３月末日現在会員数
正 会 員（団体） ６７

賛助会員

正 会 員（個人） ６１

協 力 会 員 3５
計
２０７

合
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八王子市明神町４－１３－１０ TEL/FAX：042-646-1626
Mail:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
NPO 法人 八王子市民活動協議会

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

今年も大盛況

お父さんお帰りなさいパーティー（オトパ）
2014・３・８

去る 3 月８日（土）八王子労政会館で「第１３回お
父さんお帰りなさいパーティー」
（略称：オトパ）が開催
されました。
「オトパ」は、主に定年を迎えられる方々に、
地域で生きがい・やりがいを見つけていただこうと、地
域活動団体との出会いの場を提供する催しです。
今回は、東日本大震災被災 3 年目にあたりますので、
東北の復興支援に取り組んでいる市内の活動団体や大学
のボランティアグループの活動を紹介するコーナーを設
けました。八王子で支援活動に取り組む団体にも目を向
け、震災復興への想いを共有して頂こうとの思いから計
画しました。いままでのオトパでは参加していない学生
や若者の団体に参加していただき、元気をもらいました。
出展団体 43 団体、参加者約 2８0 名といずれも過去最
高となりました。
・パーティーはオトパ実行委員長、主催団体の八王子市
民活動協議会理事長の挨拶に続き、石森八王子市長から
「八王子のオトパが、シニア世代の方々が培った能力を
地域で発揮して、地域活動が盛んな八王子にしていただ
くきっかけづくりとなることを期待しています」との励
ましを頂きました。
・講演は、東北の被災地（石巻地域）で支援活動中の

＊＊＊平成 26 年度

吉永鴻一さん（はちおうじオトパ創設者）が「地域で活
きるきずなの強さ」～復興から見えてきた市民活動の大
切さ～ をテーマに、日頃の地域活動の“きずな”が震
災復興で如何に大切であるかを、復興支援体験をもとに
熱い思いで話をされ、みなさんの地域活動への参加を勧
められていました。
・団体見学は、分野別に分かれた出展団体（４３団体）
を、ツアーガイドが小グループで案内し、一人で参加し
てもぽつんとしない、語らいながらのツアーで皆さんと
一緒に楽しんでいました。
・その後の交流会は、ツアーで一緒に回った仲間と話が
弾み、各テーブルでは地域活動や東北支援に関してそれ
ぞれの思いが飛び交い、参加者の地域活動への意欲ある
姿勢を感じました。
お開きは、明るい春に未来を託して
「春が来た」を全員で心を合わせて
歌い、今年のオトパは終了しました。
なお、皆様から頂いた義援金は、
オトパ実行委員会から復興支援団体
に贈らせていただきます。

定時総会開催のお知らせ＊＊＊

平成 26 年度の八王子市民活動協議会総会を開催いた
します。今年は任期２年の理事全員の改選の年度です。
理事として協議会活動に参加していただける方は是非この
機会に立候補してください。賛助会員、協力会員の傍聴も
歓迎です。ぜひご参加ください。
なお、理事選挙については会員の皆様に郵送する選挙告示
をご覧ください。ホームページにも掲載いたします。

八王子市民活動協議会 平成 26 年度定時総会
＊日時 平成 26 年５月 16 日（金）14：00～
＊場所 東京都八王子労政会館 ２階 第１会議室
＊今年は理事選挙があります。会員の皆様の立候補
をお待ちしております。

はちおうじ志民塾

第５期

アンケート

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事務局運営を市
より受託して今期を終了しました。受講生にアンケートをお願いしたとこ
ろ、皆さんから高い評価をいただきましたので一部をご紹介いたします。

人生の海図づくりの作業

未評
価,
70点,
13%
13%

100点,
27.00
%
90点,
27.00
%

80点,
13% 85点,
7%

満足度は何点？

＊ご自身の今後のライフスタイルを考えるに当たり、この講座は参考になりま
したか。
□参考になった…６７％ □どちらかといえば参考になった…２７％
□未回答…６％
＊受講料について（前期：15000 円、後期：15000 円）
□高い…６％
□適正…８７％
□安い…0％
□未記入…６％
＊時間、曜日はいつが出やすいですか。
□いつでも可…５％
□平日の午後…５％
□平日の夜間…１２％
□土日の午前中…２０％ □土日の午後 …４６％
□土日の夜間…１２％

はちおうじ志民塾に入塾して
第５期生
依田 久志さん
昨年６月で会社を定年退職し７月に
志民塾に入塾して、地域社会やＣＢ
（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ）の勉強を通じて自
分自身の振り返りと地域という横社会へのデビューが
出来ました。志民塾のおかげで会社員の時と違った自分
を見出すことができて、私のセカンドライフへの大きな
自信となり、今後は地域貢献へのアクションを起こして
行きたいと思っています。

ＮＰＯ八王子会議はこれまで、第１回“市民活動の「い
ま」と「これから」”、第２回“「新しい公共」「協働」の
担い手となるべきＮＰＯの姿”
、第３回は“様々なセクタ
ーとの連携”をテーマに、ＮＰＯ法人・市民活動団体が
一堂に会し、相互連携や課題の共有、目標の設定、政策
の提言などを行える会議と位置づけ、多くの参加者を得
て実施してきました。
山田 弥生さん
今年度、第 4 回は来る 6 月 7 日（土）
、同じく八王子
私たちが暮らす八王子には地域活
労政会館で開催されます。現在、実行委員会でその準備
動に携わる多くの方がいらっしゃい
が進められているところです。今回は、少子高齢化、Ｎ
ます。志民塾において様々な事業所
ＰＯ法、寄付税制改正等ＮＰＯを取り巻く環境が変わり
を訪問し地域コミュニティについて
つつある中、
“総働 in 八王子”と題して、複合化する社会
学ぶことができました。昨年１２月
ニーズに対応してＮＰＯは何ができるのか、何をすべき
に卒塾し、志民塾から広がったヒュー
かが問われつつあるとの認識から、まさに社会の様々な
マンネットワークを活用しながら新しい取り組みにチ
セクターを総動員して地域課題に取り組むかたちを共有
ャレンジしていこうと考えています。大切にしたい仲間
したいとの想いで企画に当たっているところです。
にも恵まれました。これは新しく得た宝物です。
乞うご期待！（詳細は決まり次第、ＨＰ、チラシ等で
お知らせいたします。
）
お知らせ

【団体会員の方へお願い】

第３回 NPO 八王子会議の様子 （平成 25 年 3 月開催）

八王子市民活動協議会 1 ページホームページは各団
体の活動を簡単に紹介するコーナーです。協議会の団体
会員のデータを登録するために企画しました、多くの会
員に登録して頂くために制作料は有料ですが掲載料を
無料にしました。協議会ホームページから簡単に申し込
みできます。詳しくはホームページの「1 ページホーム
ページ」をご覧下さい。

会員訪問
市民活動協議会の会員を
紹介します 第８回

開催します。
「つくりあげよう八王子の魅力」をテ
ーマに和太鼓にベリーダンスやジャズダンスをコ
ラボレーションするなど、新しい八王子の芸術を
作り上げる企画でお届けします。
（詳細は 4 ページ
会員情報をご覧下さい。
）
八王子是市民の会はこれからも様々な活動を通
して八王子の魅力づくりとその発信を、多くの方
や団体と協力しながら続けてまいります。

＜NPO 法人 八王子是（おこし）市民の会＞
「つくりあげよう八王子の魅力」
http://www.hachioji-okoshi.or.jp/
八王子を元気な魅力あるまちにするために活動している「NPO
法人八王子是（おこし）市民の会」の理事長榎本邦美さんにお話を
お聞きしました。
平成 15 年に環境学習リーダー2 期メンバーが中心となり立ち上
げました。平成 21 年６月に NPO 認定を受けています。当初は、
廃油で車を動かそうということで、廃油を燃料とするゴミ収集車を
市に提案したり、家庭内のゴミを分解する商品を紹介したりといっ
た環境関係の活動が主でした。その後環境保全の観点から、浅川の
清掃活動や桜の植樹などを行う等、浅川を利用してのまちづくり、
魅力ある元気な八王子のために活動しています。パリのセーヌ川を
お手本に、人々が集う水辺環境、川のまち八王子を目指しています。
主な活動事業は①浅川緑の桜植樹事業、②八王子さくら祭り事業、
③八王子名品・名店発掘によるまちおこし事業、④八王子さくら祭
りやまちおこし事業の普及啓発事業の普及啓発事業です。近年は学
園都市八王子の特色を活かして、学生の意見を取り込み、イベント
へも積極的に参加してもらう等、若い活力とのコラボも進めていま
す。4 月 27 日には「八王子是春祭り」をオリンパスホールにて

（左）お父さんお
帰りなさいパー
ティーに出店
（下）八王子是市
民の会の各種活
動の様子

協議会うらかたコラム②
～政策研究部

活動資源支援グループ

現在、全国に法人化されたＮＰＯ団体が 47,000
以上、八王子には約 250、法人化されていない市民
活動を含めると、全国に数え切れないほど多くの団
体が様々な社会の課題に取り組んでいます。一方で
その NPO の活動実態は運営基盤が脆弱であり、円滑
に運営されている団体は大変限られていると言われ
ており、その活動を支える支援策が求められていま
す。
八王子市民活動協議会は中間支援組織として、政
策部会・活動資源支援グループでＮＰＯ団体の基盤
強化、信頼性の向上に欠かすことのできない活動資
源である「人財」
、
「物」
、
「資金」
、
「情報」の支援を、
具体的な仕組みでどのように効果的に推進するかを
テーマに、その手法、手順などを研究、検討してい
るところです。これまで八王子市民活動協議会では、
指定管理者として運営管理を行っている八王子市市
民活動支援センターにおいて「ゆめおりファンド」
事業として「物」の支援に着手し、企業、大学その
他からの余剰物品の提供を受け、領布会等を開催し

て具体的な支援実績を重ねてきましたが、次のステ
ップとして「人財」支援について研究、検討を進め
ているところです。
団体運営には専門性やマンパワーも含め多様な人
材が求められまた、高齢化の進行による後継者の育
成・発掘も課題となっています。一方で、これまで
培ってきたノウハウ、経験を生かしボランティア活
動等何らかの形で地域に貢献したいと考えている
方々がまちや地域にはシニアを含め沢山いらっしゃ
います。こうした社会の様々なニーズを八王子市民
活動協議会が培ってきた様々な人や団体とのネット
ワークや、事業として推進中の「パワーアップ講座」、
「はちおうじ志民塾」と連携することで相乗効果が
期待でき、ＮＰＯ団体支援事業である「人財」支援
の枠組みやその具体策を準備しているところです。
メンバーは理事、外部スタッフを含め 10 名ですが、
それぞれが多様な団体や活動に参加して忙しい中、
お互いのノウハウや知恵を持ち寄り奮闘中です。

“つくり上げよう八王子の魅力
NPO 法人 八王子是「春の祭り」
開催日：4 月 27 日(日）１1：００～１8：0０
場

陵南公園さくらまつり(八王子さくらの会)
開催日：4 月 11(金）、１２日(土)、１３日(日)
10 時～19 時（１３日は 16 時まで）
場

所：都立陵南公園（多摩御陵入口）

【イベント】 1．尺八演奏・ポップス西谷＆中村・

所：オリンパスホール（JR 八王子南口）

参加費：無 料
主

催：NPO 法人 八王子是市民の会

後

援：八王子市、八王子市教育委員会
観光協会、商工会議所、八王子市民活動協議会

問合わせ先
NPO 法人 八王子是市民の会

八王子市スポーツ少年団（空手道演武）

電話 042-622-0263

2．伊達ゆうた歌謡ショー・おわら踊り・関東小鉄
太鼓・和太鼓風雅・八王子 YOSAKOI 連盟
3．八王子ご当地ヒーロー：ゲンキダーJ・
4．エイトプリンセス（8princess）・大正琴
5．お花見宴会（家族・サークル・指定席
【野球場】
1.竹とんぼ教室・縄跳び
2.ふわふわ寅次郎
主

催：NPO 法人 八王子さくらの会

問合せ：NPO 法人 八王子さくらの会 事務局
090-6933-6811 松本
090-3471-9680 今門

第２回拓け！センター元気
開催日：5 月 17 日(土）１2：００～１6：３０
場

所：北野市民センター（8 階 ホール）

参加費：無 料
主

催：八王子センター元気

内

容：演芸・音楽・パフォーマンスの実演

（歌・民謡・歌唱指導、オカリナ・
二胡、尺八、フラダンス、朗読
南京玉すだれ、腹話術、マジック
紙芝居、太極拳 、舞踏、ハーモニ

空いた時間を パソコンボランティアで
新たな自分発見を！

カ、ギター、アコーディオン）
紙芝居、太極拳 、舞踏、ハーモニカ、ギター、アコー

パソコンやタブレットを使っているあなた、障害者
のかたも使えるようにお手伝いしてみませんか。一
緒にできるようになったときの感動は格別ですヨ！

ディオン）
第 11 回傾聴ボランティア養成講座
開催日：6 月 3 日(土）～７月８日（全６回）
13：30～16：30

開催日：4 月 29 日(火）１３：3０～１５：３０
場 所：クリエイトホール（10 階 第 2 学習室）
参加費：無 料
主 催：情報ボランティアの会（八王子）
障害者支援部会
後 援：八王子市心身障害者福祉センター
入門ワークショップ

6 月 3、10、17、24 日、７月 1、8 日
場

所：子安市民センター他

講

師：伊藤憲彦（心理カウンセラー）
鹿又ワカ（シニアライフアドバイザー）

資料代：１,２００円
定

員：60 名（応募者多数の時は抽選です）

申込先：八王子センター元気

パソコンやタブレットなどの入力、ワードでのチラ

〒192-0062 八王子市大横町 11-35

シ作り、エクセルでのカレンダー作りなど実際を体

電話。FAX 042-627-9179

験していただきます。

Email：center9179@nifty.com

パソコン、タブレットは用意します。
問合せ：dss_info@iv.org

