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 「市民活動で人生は変わるか！？」をテーマに第 1回市
民シンポジウム（市民協働推進センター主催）が８月 14
日、田無駅前アスタのセンターコートで開かれました。市

民活動歴が長い２人のパネリスト、嶋田安民さん（東伏見

コミュニティセンター・事務局長）と橋本典子さん（トウ

キョウ・ウエスト・ガーディアンズ副会長）が持論を展開。

お盆休みのなか、約 60人が熱心に聞き入っていました。 
（司会は鈴木剛センター長） 

できることをできる時に…嶋田さん 
相手に輝きを見つけよう…橋本さん 

 家庭にも居場所がない青少年の相談に乗っている嶋田

さんは、市民活動とは何かと難しく考えず「できることを、

できるときに、できる人がやればいい」と話し、地域の安

全を守るパトロール活動をする橋本さんは「市民活動をす

ることによって人生は豊かになります」と強調。会場から

「活動をどう引き継いでいくのか」と問われると、「周り

にいる人で、その人が輝いているところを見つけること」

（橋本さん）、「自分が楽しんでいる姿を見せる」（嶋田さ

ん）と答えていました。 
 エフエム西東京のパーソナリティーでもある橋本さん

は、シンポジウムの模様をビデオ撮影している人やシニア

向け地域情報紙を作る人、アニメ製作会社の人たちを見つ

けては次々と呼び寄せ、それぞれの活動ぶりを引き出して

場の雰囲気を盛り上げてくれました。 
 この日の模様はエフエム西東京のホームページから「ポ

ッドキャスティング」で聞くことができます。 
 15 の市民活動団体のパネル展も同時開催され、買い物
客は活動ぶりを紹介する写真などを興味深そうに見てい

ました。 
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▲市民活動のおもしろさややりがいが語られたシンポジウム 

▼パネリストの嶋田さん（左）と橋本さん 

＜１０～１１月の主催イベント＞ 

◆はじめてでもわかる市民活動・コミュニティビジネス講座 

コミュニティビジネスとは介護や子育てなど地域が抱える課題を

ビジネスの手法を用いて解決する、新しい起業のかたち。NPO

活動やコミュニティビジネスを実践する人たちが話します。 

▽10 月 18、25 日、11 月１、８日（いずれも日曜日午後２時～４

時30分）、１・３回目はイングビル３階会議室、２・４回目は市役所

田無庁舎 203 会議室▽受講料各回 500 円▽定員 30 人▽受け

付け 10 月１（木）～17 日（土） 

◆NPO 法人のための会計講座（基礎編） 

NPO 法人の会計や税務の基礎を専門家（税理士）がわかりや

すく教えてくれます。 

▽11 月６日（金）午後６時45 分～９時15 分、イングビル３階会議

室▽受講料 500 円▽定員 20 人▽受け付け 10 月 15 日（木）～

11 月４日（水） 

 

「市民活動と人生」を語り合う 

第 1回公開シンポジウム 



  
 

 
市民まつり実行委員会  

   × 

西東京市生活文化課 

 第９回西東京市市民まつりは「新しいふるさとの創造」

をテーマに 11 月 14 日（土）と 15 日（日）の２日間、西東

京いこいの森公園（緑町３丁目）で開かれます。昨年は

過去最多の約１０万５０００人（実行委員会発表）が訪れ、

一大イベントとして定着したようです。 
 市民まつりは、実行委員会と市の共催。実行委員会は

多くの市民と商工業者、農業者、公益団体などの協力を

得て組織されています。今年の出店予定は市民・市民団

体、商工会、姉妹・友好都市の計１１５団体で、演芸には

４２団体、パレードには２３団体の参加が予定されていま

す。このほか行政関係などによる体験コーナー、農協の

農業コーナーもあり、市民まつりは市内で最大規模の

「協働」のかたちと言えましょう。予算は市の補助金９００

万円と実行委員会の自主財源（チラシ広告、名入れちょ

うちん協賛など）で賄われます。 
 

市民まつり テーマは 

新しいふるさとの創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出店、野外演芸、パレードについては９月に説明会（一

部は 10 月も）が開かれ、出店者説明会で内橋勝利実行

委員長は「近隣自治体からうらやましがられるほどの大き

な祭り。事故なく楽しく過ごせるよう皆さんの力を貸してく

ださい」と呼びかけました。出店には調理、防火、清掃、

物品の搬出入などについての注意事項が 20 項目あり、

一つでも違反すると次年度の出店ができなくなるという厳

しいものです。 
 市民まつりは、合併前の旧田無・旧保谷両市がそれぞ

れに行っていた「市民まつり」と田無の「産業まつり」、保

谷の「農業祭」の四つを統合し、2001 年にひばりが丘野

球場などで第１回が開かれました。第５回（2005 年）から

現在のいこいの森公園（旧仮称・合併記念公園）が会場

になっています。 

子育てママのトークサロン 

「保育つき講座」を切望 

子育て中のママ 
たちに困りごとなど 
を話してもらい、み 
んなで解決策を探 
ろうと、市民協働推 
進センター主催の 
「子育てママのトー 
クサロン」が８月７日、 
同センターで開かれ 
ました＝写真。 

０歳から３歳までの子どもがいる 10 人が参加し、子どもた

ちの保育は別室で行いました。 
初めてとなるトークサロンのテーマは「ママだからできること

がある」。この日、お招きしたゲスト２人のうち野菜ソムリエで

調味料マイスターでもある古谷史織さんは第２子を妊娠中。

野菜のおいしさに感動して２年前に今の活動を始めたと言い

ます。また吉田朋子さんは、自分たちで資金を出し働く場を

つくったワーカーズコレクティブちろりん村で子育て支援をす

る先輩ママ。「助けて」と言える仲間づくりの大切さを強調し

ていました。 
意見交換では、子どもがそばにいることで心や体に変調を

きたすつらさや、保育付き公民館講座などの必要性を訴える

声がありました。また、「ワイワイやれる居場所がほしい」「身

近な所でつながりたい」と、多くの人が出会いの場や機会を

望んでいました。次回は身近な情報のありようをめぐる問題

点と解決策を話し合う予定です。 
 

植林活動や映像制作で意見交換 

市民活動ネットワーク懇談会は９月１８日、14 人が参加し

てイングビルで開かれました。アジア植林友好協会（事務局・

西東京）の担当者は、バリ島での植林活動を通して現地に

雇用が生まれていることや、資金協力で国内大手下着メー

カーなど企業とのコラボレーションが行われていることを話し

ました。植林活動は、協会の母体である企業の代表がかつ

てアジア地域で長く森林伐採に携わっていたことへの〝罪

滅ぼし〟であることも明かされると、参加者からは活動のきっ

かけを含め「小学校の総合学習で取り上げられれば関心を

集めるのではないか」などの声が出ていました。 
続いて西東京芸術・文化市民協議会の山中好信さんが、

旧田無市と旧保谷市の合併 10 周年の映画製作で 10 歳の

子ども 100人へのインタビューを始めたことなどを紹介。参加

者は映像に残したいものを挙げたり、エンドロールに名前を

出すことによる資金集めについて考えたりしました。このあ

と、現在の集まりの名称を「NPO・市民活動ネットワーク」と改

めることで NPO のさらなる参加を促すことを決めたほか、ネ

ットワークの運営の仕方などについて意見を交わしました。 
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 くつろいだ雰囲気のなかで地域の課題

などを語り合う「トークサロン」は９月 10 日、

「東大農場・演習林の存続を願う会」代表の

宮﨑啓子さんを囲み、ゆめこらぼで開かれ

ました＝写真。 
「トークサロン環境編」と題した今回は 11

人が参加。宮﨑さんは東大が公表した東大

農場整備計画図（案）を全員に渡し、同農場

の千葉市移転方針が覆り存続が決まるまで

の市民活動などを話しながら、「農場は西

東京市の宝」と強調しました。参加者からは

「難しいのかもしれないが、学校教育の中

で子どもたちが農場の春夏秋冬に触れる機 
会をつくってあげられないか、動いてみたい」との声がありま

した。道で、お年寄りが一休みできるベンチがあればとか、

歴史遺産の価値を知らせる工夫はないかと、まち歩きをしな

がらまちづくりを考えているという人の発言を受け、「東大農

場の中もそういう視点が大切。由緒ある建物などを説明する

工夫があれば、その価値も市民の感動も大きくなるのでは」と

の意見も出ていました。 

みんなの本棚 

入門 コミュニティ 

ビジネスの成功法則 

コミュニティビジネス 
サポートセンター<編> 

ゆめこらぼ主催で 10 月にコミュニティビジネス実践者を招

いて講座を開きます。そこで、この本。「ボランティアではな

い発展性と継続性のある活動」「お金だけでもなく、自己満

足でもない、その中間的働き方がしたい」－こんな発想から

コミュニティビジネスは生まれる。私は大きく分けて４つのこ

とをこの本から学んだ。①「困った」「こんなものがあれば助

かる」がコミュニティビジネスの芽になる②共感を得るには

「大義名分」が必要③「仕組みづくり（ビジネスモデル）」と

「地域貢献」の両方が大事④理想と現実を分けないと失敗

する。 この本、品切れ・重版未定で書店では買えないので

図書館等をご利用ください。       （鈴木剛） 
 

☆☆助成金情報☆☆ 

◆キリン福祉財団  【対象】地域での子どもにかかわる福祉活動を

目的とする民間団体で、４人以上のメンバーが中心となって活動す

る団体・グループ。法人格の有無は問わない  【助成金額】総額４

千万円、１件（１団体）当たりの上限は 30 万円  【応募期間】11 月９

日まで  【問い合わせ先】前記財団（電話０３－５５４０－３５２２、ファ

クス０３－５５４０－３５２５） 
◆日本財団  【対象】分野・テーマは問わないが、社会福祉、教育、

文化などの事業では以下を優先する。①障害者や高齢者の自立へ

向けた建物改修による地域福祉拠点整備や福祉車両配備②ホスピ

ス・プログラム、社会的養護を必要としている子どものための仕組み

づくり、犯罪被害者や自殺者の遺族に対する支援③親学の推進、郷

土検定の推進、地域課題解決のためのチャリティー事業支援④農業

振興のための先駆的な仕組みづくり、大学などの地域資源を生かし

た社会貢献支援。これらと取り組む財団法人、社団法人、社会福祉

法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体  【助成金額】補助率８０％以

内、上限金額なし（ボランティア団体は上限 100 万円）  【応募期

間】10 月30 日まで  【問い合わせ先】前記財団コールセンター（電

話03－6229－5111、ファクス 03－6229－5110） 
◆三井物産環境基金  【対象】国内、海外における地球環境問題の

解決にかかわる実践的な活動、国際共同研究、学際・総合の政策研

究、未来志向研究と取り組むＮＰＯ法人、公益法人、中間法人、大学

で活動実績が３年以上の団体など  【助成金額】活動助成は総額最

大２億５千万円、研究助成は総額最大３億円  【応募期間】活動助

成は11月１日まで、研究助成は10月25日まで  【問い合わせ先】

前記基金事務局（活動助成は電話 03－5298－6616、研究助成は

電話03－3277－0540） 
◆独立行政法人福祉医療機構  【対象】高齢者、障害者の在宅福

祉などの推進および社会参加の促進、子育て支援、障害者スポーツ

の振興を目的に、地域の実情に即したきめ細かな事業を行う法人ま

たは団体（地域活動助成）。同じ目的で民間の創意工夫を生かした

自発的な事業または先駆的なモデル事業であって、全国あるいは

同様の地域へ普及の可能性があるものと取り組む法人または団体

（先駆的活動助成）  【助成金額】地域活動助成は上限 200 万円、

先駆的活動助成は上限 500 万円  【応募期間】10 月 31 日まで  

【問い合わせ先】上記基金事業部基金支援課（電話 03－3438－

9945・9946、ファクス 03-3438-0218） 
 

 

 

 
 

東大農場の一角に作られたヒマワリ畑の迷路が８月 13 日、

一般公開され、最終日の 28 日までの 10 日間（土～月曜日は

休園）に4185人が訪れました。「ひまわりプロジェクト」（東大農

場と西東京市の共同事業）に学ぶ市民有志が６月中旬に種を

まき、６回の草取り、迷路の図案作り、迷路部分の苗の抜き取り

を経て、公開にこぎつけました。長雨と日照不足の影響で、公

開３日目にやっと一部が開花。約 4000 本の中の迷路で、子ど

もたちは何度も通り抜けを楽しんでいました。花の中に一輪だ

けハート形のものが見つかり、珍しがられました。 
ひまわりプロジェクトはこの後、種の収穫、乾燥、搾油、調理

へと続いていきます。 
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《スタッフから》 
 

○団体登録しませんか？ 

西東京市市民協働推進センターは登録団体を募集し 
ています。登録はとっても簡単。一度お問い合わせ 
ください。これから活動を始めようという方には、会 
則の見本などをお見せして、団体立ち上げの支援をし 
ます。登録団体同士の情報交換・ネットワーキングの 
お手伝いもします。 
□登録すると ・メールボックスが使えます！（無料。 
郵便物の受取先にできます）・サロンコーナーと印刷 
機の予約ができます！ 

□資格 市内で市民活動をしている団体、またはこれ 
から始めたい団体（構成員２人以上）。事務局が市内 
にあるか、主な活動場所が市内にある団体 

□必要なもの  ①団体規約または会則②会員名簿  
□申請書 所定の用紙に代表者の名前、住所、活動内 
 容などを記入 

製版代 1製版につき 35円 
ｲﾝｸ代 100枚につき 10円 印 刷 機 
※印刷用紙はお持ち込み下さい 

コピー機 1枚 10円 
紙折り機 無料 

ラミネーター 無料（フィルムはお持ち込み） 

 

○こんなとき、お役に立ちます 
☆自分たちの活動をＰＲしてメンバーを増やす  
☆退職して今度は地域で役立ちたい 
☆市民活動をしてみたい。何から始めよう？  
☆他の団体とつながりたい 
☆ＮＰＯってなに？ 
☆行政と協働したい  

開館日：水～月（１０時～２１時）土・日・祝日オープン 
休館日：火曜日・年末年始  

〒188-0012 西東京市南町 5-6-18 イングビル１階 
西東京市市民協働推進センター ゆめこらぼ 

Tel: 042-497-6950   FAX: 042-497-6951 
E-mail: yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp 

             URL: http://nishitokyo.genki365.net/ 

－４－ 

○…子どもの頃、遊びの基地で夢は膨らんだ。今、西東京に

基地“ゆめこらぼ”あり。少し賢くなった、昔の子どもたち。今さ

ら夢なんて気恥ずかしいは皆一緒。ささやかな「何か」が起きる

かも。一歩踏み出しませんか。なんて言いつつ BEATLES リマ

スターの列に並び遅れています。動きワルっ！ （片山） 
 

○…ゆめこらぼの IT 関係を担当しています。パソコンのトラブ

ル対応、Word・Excel の使用方法、はたまた電話機のトラブル

など。もちろん全てのことを知っているわけではありません。分

からないことは電話したり、ネットで検索したりします。今後、パ

ソコン関係の自主講座を出来ればと考えています。   (佐藤） 

 

新たに登録いただいた団体（９月末現在） 

▼特定非営利活動法人 子どもアミーゴ西東京（子ども

の権利を保障し安全安心に暮らせる社会の実現を目

指す。四つの学童クラブを市から受託して運営）▼特定

非営利活動法人 稲門寺子屋西東京（費用無料の寺

子屋で、報酬ゼロで子どもたちの学習の相談や学校授

業の補習程度の指導を行う）▼特定非営利活動法人 

プラス・ド・西東京（オフィスなどの貸し出し、セミナー企

画、ニュース発行などで市民活動を支援）▼キラキラ西

東京（地球温暖化防止など環境問題を市民レベルで考

え、文化活動など多様な市民活動を進める）▼ＮＰＯ法

人西東京ＮＰＯ推進センター〈セプロス〉（市内ＮＰＯの

支援と独自活動としてまちづくり、福祉、情報化推進を

目指す）▼ＮＰＯ法人世界の子どもたちに暖かいセータ

ーを送る会（家庭などに眠る毛糸を活用し世界各地の

困っている子どもたちへ送る）▼ごみ資源化市民会議

（生活者の立場からごみ減量化・資源化と取り組み、省

エネ生活への転換を目指す） 

＝４月からの累計 １９団体 

ゆめこらぼセンター長コラム 

ヨガから学んだ「他人を見るな、目標を見ろ」 

鈴木  剛 

去年、スポーツクラブのヨガ 1 日体験教室 
に参加しました。そこで大切なことを教わりました。 

ヨガの動きには、両脚を大きく開くポーズがあります。他の

参加者は脚を大きく開いていました。私も、負けじと一生懸

命に脚を開こうとしました。すると先生が言いました。「どうぞ

無理はしないでくださいね。自分が脚を開いて気持ちいいと

ころがちょうど良いところです。人それぞれ違いますから、他

の人のことは気にしないでください」 
これには「なるほど～」と思いました。人と比べて自分が劣

っているとすぐにその人と同じくらいできるように無理をしてし

まう。しかし、自分にとっての目標は人とは違うわけですか

ら、自分の目標に向って努力することが大事なのでしょう。 
この出来事があって、『もっと近くで笑顔が見たい』（永松

茂久著）の「他人を見るな、目標を見ろ」、「他人を気にしな

ければ、昨日の自分より、今日の自分、今日の自分より明日

の自分が一歩ずつでも進歩していたとき、一人ひとりがハッ

ピーになれるんだ」という趣旨の部分が頭に思い浮かびまし

た。まあ、そんなことを言いつつ、今もすぐ人と自分を比べて

しまいますけどね。（笑） 

◇ 

 


