
毎月のイベント 

☆第 3 火曜日 運営委員会 

☆第 3 木曜日 午後 4時から  

おとぱミディサロン 

 

☆第 3 or第 4土曜日午後 2時から 

      IT コラボ勉強会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 29年度ゆめこらぼカレンダー」  
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来年１月予定 
☆NPO・市民フェスティバル 
☆おとぱ・ようこそミディ 

１０月予定 
☆まちめぐり 

 

９月予定 
☆NPO パワー 
アップ講座 

７月予定 
☆協働のまちづくり 
ワークショップ 7/25 
 

６月予定 
☆まちづくり 
円卓会議 6/10、 
7/1、7/15 

 

５月 
☆まちめぐり 5/27 
 

(西武柳沢駅周辺) 

１２月予定 
☆NPO 基礎講座 

来年２月予定 
☆団体交流会 

今年も楽しいイベント
が盛りだくさんです。 
 

わたしたちがお待ちしております 

(注) ・カレンダーの写真は平成 28年度実施のもの 

・予定内容は変更する可能性があります   

 

 

今号からカラー紙面にしました。 
カラーを活かした紙面づくりをしていきます

ので、どうぞご期待ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆◆登録団体活動紹介◆◆ 

みんなの西東京 
「差別ってなんだろう？」 

みんなの西東京は大阪の公立小学校を舞台にした映画「みんなの学校」

の上映をきっかけに、誰もが生きやすい社会を考えるために作られ、主に

Facebookで繋がりながら不定期に活動しています。 

あなたはもし自分が車いすで生活していて、お店に入ろうとして 

車いすを理由に入店を断られたらどう思うでしょうか。 

平成 28年４月から「障害者差別解消法」が施行されました。施行から 

一年という節目ですが、ほとんどの人はこのような法律ができたことを

知らないでしょう。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人

もない人も共に生きる社会をつくることを目指した法律です。罰則はあ

りませんが、障害のない人と違う扱いをする「不当な差別的取扱い」と「合

理的配慮をしないこと」という二つの「差別」を禁止しています。 

４月 23日(日)に田無公民館で開催された今回の勉強会では関連団体の

方の事例紹介をしながら、「何が差別なのか？」「差別的取り扱いをされた

当事者はどのような気持ちになるのか？」等について話し合いました。 

後半はケースワークとして、実際にあった事例に対して「このような差

別を受けたらどんな気持ちなのか？」「どういう対応が考えられたか？」

をみんなで考えました。 

当事者の立場、その親の立場、相手の立場、相手の組織的立ち位置など、

互いに話すことで、「相手の身になって考える」ことが差別を無くすこと

に繋がるのだという認識が共有されました。 

今後の活動にご興味のある方は Facebookページ「みんなの西東京」を

ご覧ください。 

西東京マジッククラブ 

マジックショー in 田無公民館まつり 

大変難しい話題でしたが、 

昼食にはみんなで「たこせん」

を作って和気あいあい。たこ

やきを駄菓子のえびせんで挟

むだけのおてがる料理です。 

ボールがどんどん増えていく！ 

お客さんの引いたトランプを見事

的中！ 

何の変哲もない 

ハンカチから・・ 

傘が次々出てきます 

何もない所からトランプが

いくらでも！ 

5 月 14 日(日)田無公民館まつりが開催されました。 

今回取材した西東京マジッククラブは市民フェスティバル、秋の文化祭等に参
加することもあれば、高齢者施設に訪問して活動することもあるそうです。今回
は 3 人でお得意のマジックを披露していただきました。メンバーは随時募集中で
すので、マジックに興味のある方はゆめこらぼのホームページより西東京マジッ
ククラブの団体情報をご覧ください。 



 

 

 

 
精力的にホームページを更新し、団体の活動を発信している団体にインタビューしました。 

回答は代表の市川あつこさんです。 
 

☆ホームページの作成経緯を教えてください。 

平成 25 年４月に団体を立上げ、活動を広く宣伝するためネットを活用しました。元々広告関係

の会社でデザインをしていてウェブ制作を趣味で勉強していたので、少しは知識がありました。た

だ、ホームページ作成ソフトを購入する資金が無く、html(ホームページの設計図になる言語) の

入門書を一冊購入し、独学で勉強しました。本で分からない時はインターネットで調べて作ること

を繰り返して、前職の職業柄、画像編集ソフトが使用できたので、フォーマットやイラストなどを

組み込んでいきました。個人的にブログや SNSなどが好きではなかったので、独自にできる方法が

この作り方でした。 
 

☆Facebook も利用していますよね？ 

 手軽に情報を得やすい事と外出先でも気軽に更新できるという利便性に後押しされ仕方なく始

めてみました。でも初めてぽっぽに来られる方はホームページを見て来ましたという方ばかり。参

加対象者は子育て世代なので、インターネットで調べる事に慣れています。“西東京市子育て”と

検索をするとぽっぽのホームページが出てきます。過去の開催レポートを写真と一緒に紹介して

いるので活動の様子がわかる。「安心して来てください」というツールになっている。レポート、

報告は写真と一緒に載せたほうが良いですね。文字情報だけでは来ないです。 
 

☆チラシは配っていないのですか？ 

 チラシがなくてもやっていけています。忙しい事を理由にチラシを配らなくなりま 

したが、それでもホームページを見て来てくれるので、人数はあまり変わらなかった 

のです。その団体の活動によってそれが効果的かどうかは違うと思いますが、チラシ 

を作るとしても求めている人に手渡しして説明した方が効果的だと思います。何も説 

明せず渡すだけでは相手に伝わらない。直接聞くと伝わる事がありますね。あとは、 

ブログや SNSなどで「これなら自分はできる」という事から始めるのが一番だと思います。 
 

☆団体の活動についてお聞きします。 

 親子が気軽に立ち寄れて遊んでいるお子さんをスタッフが見守りして、手遊びや読み聞かせを

したり、お茶を飲んでリラックスしていただく事が基本の内容で、企画は思いついた時に工作や講

師を招き講習を行うという感じです。過去には利用者のお母さんから「資格を取得したのでやらせ

てください」という依頼もあり、実行した事もありました。開催回数は月２回と決めていますが、

スタッフの予定が合わない時は１回の開催にしています。曜日も不定期なので、情報はホームペー

ジを見ないとわからないから定期的に見てくれるのかもしれません。自然で肩に力をいれずに活

動していく方法が私たちには合っていると思います。 
 

☆これから何か新しく取り組むことや変えていくことはありますか？ 

今までは富士町と東伏見の２か所での開催でしたが、田無も拠点ができて 

開催回数が増えます。依頼があれば出張して開催します。 

少しずつ活動を広めていきたいです。 

 

 

 

 

ホームページ
拝見 

Facebookでは地域の子育て情報も共有中 

手作りアイコンが可愛い 
リンクページ 

西東京こそだてひろば ぽっぽ 
ホームページアドレス http://poppo.kids.coocan.jp/ 
ぽっぽ Facebook https://www.facebook.com/nishitokyo.poppo/ 
子育て情報    https://www.facebook.com/poppo.kosodate/ 

「自分にできることから始める」という心がけが大事ですね。是非皆様も
自分達の団体ホームページを作ってみてください。 
「1 から作るのは難しい」という方は、ゆめこらぼで開催される「IT コラ
ボ勉強会」で作成をお手伝いします。気軽にお問合せください。 

西東京こそだてひろば ぽっぽ 
 



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 

             https://www.yumecollabo.jp/ 

 

開館時間 午前10時～午後７時 

         休館日 毎週日曜日 

ゆめこらぼでは新しいプロジェクター 

とスクリーンを導入しました。 

既存のプロジェクター・スクリーンと 

サイズが違うのでご利用状況に応じて 

お選びください。 

機器はゆめこらぼ登録団体であれば無料で貸し出し 

できます。是非ご利用ください。 

ゆめこらぼは、市民活動を幅広く知っていただくため

のイベントとして、また市内の NPOや市民活動団体の PR、

団体同士の交流の場として NPO市民フェスティバルを開

催しています。昨年度は、田無駅前アスタセンターコー

トで開催し、ご来場いただいた市民のみなさんに団体の

活動を紹介し、好評を博しました。 

今年度の NPO市民フェスティバルの開催に向け、企画

運営に携わっていただく実行委員を募集しています。よ

り多くの意見を反映し、みなさんが気軽に参加できるイ

ベントを目指しています。実行委員の経験、年齢、性別

は問いません。 

定員:20人 

申込み：電話、FAX、E メールで 6 月 27 日（火）まで

にゆめこらぼ「NPO 市民フェスティバル実行委員」係へ

お申し込みください。※NPO 市民フェスティバル開催ま

で、毎月１回実行委員会を開催します。 

◆オカリナ「風の丘」 

 西東京市およびその近郊在住の仲間が集まり、オカ

リナ合奏を通じて音楽に親しむこと、そして地域の音

楽文化に貢献することを目的とする。 

◆暮らしに根をはる 

 様々な観点から、地球や子どもの未来を考え、共有

出来る学びの場を企画し、運営する活動をする。企画

する体験を通して、それぞれが自分事としてとらえ考

え行動するキッカケ作り。 

◆西東京わいわいネット 

 子どもの貧困に向き合う地域をつくる。そのために

自分たちができることを実践する。 

◆michi yoga 

 ヨガ教室を開催し（ボランティア活動も含む）ヨガ

の効能を社会へ広げる。ワークショップの開催。 

◆NPO法人 NPO birth 

 地域社会に対して、「人と自然の共存」という理念の

もとに、地域の自然や歴史、文化を活かした郷土づく

り及び地域コミュニティの再生を促進する活動を行

い、生活環境の向上と持続可能な地域社会の創造に寄

与することを目的とする。 

◆西東京ゆとりの会（認知症の家族会） 

 認知症をかかえる家族とその関係者が協力しあっ

て、その家族がかかえる悩みや問題を話し合い、家族

をささえることを目的とする。 

＜平成 29年 4月末現在で 164団体になりました。＞ 

退職後の生活の充実やワークライフバランスのため

には、地域社会とのつながりが重要と言われています。

いきいきと元気で「わっはっは」と地域で笑顔で過ご

せる暮らしに繋がる「地域デビュー」を進める部活を立

ち上げます！ 

地域社会と繫がりをもちたい市民の方、配偶者や親世

代が地域社会と繫がって欲しいと考えている市民の方、

若い方も子育て中の方も高齢の方もみんなで話し合っ

てみませんか？ 

開催日時： 6月 10日(土)、7月 1日(土)、 

7月 15日(土) 

各日とも午前 10時から 12時半まで 

場所：柳沢公民館視聴覚室(西東京市柳沢 1-15-1) 

定員：30人(なるべく連続でご参加ください) 

申込み：電話、FAX、Eメールで 6月 8日（木）までに

ゆめこらぼへお申し込みください。 

 

 

 

 

憲法を守り活かそう西東京市民パレード実行委員会 

第 5回憲法を守り活かそう 

西東京市民パレード 

憲法を守り活かそう西東京市民パレード実行委員会 

第 5回憲法を守り活かそう 

西東京市民パレード 

憲法を守り活かそう西東京市民パレード実行委員会 

第 5回憲法を守り活かそう 

西東京市民パレード 

新たな登録団体＜3月～4月＞ 

まちづくり円卓会議 

部活「地域デビューわっはっは！」 

貸出できる機器が増えました 

NPO市民フェスティバル実行委員 募集 

 


