hold the sectional meeting

運営協議会・部会を開催します

http://www.kirakira-kirakira.net/

℡：090-2475-3019（担当：富岡）

16日(木)午後１時30分〜４時（無料）
「これからの生き方を考えてみる〜中高年セミナー」

★情報・広報部会
7月13日（月） 午後７時～９時

◎定員：20名（概ね55歳以上の方対象）
23日(木)午後１時30分〜４時（無料）
「就職活動支援セミナー」

★事業部会
7月15日（水） 午後７時～９時

◎定員：30名(求職中の方）
◇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

みたか市民協働ネットワーク

お花の植え替えをしていただきました
6月7日(日)

どなたでも
お気軽に
ご参加ください。

★ネットワーク推進部会
7月3日（金） 午後７～９時

◆わくわくサポート三鷹 予約制

The general meeting was held

「総会」を開催しました

Ｗe planted flowers

夏らしい彩の花壇に
なりました。

今回の花は、色鮮やかな葉っぱ
が美しいコリウスと、鮮黄色の花
が可憐なメランポジウムです。

6月3日

河村副市長を始め多数の方に出席していただき、
満場一致で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。

生ゴミを土に返して
活かす会の皆さん

■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。
Editor’s note.

編集後記： 協働センターでは、よく若いお父さんたちを見かけます。「チョ
コっとあっぷるーむ」に親子、夫婦で参加されている方たちです。本当に子
供がかわいくて仕方がないという愛情が伝わってきてとても微笑ましく、気持
ちを和ませてくれます。子供の手が離れた今になっても、父親が積極的に
育児に関わる姿を見ると羨ましくもあります。父親の育児（ついでに家事も）
参加は夫婦円満の秘訣、お父さん頑張ってと心でエールを送っています。
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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７月１日
発 行：三鷹市市民協働センター
（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
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。）

