
三鷹市とNPO法人みたか市民協働ネットワークがパートナーシップ協定を結び、 

協働運営が始まり、本年で三度目の新年を迎えることができました。 

 これもひとえに、関係者の皆様のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。 
 

昨年発生した東日本大震災は、いまだ先行きが見えない地域もあり、 被災さ 

れた方々にはおかけする言葉も見つかりません。しかし、その中でも特に希望 

が見えたのは、若い方たちの発想力と行動力そして市民力です。 

市内では、夏休みを思いっきり外で遊ばせようと、福島の子どもたちを三鷹に受け入れ、三鷹のまち

をキャンプ場に見立て、19日間を共に過ごす「三鷹子どもの楽校プロジェクト」という市民による取り

組みがありました。 

その活動には、当センターで出会い、知り合った団体の方々をはじめ、町会・自治会・企業・NPO・大

学・三鷹商工会等々の協力があり、子どもたちは初めて出会った仲間たちと共に手作りの遊びや学びを

経験し、平和で暖かく充実した日々を過ごしたということです。私も個人的に 子どもたちに会う機会を

得ましたが 、その屈託の無い明るさに、逆にこちらが勇気づけられ、また、支えた三鷹の市民力を再認

識させていただけた、すばらしい活動でした。 

ボランティアとして協力された方々のように、できないことを残念とせず、できるパワーとスキルで

支えていくことも支援の一つと痛感しました。 

当センター主催事業の企画実施を行なう運営協議会も、毎回活発な意見交換が行われ、年間予定も充

実した内容になってまいりました。 

昨年は三鷹市が策定する＜第4次三鷹市基本計画＞に無作為抽出で選ばれた約100人の市民の方々がブ

レーンストーミングで計画に参加する方法「まちづくりディスカッション」を市とのパートナーシップ

協定のもと二日間行ないました。この実施に当たっては、予めコーディネーター養成講座を受けていた

だき、修了書を手にした40名の方々にご協力をいただき、参加者からは満足度の高い手法と評価を戴き

ました。 

そして、センター恒例の市民活動の祭典＜みたか市民活動・NPOフォーラム＞は、第10回目の開催とな

りテーマ「わの縁日」に相応しく、活発かつほのぼのとした内容で運営が行なわれまし

た。 

また昨年開催した企業と市民活動の出会いの場＜うちの会社も市民です＞～このまち

をよくするた 

めに企業ができること～が極めて好評で、本年も２月に開催いたしますので、ぜひご参

加ください。 

その他にも利用者懇談会やトークサロンでの様々なご提案やご意見は、法人として課
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〈1ページ〉2012年の初春を迎え、謹んで皆様に新年のお慶びを申し上げます 〈２ページ〉開催します「利用者懇談会のお知らせ」「新春市民交流

会」「NPO・市民活動のための身近な情報セキュリティ入門講座」 〈３ページ〉「思わず手にとるチラシづくり喫茶」「がんばる地域応援プロジェクト発表

会＆交流会」  〈４ページ〉チョコっとあっぷるーむ、「禅林寺龍華会基金からプロジェクターを寄贈していただきました」「姉妹都市福島県矢吹町に

クリスマスカードを送りました」「１２月５日センターの花の植替えをしました」 

NPO法人みたか市民 

  協働ネットワーク  

代表理事 正満たつる子 
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【講師】NPO法人 シニアSOHO普及サロン・三鷹 

    江草 義直（日本ネットワークセキュリティ協会指導員） 

【会場】三鷹市市民協働センター 第2会議室 

【対象】NPOまたは市民活動をしている方 

【定員】30人（先着順）  

【持物】筆記用具   

【受講料】無料 

【主催】NPO法人みたか市民協働ネットワーク 

【申込み・問合わせ先】三鷹市市民協働センター 

「個人情報漏えい」を起こすと、取り返しのつかないことになります！！ 

 顧客管理！インターネットを駆使したデータ検索！  

 今や、パソコン無しでは業務は進まなくなってきております！ 

 このような環境の中で「個人情報漏えい」というリスクが増大してきています！ 

 しかし、日頃の業務の中で少し気を付けるだけで「個人情報漏えい」のリスクが低減されます。 

1 25 午後７:00～９：00 

   三鷹市市民協働センターをより快適にご利用いただけるよう、 

利用者のみなさまのお声をお聞かせいただき、意見交換を行う利用者 

懇談会を下記のとおり開催します。 

 【場所】 三鷹市市民協働センター 第２会議室 

 【定員】 40名（先着順） 

 【主催】 NPO法人みたか市民協働ネットワーク 

  【申込み・問合わせ先】 三鷹市市民協働センター 

News of the user round-table conference 

日頃、三鷹市市民協働センターを 

ご利用いただきありがとうございます。 

平成24年1月19日（木曜日）午後７時～９時 

 会場等の準備がありますので、

事前申込みをお願いします。 

日頃の業務に役立つ、 

具体的なリスク低減対策を

習得できます。 

 個人情報 

顧客名簿 

The seminar of “Information security” 市民活動支援事業 

【参加費】800円（飲食代として） 

【会 場】三鷹市市民協働センター 第１会議室 

【対 象】どなたでも 

【定 員】100人（先着順) 
     ※事前申し込みをお願いしますが、定員に満 

      たなければ当日参加もOKです。 

【申込み・問合わせ先】三鷹市市民協働センター 

【主 催】NPO法人みたか市民協働ネットワーク 

1 21 午後1：30～４：30 

 お気軽に 
ご参加ください。 

新しい年の初めに、市民同士、おおいに楽しく語り合い、交流を深めましょう！

まちで元気にがんばっている人 

  三鷹で何か始めたいと思っている人 

    仲間づくりをしたい人 

      ユニークな活動をしている人  etc. 

News of the civic exchange meeting  on the New Year 
協働推進事業 
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【申込み・問合わせ先】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  FAX：０４２２（４６）０１４８ 

メール：kyoudou@collabo-mitaka.jp  

 HP：http//www.collabo-mitaka.jp 

 ★２日間講座(13：00～16：00) 
 内容 開催日 

１
回 

チラシづくりのポイント、事例紹介 

参加者自己紹介とチラシのテーマ発表 
２月５日(日) 

２
回 

途中発表と意見交換、 

アドバイス、メッセージ 
２月19日(日) 

参加者同士の交流と手作りクッキー、おいしいお茶、 
そんなアットホームな雰囲気の中、楽しくデザインしませんか？ 

  

 参加者 自らが制作内容を決めて、2日間で実際にチラシをつくる講座です。 

          ※宿題がでます。    

市民活動支援事業 

The seminar of "the making of handbill" 

市民活動にデザインを活かすコツを伝授！ 

 
「デザイン」を 

楽しんでみたい。 

自分の団体の 

メッセージを発信したい。 

受け手に届く 

チラシをつくりたい。 

【会場】三鷹市市民協働センター 第2会議室 

【対象】市民活動、地域活動をしている方、  

    チラシをデザインしてみたい方 

【定員】20人（先着順）  

【持物】筆記用具、マイカップ、所属団体の活動資料（もしあれば）  

【主催】NPO法人 みたか市民協働ネットワーク 

【申込み・問合わせ先】三鷹市市民協働センター 

    プロフィール 
三鷹市市民協働センターの看板やお

おさわ学園章、三鷹市芸術文化セン

ターの公演チラシなどを手掛けるグ

ラフィックデザイナー。三鷹市市民協

働事業「神沢利子展プロジェクト」

(2006年～2008年)実行委員長兼

アートディレクション担当。2012年

より自宅開放型絵本ブックカフェ「い

ちにち絵本喫茶」を開催。小学校や保

育園での「おやじのえほんよみきか

せ」を続けている。   

受講料：1,000円（２回分） 講師：富岡史棋
とみおかふみき

さん 

無料保育付 先着６人 （満1歳～小学校入学前） 

       持ち物：おむつ、 着替え、おやつ、飲み物 

       １月22日（日）まで保育受付 

がんばる地域応援プロジェクト 

平成24年 2 月 11日（土）9:30～13:00 

◆ 助成金対象団体の発表（15団体） 

◆ グループディスカッション（予定） 

◆ 町会、自治会＆NPO・市民活動団体の交流

【会場】三鷹市市民協働センター 第1会議室 

【主催】三鷹市 【運営】NPO法人みたか市民協働ネットワーク  

 昨年5月に募集を開始し、7月に選考委員会で採択された 

助成対象団体が、地域課題の解決や活力を生み出す事業に

ついてその取り組みを発表します。 

 町会、自治会活動やNPO・市民活動の参考に、ぜひご参

加ください。 
昨
年
の
様
子 

News of ｔｈe announcement of the gannbaru area support project  
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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。 

発行日：平成24年１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 

 
Editor’s note. 

編集後記：巷をにぎわせている自転車のマナーについて私も一言、角を

曲がる自転車について。曲がった先には何もないというゆるぎない確信を

持っているのか、命を懸けているのか（他人の命も）、あるいは想像力に欠け

ているのか、曲がり角で確認もせずに飛び出していく自転車をよく見かけま

す。今週も２件出会い頭の事故を目撃しました。一人ひとりにほんの少しの

思いやりとゆとりがあれば（もちろん私にも）と思う今日この頃です。 

        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 

禅林寺龍華会基金からプロジェクターを 

寄贈していただきました 

 昨年はスクリーンを寄贈し 

ていただき、講座や会議等で 

活躍しています。今回のプロ 

ジェクターも市民活動推進の 

ために有効活用させていただ 

きます。どうもありがとうございました。 

姉妹都市福島県矢吹町にクリスマスカードを

送りました 

 先日開催されました第10回NPO 

・市民活動フォーラム「わの縁日」 

の東日本応援コーナーで、ご来場の 

みなさまが作ったクリスマスカード 

を福島県矢吹町に送りました。ご協 

力いただいたみなさま、どうもありがとうございました。 

Support programs for chilｄ 

 月日 テーマ・内容 参加費 担当 

① １月１2日(木) 
自分が好きな子に育てるコーチング♪        

～会話のコツをゲット～   
1,000円 コミュニケーション・ファーム  

② １月14日(土) 
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～   
1,500円 はっぴぃまむず  

③ １月16日(月) 
幼稚園情報    

～おしゃべりしながら幼稚園情報交換しませんか？～  
700円 NPO法人こもれび  

④ １月19日(木) 
ベビーマッサージで赤ちゃんニコニコ       

～親子のふれ愛コミュニケーション～   
1,800円 

（オイル・防水シート付き） 

NPO法人 

子育てコンビニ   

⑤ １月23日(月) 
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 
（さらし付き） 

はっぴぃまむず 谷 京子  

(助産師・整体師）  

⑥ １月26日(木) 
ベビーサイン de はっぴー子育て♪    
～赤ちゃんとお手てで 「お話し」タイム～   

1,500円 Mama & Baby   

⑦ １月28日(土) 
ベビーマッサージde すこやか子育て ♪   
～パパもママも赤ちゃんとふれあいましょう♪～   

1,800円  
（ご夫婦参2,000円）  

Mama & Baby   

⑧ １月30日(月) 
ヨガママ（ハイハイ以降）        

～ママの為のヨガで骨盤整えリフレッシュ ～  
1,500円 花莉屋 

【定員】 10組（先着順） ※ただし⑦は６組、⑧は７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 

☆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。 

※時間は10：30～12：00 

12月5日 センターの花の植替えをしました  

満
員 

 
御
礼 

満
員 

 

御
礼 

Ｗe planted  flowers 

We were contributed Projector to by The fund of "zennrinnji ryukakai" We sent a Christmas card to Yabuki-cho 

 新春を迎える花壇に相応しく、センターの装

いも葉ボタンとパンジーに衣替えしました。 

 いつものように「生ごみを土に返す会」の皆

さまとフラワーコーディネーターの八原ダリさ

んが、冬晴れの澄んだ空の下、花壇のお手入れ

と花植えをしてくださいました。 

 本当にありがとうございました。 

残
り 

わ
ず
か


