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　地域活動に関する相談を受け付けています　

　相談希望は区民協働交流センターへ（４面参照）　

■	区民協働交流センターの窓口では、町会・自
治会、ＮＰＯ、ボランティア団体などの活動
に関する相談を随時受け付けています。

	 どうぞお気軽にご利用ください。
受付時間：	９時～22時

	 年中無休（12/29～1/3を除く）

【事前予約が必要な相談内容】
①	ＮＰＯ法人の立ち上げ、運営等に関すること
②	会計・税務に関すること

専門の相談員や税理士が対応しますので、　
事前に電話でのご予約をお願いします。

　平成７年の創設以来、光が丘を
拠点に活動を続けている「パネル
シアター	ぴーかぶー」。光が丘わ
かば幼稚園のお楽しみ会で観た
パネルシアターをきっかけに、有
志の母親22名で立ち上げたのが
始まりです。年に２回、光が丘地
区区民館で開催する定期公演会
は、毎回100名以上の親子が集ま
る人気イベント。さらに地域の幼
稚園や保育園、子育て広場や図書
館などの依頼も合わせると、年間

約50公演にもなるそ
うです。
　「現在、メンバーは
４名。それぞれ仕事や
子育て、介護などで忙
しくしながらも、週１
回集まって練習を重ね
ています」と、代表の澤村さん。
　実際に公演を観てみると、不織
布を貼ったボードの上で次々と繰
り出される物語や歌、クイズに、
大人も思わず引き込まれてしまい
ます。メンバーが客席に話しかけ
て積極的にコミュニケーションを
図り、ぴーかぶーの特徴でもある
キーボードの生演奏も手伝って、
会場には大きな一体感が生まれ
ていました。

　終盤は、お待ちかねの
「ブラックシアター」の
時間です。暗闇に浮かび
上がる幻想的なショーは
圧巻！	子どもたちが色を
塗った花が歌と共に現れ
て、最後は大きな花束が
完成し、拍手喝采で公演
は幕を閉じました。

親子一緒に楽しみたい、参加型シアター
パネルシアター ぴーかぶー

　設立から24年間、活動を続け
てきたぴーかぶーですが、時代の
変化を感じることも多いそう。

　「パパの参加
率が高くなりま
した。また、ス
マートフォンで
撮影したいとい
う人が増えまし
たね。でも、撮

影は遠慮してもらい、親子で一緒
に観る楽しさを味わっていただい
ています」とのこと。
　常に子どもたちと真剣に向き
合うメンバーの皆さんに意気込
みを聞いてみると、「辛いことが
あっても、子どもたちの顔を見る
と元気になれるので、体が動くう
ちはずっと続けたいです」「まだ
まだ新しい作品を作って、子ども
たちを驚かせたり喜ばせたりした
い！」と、エネルギッシュに答えて
くれました。
　子どもたちの笑顔のために、
ぴーかぶーは、これからもさらに
パワーアップしていきます！

代表の澤村明子さん（左から2人目）と
メンバーの皆さん

第42回定期公演会の 様子。歌やクイズをテンポよく織り混
ぜながら、飽きさせることなく観客の心をつかみます♪

   ■ パネルシアター ぴーかぶー
 代表：澤村  明子
 ホームページ：http://www.
 peek-a-boo-meiko.com/

公演前のワークショップで、花形の 不織
布に好きな色を塗る子どもたち
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助成内容や応募条件などは各助成金によって異なりますので、必ず事前に詳細を確認してく
ださい。募集要項・申請書類については、各ホームページからダウンロードしてください。地域活動団体助成金等情報

■障がい者福祉助成金 
【対象事業】
会議・講演会・研修・出版・啓発・調査・研究・スポーツ・文化
の事業等
【応募要件】
　（1）		2021年２月末日までに完了する事業に限ります
　（2）波及効果の望める事業を優先します	
【助成金額】	１件あたりの上限額：100万円		
【応募期間】	2019年10月1日～11月30日	
【関連URL】
https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/	
【問い合わせ】	公益財団法人ヤマト福祉財団	助成金事務局	
TEL：03-3248-0691			FAX：03-3542-5165

■ 2020年度国際協力NPO助成（一般型） 
発展途上国における農業、教育、医療、福祉等の問題解決の
ために、現地の人々とともに活動しているNPOに対して、プ
ロジェクト費用の一部を助成してその活動を支援します。
【対象団体】	発展途上国における援助活動を主たる目的として
いる団体／プロジェクトを推進する上で十分な実績を有し、
実際に現地で活動できる団体／原則として、事業実施地域に
有力なカウンタパートを有する、または団体スタッフを駐在ま
たは長期に派遣し、主体的に事業実施できる団体
【助成金額】	1件あたりの上限額：200万円
【応募期間】	2019年11月1日～11月20日	
【関連URL】	https://jicfnpo.wixsite.com/jicf	
【問い合わせ】	〒102-0075　千代田区三番町5-10-1401	
公益財団法人日本国際協力財団	国際協力NPO助成担当
TEL：03-3234-7281

大きな 木にロープタイヤを設置し、ダイナミッ
クなブランコができたのは、地域に広いネット
ワークを持つ光連協ならでは

遊びの企画は、あそびっこネットワークの専門
分野！ ペットボトルに好きな 絵を描いて作る
風鈴は、親子連れに人気でした

　８月１日（木）～４日（日）の４日間、光が丘の夏の
雲公園に、多世代が交流できる遊び場が誕生し
ました。「多世代がゆるくつながって顔見知りが
増えれば、誰にとっても安心して住み良いまち
になる」との思いから、光が丘を拠点に活動す
るNPO法人あそびっこネットワークと、光が丘
地区連合協議会（光連協）の２つの団体が、協働
で企画・運営しました。
　普段はプレーパークなどの外遊びの場を展開し
ているNPO法人あそびっこネットワークは、水
遊びや風鈴作りなど、“遊び”の企画を担当。代
表理事の中川さんは、「ロープタイヤの設置や団
地掲示板への広報など、私たちだけではできなかっ
たことも多く、コラボレーションによって可能性
が広がりました」と話します。

８月のテーマは“涼しむ”。用意した冷たい飲み物
やうちわは大好評でした！

団体同士の協働事例を紹
介します!!

NPO法人あそびっこネットワーク

 × 光が丘地区連合協議会
 ×

多世代がつながり、
楽しく交流できる
　　　　遊び場が誕生

　一方、光が丘のさまざまな地域課題に取り組
んでいる光連協の会長の髙橋さんも、「子育て
世代を対象に活動している団体と協力したことで、
お互いに持っていない部分を補い合えてよかっ
た」と、その成果を実感しているようです。
　真夏にもかかわらず、１日に約100名もの親子
が参加！	今後も毎月第２土・日曜に開催予定です。
　「このイベントで知り合った人同士が、まちの
どこかで会って笑顔で挨拶できる、そんな交流
の場になれたらいいな～と思います」と、中川さ
ん。地域に根差し、同じ目的に向かって活動する
団体のコラボレーションが増えていくと、まちも
もっと元気になっ
ていきそうですね。

   今後の開催予定：	毎月第2土・日曜
　土：14時～16時、
　日：10時30分～16時
場所：	夏の雲公園　芝生の広場
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■第30回コメリ緑資金
【助成内容】
　（１）	緑化植栽活動

花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路
沿いや公園隣地などで行う「花いっぱい運動」など、
地域住民が自ら行う植栽活動

　（２）	自然環境保全活動
緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河川敷、
里地里山などで行う自然環境の保護保全活動や整備、
植樹活動

※上記（１）（２）ともに個人でのお申し込みはできませんの
　でご留意ください。
【助成金額】	１件あたりの上限額：なし
【応募期限】	2019年10月31日
【関連URL】	http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html	
【問い合わせ】公益財団法人コメリ緑育成財団
〒950-1457	新潟県新潟市南区清水4501-1
TEL：025-371-4455　FAX：025-371-4151

■音楽活動への助成 
公益財団法人	ローム	ミュージック	ファンデーションが、音楽
文化の普及と発展のために毎年継続している「音楽活動への
助成と奨学援助」の2020年度分の募集です。
【助成内容】	
　（1）音楽に関する公演	他	

独奏、室内楽の公演やオーケストラ、オペラの公演な
どの開催に対する助成	

　（2）音楽に関する研究	
音楽分野における調査・研究などに対する助成	

【助成金額】	1件あたりの上限額：250万円	
【応募期限】	2019年11月8日	
【関連URL】	https://micro.rohm.com/jp/rmf/
																recruitment/subsidy/index.html#start_area	
【問い合わせ】〒615-0044　京都市右京区西院西中水町1
公益財団法人ローム	ミュージック	ファンデーション
TEL：075-311-7710

りで、可愛らしい“ぶどう雑貨”や美味しい“ぶ
どうスイーツ”といった楽しいお店がぶどう畑
に並びました。音楽家さんたちが共感し集まって
くださったことで、ぶどう畑が素敵な音楽であふ
れました。「つながること」により、当初の目的
を超えた事業の展開を見せています。
　そして、教室に最後まで通ってくれた子ども
たちとご両親、運営を支えてくれたスタッフ関
係者、世界都市農業サミット担当課の皆さんも、
本事業を一緒に作り上げてきた大切なパートナー
です。一人ひとりへの感謝の気持ちは尽きません。
12月１日の世界都市農業サミットステージで本事
業はひと区切りとなりますが、このつながりは
この先も新たな人々との出会いやまちづくり活
動を生むパワーになると信じています。

次回の連載は「練馬ボッチャクラブ」の稲木祐二さ
んです。

　私たちは、地域のみどりを伝えることによって、
みどりと人を、さらには地域をつなげる活動を行っ
ています。最終回は、今年度新設した親子農業体
験教室「ぶどう畑のミツオさん」を例に「つなが
ること」そのものについて、そして、つながる相
手＝パートナーへの思いを綴ります。
　「つながること」について最近特に意識するのが、
つながる＝ゴールではなく、目的を達成するため
のきっかけや方法、新しいことを始めるスタート
ラインなのだということです。
　事業のスタートは、練馬区谷原にある、みやべ
ぶどう園園主の“ミツオさん”	とのつながりでし
た。回を重ねる中で様々な方との出会いと発展
があり、地域の園芸店でのボタニカルアート作家

さんとの 出
会い か ら 素
敵な“ぶどう
Tシャツ”が
生まれ、楽し
い雑貨屋、カ
フェ、福祉作
業所のつながつながりから生まれた農と音のコラボレーション

ミツオさん応援団。このつながりを今後も大切にしていきます！

村田	千尋（ むらた ちひろ）さん
区内造園会社で緑地管理運営、樹木診断などに
従事するとともに、「NPO法人みどり環境ネッ
トワーク！」事務局長として、公園、街路樹、屋
敷森、都市農地など“身近なみどり”の保全活
用、環境学習事業を、区民と協働で行っている。

つながるコラム 村田 千尋さん　第 3 回 「つながるということ 
 ～大切なパートナー～」

「つながるコラム」では、地域で活動されている方の想いや感じていることなどを紹介していきます。
１人ずつ全３回の連載です。今回は、村田千尋さんの 3 回目（最終回）です。



ＮＰＯ法人点訳・音声訳集団一歩の会　練馬区高松 2-16-12　TEL：03-3577-5666

ご存知でしたか？　練馬区立区民協働交流センター発行「ねりま地域活動ニュース」は音声で伝える
「視覚障害者用」録音版を貸し出しています。ご希望の方は一歩の会にお申し込みください。★音声でお読みください

練馬区立区民協働交流センター
練馬1-17-1ココネリ３階　TEL :03-6757-2025　年中無休　9時～22時	（12/29～1/3は休業）

練馬区立区民協働交流センター　フェイスブック 検索

https://www.facebook.com/
Nerimakyodokoryucenter/

facebook

練馬区立区民協働交流センター　ツイッター 検索

https://twitter.com/
 kyodo_nerima

twitter

練馬区立区民協働交流センター 検索

http://www.nerima-kyodo.com/

ホームページ
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【問い合わせ】  練馬をキラッと実行委員会　担当　阿瀬見　TEL：090-2232-9508　FAX：03-5997-6440
 メール：snd18990@nifty.com　ホームページ：http://nerima-kiratto.com/web/

　「練馬をキラッと！」が今年も光が丘で開
催されます。練馬の食、産業（農業、アニメ）、
音楽、芸術、福祉などが一同に集まるイベ
ントで、今年は４回目の開催です。
　緑に囲まれたオシャレなテラスで、お気に
入りのお店の美味しい料理やお酒を味わい
ながら、キラッとした練馬の魅力を体感し
てみませんか？

【日　時 】 10月6日（日） 10 時～17時（雨天決行）
【場　所】 夏の雲公園（練馬区光が丘3-5-1）
【出店内容】 
・練馬の農業（秋の野菜、果物）
・練馬産ワイン、ブルーベリービール
・地産地消を目指している飲食店、パン屋、ケーキ屋、和菓子
・福祉や子育て支援（ 障がい者団体、子ども食堂）
・練馬の芸術（アニメ事業、美術館、イラストレーター、音楽、ダンス）
・練馬区事業（電気自動車、ねり丸起震車、健康推進 他）

【参加費】 無料

NPO設立に向けた超入門講座
「私にもできるNPO!! はじめの一歩(会計編)」
 の受講者を募集します

【問い合わせ・申込先】
練馬区立区民協働交流センター
TEL：03-6757-2025　FAX：03-6757-2026
メール：KYODOSUISHIN02@city.nerima.tokyo.jp

「NPO会計って、特別なの？」
「免税事業者の軽減税率ってなんだろう？」
「消費税率が 変わってしまったけれど…」
 そんな疑問に答える講座を行います。
　税理士である講師が、NPO活動における会計
についてわかりやすくお話しします。
　今後、NPO設立を目指している方、興味があ
る方、“はじめの一歩”を踏み出してみませんか？

【日　時】 10月23日（水） 13時30分～15時　
【会　場】 ココネリ３階　研修室５
【定　員】 20名
【講　師】 税理士  秦 嘉夫氏
【対　象】 練馬区内在住・在勤、または練馬区内で
 地域活動を行いたい方など

【内　容】 １. NPO会計
  ２. 免税事業者の軽減税率についてなど

【その他】 講座終了後は、希望者に対し講師による
 個別相談を実施。
 （１グループ20分程度。当日受付で３グループまで）

【申　込】 10月18日（金）まで。左記の 練馬区立区民
協働交流センターへ、窓口・メール・電話・
FAXなどで、お申し込みください。

第４回 「練馬をキラッと！」
～光が丘から、練馬の魅力を発信～


