
和光市市民協働推進センター 

平成24年度活動方針 

 

＜センターの2本の柱＞    

  ①市民活動の活性化  

  ②協働の推進  
 

＜今年度の方針＞ 

 

 ◆ 市民活動団体が“のびのびと活動できる”環境づくり 

 

 ◆ 地域課題を気軽に語り、共有しあえる“つながり”づくり 

 

 ◆ 明確なミッションをもち、主体的に動く“ひとづくり” 

 

 

＜事業計画＞ 

 
 ■交流・活性化事業                     ■相談・コーディネート事業 

   ・交流サロンの開催（毎月1回）              ・市民活動・協働に関する相談 

   ・市民活動見本市の開催（9月予定）           ・他団体との活動コーディネート 

 

 

 ■情報提供事業                       ■啓発・人材育成事業 

   ・「わこうわいわいネット」の運営              ・研修・講座の開催 

   ・団体情報ファイル、イベント掲示板           （基礎講座、広報ＰＲ講座、団体マネジメント 

     （交流スペース）                             講座、ＮＰＯ法改正実務講座など） 

                                     ・フォーラムの開催 

  

 ■活動支援事業 

   ・備品・器材等の貸出し 

     （ＰＣ・プロジェクター等） 

   ・メールボックスの利用（団体宛郵便受付） 



和光市市民協働推進センター　平成24年度　月別活動報告書

今月まで 先月まで

101人 989人 888人

3団体 27団体 24団体

4点 58点 54点

9団体 9団体

9団体 9団体

0件 5件 5件

　②活動運営支援（マネジメント・会計・ファシリ等） 0件 11件 11件

　③活動コーディネート支援（他団体へ・行政へ） 1件 21件 20件

　④広報・ITに関する支援 0件 2件 2件

　⑤わいわいネット 0件 5件 5件

1件 26件 25件

2件 70件 68件

　サイトトップ訪問者数 7146件 75543件 68397件

　ユーザー登録者数 0人 18人 18人

　グループ登録数 0件 3件 3件

3回 36回 33回

418人 4740人 4322人

1件 8件 7件

51団体 51団体

1団体 1団体

　更新団体数 0団体 8団体 8団体

　更新回数（延べ） 0回 9回 9回

　イベント掲示板 5団体 36団体 31団体

　交流サロン （６０３会議室） 参加人数： 14人 日にち：１/３０（水）

参加人数： 日にち：

　ＮＰＯ法人新会計基準セミナー （６０３会議室） 参加人数： 22人 日にち：１/３０（水）

参加人数： 日にち：

　備品貸出
　利用団体数（延べ）

　貸出し備品数（延べ）

　受信者数（延べ）

　発行回数

　メールマガジン

　イベント情報提供（メール）

　⑥その他（情報提供等）

相談・コーディネート事業

　新規ファイル作成数

　ファイル更新

交流・活性化事業

情報提供事業

　利用団体総数

　①団体立上げ支援・法人化支援

進捗状況・成果

相談件数

　わいわいネット

交流スペース利用者数

平成25年1月　報告書
単月

累計（Ｈ24年度）

　新規利用登録団体数
　メールボックス

団体事務支援

　情報ファイル

　利用団体総数

啓発・人材育成事業

　利用団体数



【市民交流サロン】 参加人数（延べ） ９７名

実施日 会場 タイトル ゲスト 内容 参加人数

24.5.29 交流スペース 協働推進員　大竹綾子スペシャル！！
大竹　綾子
（和光市市民協働推進センター）

協働推進センターの紹介
【交流会】①各々の団体の情報がセンターに集まる仕組みについて
　　　　　　②９月実施予定の「市民活動見本市」について

８名

24.6.26 交流スペース メキシコ帰り　横田明菜スペシャル！
横田　明菜
（和光生ゴミ市民会議）

ＪＩＣＡで２年間行っていたメキシコの話
帰国後の話
【交流会】私が紹介したい！とっておきの一人

６名

24.7.18 交流スペース
体を使って体を作ろう！
　　　気持ちリフレッシュスペシャル！！

後藤　ロレンス
（体サポーターズ）

①座学…運動の効果や夏バテの対策方法、栄養面など
②実技…トレーニング科学に基づいた効果的なエクササイズを体験

９名

24.8.27 交流スペース 伝わる「ことば」を身に付ける！
近長　武治
（和光国際交流会　代表）

「やさしい日本語」について
（質問表を作成し、旗揚げクイズ形式や付箋に記入し発表・共有））
【質問・意見交換】やさしい日本語について

９名

24.9.27 交流スペース
「あいさつ」から始める
　　　コミュニケーションづくり

萩原　尚
（西大和団地自治会　会長）

西大和団地の成り立ち、現状、自治会活動の事例、今後の活動など
【質問・意見交換】西山と団地自治会活動の事例に対して

８名

24.10.25
サンアゼリア
企画展示室

新倉ふるさと民家園から「つながる」
～京都祇園祭で使われる民家園のわらじ～

井上　明次
（和光市古民家愛好会　会長）

新倉ふるさと民家園で作るわらじが、祇園祭で使われるようになった経
緯、民家園での日常の話
【交流会】参加者の所属する団体の紹介、ＰＲ

23名

24.11.26交流スペース
もっと広げよう！もっとつながろう！
　　　　　　　　　　　　　　　市民活動の『わ』

進行：大竹　綾子
（和光市市民協働推進センター）

１０月２１日（日）～２６日（木）に実施した「市民活動見本市」の振り返りと
意見交換会

５名

24.12.18交流スペース 気軽に身近な“国際交流”を楽しもう！
大塚　啓子
（Mama & Kids Club Wako）

外国人市民とのつながりかた、日常生活の中でどんなフォローが必要か
【意見交換】外国人にとって気軽に立ち寄れる場所が必要、など
【オーナメント作り】スウェーデン、イギリスのオーナメント作成

６名

25.1.30 ６０３会議室 （ＮＰＯ法人新会計基準セミナー内）
進行：大竹　綾子
（和光市市民協働推進センター）

１月３０日（水）実施のセミナー内個別相談の時間を利用し、参加者間で
交流

１４名

25.2.20 交流スペース
もっと広げよう！もっとつながろう！
　　　　　　　　　　　　　　　市民活動の『わ』

進行：大竹　綾子
（和光市市民協働推進センター）

【意見交換】
①協働についての認識、イメージ　②センターとやりたいこと　③その他

４名

25.3.27 交流スペース
市民が楽しい活動を始めよう！
～『市民協働推進センター』で
　　　　　　　　　　　やりたいことを考える～

進行：大竹　綾子
（和光市市民協働推進センター）

【意見交換】
①市民協働推進センター２５年度実施事業について
②フォーラムやセミナーにリクエストは

５名

平成２４年度　　和光市市民協働推進センター　　事業実施報告（市民交流サロン）



【市民活動見本市】

実施日 場所 イベント 発表団体/依頼団体 内容 参加人数

24.10.21
サンアゼリア
企画展示室

活動紹介ブース ３団体 見本市の参加者、来場者に自団体の活動の説明や勧誘ができる場所を設置
９名

（発表者）

24.10.21
サンアゼリア
企画展示室

活動報告発表 ４団体
１団体２０分程度の活動発表。発表の中にゲームや旗揚げアンケート等
を入れ、参加者が一緒に楽しめるように工夫した。

６２名

24.10.21
～10.25

サンアゼリア
展示ホール

パネル展示
１８団体
（内４団体１０名、人員配置あり）

パネルに、縦横１２０cm以内で希望する枚数の活動紹介を掲示。パネル
前に長机を設置し、チラシやパンフレットも置き活動をPRした。

１０名

24.10.21 市民広場 秋の親子ふれあいフリーマーケット
NPO法人
フリーマーケット推進ネットワーク

フリーマーケットに出店する親子を公募。 ３６組

24.10.21 ステージ アンチエイジング体操 体サポーターズ
市内で活動するインストラクターに依頼、開会のイベントとして参加者、来
場者と共にアンチエイジング体操を行った。

３０名

24.10.21 ステージ 太鼓演奏 和太鼓会　和光太鼓 太鼓演奏、市民文化親善大使に委嘱されたことを紹介。
３０名
（演奏者）

2410.21 ステージ さんさ踊り 和光さんさの会 わこう市民まつり被災地応援イベントで参加予定のため、PRも兼ねての演舞
１０名
（演舞者）

24.10.21 市民広場 ネオ屋台村 キッチンカー４台 ホットドック、カレー、クレープ、豚丼等、食べ物の販売。 ４台

24.10.21
サンアゼリア
企画展示室

市民交流サロン 和光古民家愛好会
新倉ふるさと民家園で作るわらじが、祇園祭で使われるようになった経
緯、民家園での日常の話。

２３名

【NPO法人新会計基準セミナー】

実施日 会場 タイトル 講師 内容 参加人数

25.1.30 ６０３会議室 NPO法人新会計基準セミナー
脇坂誠也さん
（税理士、認定NPO法人NPO会計
　税務専門家ネットワーク理事長）

平成２４年４月１日から施行されている新会計基準のを中心とした解説。
全体でのセミナー後、個別に相談できる時間も設定、６団体が活用

２２名

【協働推進セミナー】

実施日 会場 タイトル 講師 内容 参加人数

25.2.26
和光消防署
講堂

協働推進セミナー
楽しくまちづくり！　～互いに認め合い、
　　　　　支えあうパートナーを目指して～

谷本有美子さん
（公益社団法人神奈川県
　地方自治研究センター研究員）

【和光市協働指針について】H25.1改定新指針を配布、担当者より説明。
【協働推進セミナー】①NPOと行政による“協働”の本質　　②自治体がす
すめる“協働”施策の傾向　　③NPOと自治体行政との“協働”の課題
④市民活動の特性を発揮するためには

３３名

平成２４年度　　和光市市民協働推進センター　　事業実施報告


