
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は約 400 名の来場者を迎え、年ごとに盛り上が

りを見せている NPO 市民フェスティバルも、今回で６

回目となります。今年は「あ

なたのやる気で、まちを元気

に！」をテーマに、11 月 22

日（土）きらっとを会場に開

催します。 

今年度も実行委員会は、よ

り多くの市民の皆様にお越しいた 

だけるように楽しいイベント内容を企画しました。 

★来て見て楽しいフェスティバル 

来場者の方に楽しんでいただける企画が、午前のス

テージパフォーマンスと午後のスポーツパフォーマン

ス。きらっと 2 階の展示会場の一部にステージを設け

て、地元で活動するバンドの演奏を楽しんだ後は団体

の展示に流れを作っていく予定です。また、1 階の体

育室を会場とするスポーツパフォーマンスでは演技見

学に加えて参加型の企画も盛り込みます。 

 ★市民活動団体とのマッチングの場 

昨年初めて開催した「西東京お父さんお帰りなさい

パーティ（以下、おとぱ）」を好評につき、今年も同時

開催することになり、参加者 50名を募集します。 

おとぱは定年前後の方々の地域デビュー、社会参加の

きっかけ作りを目指しています。 

おとぱ参加者や市民の皆様が、地元の市民活動団体

と実りのあるマッチングが出来るようにと、参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体は活動紹介に力を入れています。 

田無公民館での「本場カレー料理教室」でおいしい

カレーをつくり試食を楽しんだ後、13 時 30 分からい

よいよ「おとぱツアー」の開始です。参加団体の各展

示ブースを 5～6 名のグループに分かれて約１時間か

けて説明を受けながら回ります。 

市民活動なんでも相談ブースでは、おとぱや参加団

体のメンバーが市民活動に関する様々な相談や質問に

丁寧にお答え致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 4日（月）障害者総合支援センター2階会議室にて、

まちづくり円卓会議を行い、多くの方（26人）が参観しま

した。今回は、昨年度１年間テーマとした「障がいのある

人もない人も分けない居場所づくり」についての話し合い

の最終回でした。円卓会議の結果を踏まえ、4 月から農作

業を試行的に始め、その実践を、農家の方も一緒に振り返

り、まちづくり円卓会議メンバーが農地での居場所づくり

をやってみた成果と課題を抽出し、課題解決にむけて話し

合いたい 5つのテーマ（「農家のメリット・財源づくり」「農

と福祉を繋ぐコーディネイト体制」「市民と農の接点づく

り」「農作業プログラム作り」「交流生まれる居場所プログ

ラム」）を決め、参観者もそれぞれのグループに参加して

意見交換を行いました。各グループの報告を全員で共有し、

アンケートからも有意義な話し合いとの意見が多く、未来

志向の対話により「西東京での福祉と農業の可能性」を実

感し今後に繋げられる場となりました。 

  

テーマ：あなたのやる気で、まちを元気に！ 

日時：11月 22日（土）10:30～16:00 

場所：きらっと １階＆２階 

▲ 前回の様子 
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第 6回 NPO市民フェスティバル  参加団体・ボランティア募集！ 

                    

 

 

 

 

 

～ 参加団体 事前説明会 ～ 

日時：10月 17日(金)18：30～20：00 

場所：きらっと ２階（会議室） 

申込締切：10月 11日(土) 
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～ 当日プログラム（予定）～ 

NPO 市民フェスティバル    おとぱ 

（きらっと 2 階にて活動紹介のパネル展示） 

 

10:30  開会 挨拶     10:30 料理教室 

11:00  ステージ会場      （田無公民館） 

     （きらっと 2階） 

①ジャズ演奏 

②ゆるキャラと 

子ども達   12:00 試食会               

13:00   スポーツ会場      13:30  おとぱ展示 

        （きらっと 1 階）          見学ツアー 

①しゃきしゃき体操 14:30  なんでも相談  

    ②体験スポーツ         

    ③子どものダンス 

    ④太極拳演武会 

16:00  閉会 挨拶    16:00 終了 
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NPO 市民フェスティバル    おとぱ 

（団体活動紹介は、終日、きらっと 2F にて展示） 
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♥♥ゆめこらぼ事業・活動紹介♥♥ 

まちづくり円卓会議 

「障がいのある人もない人も 

分けない居場所づくり」 

 

 

9月 13日（土）17年間にわたりボルネオで

オランウータンを森に返すための支援活動を

行っている NPO 法人ボルネオ・オランウータ

ン・サバイバルファンデーション代表理事 

宮崎林司氏にボルネオの現状と活動について

お話ししていただきました。今回、多くの問

合せがあり、環境に対する関心の高さが伺え

ました。熱帯雨林の破壊が進みオランウータ

ンの絶滅が危惧されています。それは同時に

熱帯雨林消滅の警告であり、地球の生態系シ

ステムの崩壊を意味しています。私たちが知

らず知らずにこの自然破壊に関与している実 

状を説明していただ 

き、あらためて今の生 

活を振り返る必要性を 

痛切に感じました。           

 

 

 

 

 

 

ゆめサロン 

「オランウータンに教えられて」 

▲円卓を囲んで成果と課題等について意見交換 ▲模造紙いっぱいに書き込まれた多様な意見 

▲農作業の様子をスライドで共有 ▲グループに分かれて課題について集中議論!! ▲話し合いの結果を元気に発表！ 
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8月 2日(土)Mec西東京が毎月１回実施している石神

井川のゴミ拾いが行われました。Mec西東京は昔のよう

にホタルがいる環境をめざし、川の清掃を有志で行っ

ています。この日は気温も高く、カンカン照りでした

が、汚れても良い服装で来たので冷たい川の中に入り、

気持ちよく掃除ができました。6人の参加者皆さん袋一

杯のごみを集めました。定期的に掃除をしていてもご

みを投げ入れるモラルの低い人は多く、なかなか綺麗

な川の状態にはなっていません。家の近くにホタルの

いる環境を作るの

は一朝一夕ではか

ないませんが、「行

動は足元から」を実

践して地道に活動

する姿勢が印象的

でした。 

 

 

 

都市計画道路田無 3･4･7 を考える会主催で 8月 22日

(金)東大演習林において須田真一先生をお招きし、昆

虫の観察会がありました。とても暑い日でしたが 30名

ほどの参加者があり、先生の丁寧な説明を聞きながら

演習林を散策しました。虫を探すときは、もし自分が

虫だったらどこに隠れようかな？どこが住みやすそう

かな？と想像しながら見つけるのがコツ…とのお話し。     

コクワガタ・トックリバチ・ハラビロカマキリ・オ

オヒラタシデムシ・ヨコバイなど次から次へ現れ、ク

モの巣の食べ残しを観察するとどんな虫が生息してい

るか知ることができることなど虫に関する知識が豊富

になりました。ダイミョウセセリ

は都内ではほとんど見られなくな

り、蝶の種類が少なくなったこと

は、自然が減ったことを客観的に

判断できると話され、沢山の昆虫

が生息している東大演習林は今後も残り、森と野の恵

みを満喫できる西東京の貴重な自然環境と再認識しま

した。 

 

 

 

8月 23日土曜日の夕方に、「子どもの広場」恒例行事の

「夕べの会」が開かれました。第一部は、「劇団ゆり」に

よる、脚本、演出、挿入歌すべて子ども達だけで作り上げ

たオリジナル人形劇「動物の森の人形劇」で始まり、大人

顔負けの完成度で、子ども達の感性あふれる素晴らしい人

形劇に感心させられました。また、蛤谷糸美さんと尾崎冨

美子さんの「ちいさな ちいさな劇場」による、ファンタ

スティックな星の世界とすばらしい語りによる影絵を堪

能しました。第 2部は、たくさんの笑顔と歓声の中で、テ

ーブルいっぱいのご馳走をいただきながら楽しいおしゃ

べりとビンゴゲームに盛り上がりました。   

主催者である小林弘子さんの子どたちに対する愛情あ

ふれる視線と笑

顔が強く印象に

残る「夕べの会」

でした。 

 

 

 

 9月 14日（日）、めだかクラブ主催のイベントが障害

者総合支援センターフレンドリーで行われました。 

めだかクラブは「障がいをもつ子も、もたない子も

共に生きる」をモットーに活動している子ども会です。

といっても子どもだけではなく、老若男女さまざまな

年代の参加者がいました。前半は少人数に分かれ、「好

きな遊び」について話し合いました。 

今の子どもも昔の遊び方でずっと楽しんでいたり、

逆に年を経て小さい部分にルール変更があったり、今

ではできない遊びがあったり・・・様々な遊びについ

ての気付きがありました。そこで出た遊びを後半にピ

ックアップして実

際に遊んでみたと

ころ、皆真剣になっ

て息を切らしなが

ら楽しんでいまし

た。 

 

 

 

 

 

今回のシンポジウムでは、「緑×協働＝コミュニティ 

～テーマ型コミュニティづくり～」と題して、“人と自

然・人と人・人と社会をつなぐ”事業を展開し、西東

京市に事務所のある NPO 法人 NPO birth 事務局長の佐

藤留美さんが基調講演を行います。 

パネルディスカッションでは、緑や自然を将来にわ

たって維持し、市内を緑と花でいっぱいにしようと考

え、そのために市民団体、事業者、行政の中間的立場

でコーディネイトしている三鷹市の NPO の方にも参加

いただき、西東京市における今後一層の協働の推進を

図るためのヒントを得るための意見交換を行います。 

日時：10月 24日(金)14:00～16:30 

場所：西東京市保谷庁舎 4階研修室 

興味のある方はゆめこらぼまでご連絡ください。 

 

 

第 2 回おとぱを「NPO市民フェスティバル」と同じ会場

で同時開催いたします。 

 日時：11月 22日（土）10:30～16:00 場所：きらっと 

プログラム 

◆10:30～本場カレー料理教室 

スリランカ・カレー料理教室参加と会食(材料費 500円) 

◆13:30～展示ブース見学ツアー(おとぱツアー） 

NPO市民フェスティバルの展示ブースをツアーガイドが

ご案内致します 

◆14:30～相談ブース、イベント見学、フリー 

皆様のご質問ご相談におとぱコンシェルジュが懇切丁寧

にお答え致します。 

◆15:30～おとぱ振返り 

◆17:00～団体交流会（参加自由：会費 500円） 

 

 

 

◆New カレッジ広場 

 目的：貴重な経験を伝え合う、学ぶ・学び合う、集

う・楽しむをモット―に会員の元気と絆を高める。 

＜2014年 8月末現在で 119団体になりました＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆登録団体活動紹介◆◆ 

MeC 西東京 

みんなで一緒に川そうじ！ 

東大農場・演習林を分断する都市計画道路田無 3･4･7を考える会 

ムシ・むし・虫の国 

子どもの広場 

夕べの会 

めだかクラブ 

めだかふぇ de リアルトーク 
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協働を考えるシンポジウム参加者募集！ 

「お父さんお帰りなさいパーティ」参加者募集! 

新たな登録団体＜2014 年 7 月～8 月＞ 

みんなの本棚 

社会をよくして 

お金も稼げるしくみのつくりかた 

—マッキンゼーでは気づけなかった世界を動かす 

ビジネスモデル「Win の累乗」  小暮 真久 著 

企業は NPOから何を学べるのか。企業は、社員、消

費者、提携者、出資者、地域にどのようなハッピー＝

win を作ることができるのか。本著は、先進国の肥満

と開発途上国の飢餓という 2つの問題の同時解決を目

指す NPO法人「TABLE FOR TWO International（以下、

TFT）」代表の社会起業家が、TFT のビジネスモデルを

紹介しつつ、企業と NPO、両者の事例を交えて、営利

と非営利の世界について解説する。本年 6月末現在、

5 万近くの NPO が存在し、社会的企業（ソーシャルビ

ジネス）も増えている。しかし、NPO は、助成金や寄

付金に頼らざるをえない財政事情や、行政の下請けの

ように思われる等の社会的認知度の低さなどの課題

が多く存在する。営利企業が NPOの事業に理解を深め、

営利事業と社会貢献の共存を提案し、NPO 側の観点か

ら NPOに欠けているビジネス手法やマインドについて

紹介している。NPO は「営利」という言葉にアレルギ

ー意識を持っているが、NPO も企業的なマインドや手

法を取り入れて、弱点を克服、補完することでビジョ

ン達成に近づくためのヒントが本書には多く詰まっ

ている。       （谷戸町在住 若尾健太郎氏） 

 

編集後記 

夏も終わり、秋になってやっと涼しくなって過ごしや

すくなってきました。「ゆめこらぼ」は NPO 市民フェ

スティバルの準備でてんやわんやしています。１面に

も NPO市民フェスティバル開催内容を記載しています

が、皆さまの積極的な参加で、西東京市の市民活動を

盛り上げていきましょう。 
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西東京市 市民協働推進センター ゆめこらぼ 
〒188-0012西東京市南町5-6-18イングビル1階 

Tel:042-497-6950  Fax:042-497-6951 

E-mail:yumecollabo@ktd.biglobe.ne.jp 

            http://www.yumecollabo.jp/ 

 

開館時間 午前10時～午後9時 

         休館日 毎週火曜日  祝日の場合は開館し 

次の平日が休館日 
 


