11 月末日現在会員数
正 会 員（団体） 67
正 会 員（個人） 60
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・・・・・協議会が八王子いちょう祭りに参加して 10 年になります。2 年続いた初日の雨は前日準備にこそ
降られましたが、今年は祭りの 2 日間はぽっかぽっかの晴れ、天候に恵まれました。・・・・・・・・・・・

甲州街道、メイン会場の人出はいつもになく多かっ
たようですが、
「ゆったり・のんびりのわくわく広場」

こぼれました。（もちろん一人でもにっこり）
また、実行委員会の案で、来年もまた来てくれますよ

はいつもどおりの人出でした。乳児を抱っこし、片手

うにと「スタンプラリー」を行うことにしました。景品

にミルクを持った若きママ、休憩所を求める悲壮な顔

は参加団体が任意で割引券や小物の提供をし、子どもも

に出会いました。
「センターの和室で授乳できますよ」 大人も大いに楽しみ、景品も好評でした。前日準備、後
の一言に「近いですか？」とほっとした顔。「わくわ

片づけも参加団体のチームワークと誰もが自分のでき

く広場」の存在の大事さを改めて感じました。

ることをすることで随分時間を短縮できました。みんな

今年は 30 団体が参加、そのうち、新しく福祉系団体

でつくる「わくわく広場」を市民団体の連携の実践の場

３団体、リユース食器の計４団体が加わりました。協

として、それぞれの団体の発展の場として継続していき

議会では顔写真の缶バッチと棉あめ体験コーナーを

たいと思います。

開設しました。家族で撮った写真を缶バッチに、笑顔
が

八王子市民活動協議会は昨年１０周年を迎えました。それを記念して
新しいシンボルマークを公募し今年度から使用しています。それに伴い
パンフレットも一新いたしました。この新パンフレット作成にあたって
は、新パンフレット作成プロジェクトチームを中心として何度も推敲を
重ねました。支援センターに常備してありますので、是非ご覧いただき、
協議会の紹介等にご活用ください。

第２回「団体会員パーティー」は第１回を上回る６６名の参加
者を得て盛会に開催することが出来ました。
第１部では、八王子市総合経営部総合計画第一課長設楽恵氏を
招き、テーマ「八王子ビジョン２０２２」で基調講演をいただき
ました。八王子ビジョンの趣旨説明と地域コミュティの活性化・
市民と行政との協働のあり方ついてわかりやすくお話をして頂き
ました。第二部の「ワークショップ」では６分野（障害者、介護、
環境、子ども、地域おこし１、２）に分かれ、基調講演を受けて
市民団体と行政との協働について熱い思いで語り合いました。
今回は団体会員参加者と行政側部課長他数名、協議会全理事の３
～各グループ報告から～

者合同でそれぞれの立場で意見交換し、相互理解や市民協働で地

・設楽課長の基調講演は市の進むべき方向

域の課題を解決する仕組みについて話し合いが持たれました。

を分かり易く明確に話され大変理解しやす

その後の交流パーティーに先立ち、今回会場を提供してくれた西

かった。

武信用金庫八王子支店長より「西武街づくり活動助成金制度」に

・市の役職員と直接に意見交換の機会を得

ついての紹介説明がありました。団体会員はこの様な助成制度を

て双方にとっても大変有益な会議だった。

有効に活用して欲しいと思います。交流パーティーでは市民活動

・協議会の市民活動団体同士や行政との仲

推進部長伊藤紀彦氏の来賓挨拶や名刺交換等、懇親の輪が広がり

介機能発揮に今後も大いに期待したい。

再会を約し散会しました。後日基調講演いただきました設楽課長

・多様化の現在、行政だけでは出来ないこ

からは下記の感想をいただきました。

とが多い。市民団体も逆に行政を動かす力

「団体交流会に参加させて頂き、皆様の熱意と本市の誇る市民

は何か？原動力は何か？を考える必要があ

力・地域力の高さをあらためて実感し、大変心強く思いました。

るのではないか。

ワークショップでは、情報を共有化し、つながり、活動の輪が広

・市民団体をパートナーとしてより、下請

がっていく、大変貴重な会であったと思います。

的扱の事例も見られる。市民団体の主体性

皆様のご尽力に感謝申しますとともに今後のご活躍に期待してお

が求められる。

ります。」

協議会うらかたコラム①
＜政策研究部ファンドグループ＞

＝協議会は様々な組織で成り立っています。今回から連載で協議
会の組織のうらかたをコラム風に紹介します。
第１回目は政策研究部ファンドグループです＝

協議会が本格的にファンドに取り組み始めたのは平成１８年頃からです。八王子市協働推進課と一緒に研究をは
じめ協働推進課長を議長とする「ファンド研究会」で基本的な事項を協議しています。この研究会の協議会側の担
当が政策研究部のファンドグループです。ファンドグループの原案をもとに政策研究部や理事会で検討し、「ファ
ンド研究会」で決定された成果物としてヒト・モノ・カネ・情報の一つ「モノのファンド」があります。平成２２
年度から「ゆめおりファンド」と命名されて具体化されました。すなわち八王子市から予算を付されて支援センタ
ーの受託事業となったのが現在の「ゆめおりファンド」であり、その担当が「支援センター・ファンド部」です。
このように、ファンドはやや、入り組んだ組織で支えられていますが、協議決定機関としての「ファンド研究会」、
協議会の考える機関としての「政策研究部・ファンドグループ」、そしてモノのファンド実施機関としての「支援
センター・ファンド部」の三者は相互にスムーズな意思疎通を図りながら、各自の分野で活動をしております。
次回は実施機関である「支援センター・ファンド部」の活動状況を報告します。

平成 25 年度 NPO パワーアップ講座

平成 25 年度 NPO パワーアップ講座大好評理に修

③「事業展開と資金調達」講座では、実際に活動して

了しました

いる団体に出向き実際の活動を聞き、受講者に大好評

新しい公共支援事業としてスタートした団体運営実

でした。

務講座「パワーアップ講座」は今年度八王子市市民企

④修了式では引き続き特別講演会「READYFOR?に

画事業交付事業として実施しました。

よる資金調達」を開催しました。ネットを活用するこ

本講座は今年の 6 月 7 日の開講から、10 月 31 日

とで、市民の方の琴線に触れる活動であれば、複雑面

の修了式まで、本講座 7 科目 10 日間、フォローアッ

倒な事務手続きなしで、資金調達できるシステムが豊

プ、中間報告会、修了式を含めると計 16 日間の長丁

富な具体例をまじえ紹介されました。Q&A 時間には多

場でした。受講数は、11 団体、個人 8 名で、常時

数の質問で時間が足りない状況で、参加者の関心の高

25 名程度が熱心に受講されました。

さがよく分かりました。

今年度の特徴として、次の 4 つがあります。

67 名の参加をいただき、講演会後の懇親交流会も大

①前半の本講座の翌週フォローアップ日を設定しま

いに盛り上がり、ネットワークの基盤づくりにも役立

した。学んだ知識を自団体に活かしていただくことが

ちました。

狙いでした。参加数は少なかったですが、参加者間で

総合アンケート結果では、87％がパワーアップに役立

は、具体的な情報交換が出来ました。

つ、64％が講座を他の団体にも勧めたいと答えていた

②個人も受講対象にしました。狙いは個人の実務能力

だきました。このありがたい評価を胸に、来年度は更

アップに加え、個人と団体のマッチングです。一部個

に改善を重ね実施していきます。ご期待ください。

人と団体の親密な関係が出来つつあります。

NPO 法人ニューイング
「第 188 回無料健康講座」
開催日：12 月 19 日（木）時間：１4 時～１６時
内

エコショップ元気広場

八王子薬剤センター 薬剤師 内藤

●であいふれあい市 12/21（土）
場

優

（2）体をほぐして免疫力アップのヨガ
NPO 法人八王子レクリエーション協会

所：エコショップ元気広場前

ヨガ講師

・ 刃物研ぎ来店！有料
・

容：（1）感染症とその予防について

朝日

智子

※バスタオル持参

名物焼きソバ販売

● 一緒にエンディングノートを書きませんか？

場所：八王子市旭町 12－1 ファルマ 802 ビル３階

12/14（土）14：00～16：00

参加費：無料

茶菓代：200 円

申込み：八王子市横山町 25-15
NPO 法人ニューイング

持ち物：エンディングノート、筆記用具

電話：042-648-1717

場所：生活クラブ生協デポー（別所 1-69-5）
問合せ：エコショップ元気広場
八王子市片倉町 440-15
電話・ＦＡＸ 042-637-2394
エコショップの事業紹介は下記ホームページで
http://genki-hiroba.jimdo.com/

すまいるカフェの
ホームページを開設しました

“NPO 法人 からまつ“ 家事支援事業
“NPO 法人からまつ“は地域の方が地域の中でお互
いに「できる人が出来るときに関わってくらしたい」
を念頭に、活動しています。
事業の一つ「家事支援事業」の紹介です
事業内容例：お話し相手、障子の張替え、犬の散歩、
日常の買い物、照明器具の交換、庭の除草・刈込、
通園の送迎、散歩の付き添いなど

“NPO 法人すまいるカフェ“は農家さんと市民の
媒体となり、農家さんの支援や農産物の流通促進、
安全・安心な暮らしの相談など「ひと、もの、ここ
ろをつなぐコミュニティの再生・活性化を目指して
活動しています。
段ボールコンポスト講座も楽しく実施しました。
まだ新しい団体です。
活動の詳細は下記ホームページをご覧ください
http://www.smilecafe.or.jp/

活動地域など詳しくは：NPO 法人からまつ
電話 654-5883 八王子市川口町 3824
（土・日曜日を除く１時～５時）

八王子市民活動協議会

26 年新年交流会のお知らせ

今年も残り僅かとなりましたが、年明けには恒例

日

の新年交流会を開催いたしますのでご案内します。

時：平成 26 年 1 月 24 日（金）

昨年１０周年を迎えた八王子市民活動協議会は、新

午後 5 時から
場

所：八王子労政会館 ２階ホール

たな 10 年を歩み始めました。前回、１０周年を記

八王子市明神町 3-5-1

念して始めました会員 10 年表彰は今回も継続いた

（ 042-645-7451 ）

します。毎年、八王子市長はじめ、多くの参加者を

会

迎えての新年交流会です。皆様もふるってご参加く

☆お問い合わせ、申し込みは八王子市民活動協議会

ださい。

費：2000 円
までお願いします。

