
コミュｆ
市民活動を応援するセンターの情報誌

2018.12.06 発行

編集・発行：富士市民活動センターコミュニティｆ　富士市吉原 2-10-20　TEL.0545-57-1221　FAX.0545-57-1091　HP：http://www.com-f.net

〒417-0051 静岡県富士市吉原 2-10-20 ラクロス 2F

富士市民活動センター  コミュニティｆ 

富士市民活動センター

ウェルシア

TEL.0545-57-1221 / FAX.0545-57-1091

御相談や会議室のご予約など、お気軽にお問い合わせください

開館時間 月～土曜日 10:00 ～ 22:00 / 日曜・祝日 10:00 ～ 17:00

コミュニティｆ 検  索

コミュニティｆ

第 54号
ニュース

　簡単な打ち合わせや事務作業の場所と
して活用できます。wi-fiでインターネット
に接続することもできます。

●活動スペース

　飲料の自動販売機や図書コーナーがあ
ります。ちょっとした打合せや談笑など、
お気軽にご利用ください。

●交流スペース

　パソコンを使って、ご自由にインター
ネットが閲覧できます。また、簡単なワー
プロ・表計算ソフトがご利用頂けます。

●パソコンコーナー

　会議や研修、あるいは講演会・交流会などにご利
用頂けます。用途に合わせて色々な会場レイアウ
トが可能です。1ブース12名、最大50名まで収容可
能です。※団体登録必須/予約制(3ヶ月前から)

●ミーティングスペース①～④

　完全個室の会議室です。相談
業務や、理事会・役員会などの
会議、音の出る活動などにご利
用ください。最大定員12名。
※団体登録必須/予約制(3ヶ月
前から)

●特別会議室

　富士市近隣エリアのイベント情報や市民活動報
告がいっぱい！チラシやリーフレットなど多数配
架しております。イベントや団体情報、仲間募集
チラシなどの掲示は随時受け付けております。

●情報・市民活動紹介スペース

　イベントや講座など広報・展示物の印刷を承ります!
紙折り機や断裁機などを無料でご利用頂けます。

●印刷コーナー

・プロジェクター　・移動式スクリーン　・DVDプレイヤー　・延長電源コード
・マイク(有線1本、ワイヤレス3本)　・アンプスピーカー

・センター内専用貸出備品

　コミュニティｆ入り口のすぐ左手、当センター
ご利用の受付窓口です。

●総合受付

●市民活動団体の各種相談業務

●印刷コーナーの利用受付

●配架物の受付 /情報発信

●ミーティングスペース
　特別会議室などの利用受付
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エレベーター

などを行っています。

スクール形式縦 スクール形式横 シンポジウム・講演会

●特集

コミュfご利用者

30万人達成!!

年末年始の
コミュｆ休館日は
12月29日～1月3日

までだ～よ
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NPOプレゼント
講座2018

●セミナー報告

・センター利用者登録更新手続きのお願い

・ハロウィンイベント報告

・カピバラくんのQ＆A【印刷編】

・センターからのお知らせ



ゆうメールのお知らせ

郵便局員による信書確認が必要ですので、送付書類が確認できるよう、
1通は見本として未開封のままお持ちください。確認後、封をして送付致します。

※上記法人価格でのゆうメールの受付は通算5通以上で承ります。

●定　型 ●定型外 51g~~51g 86 円～72円

コミュニティｆ 利用団体登録募集中！

※必ず御来館の上、団体登録を行ってください。お電話での登録は受付ておりません。

コミュｆ
来館者30万人

までの軌跡

コミュｆ
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コミュｆ
来館者30万人

までの軌跡

ブログ作成講座 開催

NPO EXPO フォーラム2009 開催　 「オンパク」で地域資源をほりおこせ！

メディカルカフェ開催

NPO EXPO フォーラム2010 開催

第1回 コミュｆ利用者の会 開催

来館10万人達成「健歩クラブ」様

comf×f-bizコラボ企画 富士山麓NPOサミット 開催

fece book活用講座 開催

トークイベント「Y談」 開催

NPOマーケティング講座 開催

ホームページ作成講座 開催

クラウドファンディング講座 開催

団体のロゴつくっちゃお♪講座 開催

10周年寄附イベント 開催

マイナンバー講座 開催

ソーシャルビジネス何でも相談会 開催

リノベーション推進勉強会 開催

来館30万人達成「吉原寄席」様
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ハロウィン /クリスマスなど
季節ごとの楽しいイベントや
市民活動の展示も多数開催♪
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( 営利目的・政治活動・宗教団体のご登録は基本的にお断りしております )

●登録すると…・会議室を無料で使用できます ( 要予約 )
●登録方法は…・受付で申請書をもらう→必要事項の記入と
　　　　　　　　誓約書にチェック→提出→審査→登録完了

Ａ2. 大判印刷機があるので、Ａ1や横断幕も印刷
できますが、大きな原稿は読み取りができません。
読み取れるのは、Ａ3原稿までです。
　印刷したいものをPDFデータで持ってくれば拡
大して印刷することはできますよ。

A1. もちろん、紙の原稿でもＯＫだけど、USBメモ
リにデータを入れて持ってくる方も増えてます。
　その時は、ワードやエクセルで作った原稿を“Ｐ
ＤＦ”の形式で保存して持ってきてください。
　（なぜかって？）パソコンが違うと印刷したとき
に、文字の形やレイアウトが元の原稿と違って印
刷されることがあるからなんです。
　カラーや写真もＰＤＦのデータの方がきれいに
印刷できますよ。

Ｑ1. 印刷をしてもらいたいけど、原稿は紙に
印刷したものを持っていけばいいの？

コミュｆのあいどる

カピバラくんのＱ＆Ａ
コミュｆのあいどる

カピバラくんのＱ＆Ａ
コミュｆのあいどる

カピバラくんのＱ＆Ａ
【印刷編】

Ｑ2. 大きな地図やポスターをコピーしてほし
いんだけど・・・。 Ａ4. 開館時間内ならいつでもお受けしますが、閉

館時間の30分前までに持ってきていただければ、
大量印刷でない限りはその場でお渡しできます。
　小冊子印刷は時間がかかることが多いので、お
預かりして次の日以降のお渡しになります。
　急ぎの印刷は早めにお持ちください。

Ｑ4. コミュ二ティｆの開館時間は、平日は朝
の 10：00 から夜の 10：00 までなんだね。印
刷はいつでもやってくれるの？

Ａ3. はがきや封筒は、専用の印刷機ではないので
失敗も多く、お断りしています。
　また、本や楽譜のコピーは、著作権の問題でこち
らもお断りしています。

Ｑ3. はがきや封筒の印刷はできるのかな？
本や楽譜も印刷したいんだけど

主催はイングリッシュスクールの「イースターバニー」さんと吉原商店街さん。

総勢 120 名の仮装した子どもたちがコミュエフに集合し、
吉原商店街を練り歩きました！
チームに分かれて移動し、お店の前で大きな声で
「Trick or Treating!!」
と発声し、色々なお菓子をゲットしていました。

2018

10月28日

親子で参加できる素敵なイベントなので
また来年も開催してほしいですね！
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