
サポートオフィスは今年度から、毎月多彩なゲストをお招きし、
一人ひとりの経験や挑戦をみんなの学びや活動を進める
きっかけづくりにしていく場「みんなの経験共有会」を開催し
ています。
4月は任意団体として活動した後、NPO法人化・一般社団法
人化をした3名にご登壇いただきました。法人格の取得まで
どのような話し合いや手続きを行ったか、団体内でどんな変
化があったかなど、「今だから言える」体験談やお役立ち情報
を和気あいあいとした雰囲気の中お話しいただきました。

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」（通称まちカフェ！）は、町
田市内で活動するNPO、市民活動団体、地域活動団体、ボランティアなど
が実行委員会を組織して開催する、2007年から始まったイベントです。
まちカフェ！は失敗も大歓迎のチャレンジの場であり、違いを乗り越えて
一緒に取り組む協働を楽しむ場です。そして多様な地域活動が出会い、
人と人、人と組織がつながる地域活動のプラットフォームです。
現在、まちカフェ！に参加する団体やまちカフェ！全体の企画実施・運営
サポートをするおうえん隊（学生おうえん隊）の募集を行っています。
本年度もみなさんと一緒に、実り多き取り組みにできますことを楽しみに
しています。

www.machida-support.or.jp
042-785-4871 受付時間　月曜日から金曜日 午前9時から午後6時

　　　　　（毎月第三水曜日は午後5時まで）

町田市地域活動サポートオフィス

info@machida-support.or.jp

検 索
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登壇いただいた3人のゲスト（左から
一般社団法人つるかわ子どもこもんず 
代表 福田有美子さん、NPO法人鶴川
落語会 代表 今野瑞恵さん、一般社団
法人OMUSUBi  代表 いしかわちほさ
ん）。手には「あなたにとっての法人化と
は？」の質問への回答を持っていただ
き撮影しました。

～2021年度まちカフェ！の開催の様子～
上：想いのこもったアイテムや相談会・ワークショップも実施したまち
カフェ！マルシェではたくさんのお客様に楽しんでいただきました。

中：第二の人生に地域活動を楽しんでもらいたい！という想いから立ち
上がった協働プロジェクト〈オトパinまちだ〉。

下：町田市にある鎌倉古道を歩くイベントでの集合写真。活動団体の
現地で開催するスタイルもまちカフェ！ならでは。

具体的なお話がたくさん聞けて、とても参考になりました。
失敗談を聞けたのもよかったです。みなさんのエネルギー
に刺激を受けました。

非常に興味深い内容でした。登壇したゲストの皆様は、それぞ
れに熱い想いをお持ちで、活動についても詳しく真摯に答えて
いただき、とても清 し々い気持ちで学ぶことができました。

まちだづくりのコミュニケーション誌

「みんなの経験共有会」を開催しました

「みんなの経験共有会」を開催しました
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2022
May

協働事業やってみた！
協働事業に取り組んだ経験共有会

学生と一緒に活動してみた！
学生×地域活動団体の経験共有会

オンラインイベントやってみた！
オンラインイベント初挑戦の経験共有会

6月
7月
9月 SNSを使って広報してみた！

団体広報×SNS経験共有会

＠和光大学ポプリホール鶴川 3F 多目的室

みんなの経験共有会では登壇してみたい方や
「こんな経験を聞きたい！知りたい！」というテーマを募集中です

近況報告

お知らせ

声
参加者の

今年度は8月、12月以外の毎月末に開催予定です
みんなの経験共有会 今後の予定

Schedule

第16回町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」参加募集、スタート！

まちカフェ！参加団体を紹介しているガイドブックへの掲載をしてみま
せんか？ガイドブックの掲載は無料でできます。

市役所や市内各地の会場、オンラインで団体主催イベントを開催
します。今後団体で本格的に実施したい事業のチャレンジの場として
も活用してください。他団体と協働で実施するのもおすすめです。

おうえん隊とは、まちカフェ！の開催を支えるボランティアのことです。
具体的には、以下のような活動をします。まちカフェ！参加団体の方
も、個人としてもおうえん隊に参加できます。学生の参加（学生おう
えん隊）も大歓迎です。

この他、まちカフェ！の運営を支える寄付や協賛も募集します！参加方法（複数選択可）

学生を団体に受け入れて、まちカフェ！のイベント開催に向けて学生
とともに活動をします。2021年度はオンラインイベントの開催や
SNSを活用した情報発信等を学生と共に行いました。

※開催会場：市役所・市内各地の会場およびオンライン
　11/26（土）は市役所で開会式をはじめ様々なイベントを実施予定

● 協働プロジェクトの企画や運営
● チラシ発送、展示のお手伝い、イベントの取材など
　 1日から数日のみ参加（ワンデイおうえん隊）も歓迎です

主　催：まちカフェ！実行委員会（参加団体とボランティアで構成）
共　催：町田市市民部市民協働推進課
事務局：町田市地域活動サポートオフィス
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まちカフェ！
協働ガイドブックに掲載

マルシェなどの
協働プロジェクトに参加する

期間中にイベントなどを
開催する

おうえん隊に参加する

学生おうえん隊を受け入れる

まちカフェ！参加方法の詳細やお申込みは、こちらよりどうぞ！

開催概要開催概要開催概要開催概要

2022年11/26（土）～12/4（日）

共有会の詳しい様子は、
サポートオフィスのHPをご覧ください
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参加団体
必須

協働プロジェクトとは、実行委員会全体会議の中で参加団体やおう
えん隊から提案され、賛同者が参加して企画・実施するものです。
2021年度はマルシェやシニア向けイベントを実施しました。

※新型コロナウイルス感染症の影響等でイベント
　内容、日程等が変更になる可能性があります。



サポートオフィスでは、NPO法人や市民・地域活動に携わる団体の
みなさんに向けて、2022年度は下記４つのテーマに沿った講座やイベ
ントを行ってまいります。団体の活性化だけではなく、その先に生まれる
他団体との交流や協働事業をはじめるきっかけづくりとしても活用いた
だけるコンテンツになっていますので、ぜひご参加ください。 講座・セミナーのご案内

2022年度のTopics 特　集

「オンラインスキル」を高める講座

はじめてのZoom講座 Zoom主催者講座 初心者さん向け動画作成講座

オンライン会議やオンラインイベントの開催に活用しやすいZoomの使い方をはじめ、
団体運営に取り入れたいオンラインスキルを高めるノウハウをお伝えします。

「広報力」を高める講座
小手先の広報スキルではなく、自団体の活動やイベント情報を「本当に関心のある人」「本当
に知って（来て）ほしい人」に伝える技術を、ワークショップや意見交換を通じて学びます。

「団体運営力」を高める講座
「町田をこんな街にしたい」という想いや、地域の課題から生まれた団体活動を、今後も力強く
続けていくことを目指し、団体運営の方法や資金調達の知識を、対話を重ねながら学びます。

「地域活動を通じて、どんな街や社会を作りたいですか？どうやって活動を進化させたいですか？」
そんな思いや経験を語り合い学び合うイベントを開催します。

Zoomで開催されている会議やイベント等
に参加する方法を、実際にご自身でパソコン
を操作しながら少人数でゆっくり楽しく学
びます。

6/2（木）10：00～11：30
［会場］ 市役所2階 市民協働おうえんルーム ［会場］ 市役所2階 市民協働おうえんルーム

［会場］ 町田市中央図書館6階 ［会場］ ぽっぽ町田会議室 ［会場］ 和光大学ポプリホール鶴川3階 多目的室

［会場］ 市役所2階 市民協働おうえんルーム ［会場］ 市役所2階 市民協働おうえんルーム ［会場］ 市役所2階 市民協働おうえんルーム

主催者（ホスト）に必要な操作や機能（ミー
ティングの作り方、名前の変更、チャット、
ブレイクアウトルームの作成等）を丁寧に
お伝えします。

6/2（木）14：00～15：30

団体の活動の様子を分かりやすく伝える
動画を簡単に作成する方法をお伝えします。
①②は同内容なので、ご都合のよい時間を
お選びください。

10/6（木）①10：00～12：00②14：00～16：00

（全5回）
13：00～17：00

団体の魅力を伝える広報講座 参加したくなるイベントチラシを作ろう講座
自団体の強みや地域に呼びかけたいメッ
セージを一緒に作りながら、地域活動に生
かしやすい実践的な広報の基礎をお伝え
します。

8/4（木）10：00～12：00 18：15-19：45

思わず参加申込をしたくなるイベントチラシを一緒に作りま
せんか？参加者同士でチラシを持ち寄り、意見交換をしなが
ら進めます。サポートオフィスからはチラシをブラッシュアップ
するポイントをお伝えします。

9/1（木）

まちだづくりカレッジ
ベーシックコース／
アドバンスコース

みんなの想いを
カタチにする技術
ファシリテーション講座

助成金セミナーvol.2

団体の目的達成に向けて、理念や使命（役
割）の明確化、事業計画の検討と策定など
に取り組む人気講座まちだづくりカレッジ。
今年度は、参加団体の個別課題の解決を
重視するカリキュラムで進めます。

5/24（火）

多様な参加者の想いやアイディアを引き出
し、まとめる技術であるファシリテーションを
座学とワークショップを通じて実践的に学
びます。

7/28（木）13：30～16：00

助成団体の担当者にご登壇いただき、助
成金の活かし方や助成プログラムについ
て学びます（5月に開催したvol.1にはトヨタ
財団の方にお越しいただきました）。10月に
ご登壇いただく助成財団が決定次第、
ホームページでご案内します。

10月実施予定
まちだづくりサロン特別編
松原明氏 講演会 

みんなの経験共有会

協力のテクノロジー
～「違う」を大切に協力できる地域をつくる技術を知る～

9/10（土） 5/31（火）

6月 学生×地域活動団体の経験共有会
7月 オンラインイベント初挑戦の経験共有会
9月 団体広報×SNS経験共有会

14：00～17：00 10：00～11：30 

地域活動は「お金」や「権力」がなくても、「協力」の力で草の根
から社会を変えていくことができる―そんな勇気を持つことが
でき、誰もが実践できるヒントをお届けします。

ほぼ毎月開催！一人ひとりの経験や挑戦を市民の知にしていくことを目的
とし、毎回多彩なゲストをお招きして体験談をお聞きするイベントです。

誰でも気軽に立ち寄れる地域活動のつながりの場

オープンデー

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」の参加団体から提案された「地域活動団体がいつでも交流し学び合える

場」を、市役所2階の市民協働おうえんルームにて月1回開催します。この日は、サポートオフィスのスタッフが出張して

いますので、まちカフェ！以外の地域活動についてのご相談も承ります。カフェのように気軽にお立ち寄りください。

まちカフェ！について知りたい
まちカフェ！の参加方法やイベントの
協働相手を相談したい
地域活動のはじめ方や進め方を相談したい
その他、地域活動に関心のある方お気軽に！

こんな時にお越しください

市役所2階 市民協働おうえんルーム
申込
不要

場　所 オープン日

協働事業に取り組んだ経験共有会

イベントの詳細や最新情報はサポートオフィス
のホームページをご確認の上、お申込みくだ
さい。受講相談も随時受け付けておりますので、
お気軽にご連絡ください。
※紹介した講座やイベントは社会情勢等により開催方法
や開催日時が変更になる場合があります。

※会場名の記載がない講座は、決定次第上記ホーム
ページでお知らせします。

お申込み、
お問い合わせは
サポートオフィスの
ホームページから

開催します！

https://www.machicafe.tokyo/

まちカフェ！の詳細・
最新情報はこちらで
チェック！！

ほぼ毎月
開催！

Theme 3

Theme 1 Theme 2

Theme 4

地域活動の明日を学び、語り合うイベント

定員と
なりました

6/2（木）、7/7（木）、8/4（木）、9/1（木）、10/6（木）、11/10（木）
いずれも10：00～17：00


