
 

 

 

 

                                

 

 

 

今回の講座は、市民活動団体の多くが課題としている「資金

あつめ」。講師に「非営利組織の資金調達ハンドブック」の著

者の徳永洋子氏を迎え、ファンドレイジングの意味、善意の資

金の集め方の基本から、寄付集め・会員拡大・助成金獲得のポ

イントについて分かりやすく説明していただきました。 

ファンドレイジングとは夢をかなえる資金の調達を意味し

ます。どのような夢を描き、どのような社会を実現したいのか。 

実現には、共感の輪を広げ、活動を支援してくれる仲間や支

援者が必要です。支援者や寄付者の気持ちを満たすわかりやす

く多彩なメニューを用意し、気軽に手軽にできる寄附の体制を

整えることも必要となります。新しい寄附の方法の紹介もして

いただき、基本的なことを押さえ、なおかつ興味のもてる新し

い仕組みも学びました。 

最後に参加者どうしで「明日からチャレンジすること」を伝えあい、具体的な一歩を描くことができました。 

おおきな夢に向かうには共感の輪を広げること・・・、時間はかかっても仲間を増やしながらすすめていくこ

とが堅実だと実感できる講演でした。 

 

 

 

 

9月 23日（土）西東京市民会館大会議室 30団体 41人が参加
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2月の講座のお知らせ 

カリスマ講師が伝授 
「人が集まるチラシの作り方」 
日 時：平成 30年 2月 10日 （土）午後 1時 30分～3時 30分 
会 場：障害者総合福祉センター フレンドリー 3階 多目的室 
講 師：坂田 静香氏 

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」センター長、NPO 法人男女 
共同参画おおた理事長。NPO 法人全国女性会館協議会の常任理事兼事務局長。 
 著書：『人が集まる！行列ができる！講座・イベントの作り方』（講談社＋α新 
書）、『実例でよくわかる！人が集まるチラシの作り方』（家の光協会） 

ファンドレイジングは、社会を変えていこうと

いう思いをもった人たちにとっての共通語で

す！と講師の徳永氏 



「michi yoga」 ヨガで笑顔をお届けします♪ 
 （講師・田中 千紗登氏記） 

ミュージシャンとして海外・日本で活動する中、声帯から出血し、長期療養中にヨガと出会いました。 
怪我・妊娠・出産という心身が大きく変化していく時期にも、ヨガは素晴らしい効果をもたらしてくれました。
そんなヨガの効能を 1人でも多くの方にお伝えしたいと思い活動しています。 
■向台町 1丁目・自宅 2階の少人数制ヨガスタジオを開いています。（子連れ可） 
 
・慢性的な腰痛をお持ちの方。（ぎっくり腰でお悩みの方もどうぞ！） 
・慢性的な膝痛にお悩みの方。 
・四十肩・五十肩などで手が上がりにくい方。 
・慢性的な頭痛・首まわりのトラブルにお悩みの方。 
・排尿に関するトラブルでお困りの方。 
・産後の不調・または更年期や生理など女性ならではのトラブルでお悩みの方。 
・猫背でお困りの方。 
・なかなか寝付けない、深く眠れない方。 
・慢性的な便秘にお困りの方。 
＜こういった症状でお困りの方、偏ってしまった身体の使い方をヨガで整えましょう！＞ 
 
20代から 70代の方まで参加中！お気軽にお問い合わせください♪ ☎090-1269-8926 
ブログはこちらからどうぞ https://ameblo.jp/michi-yoga/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西東京ゆとりの会 （認知症の家族会） 

 「西東京ゆとりの会」は認知症の方を介護する家族の会です。 

 今から 21年前の平成 8年に旧田無保健所主導で認知症の「家族交流会」として始まり、平成 14年に

自主グループとなってから会則に守秘義務が設けられました。現在会員 36名（うち男性 9名）、男性の

参加も増えています。 

 毎月の出席は 20 名弱で、机を囲んで一人一人順番に家族の様子を話します。介護の悩みを聴いても

らえる「仲間」に癒され、多くの経験者からの貴重な「情報」が得られます。 

 どうしても怒ってしまう方、どうしていいのか分らなくなっている方、あれ？最近おかしいなと思っ

ている方、一人でかかえこまずに是非話しにいらしてください。聴いてくれる「仲間」がそこにいて、

その「仲間」の話も聴いてやってください。介護は皆一人一人各々違いますが、とても大変そうな方が

笑って介護しているのを見聞きすれば、きっと得るものがあると思います。 

「西東京ゆとりの会」はこんな活動をしていますので、どうぞよろしくお願いします。 

                            

 ◎定例会日時 ＝ 毎月第 2水曜日（8月休み） 

  午後 1時 30分 ～ 3時 30分 

◎場所 ＝ 田無庁舎、田無総合福祉センターなど 

◎会費 ＝ 年 1200円 （月 100円） 

◎会報 ＝ 毎月「ゆとりの会だより」発行 

★ 見学ご希望の方は、会場が毎月変わりますので 

  事前にお電話でご確認ください  （042-467-1440 谷 ） 

◆◆登録団体活動紹介◆◆ 

（代表・谷 恭子氏記） 

活動中！ 
■「ポーズにこだわらない！不調改善ヨガクラス」 月曜 午後 1時 30分〜3時 スタジオ 
■「子連れ OK！ハタヨガベーシッククラス」水曜 午前 10時〜11時 30分 スタジオ 
■「無料！簡単ベビーマッサージとママヨガ」田無柳沢児童センター 
■「座ったままで♪シニアヨガ」デイサービス保谷ハミング 
■「保育士さんとママのためのヨガクラス」田無ひまわり保育園 
（一般の方のご参加大歓迎！収益は保育園の活動費として寄付させていただいております） 
■みんなでお喋り♡「カフェ・シャンティ」第 3水曜日午後 2時〜4時 スタジオ ノンカフェインのお茶と無添加ナッツ付き 
■他「ママサークルでのヨガクラス」「市内・市外のヨガサークル」「阿佐ヶ谷ロハスロハスヨガスタジオ」「みのり助産所」
「NAS スポーツクラブ」にてクラスを担当中。 
 

◆◆登録団体活動紹介◆◆ 

柳沢児童センターのママヨガ 

自宅 2 階スタジオは、心落ち着く和室です 



 

 

25周年を迎え、会報も 100号を超えた歴史ある「西東京 自然をみつめる会」 

副代表でホームページをご担当の高濱劭
たかはまつとむ

さんにお話を伺いました。  

 

☆現在のホームページ（HP）の作成経緯を教えてください。 

 数年前に Jimdoというソフトで HPを作るというゆめこらぼの講座があり、それがきっか

けです。会報を担当していて、HPも前々からやりたいねと言っていたんだけれど、経験が

ないからできませんと言っていましたが、話を聞いて一回やってみるかと。 
 

☆全くの未経験で作ったのですか？ 

未経験です。とりあえず教則本を買ってきたけれどよくわからないので、ネットを見ながら見様見真似で、

ゲーム感覚でやっているうちになんとかできるようになってきました。最初のうちは簡単なものを段々構築し

ていって、ページを増やしたり、スライドさせたり、クリックして拡大するとかそんなスイッチが色々ついて

いて作り込んでいくものだってことがわかってきました。画像は時々会員の方がくれることもあるけどなかな

か集まらないのでほぼボクの撮ったものです。更新の内容はトップの画像を変更したり会報を載せたり、会員

用のページで予定を書くことが多いです。 
 

☆会報は表紙の絵も描いていらっしゃるんですよね？ 

長年やっているボタニカルアートです。HPの表紙のところをクリックすると

カラーの原画が見られますよ。 
 

☆HPを見た人から何か反響はありましたか？ 

会が手入れをしている向台植物公園は、竹内
たけうち

亮
まこと

先生という植物学者の人がい

て、その方のゆかりの公園なんですよ。先生のお孫さんが奈良にお住まいなので

すが、奈良で HPを見て、「うちのおじいちゃんのことが書いてある」とアクセス

してくれて、定期的に連絡をとり合っています。この HP のおかげですね。これ

を見て入会したいという人も何人かいました。 
 

☆HPの作成で、気を遣う部分はありましたか？ 

  HPはどういう人が見ているかわからないということ。使う用語とか、誰かに肩入れするような表現だとかを

しないように、淡々と自分達の言いたいことだけ伝えるということは気にしています。言い方によっては人を

傷付けるということもあるでしょうからね。これは会報を長年作っているから、特に気をつけています。 

HPを作る人は、自分達のグループとしての考え方がどういうものか、そのグループが何をしたいのか、そのた

めに何をやっているのか、将来的にはどんなことをやりたいのかまとめることです。できれば一人で考えないで、

会としての形・柱をいくつかまとめて、みんなに示して了解をもらって 1ページずつ作っていくのがいいのだろ

うなと。それが団体の HPを作る上での大前提でしょうね。あとのネタは足で稼ぐしかないですね。その先の HP

運営は皆さんの協力次第ですよ。 

ボクのお話なんていうのはどなたもやってらっしゃること。是

非ともこういうことやりたいという人がいたら、そんなに難しく

ないから、おすすめします。 

 

 

ホームページ
拝見シリーズ 

■講演会予定 

 『樹木を長生きさせるには』 

  … 樹木医の立場から … 

講師:新井孝次朗氏(樹木医) 

開催日:平成 30年 2月 17日(土) 

時刻:午後 1時 30分～ (入場無料) 

場所:田無公民館視聴覚室 

 

会報 101 号の表紙 

西東京 自然を見つめる会 
ホームページアドレス http://sizenomitsumeru.jimdo.com/ 

西東京 自然を見つめる会 

高濱さんが HPを始めるきっかけとなった講座は登録団体の一つである「き

らっとシニア倶楽部」の方が講師の「広報力アップ講座」でした。前号で取

材した青山さんも同じ講座を受けていました。HP の講座は現在開催してい

ませんが、HP作成のサポートなどを行う「ITコラボ勉強会」を開催中ですの

でゆめこらぼまでお気軽にお問合せください。 



⻄東京市 市⺠協働推進センター ゆめこらぼ 
〒188-0012 
⻄東京市南町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/ 
Facebookも更新中！ 

 

開館時間 午前10時～午後７時 
休館日 毎週日曜日 

雨が降る中、小金井公園で全身を使って歩くノルディックウォー

キング講習を受け、多摩自転車道で狭山境緑道花の会の活動を見て、

武蔵野徳洲会病院へ。西東京レスキューバード、学び塾「猫の足あ

と」、地域のふれあい助け合い・交流の場 とねりこ、以上 3団体の

活動内容を伺いました。今回、場所を提供していただいた武蔵野徳洲

会病院、地域連携室の齋藤義憲氏からも公開講座の開催やイベント

で地域と密接に連携を図っていることを話していただきました。 

参加者からは「多様な地域活 

動がある事を知ることができま 

した。そして現場や顔が見える 

つながりは本当によいですね。」 

との感想がありました。 

 

 

 

 

 

 身近な地域で活動を始めたいと考えている方や地域活動に興味があるけれど、どうしたらよいかわからない方な

どへ、地域の情報を提供し、参加へのお手伝いをいたします。また、同時開催される活動団体の日頃の成果を発表

する「NPO 市民フェスティバル」をガイドツアーによる説明を受けることもできま

す。まずは参加して、地域の楽しい仲間づくりを始めませんか。 

日時：平成 30年 1月 21 日（日）午前 10 時 30 分～12時 20 分 

場所：アスタ 2F センターコート 

申込みは電話、ファックス、E メールで、①住所 ②氏名（ふりがな） ③電話

番号を明記し、1月 10日（水）までに西東京市市民協働推進センターゆめこらぼ「地域活動・スタート説明会」係

まで。 

 

 

 

 

 

 

 

◆歌いま専科 

歌を通じて地域の人たちの日常生活に潤いを与え、心

身の安寧を願う。また閉じこもりがちな人たちの居場

所としての存在を担う。 

◆ピースナウ西東京 

反戦、平和に関する諸活動を行う。 

＜平成 29年 10 月末現在で 167 団体になりました。＞ 

 

地域活動の現場を見て、実際に活躍している人から生の声を聴こう。 

10 月 21 日（土）、向台町、新町周辺の「まちめぐり」実施 

あなたも西東京市で楽しい仲間づくりを始めませんか!! 

地域活動・スタート説明会（第 5 回おとぱミディ）    

新たな登録団体＜新たな登録団体＜新たな登録団体＜新たな登録団体＜9999 月月月月～～～～10101010 月月月月＞＞＞＞    

武蔵野徳洲会病院で地域活動の説明 

西東京市で活動する団体の皆さんが日頃の活動の成果を紹介する最大イベント 

第 9 回 NPO 市民フェスティバルが 1 月 20 日(土)、21 日(日)アスタセンターコー

トで開催されます。 

詳しくは「ゆめこらぼ」へお気軽にお問い合わせください。 


