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八王子市民活動

協議会だより

NPO 法人八王子市民活動協議会

〒192-0046 八王子市明神町 4-13-10

TEL/FAX

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

042-646-1626
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はちおうじ志民塾は今年第 7 期目を迎えます。これまで１４２名が卒塾しま
した。地域で活動し活躍している方が大勢います。
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だ

起業の夢を実現
3 期生 岡部

真弓

夢空間 La Nusica

代表

と思ったらやめる。この地域デビュー１０か条を信条
に６期生の仲間と空家利用のイベントを準備中です。

町会での活動という選択
4 期生

定年まで都内で仕事をしていました。定年

中川

和夫

中散田町会 前副会長

後やりたいことはある程度決まっていたのですが、地元
八王子のことは何も知らないことに気づきました。オト

退職後、様々な市の講座やイベントに参加しているな

パで誘われ志民塾に入りましたが、講師、OB,同期生な

かで志民塾を知りました。入塾後自分のテーマとして

ど皆さんの体験談や活動の実際を見て地域活動、ボラン

「高齢者福祉」を選んで取り組んでいるとき、災害時

ティアへの別の思考枠ができました。後期は「起業コー

の助け合い、日頃の声掛け、困り事の解決には一番身

ス」に進みましたが、周りが本気で創業を目指している

近な町会が大事ということに気が付き、町会は保険の

ので、課題に取り組む意欲や緊張感を身近に感じること

ようだと感じました。ちょうどその頃町会の役員も回

ができました。私の夢の実現のために志民塾は大変役に

ってきたので良いタイミンで引き受けました。志民塾

たちました。皆さんも恐れずチャレンジしてください。

での学びは町会活動にも非常に役にたちました。志民

必ず何かを得ることができるでしょう。

塾で得た人脈を利用して今までの点の活動を面の活

同期の仲間と一歩踏み出す
6 期生

中西 泰雄

仲間と空家利用のプロジェクト実践中

動に広げていくことが目下の目標です。

協議会で一緒に活動しませんか
当協議会では毎年多くの独自事業を行っています。

「志民塾に入ると人生が変わる！」と知人に口説かれて

「お父さんお帰りなさいパーティー」を始め多くの事

だまされたつもりで入塾。初日入塾式で松本すみ子さん

業で会員の皆さんを初め、一般市民の方に実行委員と

の基調講演を聴き、早くも「これだ！」とひらめきまし

して協議会の事業運営にご協力いただいております。

た。定年後の過ごし方にもやもや霧のような感じを抱い

27 年度は新たに「高齢者の２０２５年問題」を中心

ていましたが、一気に晴れた気分でした。①まず自分か

とした「それぞれの地域はそれぞれの地域で支える活

ら行動。②地域社会を知る。③町会自治会、地域のイベ

動」の構築事業に取り組みます。このシステムを支え

ントに参加する。④好きなことやりたいことを考える。

るのは主に NPO 団体を中心としたボランティアの人

⑤最初から難しいことはしない。⑥仕事・役職をリセッ

たちです。協議会としての具体的な事業計画がまとま

ト。⑦自分の意見を言い相手を

りました。是非とも経理処理、ホームページの作成、

否定しない。⑧セカンドライフ

データブックの編集など、会員の皆様はじめ卒塾生の

用の名刺をつくる。⑨IT 活用能

ご協力をお願いいたします。

力を高める。⑩自分に合わない
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～5 月 24 日（日）第 5 回 NPO 八王子会議が開催されました～
今回のテーマは「あなたの想いで描く八王子未来地

⑤団地再生、⑥健康まちづくりの 6 つのテーマが提案さ

図」と題して、八王子で初めてのフューチャーセッショ

れました。参加者がそれぞれのテーマに分かれ、ワーク

ンに取り組みました。

ショップを 2 回繰り返し、今の課題やこれからのまちへ

NPO 八王子会議は、
「NPO の学びと連携の場」とし

の想いを話し合い、具体的なプランへと話を進め、最後

て、毎回市内の NPO などで組織した実行委員会で実施

はできたプランを 1 枚の紙に落とし込みました。
「八王

しています。これまで講演等を中心に行ってまいりまし

子の農業を味わう年間プログラム」
「市政 100 周年記念

たが、もっと自分達の想いを話したいという機運が一昨

2 階建てバスで八王子の歴史と食探訪」「はちおうじ子

年あたりから感じられ、そこで思いきって今回は最初か

どもバスで巡る体験の場」…など様々なプランが発表さ

ら参加者皆で八王子の未来を話すことにしました。

れました。

ファシリテーターの森良さん（NPO 法人エコ・コミュ

「未来地図－それはあなたがこれから住みたいまちの

ニケーションセンター代表）の進行で、まずは 6 人の

設計図」未来への 1 日が始まった日になったことを信じ

プレゼンターによるテーマ、問題提起から。①エコミュ

ています。

ージアム、②地域・世代間交流、③農業、④中心市街地

花と緑のまちづくりフェア
に参加しました
2015 年 4 月 19 日（日）
八王子市ユーロードにおいて「花と緑のまちづくりフェ
ア」が開催されました。
八王子市市民活動支援センターでは八王子市商工会
議書の招きに応じテントを借りて参加しました。市民活
動相談コーナーを設置し、また「すまいるカフェ」「す
ずしろ２１」「小原さん」にお願いし、展示即売会を行
いました。土・日の 2 日間でしたが概ね天候にも恵まれ、
多くの来場者が訪れ
ました。それぞれの展

基礎課程

7 月～9 月

専門課程

示 団 体も ほと ん ど売

１０月～１２月

り 切 り、 大成 功 でし

会場：八王子労政会館

た。ご協力ありがとう

受講料：基礎課程 １５０００円

ございました。

コミュニティビジネスコース ７５００円
地域活動実践コース

７５００円

申し込み期限：平成２５年６月３０日（火）まで

＊はちおうじ志民塾アンケートより

事前相談会開催

・今後のライフスタイルを考えるにあたり、この講座は

６月２０日（土）２１日（日）

お問い合わせ・お申込み
はちおうじ志民塾事務局
NPO 法人八王子市民活動協議会
TEL/FAX ０４２－６４６－１６２６

参考になりましたか。
①参考になった＝６７％

９２％が有益！

②どちらかといえば参考になった＝２５％
③あまり参考にならなかった＝0 ④無回答＝８％
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ます。本来なら市民側からも「中核市なのだからこうす
べきだ」という意見を発信すべきなのですが、大方の市

会員訪問

民は「おまかせ行政」なのが現実です。これは、行政に
も市民にも責任があります。

市民活動協議会の会員を
紹介します 第１２回

過日、市民活動団体のアンケート調査を実施しまし
た。行政側が「協働の街づくり」といったとき、市民活
動団体は最も大切なパートナーでしょう。しかし、市民

＜一般社団法人
八王子自治研究センター＞
＊八王子市元本郷町 3-17-15 浜中ビル 2F
＊℡042-626-7714 fax042-621-6423
＊E メール：jichiken@blue.ocn.ne.jp

の対応で、今ひとつかみ合っていない現実も見えてきま
した。環境や福祉、都市計画や教育、人々の居場所づく
りや八王子の歴史、文化など、これからの街づくりは、
「行政が集めた税金をどう配分するか」だけではなく
｢どのような街づくりをめざし、そのためにどう負担し

＊代表：理事長 藤岡一昭

なければならないのか｣といった、主体的な議論が必要

八王子自治研究センターは 1984 年に任意団体とし
て設立し、2014 年 2 月に一般社団法人となりました。
設立目的は当初から、地方自治に関する調査・研究、
資料の収集、街づくりに向けた学習会やシンポジウム
の開催などとなっています。もう少しわかりやすく言
えば、もっぱら八王子市の様々な政策的課題の分析、
市の財政、国や東京都の情報、さらには市民の暮らし
や行政と市民活動のコーディネイトなど、自治体と市
民に関係することが八王子自治研究センターのテーマ
です。ご存じのとおり、八王子市は本年 4 月から中核
市となりました。しかし中核市と言っても、何がどう
変わるのか、大半の市民の皆さんは分からないと思い

八王子市民活動協議会
うらかたコラム ⑨

活動には行政情報が的確に届かず、一方行政も縦割り型

です。
八王子自治研究センターは、膨大なそれも複雑に絡み
合う行政情報を分かりやすく翻訳し、市民(団体)の皆様
とともに八王子の街づくりを考えていく場所です。な
お、会員(個人会員、団体会員)の皆様には、「自治研究
センター通信」
など機関紙や
出版物を随時
お届けしてお
ります。ご入
会をお待ちし
ております。

平成２７年度総会を開催しました
～新しい展開をめざして～
２０１５年５月１６日

クリエイトホール

去る 5 月 16 日（土）
、八王子市民活動協議会の平成 27 年度年次総会がクリエイトホール視聴覚室で開催され
ました。石井理事長の開会あいさつに引続き議長選出が行われました。26 年度の事業報告・決算の報告に続き、
27 年度の事業計画・予算及び定款の改定が提案され、いずれも了承されました。
26 年度事業のポイントとして、協議会が主体団体として立ち上げた「ＮＰＯパワーアップ講座」が市の直轄事
業に格上げされ、支援センター事業として開催されたこと。
「ゆめおりファンド事業」が地道な事業所訪問が実を
結び、企業からの物品提供が大幅に増えたこと。自主事業としては、第 14 回オトパが盛況裡に終えたことに加
え、情報を提供した立川市で同種イベントが 3 月末に開催される等外部にも影響力を発揮しています。新しい取
り組みとしては東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」のアドバイザーに選定され 2 件の事業計画評
価を担当し 1 件は融資を受け、伴走支援を実施しています。また一般市民の方に市民活動団体を知っていただく
ため、古本市、花と緑のイベント等に積極的に出展しました。27 年度は従来からの事業をさらに充実させるとと
もに、人材支援の具体策試行、介護保険制度の改定に伴い協議会として果たす具体的な役割の検討等新たな展開
を図ります。
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傾聴ボランティア養成講座（全６回）
八王子センター元気
開催日：6 月 9 日〜7 月 14 日（毎週火曜日）
午後 1：30～4：30

おはなし「あらかると 」
市民活動団体おおきに

こころ座 読み語り会

(希望者のみ) 6 月 9 日午前に認知症サポ-ター講座
7 月 14 日午前に車椅子操作の実習
参加費資料代：1,200 円（初日に受付で）

こころ座は、小さな語りの舞台で全国公演をしていま

定員：60 名（応募者多数の場合は抽選）

す。本公演では、宮沢賢治をはじめとする短編 3 本

場所：子安市民センター

を心をこめて語ります。シンプルで、実は奥深い語り

対象：高齢者の話を聴くのが好きで、傾聴ボランテ

の世界…。想像の翼を広げて、ゆったりとお楽しみく

ィア活動に参加できる方

ださい。

おおむね 60 歳以上の八王子市在住の方

日時：７月４日（土）16 時開演（開場：15 時半）
参加費：2,000 円（茶話会費 500 円を含む）
場所：アートスペース KEIHO

主

催：八王子センター元気

申込方法電話でお申込ください。
詳しくは電話でお問い合わせください

八王子市明神町 2-14-3
京王八王子駅より徒歩 3 分

電話/FAX：042-627-9179

主催・お問合せ：市民活動団体おおきに

メール：center9179@nifty.com

おおきに 090-8559-2977（高岩）
070-5566-5272（浅野）
メール：takaiwa.ookini@gmail.com

養育家庭のための学習ボランティア募集
NPO 法人 こども福祉研究所
養育家庭とはさまざまな理由で実親と生活できない、
社会的養護を必要とする子どもたちを家庭に迎えて、

パン作りに参加しませんか
ムッシュ・ド・カフェ
・ムッシュ・ド・カフェ とは？
出来たてパン、ピザはいかがですか？
お友達と、あるいはお一人で、楽しいおしゃべり。
誰もが、気軽に集える場として、「ムッシュ手作りパ
ンの会」が作業所に喫茶を開店しております。

家族として養育していただいています。養育家庭の愛

・ムッシュ手作りパンの会

称を「ほっとファミリー」といいます。

心の風邪をひいてしまった方が、パン作りを通して自

養育家庭で生活する子どもたちの学習支援や話し相

分自身を取り戻して頂けるよう、活動をしています。

手、遊び相手、養育家庭の親の会などでの保育ボラン

パン作り作業所･･･月・水・金（ 9 時～12 時）

ティアを求めています。

とは？

問合せ：ムッシュ手作りパンの会

地域：八王子市、日野市、町田市、

電話/FAX：042-627-5646

府中市、調布市、多摩市、

〒192-0902 八王子市上野町１５－４

稲城市で活動できる方

JR 八王子駅南口 徒歩１５分
旧八王子市民会館バス停 徒歩３分

問い合わせ：042-686-３４４６
メール：satooyasiennkikan@yahoo.co.jp

NPO 法人八王子市民活動協議会会員募集
第３回笑いの集い
ユーモアスピーチの会
日時：８月８日（土）
13:00～16:00
場所：北野市民センターホール
入場料：１０００円

協議会の活動を仲間として支えていただく会員を
募集しています。団体でも、個人でも結構です。運営
事務局としては経理、IT 等の専門知識を持った方も
求めています。一緒に活動してみませんか！
詳細お問合わせは TEL；042-646-1626
E メール；kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp まで

申し込み：042-663-0068
(進藤まで)
si
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