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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。

※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。

三鷹市市民協働センターは、平成15年12月に開設され11年が経ち、三鷹市における「協働」の拠点として定
着し、利用者数も増加し、確実に実績をあげて参りました。
平成27年度は、平成26年度の新たな取組みの中から出てきた課題に対する解決に向けた検討と取組みを行う
とともに、さらにすそ野を広げるための活動として、以下の取組みに重点を置いて事業を展開します。
１ 一市民の方の生きがいづくりの場の提供として、市民活動団体へ「つなぐ」ことや家庭でもない、仕事場
でもない、地域の居場所（サードプレイス）づくりの機能を市民協働センターが持つことなど、市民協働ネット
ワークの新たな役割についても考えていきます。
２ そのためにも、会員の加入促進を図り、事業を推進していく運営協議会の強化を図ります。
３ 「みたかスペースあい」の運営にあたっては、利用促進を図るなど「民学産公」の協働による地域活性化
のモデルケースとなるような事業スキームの確立に向けた更なる取組みに寄与して参ります。
４ 協働センターの活動や会員の活動の情報発信、新たな会員の加入促進、市内外の協働の紹介などを目的と
して、より使いやすく、見やすいホームページのリニューアルに取組みます。
本当に暮らしやすいまちづくりの実現のためにも市民協働センターが「つなぐ」、「ささえる」、「つむぎだ
す」の３つの機能を基本に「協働」の要となり、存在感をもっと出すことが必要と考えておりますので、これか
らも皆様の格別のご理解とご協力を賜りますよう、お願いいたします。
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〈1ページ〉ＮＰＯ法人みたか市民協働ネットワーク「通常総会」を開催しました、平成26年度利用状況・実績報告 〈２ページ〉平成26年度主催
事業 〈３ページ〉開催しました「イベント成功への道」、寺子屋カフェ「演劇的元気のつくり方とは」、花の植え替え、花壇の手入れをしていただき
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
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協働のまちづくりの推進事業
事業名
第13回みたか市民活動・ＮＰＯフォーラム

日程

市民の底力事業「事務効率がグンと上がる
ファイリング講座」
市民の底力事業（寺子屋カフェ）
「演劇的元気のつくり方とは」

学生企画トークサロン
（昨年度に引き続き）

1,200人

平成26年11月8日(土)～11月9日(日)
明 会：平成26年4月19日(土)

42人

選考委員会：平成26年7月12日(土)

38人

発

62人

説
がんばる地域応援プロジェクト

参加者数

表 会：平成27年2月7日(土)

12人

平成26年5月29日(木)
第1回：平成26年9月13月(土)

7人

第2回：平成26年9月20日(土)

6人

第4弾：平成26年4月26日(土)

43人

第5弾：平成26年5月25日(日)

51人

第6弾：平成26年6月28日(土)

64人

第7弾：平成26年12月13日(土)

67人

「商店街は“まちの駅”～商店街にまちづくり
平成27年2月28日(土)
の“場”があることの可能性～」

66人

市民活動支援事業
事業名

日程

参加者数

ほしい未来はつくろう第一夜

平成26年9月1日(土)

40人

ほしい未来はつくろう第二夜

平成26年9月11日(木)

25人

活動をPRする1分間CMを作ろう！

平成26年10月4日(土)

12人

平成26年11月29日(土)

8人

平成26年12月13日(土)

8人

ＮＰＯ・市民活動のための身近な情報セキュリ
平成27年１月30日(金)
ティ入門講座

12人

インタビューライター講座

おやこひろば事業（協働推進事業）
事業名

期間

おやこでよってチョコッとあっぷるーむ 平成26年4月1日～平成27年3月31日
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回数
110回

参加者数
1,022人

イベントを成功に導くためには、そこに関わる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。第1部のミニセミナーでは
その運営の重要なポイントである「ボランティアパワーのつくり方 」を成蹊大学ボラ
ンティア支援センター コーディネーターの日比野勲 (ひびのいさお)さんに学びまし
た。ワークショップ形式でイベント成功に必要な要素の一つ「イベントづくりの不安や
悩みの分かち合い」を体験することによって、安心しお互いを理解しながら協働できる
ことを実感したり、また「対等な人間関係をつくりゴールイメージを共有する」などの
講師：日比野勲 さん
成功につながる運営のコツなどを教えていただきました。
（成蹊大学ボランティア
また第2部では、11月14・15日（土・日）
支援センター
に開催される「第14回みたか市民活動・NPO
コーディネーター）
フォーラムわの縁日」に向けて「NPOフォーラ
ムアイデアカフェ」を開催、毎年多くの団体・個人が実行委員会形式で作
り上げる市民協働センターのお祭りで「やったらいいと思うこと」が話し
合われました。第1部からの流れが原動力となり、活発な意見交換が行わ
れ様々なアイデアが出てきました。
今回の体験やアイデアを生かすことによって、
「第14回みたか市民活
動・NPOフォーラムわの縁日」がより一層楽しく意義のあるイベントに
なりそうな予感がします。
セミナーの様子

寺子屋カフェ

「演劇的元気のつくり方とは」
開催日：６月18日（木）
参加人数：７人

◆◆

講
座
の
様
子

今回は、日常の人生の中で人とコミュニ
ケーションをとることがなかなかうまくゆ
かない…という悩みを持った方も参加され
まましたが、最後の“詩をよむ”時には
すっかり開放されて、自分を表現するとこ
ろまで辿り着けたように思い、とてもよ
かったと思います。小さく深く少しずつ、
心にしみてくれれば、と思います。

受講者の声

◆◆

講師：木瓜(ぼけ)みらいさん
（女優）

♪一つ一つ表現を重ねていくことの楽しさを感じた。生活の中で生かせそ
う。♪悲しいことがあった時に胸を広げ上を見るということが心に残った。
他の受講者の方も楽しかった。♪表現が苦手でうまくいかないことがよくあ
り参加した。声の出し方など面接や人付き合いに役に立つと思った。♪自分
の出し方や表現の仕方のコツがわかったような気がし、元気が出てきた。♪
「元気のつくり方」を知って日々の生活に生かしたいと思い参加した。自分
の中にあるものを表現する発信することの大切さ、それによって人とコミュ
ニケーションを深くするということ、また身体を使う、心を表現する、身体
と心はつながっているということが理解できた。

6月5日、花壇からこぼれるように咲く夏の定番ペチュニアと赤や緑が入
り混じった葉っぱが美しい観葉植物コリウスを「生ごみを土に返して活かす
会」と花植えボランティアの方、センター
のスタッフで植え替えました。
また、6月20日には、花植えボランティ
アの方にアジサイの剪定や、雑草抜き、間
引きなどの花壇の手入れをしていただきま
した。園芸家の八原ダリさんが、手入れをしながら挿し木や切り戻しの仕
方などためになる指導をしてくださり、大変勉強になりました。
いずれも作業の後に楽しいお茶会が開かれ話が弾みました。
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月日

① ７月２日(木)
② ７月６日(月)
③ ７月９日(木)
④ ７月11日(土)
⑤ ７月13日(月)
⑥ ７月16日(木)

参加費

担当

定員

ママ護身術エクササイズ （キック編）

テーマ・内容

1,500円

～だっこしたまま、強いママ～

（防犯ホイッスル付き）

アイ・リコサイス

6組

1,500円

花莉屋
(日本マタニティヨーガ協会会員)

9組

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

はっぴぃまむず

6組

マタニティヨガ ゆったり骨盤調整で安産力
～骨盤整え、快適マタニティ生活 ～

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考えよう～

（ご夫婦参加2,000円）

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

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

Kupu-Kupu

6組

Mama & Baby

8組

Mama & Baby

6組

1,500円

花莉屋

8組

1,500円

NPO法人子育てコンビニ

6組

⑦ ７月18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）

⑧ ７月23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～

（ご夫婦参でも加同額）

パパの子育て講座「ベビーマッサージ」

1,500円（ご夫婦参加でも

～赤ちゃんとの楽しくふれあいましょう♪～

同額オイル・シート代込）

⑨ 7月25日(土)
⑩ ７月27日(月)
⑪ ７月30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～

カラーセラピーで子育てを楽しく！
～色彩心理で心も身体もリフレッシュ ～

※時間：午前10：30～正午

☆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

助
成
金
等
の
情
報

（先着順）

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。
◆あしたのまち・くらしづくり活動賞
（お問合せ先：公益財団法人あしたの日本を創る協会 ）
http://www.ashita.or.jp/ TEL:03-5772-7201
〈締切日：2015年７月13日〉
◆自動車購入費助成 （お問合せ先：公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 事務局）
http://www.sjnkwf.org/jyosei/jidousya.html TEL:03-3349-9570
〈締切日：2015年７月15日〉
◆Panasonic NPOサポート ファンド （お問合せ先：パナソニック株式会社 CSR・社会文化部）
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary.html#pro004
TEL: 03-3574-5665
〈締切日：2015年７月31日〉

■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。
Editor’s note.

編集後記：6月1日の道路交通法一部改正で自転車の取り締まりが強化
されました。歩行者と車の狭間で使い勝手の良い自転車生活を（安全に配
慮しながら）享受してきた自転車族の私は、最近お巡りさんを見て少しビクつ
いています。雨の日にはちゃんと合羽を着用し安全運転を心掛けている私で
すが、狭い道路で身を守るためのやむを得ない行為が取締りの対象になる
のではないかと懸念しています。これまで多分に道徳心に委ねられていた自
転車ルールですが、人の命を脅かすほどの自転車の危険行為が横行してい
る昨今、残念ながら法律で規制するしかないのでしょうかね。
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◆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
発行日：平成27年７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（祝祭日は開館し、直後の平日を休館とします。）

