3 月末日現在会員数
正 会 員（団体） 62

賛助会員

正 会 員（個人） 60
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第２回 NPO 八王子会議の報告
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～「新しい公共」
、「協働」を考えました ～
昨年 3.11 未曾有の東日本大震災の発生は、人々に

その組織体質の向上は避けて通れないとの認識のも

これまで当然としてきた価値観を問い直し、人は自然

と、多くの団体、市民、行政、学生等 120 名を越え

の中で生かされていることを改めて気付かされるこ

る方々にご参加頂きました。

とになりました。その歴史的大災害発生の年に、党派

川北秀人氏を始めとする著名な講師陣の講演やワ

を超えた議員立法により、新寄付税制と NPO 法の改

ークショップでそれぞれの「気づき」、
「学び」があり、

正が劇的な成立をみたことは、この大災害発生を契機

また市内で活動する３団体の事例発表では身近な成

に「新しい公共」
、

功事例として高い評価を頂いた会議となり、後日八王

「協働」というこれ

子テレメディアでの収録放映もありました。

までの公共サービス

引続き行われた交流会では制限時間ぎりぎりまで

の在り方を見直す考

多くの方が残って交流を深めるなど、盛会の中終了し

えの高まりが後押し

ました。この会議が参加者の皆様の今後の活動の一助

したことに間違いあ

となることを心より祈念いたします。また当日のアン

りません。

ケート結果を踏ま

災害発生後の復旧・復興は行政だけでは成し得ず、

え、実行委員会で

NPO 活動、ボランティア・市民活動に大きな期待が

準備が進んでいる

寄せられています。そんな中、この法改正をチャンス

当会議のフォロー

として捉え、
“
「新しい公共」
、
「協働」を担う NPO と

アップとしての

してのあるべき姿”をテーマに八王子市民活動協議会

「八王子ＮＰＯパ

が中心となり、
「第 2 回ＮＰＯ八王子会議」が 2 月

ワーアップ講座」

25 日に東京都八王子労政会館に於いて開催されまし

への期待も高まっており、多くの皆様のご参加をお待

た。市民や企業が支える寄付社会の醸成のためには団

ちしています。

体・組織として、目的の明確化や財政基盤の強化など
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NPO パワーアップ講座のお知らせ
東京都「新しい公共支援事業」のモデル事業
「八王子ＮＰＯパワーアップ講座」は、第２回を

ます。

迎えた「NPO 八王子会議」と連動させ、各団体の

協議会が先に行った市内の約 200 の NPO 団体

人材育成を支援するプログラムです。

に対してのアンケート実態調査では約 30％の団

最近、特に市民活動団体の重要性が高まっていま

体と連絡がつかず、組織存続の難しさが浮き彫り

すが、その団体運営は財政及び人材面で苦労が絶

になりました。

えません。しかし八王子ではこれらを支援するシ

このプログラムがこれら

ステムがありません。「NPO 八王子会議」では、

の課題解決の一助として、

活動に求められる組織体質の向上、課題の共有、

市民活動団体支援策のきっ

市民活動団体の相互連携、地域のネットワークづ

かけとなり、「新しい公共」

くりを図ります。また、
「NPO パワーアップ講座」

の仕組みづくりとなること

では運営上必要とされる実務能力の向上を目指し

が期待されています。

ます

「八王子ＮＰＯパワーアップ講座」概要

・開催予定日：６月～９月（合計９回）

＜スケジュール＞
6 月 組織運営、事業計画と評価
事務局の役割、助成金申請など
７月 広報活動など
９月 会計業務関連
（予定は変更されることもあります）

・会 場：主に市民活動支援センター
・内 容：右の講座と組み合わせ、パソコンの
基本講座、NPO 税制に関する講座な
どを計画しています
・参加費：15,000 円（各団体２名様まで）

平成２４年度 年次総会開催のお知らせ
理事改選があります。ぜひ立候補してください
平成 24 年度の年次総会を 5 月 19 日、東京都
八王子労政会館２階第一会議室に於いて、午後２
時より開催致します。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。

＜理事選挙日程＞
①立候補受付け
平成 24 年 4 月 12 日 10 時から
平成 24 年 4 月 25 日 17 時まで
②立候補の有資格者
理事立候補者は、24 年 3 月 31 日に協議会に
正会員として在籍し、かつ、5 月 19 日の総会
当日に在籍している正会員であること。
③立候補の届出

＜届出先＞
〒192-0083

理事選挙に立候補する者は、選挙管理委員会所

八王子市旭町 12－1 ファルマ 802 ビル 5F

定の様式で同委員会宛に立候補届を提出し、受

八王子市民活動協議会

理されなければならない。

理事選挙管理委員会

④届出は郵送・FAX または支援センターへ提出

kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

立候補に際しての抱負・決意のデータも極力メ

電話・FAX：０４２-６４６-１６２６

ールへ添付して送って下さい。
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「第１１回お父さんお帰りなさいパーティー」の報告
去る 3 月 24 日東京都八王子

参加団体同士の情報交換が盛んに行われ、いくつかの

労政会館に於いて「第 11 回

団体はコラボレーションによるイベントの企画もさ

お父さんお帰りなさいパーテ

れたようです。私ども協議会のオトパは全国的にも名

ィー」
（略称 オトパ）を開催し

が知れ渡っており、今回は埼玉県、神奈川県、長野県、

ました。当日予報は雨模様で
石森市長

多摩地域等の市行政関係者が見学に訪れ、それぞれの

したが、幸い雨もなく受付開始

場所で積極的に情報収集されていました。

より順調に参加者が増え、集計してみると過去最高

最後の懇親会は２階大ホールが超満員になる状況で

の約 240 名（スタッフ含む）の方にご参加いただ

した。しかしこの場も司会の伊藤理事がすかさずアイ

きました。会場はホールを始め労政会館の大部分を

スブレーキングで軽体操を行い、一気にリラックスさ

使って行いました。

れた雰囲気となり、会場が一体となりました。会場に

パーティーの第１部は実行委員長のあいさつに続

は１１のテーブルが用意され、飲み物と会話でこの場

き、石森新市長より市の協働にかける思いをお話し

も大いに盛り上がりました。

いただき、会場は大いに盛り上がりました。

今回は予想をはるかに超える参加を頂きましたが、

引き続き CB（コミュニティ・ビジネス）に詳し

特に問題もなくスムースな運営が行われました。これ

い堀池喜一郎氏にボランティア活動の心得につい

は実行委員会の準備の周到さ、ツアーガイドの勉強会

て解説いただき第１部は終了しました。

の成果であると思われます。

第２部は参加者と活動団体とのふれ合いの時間で

そしてこれらはすべてボランティアの皆さまのご協

す。展示は５つの会議室に 24 の団体が活動状況の

力で実行されました。この場を借りて厚く御礼申し上

展示や、来場者へ積極的に働きかけていました。新

げます。

しく参加された方にはツアーガイドが各ブースを

オトパは協議会の看板イベントです。今後もどうぞ

順序良く案内しました。また、それぞれの会場では

全体パーティ風景

よろしくお願い申し上げます。

ツアーガイド風景

事前打ち合わせ風景

「フォローアップ会合」へのお誘い
初めて参加された方とツアーガイドの方との交流の場を準備しています
――い

オトパに参加した感想やご意見、さらに知りたい事
などを、サロン風の雰囲気の中で主催者も交えて気軽
にお話しをする場です。是非参加してください。お待
ちしています(無料)。
市民活動のための市民の皆さんへの相談窓口「市民
活動支援センター」もご紹介します。
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記
第1回 ４月８日（日）１３時～
第2回 5月12日（土）１３時～
会場：八王子市市民活動支援センター
（団体紹介冊子を参照ください）

名

名

称：

称：

情報ボランティアなんでも相談会

パソコンについて何でも相談ください
開 催 日：毎月 第１・第３日曜日
場
所：クリエイトホール 11 階の会議室
(10 階、4 階の時もあります)
受付時間：午後１：15～３：15
参加方法：事前申し込み不要、直接おいでください
参 加 費：会場費として１回 500 円
主
催：情報ボランティアの会（八王子）
TEL 080-4408-4262

パソコン教室 シニアネットクラブ

八王子教室（横川町）のご案内
シニアネットクラブは近隣の高齢者向けにパソコン教
室を開催しています。「ゆっくり・やさしく・ていねい
に」をモットーに行っており、八王子、日野、多摩教室
の３教室合計で約 850 名の受講生とスタッフ約 80 名
で共にシニアライフを楽しんでおります。
受講料は週１回２時間（税込 2 時問 1,0００円）です

＜相談内容例＞
①ワード・エクセルの基本
②読めない文字の読みを調べる。
（手書き文字入力）
③ワードの文字の揃え方
④ワードで暑中見舞い年賀はがきの作成
⑤エクセルのカレンダー作成
⑥インターネットについて
⑦デジカメの取り扱い

詳しくは下記までお問い合わせください
NPO 法人 シニアネットクラブ
八王子市横川町 108-1
横川町住宅 8-2（店舗施設跡内）
電話＆FAX 042-628-0510
http://snc.npgo.jp/9hachiouji-k.htm

http://www.ivh-jp.org/

名

称：

第４回八王子綾南公園さくら祭り

称： 第５回八王子是さくら祭り
時：４月７日・８日（１０時～１６時頃）
所：八王子市役所北側河川敷広場
容：市内商工業者による出店
各市民団体展示・販売
ステージ：吹奏楽演奏、大正琴、弾き語り、
ジャズダンス、スポーツクラブ模擬体操
その他抽選会も行います。
主
催：NPO 法人八王子是（おこし）市民の会
後
援：八王子市、八王子市教育委員会
八王子商工会議所
八王子市民活動協議会
名
日
場
内

熱気球で上空からお花見しよう！
日
時：4 月 6 日・７日・８日 1０時～
場
所：陵南公園（多摩御陵）
ステージ：八王子さくら祭り
スポーツ少年団空手道演武
歌謡ショー、舞踊、太鼓・尺八演奏など
公園広場：うさぎのふれ愛広場、竹馬乗り遊び
お花見宴会コーナー
駐 車 場：ふわふわ虎次郎
主
催：NPO 法人八王子さくらの会
後
援：東京都、八王子市
八王子商工会議所
八王子町会自治会連合会
東京都公園協会

問 合 せ：042-622-0263（榎本）

「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を学ぶ
学習会：4 月１９日（木）１８時～２０時３０分
会 場：クリエイトホール 5 階ホール
目 的：八王子が全国に先駆けて制定した条例の
問 合 せ：ＮＰＯ法人八王子子ども劇場
内容を多くの市民に正しく理解してもら
電話：０４２－６４５－１７３９
う事とその普及活動
主 催：八王子自治研究センター
問 合 せ：０４２－６５６－０９０１
後
援：八王子市健康福祉部障害者福祉課
八王子障害者団体連絡協議会
八王子市民活動協議会

＜パネルデスカッション・パネラー＞
中西正司：ヒューマンケア協会代表
高橋義人：恩方育成園施設長
細井 東：八王子市健康福祉部障害者福祉課長
コーディネーター
土居幸仁：八王子ワークセンター代表
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