１１月末日現在会員数
正 会 員（団体）

67

賛助会員
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NPO 法人 八王子市民活動協議会

第３３回八王子いちょうまつり

【わくわく広場】を今年も開催（11/17・
〜八王子いちょうまつりも今年で３３回目となりました。平成１５年
から長房市民センター前と河川敷を利用して参加している「わくわく
広場」には、今年も多くの方にご来場いただきました〜

「わくわく広場」（11 月 17 日、18 日）雨のち晴れ
今年も昨年と同じように初日 17 日（土）は無情の雨模様（ポツリポ
ツリ程度）
、人出は伸びませんでした。朝から、八王子お手玉の会はセン
ター和室に、「うたごえ喫茶」は体育館に音響をセット、体育館に自分た
ちの展示作品を見に来たディサービスの利用者の人たちも大いに楽しみ

わくわく広場実行委員会本部

ました。翌 18 日（日）は快晴、温かな日和に誘われて、いつになく大勢の人々が訪れ、どこのテントも前日の
赤字を取り戻すことができたようです。（協議会の綿あめ体験もなんとか黒字に。）そして、借用しているテン
トが乾いたのは何よりもうれしいことでした。
今年は 28 団体が参加、そのうち、新しく 5 団体が加わりました。おなじみの地元野菜の 2 団体、介助犬が参
加出来なかったのは残念でしたが、食べ物を扱う団体も増え、種類も豊富になりました。
また、今年の「わくわく広場」のテーマ「体験」をポイントとした子どもたちのスタンプラリーも行い、景
品の「宝引き」も好評でした。余剰金の一部を今年も東日本大震災の義援金とさせていただきました。
会場整備面では前日準備、後片づけも参加団体のチームワークで随分時間を短
縮できるようになりました。また、交通整理もいちょう祭り本部と実行委員会が
それぞれ分担して担当し対応しました。みんなでつくる「わくわく広場」を市民
団体の連携の実践の場として、それぞれの団体の発展の場として継続していきた
わくわく広場実行委員会風景

いと思います。
（浅野）

八王子市民活動協議会１０周年記念

「新春の集い」パーティーのご案内
八王子市民活動協議会は今年 11 月で設立 10 周年を迎えました。そこで、例年行っている新年
会は、今回は 10 周年記念行事として行います。楽しい企画を用意しておりますので、皆様のご参
加をお待ちいたしております。

日時：平成 25 年 1 月 19 日(土) 13：30〜16：00
場所：八王子労政会館 ２階ホール 会費：３,０００円
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東京高専 de サイエンスフェスタ 2012

10 月 27 日(土)・28 日(日)
国立東京工業高等専門学校

〜箱庭・お手玉・紙漉き・竹細工づくり、大人気〜
今年の「東京高専 de サイエンスフェスタ 2012」は「第 44 回 くぬぎだ祭」及び
国立工業高等専門学校「学園祭」と一緒に行われました。
初日はあいにくの雨模様でしたが、来場者は多く、協議会関連ブースは来客が切れ
ることはありませんでした。日曜日は朝から快晴で来場者もたくさん訪れ、東京高
専発表で土・日で約４,０００人の来場者があったと
のことでした。
協議会関連の竹細工の「昆虫作り」コーナーは今年
もちびっこたちには大好評で、学生のサポーター2 人
がかりでも休む時間も取れない状況でした。
「お手玉作りとお手玉遊び」コーナーには女の子達が
手縫いで作るお手玉の出来栄えとそれによる遊びで、
一日中にぎわいました。
「箱庭作り」では、子供達が
真剣な表情で個性のあふれた箱庭を作っていました。また「竹紙漉きコーナー」
では、その場で漉いたはがき大の紙の上に思い思いのデザインが出来ることで、
子どもよりも親御さんの方が夢中になっている光景も見られました。関係者の皆
様のご協力本当にありがとうございました。
（大福）

東京都新しい公共支援事業

今年もやります！オトパ

「NPO パワーアップ講座」
平成２４年度分が好評裡に修了しました
「お父さんお帰りなさいパーティー」（略称「オト
パ」）は、定年前後の方々を対象に地域の市民活動

「NPO パワーアップ講座」平成２４年度分が好評裡に

を紹介し、地元での第二の人生を地域で活躍してい

修了しました。八王子地域の市民活動団体の実務能力

ただくためのキッカケづくりにしたいとの思いで、

アップと、ネットワークづくりを目的とした「八王子

平成１５年３月に開催して以来、毎年継続的に実施

NPO パワーアップ事業」の実務講座「NPO パワーアップ

しているイベントです。協議会は実行委員会の中心

講座」は 6 月 7 日に開講し、団体向け連続講座とし、9

団体として参画し、協議会最大の事業の一つと位置

月一杯で 7 講座 9 日間を修了しました。１０月の修了

づけ毎年取り組んでいます。今年は以下の日程で計

式では各団体に修了証書をお渡ししました。

画しております。（女性の方も大歓迎です）

講座期間中に、２団体が助成金を獲得されました。

地域の方々をお誘いあわせてご参加ください。

また１団体は今回の講座を活かし NPO 法人の認定申請

日時：平成 25 年 2 月 2 日（土）13:00〜16:30

書提出、１団体は NPO 法人として認定されました。さ

会場：八王子労政会館 ２階ホール

らに実務能力アップ以外にも講座期間を通じ、メンバ

会費：1,000 円（資料代、パーティー代込み）

ーの交流も進みました。事務局としてホームページを
開設しました。ぜひご覧ください。
（岩田）
「パワーアップ講座」専用ホームページ
http://power‑up802.jimdo.com/
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＜NPO 市民ユニットりぼん＞

会員訪問

八王子市横川町 1166−2 メゾンさつきの１０１
TEL:042−621−4781

市民活動協議会の会員を
紹介します 第２回

http://shiminunit‑ribon.com
平成 5 年の設立で、来年で 20
周年になります。
現在、有資格者としてケアマネージャー5 名、介護福

前回から始めた団体会員訪問。2 回目の今回は「NPO

祉士 13 名、看護師 3 名、社会福祉士 1 名、ホームヘル

法人長寿社会を考える会」と「NPO 法人市民ユニットり

パー1 級 1 名、2 級 37 名、管理栄養士 1 名、生活相談

ぼん」を訪ねて、現在の課題、今後の希望などをお聞

員 2 名が在籍しており、介護事業としてはまずまずの

きしました。

業績です。しかし、
「りぼん」が当初目指していたこと
に力を注げていないと感じています。介護事業として

＜NPO 長寿社会を考える会＞

は軌道に乗ってきましたので、このあたりで「りぼん」

八王子市山田町 1606−12 センティ富士森内

が本来目指す原点に戻ることを考えています。つまり、

TEL:042−665−2334

地域に根差して、地域のみんなが集える場所づくり、

http://www.6.ocn.ne.jp/〜chouju

拠点づく
りをやっていきた

当会は 1987 年に設立されました。
「愛・忍耐・技術」
を理念に「いつでも・どこでも・だれでも」をモット

いと思っています。

ーとし高齢者・困っている方の支援活動を行い、生き

そのための場所を

がいづくりをしている人々の集まりです。25 年間、地

現在探していると

域のための NPO として活動してきました。

ころです。適当な
ところがあればご

事業としては現在①介護保険サービスではできない
事、日常生活での支援を行う家事援助サービス、②食

紹介ください。カフェやコミュニティレストランな

事の宅配サービス、③生涯学習を通して心と体の健康

ど地域の皆さんが、気軽に集まれる空間を提供して地

づくりを目指す、生きがいづくりサービス、④市の指

域に貢献していきたいと思っています。現在デイサー

定管理者としての高齢者住宅の管理サービス、の 4 つ

ビスもやっておりますが、高齢になるとデイサービス

を柱として行っています。

に行くのもおっくうという方が出てきます。けれども

もともと地域に根差した地域のための NPO を目指し

こもりっきりになるとよくありません。老人の孤独死

てやってきました。いま一度原点に立ち返って、地域

なども問題になっています。そこで、来たい時に気軽

で困っていいる人のお役に立てることをやっていきた

に来て、お風呂だけ入る、おやつを食べにくる、おし

いと思っています。高齢者に限らず、必要なことを何

ゃべりする、など各自自由に過ごせるところが理想で

でも相談していただければと思います。そのためには

す。今まで介護に重点を置きすぎてやってきましたが、

できるだけ多くの人に参加いただき、仲間になってほ

その利益を地域のより多くの方に還元することが必要

しいと思います。活動の仲間を募っています。ボラン

と思っております。いままで高齢者を支えてきた人た

ティア（有償）として一緒に活動しませんか。

ちが高齢者になってきています。
みんなが笑顔で集える地域コミュニティを目指して
活動していきたいと思っています。
〜今回訪問した 2 団体ともに、活動の原点にもどり、
地域のためにもっと貢献したいとお話しいただいた
のは偶然とはいえ印象的でした。ありがとうござい

食事宅配サービス部門

ました。（岡崎）〜

口腔ケア講習の様子
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名

称： 養育家庭のための

学習ボランティア募集
「養育家庭」とは東京都で推進している里親制度です。
名

称：

著作権に関する相談とセミナー

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、家族として養

開催日：毎月第 4 水曜日
時 間：相 談 会 午後 5 時〜6 時３０分
セミナー 午後 6 時３０分〜8 時３０分
内 容：事業と暮らしの無料相談会、著作権の他、会
社や市民の皆さまのあらゆる要望にお応え
致します
場
所：八王子市市民活動支援センター
主

育していただいています。養育家庭の愛称を「ほっと
ファミリー」といいます。
養育家庭で生活する子どもたちの学習支援や話し相
手、遊び相手、養育家庭の親の会などでの保育ボラン
ティアを求めています。

催：NPO 法人著作権推進会議

詳細は下記へ電話でお問い合わせください

詳細は下記へ電話でお問い合わせください

NPO 法人こども福祉研究所

NOP 法人著作権推進会議

里親支援機関

０４２−６８６−０５９７

事務局 鶴まで

八王子児童相談所

電話 ０４２−６75−７１０１

０４２−６２４−１１４１

FAX ０４２−６75−７０１８

NPO 法人 長寿社会を考える会 のご案内
「立つ・歩く・動く」ための体力測定
と体力にあった効果的な体操

「八王子名所めぐり」のお誘い
日時：１２月１２日（水）９：３０〜１５：００

日時：１２月１３日（木）１４〜１５：３０

集合：９：３０高尾駅北口

場所：旭ヶ丘自治会館

参加費：無料（交通費、昼食は自己負担）

（八王子市散田町２‑６０‑１２）

＜コース＞（バス）霊園前バス停⇒北条氏照及び家臣墓⇒
ガイダンス施設⇒城跡（御主殿後で昼食）⇒周辺散策⇒バ

参加費：１００円
申込み締切り：１２月１２日まで

ス停⇒高尾駅北口（１５：００頃解散）
問い合わせ：NPO 法人長寿社会を考える会 ０４２−６６５−２３３４
（名所めぐり：高橋まで） （体力測定：上田、吉田まで）

内閣府 エイジレス・ライフ実践者が表彰されました
内閣府では、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る
高齢者や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を毎年広く紹介しております。
協議会会員の方々の活動は広く社会に貢献しております。この度平成２４年度のエイジレス・
ライフ実践者表彰を授賞されましたので、ご紹介します。（皆様からの情報を求めています）
高橋 光男さん
老人クラブ会長歴 8 年、高齢者

星野 厚子さん
ＮＰＯ「ふるさとの食を拓く会」

片桐 洋子さん
市民にパソコンを教えるボラン

同士の支え合い団体ＮＰＯ法人

を主宰し、日本に古くから伝わる

ティアグループ活動に参加し、高

めじろむつみクラブを発足し、平

「ふるさとの食」の研究、伝承を

齢者や女性を対象としたパソコ

成 16 年より同会理事長に就任し

行い、食文化に関する生涯学習、

ン教室の講師を務め、長期間にわ

た。自らもチラシを配るなど第一

地産地消活動の推進を図る活動

たり優しく指導している。

線で活躍中である。

を続けている。

（情報ボランティア八王子）
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