
『ノーマライゼーション西東京の会』活動中 

 

 

『西東京子ども放課後カフェ』活動中 

 

 

部活「地域デビューわっはっは」 
円卓会議を引き継ぎ、公民館講座として継続 

 

 

 

 

 

 

 
 

ひとりでは解決できない課題。 

ひとつの組織では対応できない課題。 

様々な立場の関係者が円卓を囲み、同じ課題について話し合う。 

参観する人たちとも意見を交え、筋書きのない話し合いは課題を深堀していきました。 

まちづくり円卓会議をきっかけに多様な立場のひとや団体がつながり、主体的な活動が拡がっています。 

 

 

 

 

   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障がいのある人も 

ない人も分けない居場所づくり」 
平成 24年 2月～平成 26年 8月 
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   まちづくり円卓会議から始まった協働 

 

メンバーの情報交換から 
公開勉強会のテーマへと進む 

講演会に市外からも 
多数の参加者 

子ども、親と知り合う

機会に。世代を超えて
出会うひなまつり＠
柳沢公民館 

円卓会議を重ねるうちに 

大切にしたいテーマが浮き彫りに 

カフェのつくり方 
マニュアルも作りました！ 

自主勉強会「トーク
ビュッフェ」はご馳

走と飲物付き 

 

まちづくり円卓会議のテーマ 

公開勉強会は満員 

ネットワークを作り情報交換
を行っています。まちづくり
を話し合える仲間を拡げてい
ます。 

 
 
「子どもの声に向きあうために 

～今、私たちにできること～」 

平成 27年 2月～平成 27年 8月 

 

放課後カフェの取り組み
を市内外に拡げる活動を
すすめています。 

まちづくり円卓会議のテーマ 

平成 28年 11月～平成 29年７月 

まちづくり円卓会議のテーマ 

様々な人たちと話し合って地域を何とかしたい！とお考えの皆さん、 
ゆめこらぼまでご相談ください。 

 

市内中学校 6校で実施 
放課後カフェ 

市民活動団体（子ども、まちづくり、福祉） 

地域包括支援センター、企業、農家、社会福祉協議会 

 

 

 

 

市民活動団体（子ども）、商店、企業 
民生委員、行政、社会福祉協議会 

市民活動団体（子ども、まちづくり）、地域包括支援 

センター、企業、大学、行政、社会福祉協議会 

 聞いていると 
意見交換したくなる！？ 

おかげさまで 10周年 



 

 

 

 

子ども食堂の活動は全国で広がり、西東京市でも平成 30年 3月末時点で現在 7か

所の子ども食堂が開かれています。 

2 月 18 日（日）、子ども食堂を開催している西東京わいわいネットは柳沢公民館

で講演会を行いました。川崎市で子どもの権利条例制定に関わり、子どもの居場所

を提供している西野さんの、実際に日々子どもと関わっているからこそ肌で感じて

いる、変化と付き合い方のコツ、辛い状態にある子ども達との交流などのお話があ

りました。 

「子どもは虐待やいじめなど、辛いことがあっても大人に助けを求めることはし

ません。いかに大人が子どもの発する SOSのサインに気づけるかどうかが大切です。

『問題行動』をする子どもの多くが空腹を訴えていました。毎日欠かさずお昼ごは

んをつくることでいろいろな『気づき』がありました。お腹が膨れることは子ども

との関係を作る一歩となります」というお話がありました。子ども食堂は地域の大

人と子どもの関係性を築く場となりえます。 

子どもには、ありのままいられる、休息できる、自由に遊べる、安心できるため

の子どもの居場所を増やすことが大切と川崎市の条例では制定しています。たとえ

学校にいけない、また家に居づらいなどの事情があってもそこにいることが許され

る空間や時間を作ることが大切です。西東京市でも条例を制定したいという動きが

始まっているようです。 

西東京わいわいネットは現在月一回の子ども食堂「わいわいクッキング」で一緒

に食事を作って食べ、食後は楽しいイベントを行ったり、勉強会も開催しています。

地域の大人と子どもが関係性を作れる居場所がもっと増えると良いですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーマライゼーション西東京の会（通称ノマ西東京） 
西東京の今を知る勉強会 パート３  
「なぜ『日頃のつながり』が必要なのか」～移住者支援に学ぶ 

2 月 24 日（土） 西東京市民会館で勉強会が開催されました。 

第 1 部は、茨城で中間支援組織の代表理事を務める横田能洋氏による講演 

「心の壁、言葉の壁を超えるための juntos の取り組み」。常に何が必要と 

されているかを考え、まず行動されてきた横田さん。平成 27 年の関東豪 

雨災害で自ら被災当事者となりながらも様々なニーズや課題に向き合い、 

地域の人と人を繋げ、助け合える関係性を築いてこられたその経験の根底 

にはあたたかい心があります。地域防災は生きぬくための学びであり、地 

域づくりそのものだと共感できる内容でした。 

 

講演会「居場所のちから ～生きてるだけですごいんだ～」 

西東京わいわいネット 
 

横田能洋氏 
認定 NPO 法人茨木 NPO センター
コモンズ代表理事 

第 2部は横田氏と会のメンバーによる 3人のトークセッション 

「市内にも新住民が増え、どのように繋がりをつくっていけばいいのか？」

と代表の岩崎氏の話しからスタート。同じ地域に暮らす人と人、困っている人

がいることをチャンスにつなげていく、出会った人と接点をつくる。顔見知り

を増やし、普段から繋がっておく、しきたりをリセットする・・・横田氏の実

践にはどんな場面にも通ずるヒントがあり、また日頃からの繋がりは無限の可

能性があることを実感しました。 

ノーマライゼーション西東京の会は「住み慣れたまちで、安心、安全な暮らしを
次世代に繋ぐ」をミッションとして学習会活動を続けながらネットワークを築いて
います。 

西野博之氏 
NPO 法人フリースペ
ースたまりば理事長 
川崎市子ども夢パーク
所長・フリースペース
えん代表 
早稲田大学非常勤講
師・精神保健福祉士 
 

◆◆登録団体活動紹介◆◆ 



 

 

 

 

ゆめこらぼの取り組みの歩みとこれから 

 

 

☆ IT 利用による地域活動の創生を目指す。 

  平成 28 年 3 月 19 日（月）オープンコラボ講座「IT

による行政との新しい協働について」テーマにした関

さんの講演から、活動団体への IT 利用促進をスター

トさせました。IT 利用を勉強するために「IT コラボ

勉強会」を毎月１回開催しました。また NPO 法人マ

ドレボニータで開発したスマホアプリ「ファミリース

タート」の開発経緯についての講演なども行いました。 

 

☆ ゆめこらぼの取り組み 

パソコンをもっと勉強したい人、教えたい人などに

広く声をかけ、毎月の勉強会を開催しました。少しでも IT 利用を身近に感じてもらい、IT 利用による地域活動の活性

化になるよう活動しました。 

 

☆ IT コラボ勉強会でやってきたこと 

イベントの様子を Facebook ページを利用してアピールしました。また、団体のメンバーのスキルに合わせて立

ち上げるホームページなどのトライアルを実施しました。 

Facebook ページ（4 団体）、あらたなホームページ(2 団体)、テーマごとの Facebook ページ（3 テーマ:ゆめこら

ぼ、IT コラボ勉強会、おとぱミディ）などを作成し、広報活動への支援の取り組みを行いました。 

 

☆ 今後の展開について 

IT 利用をよりタイムリ

ーに活用するため、平成 30

年度から柔軟な対応がで

きる個別相談の形式に変

更します。今まで同様、お

気軽にご相談ください。 

IT技術を利用し、西東京市の地域活動を進める一歩 
～ITコラボ勉強会を開催して～ 

講師の関 治之 氏 

一般社団法人コード・フォー・ジャパン 

代表理事 

講師の太田智子 氏 

NPO法人マドレボニータ 

事務局次長  

 
市民活動団体の方でホームページを作りたい方、新しい広報活動を考えたい方 



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/ 

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 

 

 

 

2 月 10 日（土）、フレンドリーにて NPO パワー

アップ講座「人が集まる！チラシの作り方」を開催

しました。当日は 33 名が参加。グループごとの検

討作業もあり、和気あいあい、活発な意見が飛び交

い、あっという間の 2 時間でした。カリスマ講師と

の呼び声が高い坂田静香氏の説得力のあるお話に

参加者からは「大変参考になった」「次回のチラシ作

りに活かしたい」との感想が多く寄せられました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな登録団体＜1月～2月＞ 
（説明文は登録時に各団体から頂いた「目的」の項を転載しています） 

◆ TOMOPO(共歩) 

現在、ひきこもりの人数は増加、高齢化しており、社

会問題となっております。私達は、家族にひきこもっ

ている人をかかえ、悩んでおります。そんな悩みを持

った人や、いっしょに支えてくださる方々と共に、ひ

きこもっている人たちの社会参加を目指します。 

◆ プロムナード東伏見自治会 

会員相互の親睦 

生活環境をよくするための自治会活動 

＜平成 30年 2月末現在で 173団体になりました。＞ 

 

NPOパワーアップ講座開催しました 
カリスマ講師が伝授「人が集まる！チラシの作り方」 

 

NPOパワーアップ講座 
カリスマ講師が伝授「人が集まる！チラシの作り方」 

 

NPO市民フェスティバル参加団体交流会開催 
～熱心な議論で盛り上がり、マインドフルネスヨガも入ってテーマ切り替えもスムーズ～ 

 

1 月 27 日(土)、コール田無で第 9 回 NPO 市民フェスティ

バル参加団体交流会を開催しました。お茶を飲みながら 3 つ

のテーマについて話しました。テーマとテーマの間には登録

団体の michi yoga の田中千沙登さんが教える呼吸法や簡単

瞑想を含めたヨガでリフレッシュし、充実した時間を持てた

との声がありました。いただいたご意見は、NPO 市民フェス

ティバルをはじめ、今後の運営に活かしていきます。 

今年度の団体紹介冊子が出来ました 

現在ゆめこらぼで登録している団体の内、142 団体の活動を紹介する冊子です。 
地域の活動を知りたい方、ゆめこらぼにお越しの際は是非お持ちかえりください。 
また現在ゆめこらぼホームページでは PDF 版が閲覧できます。 

ホームページ PDFを見るには 
赤で囲んだ部分をクリック！ 

助成金情報 

現在申請可能な情報が多数あります。 

詳しくはゆめこらぼホームページへ 


