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NPO 法人社会貢献ミュージカル振興会
虹色の子どもたち 発達障害ってなぁに？（プレビュー公演）
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（隔月発行）

発行：西東京市市民協働推進センター

ゆめこらぼ

〒188-0012

東京都西東京市南町 5-6-18 イングビル 1 階

まちづくり円卓会議開催

まちづくり円卓会議とは

「子どもの声に向き合うために〜
今、私たちにできること〜」
明日の子どもたちのために、何が大切で、いま何ができるのか。
今回のまちづくり円卓会議では、円卓メンバーそれぞれのもつ知
識や経験から語り合い、課題とその解決策を探り、さらなる課題
について考えました。全 5 回の日程は終了しましたが、今後も報
告や情報交換のための連絡をとりあいながら、課題解決の道を探
り続けてゆく予定です。

8 月 22 日、コール田無で NPO 法人社会貢献ミュージカル振興会主催のミ
社会貢献ミュージカル振興会
理事長 米田 愼哉氏と
主演の龍澤幸奈さん

ュージカル「虹色の子どもたち 発達障害ってなぁに？」が 2 回公演され、
約 180 人が鑑賞しました。
このミュージカルは理事長の米田さんが発達障害を理解するきっかけ
になればと脚本・作曲･プロデュースされ、プレビュー公演としての開催で

地域の課題は、ますます多様化・複雑

した。石神様の仕業で発達障害のある子どもと友だちの体が入れ替わって

化していると言えます。従って、行政や

しまいそれぞれ違う生活を送ります。友だちは「パニックになる状況」を

市民だけで解決できないケースが出て
来ています。そこで、NPO や企業、商店
や自治会などの様々な関係者が知恵を
絞って、解決に向けて取り組むのがまち
づくり円卓会議です。

体験し理解します。そして、それぞれが自分の気持ちと向き合い、自尊感
情もでてくるというストーリーです。
♪♪…一人ひとり違うのに、皆違うのにわかってもらえない、できない
ことがわかってもらえない…自由に動くからだのあなたのことが羨まし
いけど、ボクはボクだから、ボクでいたい…♪♪と、歌のセリフ。

まちづくり円卓会議メンバー

（敬称略）

鑑賞後、5 歳の子どももいい笑顔で会場全体が穏やかな雰囲気になってい
て、皆が熱心に感想を書かれていたのが印象的でした！
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第２回円卓会議 2015/3/23

メンバー各自の活動や市のサービスを知る。ヨゼフホームを訪問。
「子どものサポートがこんなにあるとは！」
「子どもを助ける場所が地域に根付いている！

しかし、十分ではない部分も……」

安部芳絵 上田美香
3 回〜5 回円卓会議
ファシリテーター

参観者からも
貴重な意見が
聞かれました。

おうちサロンひなた
木のおもちゃでいっしょにあそぼ
おうちサロンひなたでは赤ちゃんサロンを開催し、子育て親子が寛

第３回円卓会議 2015/6/3

第４回円卓会議 2015/7/22

第５回円卓会議 2015/8/3

げる場を提供しています。このたびニッセイ財団の助成事業により木

キーワードを絞り込む。
「学
校と連携することが鍵で
は？」

中学校での放課後カフェ実施報
告。
「実施により見えて来た課題
は？」

放課後カフェを違う学校で
も！「情報交換・つながりを保
ち続ける方法は？」

でできたおもちゃや絵本が新しく増えました。

谷川 由起子

8 月 23 日の日曜日から 25 日の火曜日までお披露目企画として用意
されていましたので、中日の 24 日月曜日にお邪魔したところ昼過ぎ
になると中は子どもで満杯状態！みんなおもちゃに夢中になっていま

会議ののべ参観者数は 61 人。メンバーと参観者との意見交換も行なわれました。円卓メンバーはもち
ろんのこと、参観者にも、今後につながる新たな視点の生まれた会議となったようです。
「子どもの声に耳を傾けつつ、子どもが管理されない・指示されない時間と空間を作ることが必要ではな
いか？」という意見が印象的でした。そうした場を大人が作ってゆくことにより、子どもが SOS を出しや
すい町へ、やがては SOS を出さずに暮らしてゆける毎日へとつながりますように。
＜ままペンシル 徳丸由利子＞

した。
お母さんたちはご飯やお茶で一息。子どもを連れていける場所が少
ない中、お母さん同士の交流や情報交換などもできる貴重な場所にな
っていました。
サロンは月一回(毎月第 2 水曜日)開催していますので、小さいお子
さんのいる方はぜひどうぞお出掛けください。
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地域文化活動サロン

地域デビューシリーズ第 3 弾

地域デビューシリーズ第 4 弾、第 5 弾

ようこそ「小さな文化祭」～芸術の秋予告編～
8 月 29 日(土)イングビル 3
階会議室で文化芸術に関連

8 月 16 日、コール田無で立ち見が出るほどの満員の中、NPO 法人東京雑学大
NPO 法人東京雑学大学
理事長 菅原 珠子氏
持っているのは記念誌 学の 20 周年記念であり千回目となる講演会が行われました。
「続 学ぶよろこび」

「まちめぐり」

する 5 団体を紹介するイベ

NPO 法人東京雑学大学
開学２０周年特別講演「人生百年時代の男の生き方・女の生き方」

西東京市内の市民活動の拠点を楽しく語らいなが

ントを開催しました。ウインズパストラーレ、西東
財団法人さわやか福祉
財団会長・弁護士
堀田 力氏

一人目の講師、堀田力氏は数多く出会った「目がイキイキとしている」方の

日時：10 月 10 日（土）午前 10 時～午後 2 時 30 分

ブ、西東京シネマ倶楽部、文化芸術振興会の 5 団

集合場所：田無駅北口１階

体が生演奏、マジックの実演、メンバーとのイン

対象：市内在住・在勤・在学の方。定員：20 人（申

タビューや話し合いを通していろいろな角度からの

と述べました。

団体活動を知る機会を設けました。地域デビューシ
リーズの一環と

二人目の講師、樋口恵子氏は現代人が人類初めての長寿社会を体験する世代
事だと自身の男女共同参画運動の経験などから述べていました。

して 13 名の参加

東 京 家 政大 学 女 性未 来
研究所所長・評論家
樋口 恵子氏

二人の対談では質問に答え、「1.妻を大事に、本音でつきあう。2.迷ったと

第 7 回 NPO 市民フェスティバル

きはやる方を選ぶ。3.いやな事はしない。」というのが尊厳をもって生きてい

ら見学ツアーをしてみませんか。

京市多文化共生センター、西東京マジッククラ

例を出し、どんな苦境にあっても自分らしく生きる覚悟を決めることが大切だ

であり、その時代を生きるには伝統を絶えず現代に合うよう変化させるのが大

お知らせ
■地域デビューシリーズ第 4 弾

階段下

込順）
費用：無料（別途昼食代 550 円）
■同時募集「カメラボランティア」
見学ツアーに同行し写真撮影をしませんか。写真

者へ地域活動を

はホームページやイベントで公開されます。

紹介しました。

定員：10 人（申込順）

《お知らせ》

■地域デビューシリーズ第 5 弾

く 3 カ条だということでした。二人の話そのものが面白く、掛け合いも漫才の

事前説明会開催と参加方法決定までの流れ

ようで常に笑いが絶えませんでした。最後に来賓の丸山西東京市長が長寿社会

NPO 市民フェスティバル事前説明会を 9 月 20 日

全 3 回の講座と野菜収穫体験をとおし農業とのか

への市の姿勢を表明し閉会。その後の和太鼓奏者団体「田無卑弥鼓」による演

(日)に開催しました。25 団体参加し、熱心に質問や

かわり方を考え、地域活動をスタートしてみません

奏も素晴らしいものでした。

意見が出されました。参加申込期限は、10 月 23 日

か。

（金）になっています。説明会に参加されなかった方

日時：第 1 回 10 月 24 日(土）午前 10 時～正午、

和太鼓の「田無卑弥鼓」
毎週火曜日田無公民館実習
室で練習しています

はゆめこらぼのホームページに資料を掲載していま
すのでご参照ください。申し込み内容（パネル展示
か、ステージ発表）に基づき、検討並びに各団体と調

保谷高校ＯＢ吹奏楽団
第 25 回定期演奏会「2015! HOB Autumn Concert!15th Anniversary」
9 月 19 日、保谷こもれびホールに 634 名もの大観衆が集まり結成 15 周年の演奏会が

代表・大場聡史氏と
団長・松尾歩氏

開催されました。
今回のプログラムは、人気の高い曲で構成されておりダンス、サックス、

されました。会場の車いすの高齢女性は曲に合わせ舞うように腕を動かされていました。

定員：先着 25 人

平成 28 年 1 月 23 日（土）24 日（日）アスタセンタ

費用：無料

ーコートで開催予定です。

◆一般社団法人 まちにわ

した思いを込めた最終章。壮大で情熱的、敬虔に、ゆったりとしながらも激しく演奏
開演前のロビーでは
サックスでお迎え

アンコールではゲストの「キッズミュージカルファクトリー」とメンバーが会場席に入

編集後記

ひばりが丘

トを行い、防災・防犯、自然との共生、歴史・伝統
の継承、多世代交流と子育て支援、街づくりの学習

「会場と盛り上がる一体感が楽しくてやめられない！今後も邁進したい！」という HOB 代

◆田無手をつなぐ親の会

越しいただき、協働に関することなどご意見をお聞
かせください。
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知的障害やその他障害のある子供（人）たちの生

たちも演奏に合わせて楽しんでいたことに表されるように地域に

涯の幸せをはかることを目的とする。

深く浸透し、広がっていくことでしょう。

＜平成 27 年 8 月末現在で 133 団体になりました＞

アンコールでは会場内に降りて至近距離で生演奏！

載し、ゆめこらぼ通信が少しでも皆様のお役に立て

ひばりが丘団地再生事業区域のエリアマネジメン

の機会創出を行うことを目的とする。

キッズミュージカルファクトリーとのダンスコラボ

団体紹介やゆめこらぼ主催の事業の報告など掲
ばと考えています。気軽にゆめこらぼのサロンにお

って大盛況！
表の大場さんの思いが伝わってきました。この意気込みは赤ちゃんや子ども

び矢ヶ崎農園（向台町 1-13-28）

する予定です。 第 7 回 NPO 市民フェスティバルは

情報公開の徹底で市民自治を実現する。

団員オリジナル倭国奏シリーズ総集編第十篇～あまてらす～は和のイメージを凝縮

場所：向台地区会館（向台町 2-13-12）（予定）およ
対象：市内在住・在勤・在学のどなたでも。

◆市民自治井戸端会議

ヴォーカル、JAZZ など様々な演奏スタイルで盛り上がりました。

第 2 回 11 月 7 日(土）、第 3 回 12 月上旬

整を行い、11 月 6 日（金）に参加方法について発表

新たな登録団体＜2015 年 7 月～8 月＞

HOB のテーマ曲の演奏が始まると会場は手拍子でオープニングからノリノリです。

農のあるライフスタイルを考える（全 3 回講座）

開館時間 午前10 時～午後７時
休館日 毎週日曜日

