９月末日現在会員数
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正 会 員（団体）

66

正 会 員（個人）

57

賛助会員
協力会員
合

計
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八王子市明神町４−１３−１０ TEL/FAX：042-646-1626

NPO 法人 八王子市民活動協議会

東京都新しい公共支援事業

平成 24 年度

八王子地域の市民活動団体の実務能力アップと、ネ

受講各団体でいろいろな取り組みが始まっていす。

ットワークづくりを目的とした新規プロジェクト「八

事務局としては「八王子 NPO パワーアップ事業」のホ

王子 NPO パワーアップ事業」の実務講座「NPO パワー

ームページを開設しました。ぜひご覧ください。

アップ講座」は 6 月 7 日開講式を開催し、7 講座 9 日

（http://power‑up802.jimdo.com/）

＜★受講者の感想＞

間の日程を修了しました。7 月には別途パソコンの基
本講座を 3 日間開講し、9 月 1 日には、NPO にとっては

NPO「すまいるカフェ」は当講座受講中に法人格

画期的な「新寄付税制」についてこの分野の専門家に

認証申請書を都に提出されました。申請にあたり

講演していただきました。いずれも講師/受講者とも真

今回の講座を活かされた点をうかがいました。
「設

摯に対応していただき熱のこもった講座となりまし

立趣旨書作成にあたり「組織の思いを言語化する」

た。この間互いに各団体の活動を参考にしたり個人的

という観点が、大変参考になりました。事業内容

な交流も進み、メンバー同士の会話も弾むようになり

の検討では、
「社会に求められること」のために NPO

ました。途中 8 月に中間報告会を開催し、活動計画の

をつくる！という見方で、NPO 事業の内容を練り直

紹介に加え、個人の懇親も深めました。10 月 25 日に
は、
「NPO パワーアップ講座修了式（仮称）」を開催し、

しました。その他全ての講座が勉強になりました。
受講は二人/団体参加でしたので知識を共有する

講座としての一区切りをつけると共に、新しいネット

相談仲間ができ大変助かりました。また講座を通

ワークのスタートとします。八王子 NPO パワーアップ

じいろんな場面で相談したり、助け合ったり出来

事業としては、新たな気付きの場「第 3 回 NPO 八王子

そうな仲間と知り合えました。今後もこの関係を

会議」の来年 3 月 16 日開催に向け企画を検討中です。

活かしていきたいと思っています。
」

ご期待ください。

理事研修会が開催されました
〜〜8 月 24 日：西武信金会議室にて〜〜
今年度は新任理事も多く、本格的な理事研修会としては初の試みとして開催されました。3 部制で行なわれ、
第 1 部（午前）は協議会の諸規程解説（大福事務局長）及び改正ＮＰＯ法と新寄付税制問題及び協議会の取り
組み等（植村事務局次長）の話。第 2 部（午後）は 4 班に分かれて協議会のあり方や新規事業問題等協議会の
基本問題についてのグループ討議と発表会。第 3 部（夜）は懇親会ということで丸々一日がかりの有意義な研
修会でした。通常の理事会ではジックリ話し合う時間がない基本的課題について理事全員が真剣な討議を展開
できたことは大変良かったので、継続してゆきたいと願っています。
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中間報告

今、ＮＰＯ団体が向き合うべき問題は何か？未来

問題の解決、相互協働、イベントの共催等々の

を目指してどう進むべきか？政策研究部は、これ

政策協定に取り組めないものかと考え、
「団体会

らの問題と市民サービスの向上を目的とした市民

員交流パーティ」を企画し、１０月１９日の開

活動団体の活動支援を念頭に、年次計画を立て実

催に向けて準備を進めています。

施施策の立案に取り組んでいます。

あらゆる問題は現場にしかない。団体会員交

本年度は、実践に結び付く、役に立つ政策の立案、

流パーティには、皆さんが抱えている課題、協

実行を目指して、部内に５つのグループを設け、

議会に要請したい支援事項などお寄せ頂き、皆

それぞれが専門的知性を生かして政策立案に取組

さんと共に、皆さんの役に立つ支援システム作

む事にしました。

りを行いたいと思っています。その為には、一

今、各グループとも、重点目標、実施項目を定め、

人でも多くの方が参加し、ご協力下さる事を、

下半期に向けて行動を開始したところです。その

特にお願い申し上げます。

中の一つ、 絆 グループは、協議会と団体会員、

（八王子市民活動協議会

団体会員相互間の絆が弱いことから、先ずこれを

政策研究部長 春本）

強化し、活動分野別にネットワークを組み、共通

＝西武環境保全活動助成金が決まりました＝
平成 24 年度

・NPO 法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会
・NPO 法人日本ウェルネット
西武環境保全活動助成金は、西武信用金庫が地域に密着し地域の方と一
緒になって環境保全活動に取組む活動をしている NPO 団体等に助成を行
うことで、持続可能な地域社会の形成に向けた支援を行うものです。この

滝山城跡群・自然と歴史を守る会の
活動紹介

助成金の対象となる事業は自然環境の保全に関する取組み、地域環境改善
のための取組み、など環境保全全般に関する取組みと、精神的な環境整備
に取り組む活動など広い分野での活動を対象としたものです。
協議会はこの受け付け業務を担当しましたが、ゆめおりファンドとあわ
せて、NPO 法人等の助成金受領による財政基盤の向上などに貢献が期待さ
れます。
今回、協議会会員の NPO 法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会様と NPO
法人日本ウエルネット様が応募し見事最終選考に於いて選ばれました。
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日本ウエルネットの活動紹介

肥料をやりすぎたり、早く伸ばそうと引っ張ると根が
緩んで枯れてしまします。子どもたちも同じです。自

会員訪問

然で無理のない生活、それを見守る大人たちのまなざ
しのなかで子どもは自然の力でぐんぐん伸びていく

市民活動協議会の会員を
紹介します 第 1 回

と信じています。この保育方針に賛同してくださる保
護者のご協力で園は成り立っています。遠くから通っ
てくる園児も沢山います。
」とのこと。

八王子市民活動協議会には団体正会員として６３団
体、個人正会員 60 人が登録しています。今号から順次団
体会員を中心に、会員紹介をシリーズで掲載いたします。
第 1 回目は「NPO 法人いなりもり保育園」と、「NPO 法人

現在「いなりもり保育園」は来年度新園児を募集し
ています。詳しくはお問い合わせください。
・TEL＆FAX：042−661‑6505
・HP：http://www.inarimori.jp

＜NPO 法人ケアセンター八王子＞

ケアセンター八王子」を訪ねました。

＜NPO 法人いなりもり保育園＞

理事長 堂田レイ子

理事長 福嶋 浩之

八王子市並木町 24−17

住 所:八 王子市散 田

園

JR 西八王子駅徒歩 15 分

町

長 林 清子

４−２４−１５

〜いなりもり保育園にお邪魔した日は残暑が厳しい日
でしたが、子どもたちの元気な歌声が外まで響き、園

TEL: 042-669-5733

庭で元気に遊ぶ園児たちに迎えられました。園長の林

FAX: 042-669-5787

清子先生にお話をうかがいました。〜

http://www6.ocn.ne.

「いなりもり保育園は戦後間もない昭和 23 年 7 月、農
繁期に子どもを預ける所が欲しいとのお母さんの声か
ら、地元の人たちが中心になって寄付を集め、初めは
園舎もない青空保育という形から始まりました。その
後地元の方々のご協力で園舎が建ち 100 人以上園児が
いた時期もありました。現在園児は 52 名（定員 65 名）、

〜「ケアセンター八王子」は高齢者や障害者など移動
困難な方々の自由な外出、自由な移動の実現に寄与し
ようとの目的で平成 15 年 1 月に設立されました。
先ごろ 10 周年記念会を開催したばかりです。前理事
長の添田さんにお聞きしました。〜
「私たちは、高齢者・障害者の方々の、訪問介護・生

3 年前に NPO 法人の認可をうけました。
子育ては保育園だけではできません。保護者の方々と

活援助や、安否確認などの見守り支援事業、外出援
助・福祉有償運送事業などの支援事業を行うことで、

力を合わせ、子どもたちが生活しやすい環境を整える

高齢者・障害者の方が地域社会の中で自立した生活を

ことが大切と考えます。

送ることができるように願って活動しております。訪

このことは野菜作りの環

問介護事業所も併設しておりますが、福祉移送サービ

境と大変よく似ていま

スの現状は厳しいものです。しかし、高齢者、障害者

す。太陽の光、良く耕さ

の方の自由な外出や移動は基本的な人権であり、地域

れた土と水があればひと

社会で自立した生活を送るためには欠かせないもの

りでに大きく育ちます。

ですが、まだ十分なものではありません。国交省認定

・朝の歌を歌う

の自家用有償旅客運送運転者講習を開催し、人材を育

園児たち（上）

成しています。同時に啓発活動にも力を注いでおりま
す。10 年を節目に理事長の交代など人心一新して、

・園庭で土と遊

更なる質の向上を目指して

ぶ園児たち

日々活動しております。
ホームページもご覧ください。
」
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名称：元気長寿のための生き方

名
日

開催日：
・11 月 13 日「私の地域活動」
きよぴー＆とまと 片貝 剛
・12 月 11 日「シニア元気の実践活動」

称：子ども支援者養成研修
「子どもに寄り添う」実践的な学び

八王子高齢者活動コーディネーター会
新しい働き方研究会

−子どもが委託されるまでー

八王子センター元気

さつまいもをほって、調理して、食べる

桜美林大学名誉教授

少年の非行と司法

日
会
定
申

場：カモス等（八王子市横川町 42‑59）
員：25 名
催：NPO 法人 カモス
詳細は下記へ電話で。

主
後
名

称：市民活動ミニイベント開催のお知らせ

狩野

雄一郎

瀬沼

克彰

名称：南大沢マルシェ 動物ふれあいフェスティバル

称：映画「降りてゆく生き方」
退職者のための地域デビュー
〜地域活動はじめの第一歩〜
時：10 月 11 日（木）19:00〜
場：東急スクエアビル イベントホール
員：250 名
込：野田達昭（協議会会員）
電話 080‑6586‑2164
メール noda@kitaura‑ss.com
催：「降りてゆく生き方」上映実行委員会
援：NPO 法人 八王子市民活動協議会

荘次

会場：八王子労政会館
定員：30 名
申込：090‑4934‑8707 （渡辺重男）
主催：八王子高齢者活動コーディネーター会
後援：八王子市高齢者支援課

電 話：080‑5061‑4259
メール：npokamosuchance@yahoo.co.jp

名

大木

・3 月 12 日「講座のまとめ」

・12 月 15 日（土）10:00〜12:00
会
定
主

重男

・2 月 12 日「ボランティアの活動と楽しみ」

・11 月 10 日（土）10:00〜13:00
調理実習

渡辺

・1 月 8 日「新しい働き方」

時： ・10 月２９日（土）10:00〜11:30
養育家庭制度

後期

日時：11 月 3 日〜4 日 9:30〜15:00
会場：① 南大沢駅前
野菜の産直販売・フリマ・ご当地グルメ、他

② 中郷公園（4 日のみ）
ポニー乗馬・小動物ふれあい・大道芸、他

主催：動物ふれあいフェスティバル実行委員会
後援：地域住民の安全生活応援団、八王子市、
NPO 法人 八王子市民活動協議会、他
協力：東京ベルディー、東京農工大ミニホースの
会、
（株）ぱど、その他の法人団体など。
名称：第 8 回 歴史講演会

八王子市の「市民企画事業補助金」交付事業の内
容紹介パネルの展示と支援センター登録団体によ
る活動紹介の展示やイベントを行います。

滝山城の保存と活用

日時：12 月 2 日（日）14:00〜16:30
会場：八王子市加住市民センター 多目的室
定員：114 名
内容：第 1 部 講師：加藤 哲 氏

日 時：
10 月 3 日（水）14:00〜16:00
「昔話で巡るふるさと八王子」
昔話や伝説の語りの実演

（八王子市文化財保護審議会副会長）
「北条氏照の領域支配と滝山城（その２）
」
第 2 部 講師：中田 正光 氏（城郭研究家）
「滝山城の池跡とその意義」
滝山城の大池や弁天池、鉢形城（埼玉県寄居町）
の弁天池等の池跡の役割についてのお話。
参加費：500 円（資料代）
申込み：不要（先着順）
問合せ：電話 090‑4390‑7831（西山）
メール nihojyo@yahoo.co.jp
主催：NPO 法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会

10 月５日（水）10:00〜12:00 13:00〜16:00
お手玉をつくり、それを使ってお手玉遊びをします。

10 月 7 日（日）13:00〜、15:00〜
紙芝居の実演（わくわく紙芝居サークル）

10 月 11 日（木）13:30〜15:30
小物の制作 （百歳長寿・明日をひらく中高年の会）

会 場：八王子駅南口総合事務所 多目的スペース
問合せ：八王子市市民活動支援センター
電話 042‑646‑1577

ゆめおりファンド頒布会、ご参加ありがとうございました！
9 月 26 日（水）
、企業等から提供された什器備品の頒布会を行いました。
当日は、市内の市民活動団体 12 団体が参加し、机や椅子・プリンター・文具類等
をお持ち帰り頂きました。ゆめおりファンド頒布会は日本財団が提唱する CANPAN
登録を済ませ、情報公開を積極的に行っている団体が対象です。CANPAN 登録団体
は、現在 73 団体になっています。支援センターでは、今後も幅広く企業等に備品
提供などの協力をお願いし、市民活動団体に提供すべく努力を重ねていきます。
皆さまのご支援をよろしくお願い申し上げます
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