4 月 8 日（土）10:30～12:00 パソコン同窓会

セプロス事務所

西東京市ＮＰＯ法人
連絡会機関紙
創刊号

(セプロス)

4 月 15 日（土）10:00～12:00 やさしい読書会
イングビル第 1 会議室 （生活企画ジェフリー）
4 月 20 日（木）10:30～12:30 ハンギングバスケット作り 消費者センター活動室 (セプロス)
(西東京産草花を使って)
4 月 25 日（火）10:00～12:00 しゃべり場

事務所（ご一報を）

4 月 28 日（金）13:00～15:00 なんでも相談(介護関連)

セプロス事務所

(セプロス)

5 月 13 日（土）10:30～12:00 パソコン同窓会

セプロス事務所

(セプロス)

5 月 18 日（木）10:00～13:00 丸ごと料理講習会

消費者センター調理室 (セプロス)

5 月 20 日（土）10:00～12:00 やさしい読書会

公共施設（ご一報を） （生活企画ジェフリー）

5 月 21 日（日）14:00～16:00 朗読、紙芝居など

年輪デイホーム

5 月 23 日（火）10:00～12:00 しゃべり場

事務所（ご一報を）

5 月 26 日（金）13:00～15:00 なんでも相談(住宅一般)

セプロス事務所

(セプロス)

6 月 10 日（土）10:30～12:00 パソコン同窓会

セプロス事務所

(セプロス)

6 月 15 日（木）10:00～13:00 丸ごと料理講習会

消費者センター調理室 (セプロス)

6 月 17 日（土）10:00～12:00 やさしい読書会

公共施設（ご一報を） （生活企画ジェフリー）

6 月 27 日（火）10:00～12:00 しゃべり場

事務所（ご一報を）

6 月 30 日 (金) 13:00～15:00

なんでも相談(悩みごと)

セプロス事務所

(セプロス)

毎週/水曜日～金曜日

HP 作成講座・初級

セプロス事務所

(セプロス)

11:00～16:00 パソコン基礎講座

（生活企画ジェフリー）

(サポートハウス年輪)
（生活企画ジェフリー）

発行日 2006 年 4 月 1 日

発行元 西東京市ＮＰＯ法人連絡会

西東京市 NPO 法人連絡会の設立
市民の皆様、こんにちは。設立されて 4 年半を迎え

た全法人が協力することによって、より多くのサービ

る「西東京市 NPO 法人連絡会」です。今回、西東京

スが市民に提供できるのではないかと、呼びかけ人を

市における

募り、連絡会を設立したのが 2001 年 8 月です。そし

（生活企画ジェフリー）

※詳細はお問い合わせください

お問い合わせ☆ジェフリー（67-2089）☆サポートハウス年輪（66-2216）担当福田 ☆セプロス（25-6090）

発行責任者 浜昱子 〒202-0012 西東京市東町３－６－２ TEL・FAX 0424-25-6090

NPO 活動

て今日まで NPO についての研修、NPO を PR するた

のよりいっ

めのイベント企画、また NPO 法人の更なる発展のた

そうの発展

めの学習会の開催等さまざまな企画等着実に進めてき

を願い機関

ました。
（詳しくは 4 ページ「連絡会のあゆみ」をご

紙 「 With

覧ください）
。

ゆ~」創刊

●改革の波が押し寄せる地方自治体にとって、ノウ

となりまし

ハウや専門性をもった市民が参加した NPO 法人との
連携強化が期待されている現在、かゆいところに手が

た。どうぞよろしく。

届く多様なサービスを展開できるよう、NPO 法人も

西東京市
NPO 法人連絡会のあゆみ

2004 年 2 月

講演会「自治の試行錯誤～行政と NPO
の協働から」講師 谷本由美子氏
（自治創造コンソーシアム）
2004 年 11 月 「活動拠点についてのニーズ調査」
（3 月報告書作成）

(＊)西東京市 NPO 法人連絡会は、設立以来各種イベント
を開催してきた。

2005 年 2 月 「NPO 見本市」開催
2005 年 6 月 学習会「市民活動団体との協働基本
方針」講師：佐々木通氏
（西東京市生活文化課）
2005 年 7 月 市長懇談会「市民活動団体との協働」
について
2005 年 9 月 学習会「個人情報保護法」について
講師：上野裕央氏（マンションオーナ
ーズコミュニティー）
2005 年 11 月 「西東京ボランティア・市民活動センタ
ーの今とこれから―位置づけと事業内
容」講師：丸木敦氏

2001 年 8 月 西東京市 NPO 法人連絡会設立総会開催
2001 年 11 月 講演会「行政と NPO とのパートナーシ
ップ」講師:山岸秀雄氏(NPO サポートセ
ンター)
2002 年 1 月 「NPO 団体の活動報告と交流会」
2002 年 7 月 講演会「行政と NPO とのパートナー
シップ２」講師：田中尚輝氏（NPO 事
業ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）
2003 年 2 月 「NPO フォーラム」 講師：池澤隆氏
（西東京市企画課主幹）
2003 年８月 「NPO みなとハウス」見学
2003 年 11 月 集中討議「NPO ってなに？市内 NPO
ネットワークの意義」

2006 年 1 月 「市民活動にかかわる西東京市行財政改
革を学ぶ」講師：伊佐美浩一氏（企画
課主査）

印刷協力：:西東京市市民生活部生活文化課

配布協力：西東京ボランティア・市民活動センター
４

●1998 年 3 月「特定非営利活動促進法」の採択、

今後にむけて、がんばってまいります。

同 12 月 1 日 NPO 法人登録申請の開始とともに、2000

市民の

年、地方分権一括法の施行により、市民の生活に直接

皆様から

関わる自治法など多くの制度が改正されました。その

も多様な

ような中で、地域（自治体）の運営が大きく転換され

ご意見を

ることが求められ、住みやすいまちの実現には、いか

いただけ

に市民がまちづくりにかかわるかによってそれぞれの

るようお

まちに格差がうまれる状況となったのです。

待ちして

●2000 年のある日、まちづくりを進める NPO 法人

います。

のもとに福祉を進める NPO 法人から相談を持ち込ま

参加したい方、詳しく知りたいと思われる方は

NPO 法人連絡会（0424-25-6090）

れたことがきっかけとなり、当時、市内に 8 団体あっ

にお問い合わせください。

創刊に寄せて

機関紙創刊おめでとうございます。設立以来、名刺交

創刊号発行おめでとうございます。
生活文化課は連絡会発足当時より会議に参加し、
ＮＰＯ活動に関する情報を提供してまいりまし
た。この機関紙の発行により市内にあるＮＰO
団体の活動が理解され、促進されることを期待

換会や講演会、ＮＰＯ見本市などを次々と実施され、
市民活動の重要性を広く市民にアピールしてこられた
実績に驚かされます。今後も西東京市ＮＰＯ法人連絡
会が NPO 法人の中核的存在であることを期待してお

しております。

ります。

西東京市市民生活部生活文化課
１

西東京ボランティア・市民活動センター

2006.4.1

NPO 法人連絡会情報紙

NPO 法人連絡会情報紙

2006.4.1

A：行政の NPO に対する見方が変わったのではない
御存知ですか？実は西東京市は多摩地域NＰＯ法

NPO は市民が元気になれる

でしょうか。これは連絡会の発足以来ずっと、生活

NPO は市民が元気になれる起爆剤

います。2002 年度の市役所新人研修のプログラム

「ＮＰＯ見本市」は、市内で元気に活動するたくさん

にＮＰＯの現場研修（実習）を入れられたことは画

のＮＰＯをひろく紹介し、市民の皆さんが活動に参

期的だったと思います。

加したり、自分に必要なサービスをみつけたりする

文化課に参加してもらっていたことが大きいと思

このコーナーでは、NPO 法人連絡会や NPO 活動に
ゆかりのある方々にスポットをあて、さまざまなご意

2005 年度 NPO 企画提案事業報告

人が３番目に多いまちなんです。

「西東京市 NPO 見本市」
主催：西東京市 NPO 法人連絡会

Q：連絡会のこれからに期待するものは？

機会にしてほしい。また、市職員にも、協働のパー

ＮＰＯ団体

第１回目は、連絡会立ち上げにご尽力された中島多

A：NPO と行政の協働をぜひ実現してもらいたい。さ

トナー発見の機会になればということで提案しまし

は３３団体。

子さん（NPO 法人 ACT そよかぜ前理事長）にお話を

らに、まちづくりのために連絡会が中心となり市民

た。

それぞれが、

うかがいました。

が何らかの形で参加できるような仕組みをつくって

参加したＮＰＯは自分達の本来の業務をやりな

ブース展示

Q：連絡会を立ち上げた理由と当時の状況は？

もらいたいと思います。加えて、行政とは違う独自

がらのイベント準備でなかなか大変でしたが、平成

や、ステー

A：連絡会を立ち上げた２００１年当時は、個々の法

のミッションを市民に発信してほしい。多くの市民

１７年２月１８日（金）１９日（土）田無駅北口ア

ジ発表を通

もきっとそれを待っていると思いますよ。

スタビル内センターコート(2 階吹き抜け広場)で
「Ｎ

見をいただく予定です。ご期待ください。

人だけではまだまだ規模が小さく、単体では行政と
交渉していくのは難しい状況でした。だから、NPO

・・・・・・・・・

ＰＯ見本市」開催。土曜はあいにくの雪でしたが、

同士が連携して行政に働きかけたり、学習会や情報

現在はそよかぜを退任され、折り紙サークル「かみ

昼からのステージタイムには、吹き抜けの３階の手

じて、活動の仲間をふや

交換できる場をつくりたかったというのが、連絡会

ふうせん」の代表をされている中島さんですが、語ら

すりもにもすずなりのお客さんでした。当時就任さ

したり、サービスの必要

を立ち上げた理由です。設立当時は 10 団体でした

れた言葉はどれも力強く、NPO への変わらぬ熱い思

れたばかりの市長さんもお忙しい中立ち寄って、

な方に説明できました。

が、
元気な活動が見え、
仲間の広がりを感じました。

いがひしひしと伝わってきました。多くのアドバイス

「ＮＰＯの力をいかしてまちづくりをしていきま

成果があれば頑張った甲

とともに明日へのパワーもいただきました。

しょう」と挨拶してくださいました。今回、参加

斐があるというものです。

Q：連絡会を設立してよかったと思う点は？
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ＮＰＯ法人サポートハウス年輪

NPO 法人 ACT 保谷たすけあいワーカーズ

西東京市ＮＰＯ法人連絡会メンバー紹介
ＮＰＯ法人ＡＣＴ
田無たすけあいワーカーズ

そよかぜ

～いつまでも地域で暮らし続けるために～

誰もが､住み慣れた地域で生き生きと
暮らせる町作りを目指しています。事
業内容は介護保険事業を中心に、支援
費事業、高齢者配食サービスなどを行
なっております。
住 所：西東京市田無町５－４－８
第一和光ビル１Ｆ
ＴＥＬ：０４２４－６６－２２１６

≪事業内容≫

・自立援助
・訪問介護
・支 援 費 制 度
・高 齢 者 自 立 支 援
・精 神 障 害 者 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
・ひ と り 親 家 庭 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
〒202-0015 西東京市保谷町 6-25-22

ルーチェヨコタ 102
FAX/FAX 0424-25-0383

特定非営利活動法人
西東京 NPO 推進センター

住みなれた地域で誰もが安心して暮ら
し続けられるように、たすけあいの輪
を広げています。
在宅生活を支えるホームヘルプサー
ビス事業（訪問介護・家事援助・保育）
を行っています。

西東京市田無町 4-6-7
℡0424-65-8994 Fax 0424-65-8995

市民でつくる地域葬を提案します。流
れ作業的葬儀と高い費用に対する不満

PC サロン（教室）、広報・HP 作成、
リボンネットワーク(高齢者見守り事業）
地域通貨 Conte クラブ、
みどりの保全と都市農業振興事業

を解消する家族中心の葬儀です。
「終末
ノート」の発行や終末問題に関する情報
提供活動などを行っています。

〒202-0012 西東京市東町３－６－２
TEL/FAX 0424－25－6090
E-mail ceproce@kch.biglobe.ne.jp
http://ceproce.hp.infoseek.co.jp
http://ceproce.at.infoseek.co.jp
http://conteclub．hp．infoseek．co．jp

NPO 法人たま市民葬こらぼ
TEL/FAX 0424-78-7701
mail : ichigoclub@jcom.home.ne.jp
２

生活企画ジェフリー
●｢しゃべり場」開催中
●｢やさしい読書会｣開催中
●各種調査研究実施
●講演会・セミナー開催多数
お問合せは下記まで
――女と男の今と未来の応援団――

終末設計を支援する
一期(いちご)倶楽部

◆地域で必要とされる事業や市民が事
業を作り出すための相談や支援

地域に根づかせよう男女平等の文化を

西東京市南町 4-13-26
電話 67-2089 ／ Fax 67-2096
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西東京花の会
西東京市内の公園に設置された花壇
に美しい花を植え、明るく安全な、心安
らぐ憩いの場所として市民に楽しんで
もらうため、私たち西東京花の会は、ボ
ランティア活動として市と協働で「花い
っぱい運動」を推進しています。公共花
壇に植える花の苗を育てたり、花壇植栽
のお手伝いをして頂ける方を募集して
います。
あげまつじゅんいち

連絡先 上 松 淳 一

424-78-3832

http://npo-nishitokyo-hananokai.org/

日本ハウスクリーニング協会

快適なマンションライフを
過ごす為のアドバイス・お悩み相談

エリアサポートセンター西東京

★

一般のハウスクリーニングから福祉

ＮＰＯ法人

クリーニング、リフォーム、草取り、
片付け、枝切りなど、お困りの事是非

マンションオーナーズ
コミュニティ

ご相談下さい。
見積無料ですのでお気軽にどうぞ！！
ＴＥＬ 090－4393－1744
ＦＡＸ 0424－78－1984
http://www.take-cleanup.com

★
Tel

特定非営利活動法人

関東地方交流フォーラム
連絡先：関東道の駅ユーザーズくらぶ
事務局 志佐次男
HP:http://michinoeki.ciao.jp/
E-mail:michinoeki@ic.ciao.jp
〒202-0003 東京都西東京市北町 3-3-10
Phone:<0424>78-2277
Fax: <0424>78-2277
NPO 活動として、関東道の駅ユーザー
ズくらぶをサイト上で運営しています。
一度、訪れてくださいね。

全国 NPO 法人数
受理数 認証数 解散数
4750

118

全 国 27066 25220

610

東京都
西東京市

03-3292-6464

Fax 03-3292-6465
URL http://www.moc.npo-jp.net
３

5676
55

（2006.2.28 現在）

