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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/

特定非営利活動法人八王子市民活動協議会
理事長 石井 利一
会員の皆様、新年を迎え益々ご活躍のこととお慶び申し上げます。今年は 1 月 24 日の「新年交流
会」を幕開けに協議会の活動が始まりました。
昨年を振り返ってみると、協議会 10 周年記念行事に始まり、従来からの各種イベントに加えて八
王子市から委託された「はちおうじ志民塾」の運営がありました。市民活動支援センター関係ではセ
ンターフロアの拡充がありました。また、支援センター10 周年を記念して「市民活動フェステイバ
ル」を開催しました。
年々活動の幅が広がっておりますが、今年も 3 月 8 日（土）に予定している第 13 回「お父さん
お帰りなさいパーテイー（略称：オトパ）
」、6 月予定の NPO 八王子会議、秋の東京高専「サイエン
スフェスタ」への協力、いちょう祭り「わくわく広場」の担当、
「団体交流パーテイー」、昨年から始
めた一般市民対象の「ニュースポーツ」
、継続事業の井戸端会議等のイベントに加え、長期講座とな
る第 4 回「NPO パワーアップ講座」の開催等があります。
この間、来る 5 月には協議会の年次総会が予定されています。今年は理事全員の改選期ですので、
新しい理事の参画で更なる発展を期したいと思っております。会員の皆様には、積極的に理事へ立候
補していただき、新しい力を協議会につぎ込んでいただきたいと存じます。八王子市民活動協議会の
活動は各方面で認知度が上がっております。昨年は内閣府の「高齢社会白書」に八王子のオトパが大
きく取り上げられました。このような活動を継続していくためには会員団体のご協力は勿論ですが個
人会員の皆様の積極的な参画が望まれます。今年はこの面でのご協力を是非お願い申し上げます。

一緒に楽しみ探しましょう！
オトパ（お父さんお帰りなさいパーティー）は、プラチナ世代（＝50 代からの
輝き続ける世代です）のみなさんに、地域で生き生きと過ごしていただくためのき
っかけを提供するイベントです。今回で 13 回目になります。昨年は内閣府発行の
「高齢社会白書」にも紹介されるなど、全国的にも注目されている催しです。
八王子で元気に活動するいろいろな分野の団体を紹介します。きっとこのパーテ
ィ－で新しい仲間と出会い、これからの
地域での生活が有意義なものになること
でしょう。今回は東北復興支援団体のブ
ースを設けます。その後の懇親会では軽
食を共にして、自由な交流をしてくださ
い。市民活動団体やツアーガイドのみな
さんも加わります。
お問合せ・申込み
☎ ０４２－６４６－１６２６
オトパ実行委員会事務局

今年のオトパは 3 月 8 日

去る 12 月 21 日（土）
、東京都八王子労政会館にお
いて八王子市の企画による「第５期はちおうじ志民塾」
の卒塾式が行われました。今期の卒塾生は 22 名です。
当日は、石森市長から卒塾生一人ひとりに修了証書が
手渡され、市長から激励の挨拶がありました。その後
卒塾生が一人づつ発表した「今後の抱負について」の
決意表明では、皆さん、力強く今後の活動方針などを
話されました。22 名の方々は、まだ現役の方や既に地
域活動をされている方、これから地域活動に入る方な
ど様々です。
7 月 6 日から始まった「はちおうじ志民塾」は、
「基
礎課程」
（必須）10 講座、
「専門課程」は選択性で「起
業コース」「コミュニティビジネスコース」「地域活動
実践コース」の 3 コースに分かれて、それぞれ学びま
した。
この講座は、八王子市が５年前から実施ししている
人材育成講座で、八王子の地域活動をより一層活性化

し「協働のまち八王子」の担い手として活躍してもら
うべく企画されました。今期の 22 名を含め、125 名
の卒塾生が八王子の地域活動に様々な形で加わってい
ます。講座内容は、八王子市オリジナルのもので、講
師陣も多くは八王子市及び周辺地域の方々が担当して
います。
また、その運営には志民塾を卒業したＯＢの方々が
多数参加し、いわば「志民塾の塾生同士が運営する手
づくり講座」としての印象が強く、他に例を見ない講
座です。
八王子のＮＰＯや町会自治会の皆さま、どうぞ今期
の 22 名の卒塾生をよろしくお願い申し上げます。
※「はちおうじ志民塾」についてのお問い合わせは、
八王子市市民活動推進部協働推進課
（042-620-7401）までお願い致します。

石森市長とともに記念撮影（卒塾生及び講師の方々）

1 月 24 日（金）に八王子市民活動協議会平成 26 年新年交
流会が開催されました。当日は石森市長はじめ、萩生田衆議院
議員、都議会、市議会の議員や行政関係者、団体・個人会員な
ど 120 名の出席をいただき盛会となりました。昨年に引き続
き、10 年会員在籍者への感謝状贈呈、寄付者への感謝状贈呈、
寄付金贈呈を行い、乾杯後は活発な交流の輪が広がりました。

↑ 石森市長にご挨拶いた
だきました。
サッ クス四重奏は 楽 しい
曲で盛り上がりました。→

会員訪問
市民活動協議会の会員を
紹介します 第７回

＜八王子東京パイロットクラブ＞
〒192-0904 八王子市子安町 3-32-10-106
TEL 042-646-9833
E-Mail：hachioji.asano@tbt.t-com.ne.jp.
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/aa_1P_ho
me_holder/1HP-pilot/index.html
「八王子東京パイロットクラブ」会長の浅野さんと資
金調達部長の奥田さんにお話を伺いました。
パイロットクラブは米国ジョージア州に本部を置く国
際民間奉仕団体です。１９２１年アメリカの働く女性
４０人が「友情と奉仕」によって世界平和の水先案内
人（パイロット）になろうという理想を掲げて設立さ
れました。現在、世界で８,０００人以上、日本では 38
クラブ約６００人の会員が全国でそれぞれの地域に根
ざしたボランティア活動をしています。
八王子東京パイロットクラブは１９９７年に設立さ
れました。現在の活動は“脳関連障害者施設への寄付

理事研修会実施
12/8～9

や手伝い、パイロットウォーク（障害を持つ人と一緒
に歩く）、チャリティー活動（バザー、コンサート）な
ど様々な活動を行っています。加えて最近は、脳卒中
や頭部外傷などの脳の損傷が原因で起こる（記憶・言
語障害など）いわゆる「高次脳機能障害」についての
周知にとり組み始めました（専門病院との共催）
。会は
毎月第３水曜日に例会を行い活動の打ち合わせを行っ
ていますが、会員の出席を必定としており、会の信念
の強さが感じられました。会のモットーは「友情と奉
仕」を掲げ「一生をかけて脳を守ろう」の普及に勤め
ています。
パイロットクラブは「メンバーシップ部会」、「プロ
ジェクト部会」、「資金調達部会」の３つの部会で構成
されています。目下 2 月 22 日にいちょうホールで行
う「チャリティーコンサートと講演の集い」
（４ページ
を参照）に向けてクラブ一丸となって活動しています。
パイロットクラブは新しい会員を広く求めています。
見学会も随時行っています。ぜひ私たちのボランティ
ア活動に参加して欲しいと、最後にしめていただきま
した。

2013/2/8～9

１２月８～９日にかけて理事研修会が埼玉県にある「国立女性教育
会館」において開催され、理事長以下１６名が参加し熱心に議論を深
めました。研修会の目的は、日常業務から離れて全員が集まり「市民
活動協議会の体質強化策」についてフリーに討議し理事相互に率直な
意見を交換しながら現状の課題を共有し、今後の協議会運営の改善策
立案に資することであります。
今回の研修会は２か月前に幹事２名を選任し事前準備を入念に行な
いました。先ず検討すべきテーマを絞り各理事に検討シートの作成を
依頼しグループリーダーが取りまとめを行なうこととしました。
（１グ
ループ４～５名で４グループを構成）検討シートには協議会の体質を
強化するための具体策や寄付金の見込みなどを記載し、また、各理事
から意識アンケートを取り、協議会の評価、理事自身の自己評価、協
議会への提供時間、意見などをまとめて当日の討議資料としました。
なお、当日参加できない理事にも検討シートの作成やアンケートの提
出を求めました。研修会初日は協議会の現状説明とグループ検討会、
２日目は４グループの検討結果の発表を実施し、具体的かつ建設的な
提案が出されました。幾つかの提案の中から協議会の組織を強化する
ためには、まず人材の登用・活用が必須であることから「役員体制の
再構築検討会」を理事長ならびに理事数名で立ち上げ、来年５月の総
会に向けて検討することになりました。

2013 年わくわく広場「東日本大
震災義援金」をいただきました。
ありがとうございます
・城山陶遊くらぶ
・市民ユニットりぼん
・住まいづくり市民塾
・C・ＢⅡ八王子
・陶器 てらかど
・わら細工
・陶芸サークル 木窯火
・ボーイスカウト八王子第 2 団
・ボーイスカウト八王子第 12 団
・ＨＯＳ326 志民塾 3 期生
・ＨＡＰｎｅｔ（八王子動物愛護会
ネットワーク）
・ＮＰＯ法人

フレンズ・オヴ・アニ

マルズ八王子動物愛護の会
・八王子市民活動協議会
・小原さん（個人正会員）
・八王子サッカー協会

八王子東京パイロットクラブ
チャリティコンサートと講演の集い
開催日：2 月 22(土）開場：13 時、開演 13 時半

伝統文化お手玉教室発表会 ＆
第７回八王子お手玉遊び競技大会
開催日：2 月 8 日（土）
時 間：開場１０時 開始１0 時 30 分
競技種目：個人戦 当日参加も可

場

所：八王子市芸術文化会館（いちょうホール）

出

演：綱川泰典（フルート）
石橋朋子（コロラトゥーラソプラノ）
柴本

チケット：2,5００円
窓口販売：いちょうホール
学園都市センター

団体戦 事前申し込み制
＜決められた時間、長くできた人が勝ちです＞
場 所：八王子労政会館
参加費：無料

見学自由

主 催：八王子お手玉の会
問合せ：042-651-7074
後 援：八王子市教育委員会
八王子市社会福祉協議会

☎042-621-3001

南大沢文化センター ☎042-679-2202

（小学生～一般<中学生以上>）
（小学生のみ：５人１チーム）

礼（高次脳機能障害の夫と共に）

☎042-646-5611

オリンパスホール八王子 ☎042-621-3001

電話予約：八王子市学園都市文化ふれあい財団
☎042-621-3005
主

催：八王子東京パイロットクラブ

共

催：八王子市学園都市文化ふれあい財団

後

援：八王子市・八王子市教育委員会
八王子市社会福祉協議会

問合せ：090-6175-5548（天野）
090-7008-4877（大熊）

・平成２５年度文化庁文化遺産を生かした地域活性化事業です

滝山城跡群・自然と歴史を守る会
「戦国の城は民衆の危機を救った」出版

第１８回生涯学習サロン
東京八王子プロバスクラブ

出版：ＮＰＯ法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会
内容：戦国時代、合戦があると領主の城が領民の避難
場所になっていた。八王子城では領民を守るた

開催日：２月２７日～５月８日（全６回）
時

間：開校式

13：30～１６：00

め、北浅川と南浅川を延長１０キロを超す長大

サロン

14：00～１６：00（3 回）

な堀と見立て、町ごと囲う「惣構」

閉講式

14：00～１６：30

内

を築いた。

容：講和・交流・野外サロンなど

著 者：中田正光（中世城郭研究家）

野外サロン ４月２２日 ５,０００円（バス・昼食代込）

発 行：揺籃社

場

所：八王子エルシィ

価 格：１,５００円（税別）

定

員：先着１0０名

問合せ：090-4390-7831（西山）
＊八王子市内の書店でお求めください

受講料：2,500 円（別途茶菓子代 毎回１,０００円）
主

催：東京八王子プロバスクラブ

問合せ：042-626-4343（事務局）

第 1 回西武信用金庫「街づくり活動補助金」助成団体決定
西武信用金庫第１回「街づくり活動補助金」に取り組む市民活動団体に対して行われる助
成金は次の方に決定いたしました（八王子市民活動協議会審査分のみ）
①NPO 法人青梅こども未来

⑤NPO 法人地域の子どもは地域を育てる・てとて

②NPO 法人多摩草むらの会

⑥一般社団法人まちづくり八王子

③NPO 法人めじろむつみクラブ

