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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
東京都は女性、若者、シニアの、地域に根差した創業を支援するため、昨年より「創業サポート事業」を行っていま
す。この制度の特徴は、融資申請の際の事業計画アドバイスや、融資後の伴走支援である経営サポートを行うアドバイ
ザー制度を取り入れることで創業者をサポートすることです。八王子市民活動協議会は、この地域創業アドバイザーに
選任されています。創業で地域の活性化を、とお考えの方はぜひ協議会へご相談ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊市民活動協議会は地域創業アドバイザーに認定されています＊＊＊
◎融資・支援対象者

◎融資の条件

●女性、若者（３９歳以下）
、シニア（５５歳以上）で、

●融資限度額：１，５００万円以内

創業の計画がある者または創業後１年未満の者

（運転資金のみは７５０万円以内）

●個人事業主、株式会社、ＮＰＯ法人、一般社団法人、

●利率：

固定金利１％以内

一般財団法人

●返済期間：

１０年以内（うち据置期間３年以内）

●東京都内に本店または主たる事業所を置く創業事業で

●担保：

無担保

あること

＊上記範囲以内で取扱金融機関によって金額、利率、返済
期間等の詳細な設定は異なります。

●地域の需要や雇用を支える事業であること

★個別相談を受け付けています。０４２－６４６－１６２６（八王子市民活動協議会）までご連絡ください。
八王子市民活動協議会は、この制度の地域創業アドバイザーに認定されています。地域に根ざした創業を考えてい
る方・創業 1 年未満の方はご相談ください。皆様の創業の実現をお手伝いします。

★この事業の仕組み
西武信用金庫、多摩
信用金庫等２２の
信用金庫と１５の
信用組合
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八王子市民活動フェスティバル 2015
見る・作る・食べる・探す

NPO との出会いの場

梅雨明けを思わせる夏空の中、
「見る、作る、食べる、探
す ＮＰＯとの出会いの場 ＮＰＯマルシェ」がファルマ８

第 7 期志民塾開講

０２ビルで盛大に開催されました。４５の出展団体（後記）

～12 名の新入塾生を
迎えての入塾式開催～

と２００名以上のご来場者の熱気で、エアコンもフル回転
しました。特に今回はお子様連れの若い人も目立ち、
「マル
シェ（市場）
」を通して市民活動の素晴らしさが新しい人た

第 7 期はちおうじ志民塾は、7 月 4 日（土）に労政会

ちにも伝わっていく姿が感じられました。

館で入塾式を行い、前期の基礎課程が始まりました。当

★食べる NPO（サポハチガーデン）
：物販

日は、八王子市の石森孝志市長の挨拶のあと、龍谷大学

・NPO 法人こすもす・NPO 法人すまいるカフェ・NPO 法

名誉教授で元逗子市長の富野暉一郎氏による「人口減少

人多摩草むらの会・株式会社 FIO・NPO 法人ほほえみ/す

時代における持続可能な地域経営」をテーマとした基調

まいる工房・わら細工の会円座

講演がありました。受講生はそれぞれ志民塾に入塾した

★見る NPO（活性化スペース）：パフォーマンス

動機や現在の活動、今後の抱負などを語りました。今ま

・高尾山とんとんむかし語り部の会・ユーモアスピーチの

での卒塾生も駆けつけ、懇親会も大盛況でした。はちお

会・わくわく紙芝居サークル

うじ志民塾は、地域活動を担う概ね 50 歳以上の男女を

★作る NPO（交流スペース）
：体験コーナー

対象とした人材育成講座ですが、八王子地域の方ならど

・ネバーランド・八王子お手玉の会・NPO 法人八王子子ど

なたでも受講できます（有料講座）
。

も劇場・NPO 法人八王子市民活動協議会・八王子センタ

本年から 10 月以降の専門課程だけの講座も受講でき
るようになりました。
「地域活動実践コース」、
「コミュニ

ー元気・レクボラ NO.1
★団体 PR コーナー（壁面に団体 PR 掲示）
・３０団体

ティビジネスコース」
、「起業コース」の 3 分野がありま
す。コースにより開始時期が異なります。詳細は事務局
までお問い合わせください。
はちおうじ志民塾事務局
ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会 042-646-1626

２０１５年 9 月１２日（土）南大沢文化会館交流ホール
平成 15 年からほぼ毎年一回開催さてきた「はちおうじお父さんお帰りなさい
パーティー（略称、オトパ）
」は全国で有名になりましたが、過去７年間、労政会
館以外では開催されていません。一方、中心部から遠い東部地域のひとたちは、
必ずしも行政区分に縛られず近隣のまちとつながる生活を営んでいます。
「協議会だより no.60」で募集した実行委員や一部多摩市の市民活動団体及び企
業・社協で構成する実行委員会のもと、リタイア前後だけではなく、職場や家庭・
新旧住民・老若男女を超えて｛学ぶ・遊ぶ・育てる・働く｝きっかけの場を計画
中です。
「オトパ in 南大沢」として、9 月１２日南大沢文化会館で開催します。
“き
っとある

あなたの楽しい未来図”
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イベントの一つとして蕎麦打ち道場的な教室にと全員
の気持ちが一致して開催の準備を進めてきました。

会員訪問

7 月 4 日（土）には「見学と無料試食会」に梅雨空の中、
地域の皆さんの参加を頂き、7 月 22 日（水）には「第 1

市民活動協議会の会員を
紹介します 第 14 回

回手打ち蕎麦教室」に 8 名の参加者があり大成功です。皆
様から美味しかった、蕎麦打ちの説明がよかったと好評で
した。地域の皆さんとともに、一歩一歩進んで行きたいと
思います。また、町会のイベントにも参加し、協働して行

＜はちうじ志民塾 6 期生＞

きます。
＜7 月 22 日のそば打ち教室に参加して＞
「はちおうじ志民塾」6 期生の「想い」と「わざ」が動
き出して始まった空家を利用したそば打ち教室。“信州信
濃の蕎麦よりも、あたしゃあなたのそばがいい”などと、
都都逸気分の軽い気持ちでの参加。一転、そこには、そば
打ち師匠の丁寧な指導やお弟子さんの動きにそば打ちの
奥深さが漂っていました。また、女性スタッフの気配りの

はちおうじ志民塾は第 5 期より八王子市民活動協議会が
運営事務局を担当しています。これまで 142 名の卒塾生

おもてなしは感動でした。「想い」と「わざ」が地域に根
差すことを期待しています。（大山）

を輩出しましたが、昨年の第 6 期卒塾生は空家を利用して
特技を活かし、地域コミュニティの交流や活性にも貢献す
るユニークな活動を開始しました。
我々6 期生 15 名は時あるごとに集まり、自分たちに何が
出来るのかを話し合いました。その時仲間の中に、空家問
題で困っており無料で提供するから是非利用してほしいと
いう話があり、その活用方法を考えることになった、それ
が現在の川口ハウス「はちおうじ志民塾 6 期生館」です。
3 か月前より、掃除、草取り等、全員が手弁当で一丸とな
り遂に実現しました。町会長さんや役員さん、近隣の方々
のご協力を頂き「ふれあいの場所」を提供し、コミュニテ
ィの活性を図ることに貢献できればと思っています。

八王子市民活動協議会
うらかたコラム ⑩

政策研究部
では

協議会の基本理念実現のため
具体的な方針策定・企画提言をします

政策研究部では昨年から、理事全員が政策研究部５グループの何れかに参画して、各グループのテーマや課題に共通
の認識を持ち、連携して協力しながら活動しています。5 つのグループのテーマと現在の活動状況は
１） 絆グループ；協議会としては初めて福祉分野に深く関わる「地域包括ケアシステム」作りに参画するため、関係団
体の協力を頂きながら、地域で支援が出来る団体の情報提供をするための「福祉データハンドブック」（仮称）作
成に向けた活動を推進中です。他にも団体会員、個人会員交流のためのイベント等を企画しています。
２） 活動資源支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ；現在ＮＰＯ団体などに行っている“物“の支援に加え、ＮＰＯ団体などの運営をサポートす
る”人財“支援に向けた事業を計画、推進中。
３） 新規事業開拓ｸﾞﾙｰﾌﾟ；協議会運営資金確保に向け、新規事業として「コワーキングスペース運営」の調査を開始、
併せて東北復興支援地域の中間支援組織との交流を計画し、八王子市の防災計画への
NPO 団体の関わり等の調査を検討中です。
４） 理事体制検討グループ；適切な理事体制はどうあるべきかをメインテーマに
据えて、中間支援組織である理事会の将来像を具体的に描くための検討を推進中です。
５）中期計画検討グループ；グループ毎に作成した「実施計画」を中期計画の具体案件として
計画推進のフォローアップとグループ間の連携や支援を活動計画としています。

3

ＮＰＯ法人長寿社会を考える会
まごころケア八王子地域支援講座
日々の生活で知りたい事、困った事の解決の糸口をみ

手打ち蕎麦教室

つけたり、違う世代との交流の場を提供します。

美味しい蕎麦、自分で蕎麦を打ってみませんか！
打った手打ち蕎麦を持ち帰れます（2 人前強）

日時：8 月 12 日（水）14：00～15：30
『体力維持体操と認知症予防レクリエーション』
講師：牧野 一三 氏（レクリエーションワーカー）

日時：9 月 2 日（水）10：00 時～14：00

日時：8 月 27 日（木）10：00～11：00

場所：平井様方 八王子市川口町 1674-6

『救急救命～AED の使い方～』

駒形公園入口前

講師：綜合警備保障㈱アルソック社員

講師：長井 眞（日本の食文化を伝える）
定員：12 名

参加費：無料

服装等：前掛け、手ぬぐい又は三角巾、

場所：センティ富士森

手拭き用タオル

多目的ホール
八王子市山田町 1606-12

・7：3 そば粉使用
・福島県下郷大川産

主催・お問合せ：NPO 法人 長寿社会を考える会

主催：はちおうじ志民塾 6 期生の会

042-665-2334（上田）
http://npo-chouju.sakura.ne.jp/

申込み先：090-1466-9263（長井）
メール：mn.zasso@ezweb.ne.jp（長井）

高齢者健康麻雀教室
NPO 法人 悠楽

「著作権についてのご相談、
お困りごとはありませんか？

ゲームを通して人と人とのコミュニケーションを図
り、よき仲間をつくりましょう。ゲームを明るく仲良

「ＮＰＯ法人 著作権推進会議」はあなたの文化的創
作活動を支援し、著作権の権利を保護する活動を行っ
ています。

く楽しむことで、心と身体の健康につながります。
認知症の予防に効果があり、手指の運動に最適といわ

「セミナーと相談会」

れる昔懐かしい手動式です。

セミナー：毎月第３水曜日 17：00～17：30
相談会 ：毎月第３水曜日 18：30～20：30

会員制：会員登録が必要です（入会金、月額会費あり）
時間：12：00～17：00

（あらかじめ電話でご予約ください）
場所：八王子市市民活動支援センター

会場：大塚会館、由木東市民センター等

（八王子市旭町ファルマ８０２ビル５階）

開催日：月 4 回程度、原則として土・日曜日

相談担当：行政書士、税理士、

（会場の都合で平日の場合もあり）

社会保険労務士など
お問合せ：042-636-4000

お問合せ：詳細は事務局まで

NOP 法人著作権推進会議

042-677-1498
http://npoyuuraku.sakura.ne.jp/index.html

１ページホームページの募集

事務局 長岡 まで

受付時間：10:00-18:00（土・日・祭日除く）
http://copyright-npo.or.jp/

八王子市民活動協議会・広報部

◆団体会員の皆様へ 1 ページホームページの掲載を募集します！

①HP 作成料は 1,000 円

◆掲載料無料！（但し HP 作成料は 1,000 円）

②更新料はテキストのみ：1 回 500 円

◆サンプルはこちらをご覧ください
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/1p_home/sample/index.html

詳しくはお問合せください 042-646-1626

画像を含む場合は：1 回 1,000 円
③何度でも更新できますが、その都度

更新料が必要
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