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Infomation まちだづくりのコミュニケーション誌

もうすぐ始まります！
町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」

2022
November

近況報告

お知らせ

まちカフェ！は、市内で活動する市民活動団体やNPO法人、地域活動団
体（町内会・自治会）などが活動をPRし、市民のみなさんが地域活動をは
じめるきっかけとなること、参加団体間の交流を深めることを目指して実
施するイベント。今年は、11月26日～12月4日にかけて市役所及び市内
各所（オンライン含む）で開催します。10月20日に最後の実行委員会が
市役所で行われ、まちカフェ！の実施要項の確認、実施に向けた相談、各
イベントのPRを行ったりと活気に満ちた時間になりました。町田が誇る
市民・地域活動団体の趣向を凝らした催しにぜひお越しください。

イベントは急遽中止・
延期等、内容が変更
になる場合がありま
す。最新情報は、まち
カフェ!公式ホーム
ページにてご確認く
ださい。イベントは、
東京都の新型コロナ
ウイルス感染対策基
本方針に従って開催
します。各会場へは、
公共交通機関をご利
用ください。

テーブルごとに交流。自団体
が開催するイベントの紹介
や開催に向けた不安や疑問
を相談し合う時間はとても
盛り上がりました。

おうえん隊（まちカ
フェ！のボランティ
ア）が、まちカフェ！
イベントチラシの発
送にもご協力いた
だきました。チラシ
はまちカフェ！ホー
ムページ（左記二
次元コード）からも
ダウンロードできま
すので、ぜひご覧く
ださい。

▲最後の実行委員会の様子。交流を通して、団体の
垣根を越えた繋がりが生まれています。今年度の
まちカフェ！の広報物を手に取ってハイポーズ！

第16回町田市市民協働フェスティバル
「まちカフェ！」イベント情報

【時間】
【団体】
【問合】

19：00～21：00
町田市100人カイギ
machida.100.kaigi@gmail.com

町田市100人カイギvol.14
【時間】
【団体】
【問合】

❶19：00～20：30  ❷13：30～15：00
町田演劇鑑賞会
042-726-9325

町田演劇鑑賞会のオンライン説明会
【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

13：00～15：30
ディーキャリア町田オフィス（町田市中町１-18-12 3階）
就労移行支援事業所ディーキャリア町田
042-794-7482

13：30～15：30
町田市民フォーラム4階第2学習室
町田国際交流センター
info@machida-kokusai.jp

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

10：30～15：00
子育て広場ぶらんこ町田（町田市旭町1-23）
生活クラブ子育て広場ぶらんこ町田
042-851-7511

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

13：30～15：30
COMMUNE BASE マチノワ(町田市中町3-10-6)
町田演劇鑑賞会
042-726-9325

ディーキャリア町田オフィスって何をするところ？

世界のスポーツで遊ぼう演劇を通して心を開放するワークショップ ベイビーシアター×ぶらんこ町田
「ぴんたろうとうた子の音楽ひろば＆なが～いダンボールトンネル」

もうすぐ始まります！ 町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」

まちだづくりカレッジ最終回
～団体活動を活性化させる未来志向の事業計画～

まちカフェ！イベント情報
～事前予約が必要な市内各所開催イベント～

Now

Topics

Information

～事前予約が必要な市内各所開催イベント～

本号では、期間中に市内各所で開催する催しの中から、
事前予約が必要なイベントをご紹介します。
素敵な出会いやワクワクする体験をお楽しみください。
予約や詳細はQRコードにアクセスし、
まちカフェ！公式ホームページで確認してください。

トークセッション・相談

ワークショップ・体験

※発達障害を含む、精神障害をお持ちの方対象

映画『ホームカミング』上映会

映画『プリズンサークル』上映会＋坂上監督トーク
～人が人として大切にされる社会をめざして～　

12/4

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

13：40～16：40
ぽっぽ町田 地下1階 第1・2会議室

アムネスティ町田グループ
ricepine2021@gmail.com 

映画『道草』上映会

❶11/30、❷12/1

【時間】

【場所】

【団体】

【問合】

❶12：30～15：00
❷10：30～13：00
町田市役所2階おうえんルーム

WA温（わおん） / 
ワン＆オンリーいのちの会東京・町田
nohaha0410@gmail.com

500円11/27

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

14：00～16：00
町田市民フォーラム3階ホール

慶應義塾町田三田会
090-3579-1753

500円

❶1,000円※ ❷無料

12/3

12/412/412/3

❶12/1、❷12/411/27 オンラインオンライン 無料 無料

無料無料

1,000円（学生500円・親子で参加500円）

一般1,000円、25歳以下700円

※３～１２歳対象（親子参加OK）

防犯プラスON事業いつもの景色から「安全」と「危険」がわかる！
～地域安全マップづくりを通して街を“見る目”を身につける～
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【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

13：30～15：00
町田市役所2階おうえんルーム

町田市地域活動サポートオフィス
info@machida-support.or.jp

無料

まちカフェ！の最新情報はこちら！
https://www.machicafe.tokyo/

100円～500円

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

10：00～12：00
町田市役所2階おうえんルーム
まちいろドロップス
mdrops2020@gmail.com

そもそもコソダテ！～ ゆっくり考えて対話するカフェ

12/2 500円

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

平日13：30～16：30 土日10：30～16：30
クラフト工房LaMano（町田市金井５-１４-１８）
LaMano
042-736-1455

クラフト工房LaMano 冬の染織展

11/23-12/22 

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

13：00～15：00
赤い屋根作業所（町田市大蔵町122）
ライフベターたまり場
044-988-4975

自分だけのオリジナルストラップを作ろう

11/26 200円

※親子１組1,000円 1名追加ごと500円

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

❶11：00～約60分 ❷13：30～約90分
町田市役所2階おうえんルーム
町田にベイビーシアターを広げる会
080-4163-3677

❶ベイビーシアター上演
❷ベイビーシアター講座・意見交換会

11/28
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町田が舞台！

各地で話題！町田初開催

毎年人気の企画！

プロの劇団員と学べる

プロのパフォーマーによる

本格的な上演は必見！



Topics
まちだづくりカレッジ最終回

～団体活動を活性化させる
未来志向の事業計画～

特　集

子どもが自由に遊び育つことのできる社会の実現を目指し、せりがや冒
険遊び場（せりぼう）や子育て支援「にじいろ・ひろば」等の運営を行っ
ている。

9月6日、未来志向の事業計画をつくる伴走型連続講座「まちだづくりカレッジ」（以下カレッジ）
の最終報告会を開催しました。本年度は、団体の状況に応じ〈ベーシック〉〈アドバンス（過去参
加団体限定）〉の2コースに分かれ、4回の連続講義を展開。当日は、〈ベーシック〉参加団体は
事業計画をA3用紙1枚にまとめて発表し、〈アドバンス〉参加団体はカレッジで取り組んだ
内容と今後の事業方針を発表しました。
ここからは、各団体が発表した内容と共に受講したみなさんからの感想をご紹介します。継続的
に力強く活動を進めるために、対話を重ねながら事業計画を作り上げることはとても有効です。
サポートオフィスでは、団体運営のサポートを随時行っておりますので、お気軽に相談ください。

ここでは紹介しきれなかったカレッジ最終報告会の様子は、ホームページで紹介しております！

講義では、ビジョン・ミッションの確認、ステークホルダー（活動のパートナーとお客様）の整理、
事業の成果を念頭においた事業計画書の策定に取り組みました。

特定非営利活動法人
子ども広場あそべこどもたち

ベーシックコース

アドバンスコース

■ 団体概要 

この団体で活動を続ける意味やそこで思い描く夢を、一個人のもので
はなく団体の未来像とリンクさせて考えることができました。カレッジの
受講を通じて、そのことについて一緒に考えることができる仲間ができ
たのが大きな収穫でした。今後はその「仲間の輪」をどう団体全体に広
げていくかをじっくりと考えていきたいです。

■ 受講後の団体の変化

サポートオフィスの皆さんも課題のサポートにも入ってくれますし、活動
歴の長短は関係なく、思い立った時がカレッジ受講を始める絶好の
チャンスだと思います。

■ カレッジ受講を検討中の方へのメッセージ

https://seribou.jimdofree.com/
原発性局所多汗症の啓蒙活動等を行う。また多汗症患者のための商品開
発、販売を通じて生活の質の向上に寄与することを目的に活動をしている。

NPO法人
多汗症サポートグループ

NPO法人
コレクティブハウジング社

一般社団法人
つるかわ子どもこもんず

■ 団体概要 https://npo-hsg.org/
フリースクール「小さなイエナスクール ゆに～く」、学校に行きづらい子や保
護者のためのフリースペース「子どもラボ」等の運営を通じ、それぞれの生
き方を追える社会の実現を目指している。

Unique Color
（ユニークカラー）

■ 団体概要 https://linktr.ee/unique_color

コレクティブハウス「まちのもり本町田」を拠点に、さまざまな団
体や地域との関係性を創りながら活動を展開。一人ひとりが尊重
され、信頼でつながる社会の実現を目指している。

■ 団体概要 https://chc.or.jp/index.html

「CHCはどこに向かっているのか」をテーマに、今後検討すべき
課題を掘り下げていきました。その中で法人内のコミュニケー
ションや相互理解を深める重要性に気づき、様 な々ワークを通じ
て対話を深めました。

■ カレッジで取りくんだこと

これまで団体からの発信は十分に実施してきましたが、ステーク
ホルダー（関係者）の声をもっと聴くことが必要であるという結
論に至りました。ステークホルダーとの対話を重ねていく中で、自
分たちの事業の明確な在り方を考えていこうと思います。

■ 今後に向けて

BASIC

03
BASIC

02
BASIC

01

長年活動をする中で、「い
つかは安定した活動にし
たい」という課題意識を
持っていました。その解決
の突破口が欲しくて参加
しました。

■ 受講のきっかけ

団体内では「常識」として使っていた言葉が、周りの方には聞き慣れな
い言葉だったことがわかりました。また、メンバー間の意識のズレは少
ないと思っていましたが、対話を重ねる中で「意外にズレがある」とハッ
としました。他の団体のお話しも聞けたことや、悩みはそれぞれあって
も、長く活動を続けられている姿が励みになりました。

■ 受講後の団体の変化

カレッジを通じて「団体の内側」をメンバーで見て・話し合って・理解す
る時間を持つことができました。課題等をやり切った後の充実感をメン
バーと共有できて楽しかったですよ。

■ カレッジ受講を検討中の方へのメッセージ

NPOを立ち上げたばかり
で右も左も分からず、
NPOの運営に関する勉強
や他の参加団体の皆さん
とも意見交換をしたかっ
たため参加しました。

■ 受講のきっかけ

「自分達は何者なのか」を話し合えたことで、一人ひとりが、団体の活動
やビジョンについてこれから語っていくべき言葉を得ることができました。
様々な方の理解や応援を得ていく上で、より自信を持って語れるようにな
りました。言語化していく中でお互いの考えや想い、それぞれの違いをよ
り深く知れたこともチームワークに繋がっているように感じます。

■ 受講後の団体の変化

受講を通して、想いを言葉にしていく過程やミッション達成に向けた具体
的な行動をどのように組み立てていくかについて力強く伴走していただき
ました。自分達だけではできないことなので非常に有り難かったです。

■ カレッジ受講を検討中の方へのメッセージ

活動を始めたばかりの団
体だったので、自分達の
ビジョンやミッションを言
語化する過程をサポート
していただきたく受講しま
した。

■ 受講のきっかけ

具体的な事業実行を伴うテーマについて、様々な
ワークショップや対話を繰り返しながら深掘りをする
個別型のコンサルティング支援を行いました。

ADVANCE

01

学校以外の学び場がない、一斉の学びが苦手など困りごとを
持つ鶴川近隣の中高生に対し、無料塾や無料フリースクールを
実施。子どもと一緒に市内を回るキッチンカーも運営。

■ 団体概要 https://tsurukawa-k-commons.jp/

他団体の事業計画書を調べ、自団体の計画に盛り込みたい内
容を精査するところからスタート。また、これから目指す状態を言
語化し、法人の運営状況（経費、人員等）についても「最低ライ
ン」「最高ライン」の2パターンを検討しました。

■ カレッジで取りくんだこと

メンバー間で課題を整理し共有したことで、あらためて活動の
意義を確認できました。活動内容の分担、すぐ実行すべきことが
明らかになり、行動に結びついています。5カ年分の事業計画
書作成にも着手していきます！

■ 今後に向けて

ADVANCE

02
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カレッジの卒業は、ビジョンを実現した時です。団体単独の実現は難し
いこともあるので、参加した団体同士はもちろん、他団体との協働をし
ながらビジョン達成に向けて頑張ってください。

メイン講師  長浜 洋二 （町田市地域活動サポートオフィス 事業統括ディレクター）
MESSAGE


