1 月末日現在会員数
正 会 員（団体） 56

賛助会員

正 会 員（個人） 62
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今年秋には１０周年記念行事開催

☆☆☆
～～

金の申請受付を開始していたものです。本年１月
特定非営利活動法人

に採用決定通知を頂き、これから本格稼動に入り

八王子市民活動協議会

ます。八王子市や友誼団体の協力を得て着実に実

理事長 石井 利一

行して、ＮＰＯ諸団体の実力向上に資したいと思
っております。このほか、３月には第 11 回「お

新しい年を迎えて、会員の皆様には各方面でご

父さんお帰りなさいパーティー」
、夏の国立東京高

活躍のこととお喜び申し上げます。八王子市民活

専「サイエンスフェスタ」への協力、秋の「いち

動協議会の活動については、日頃からいろいろと

ょう祭り」わくわく広場の担当、恒例の井戸端会

ご協力を戴いており誠に有り難うございます。

議等のほかに、今年は協議会の設立１０周年に当

平成２４年の幕開けに際して、皆様方へご報告

たりますので、秋に「１０周年記念行事」を計画

とお知らせを申し上げます。

しております。同時に、昨年６月に改正されたＮ

平成２３年度から１０年間の長期契約でスター

ＰＯ法に基づき、認定ＮＰＯの資格取得に向けて

トした市民活動支援センターの運営は順調に進ん

行動し、長期的観点での協議会運営の財政基盤確

でおります。協議会の独自事業については昨年２

立を図りたいと念じております。

月に始めた第１回ＮＰＯ八王子会議が各方面から

また、来る５月の年次総会には理事全員の任期

の好評を頂き、今年も２月に「第２回ＮＰＯ八王

満了に伴う改選があります。行動する理事、活力

子会議」を開催いたします。

ある理事による協議会運営を進めて行きたいと願

今年は更にその発展形態として、ＮＰＯの中核

っております。活発に議論し行動する理事の誕生

的存在の事務局長・スタッフ育成を目指した「Ｎ

を願っておりますので、会員の皆様多数の立候補

ＰＯパワーアップ講座」を企画し、5 団体による

を期待しております。また、各種行事の開催に当

実行委員会を立ち上げました。

たっては会員の皆様のご支援を是非お願いしたい

昨年から国家プロジェクトとして各都道府県に

ので、可能な方は事務局へ連絡して下さい。

新しい公共の助成措置が採られ、東京都でも助成

第２回ＮＰＯ八王子会議開催のご案内
日

時：２月 2５日（土）1０時～1７時 東京都八王子労政会館（京王八王子駅徒歩 7 分）

会

費：２,000 円（交流会

別途２,０００円）

申込み：NPO 法人 八王子市民活動協議会 Tel/Fax：042-646-1626
E-Mail：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
U R L ：http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/
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「出番です！ 地域はあなたを待っている」
～ 開催に向け準備は順調に進んでいます ～
「お父さんお帰りなさいパーティー」は八王子市協

記念となりました。

働推進課と八王子市民活動協議会、一般市民有志によ

会場では、参加者を小グループに分け、それぞれに

る実行委員会で企画運営されるパーティーで、男女シ

ガイドがつき出展団体をめぐる「ツアーガイド」方式

ニアの方々に、地元の団

をとっています。団体展示を見学後、パーティーでの

体で地域に貢献をしなが

交流も楽しんでいただきます。ガイドを含めたグルー

ら楽しい仲間作りをして

プメンバー同士が親しくなり、話も弾み、活発な楽し

「いきいきとした第二の

いパーティーとなり大好評でした。「決して一人ぼっ

人生を過ごしていただく

ち」にはさせません。女性も男性も、ご夫婦でもグル

キッカケ作り」を目指し、

ープでも気軽にご参加ください。リピーターも大歓迎

今回第 11 回を迎える伝

です。若い方々も地域で活動している色々な団体の様

統のあるイベントです。

子を見学に来られませんか！！

昨年は、東日本大震災
発生 2 週間後の開催でし
たが、市民のつながりがさらに必要になると考え開催
いたしました。ふたを開けると 170 余名の皆様に参

日

時：３月 2４日（土）13 時～1６時３０分

場

所：東京都八王子労政会館

会

費：1,000 円（資料代・パーティー代）

申込み：NPO 法人 八王子市民活動協議会

加していただき、熱気のこもった記憶に残る第 10 回

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「新春会員交流会」のご報告
去る１月２１日、東京都八王子労政会館にて協議会

今年のアトラクションは新しく会員になられた個人

「２４年新春会員交流会」が盛大に開催されました。

会員の仲間の皆さんによるフラダンスも披露され、会

当日は朝より雨模様でしたが８０名を超える参加者

場を華やかにかつ雰囲気を盛り上げていただきました。

で盛り上がりました。市長選挙を翌日に控えた日にも

会場では多くの団体や市民の皆さんの活動紹介や情

関わらず市議会議員の方も５名ほど来会され広く情報

報交換などであちこちに小グループが出来、笑いあり、

交換の場となりました。

議論ありで有意義なひと時を過ごしていただきました。

今年は協議会にとって

最後は恒例のビンゴ大会でこちらも大いに盛り上が

大きな飛躍が期待される

りました。今回も協議会の認定ＮＰＯ取得への思いが

「認定ＮＰＯ法人」への

強く、説明の時間が長すぎて懇談の時間が少なかった

挑戦の年となりますので、

ことを反省

交流会の場をお借りして、

しています。

事務局から少し詳しく説明させていただきました。当

皆様のご

日は協議会の特別顧問の法政大学教授の山岡先生も参

協力本当に

加され、乾杯音頭の際にこの課題について少しお話し

ありがとう

いただきました。また、昨年秋に行われました八王子

ございまし

いちょう祭り「わくわく広場」運営でお世話になりま

た。

したボーイスカウト八王子様への感謝状の贈呈も行わ
れました。
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「第２回ＮＰＯ八王子会議」開催のご案内
この度の寄付税制やＮＰＯ法の改正では、
「新しい公共」、
「協働」の担い手にとって、
その社会的認知が大きく前進する可能性と同時に、担い手自体の信頼性、透明性、健
全性等その資質の向上が求められています。
１９９８年に整備された特定非営利活動促進法（Ｎ

た改正となりました。しかし、一方でこのことは、透

ＰＯ法）は、市民活動の健全な発展の促進と公益の増

明性や健全性等市民活動団体自体の資質の向上が明確

進寄与が期待されてきたわけですが、必ずしも法の趣

な形で求められているということでもあります。協議

旨が充分活かされてきた訳ではありませんでした。そ

会は八王子市における中核的中間支援組織として、こ

して、奇しくも、その後１３年が経過した昨年３月、

の改正をチャンスとして捉え、
「新しい公共」
、「協働」

歴史的な大災害発生のこの年に、党派を超えた議員立

の担い手としてのＮＰＯのあるべき姿をメインテーマ

法により、寄付税制、ＮＰ

に、
「第 2 回ＮＰＯ八王子会議」

Ｏ法の改正が劇的な成立を

を開催いたします。「新しい公

みました。これは、国づく

共」、「協働」の担い手がともに

り、地域づくりの一端を担

集い、市民活動の資質向上への

うＮＰＯ活動、市民活動に

取組みとそのあるべき姿を学ん

とって、画期的な改正で、

でいただきたいと願っています。

その社会的認知を今後大きく前進させる可能性を持っ

参加申し込み先：八王子市民活動協議会 電話・ＦＡＸ：042-646-1626
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「八王子ＮＰＯパワーアップ講座」開催のご案内
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回を迎

たが約 30％の団体と連絡がつかず、存続の難しさが

えた「NPO 八王子会議」と連動させ、各団体の活動

浮き彫りになりました。また「第１回 NPO 八王子会

を支援するプログラムです。
「NPO 八王子会議」
では、

議」に参加した団体自体からは、実務能力の向上への

活動に求められる資質の探求、課題の共有、市民活動

危機感は強く、支援の要望が目立ちました。このプロ

団体の相互連携、地域のネットワークづくりを図りま

グラムがこれらの課題解

す。
「NPO パワーアップ講座」では組織のミッション

決の一助として、市民活

の明確化、事業計画の立案と評価、事務局の役割、助

動団体の支援体制確立の

成金申請、広報、会計、IT の基本、など、運営上必要

きっかけとなり、
「新しい

とされる実務能力の向上を目指し、ネットワークづく

公共」の仕組みづくりと

りも図ります。協議会が行った NPO 法人向け実態調

なることが期待されます。

査では、市内の約 200 の団体に対して働きかけまし
「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） 【運営団体】八王子 NPO パワーアップ事業実行委員会
・会 場：主に市民活動支援センター
・NPO 法人八王子市民活動協議会
・NPO 法人著作権推進会議
・内 容：事業計画と評価・事務局の役割
・NPO 法人八王子こども劇場
助成金申請・広報活動・会計業務など
・八王子生涯学習コーディネーター会
・参加費：15,000 円（各団体２名様まで）
・八王子市市民活動推進部協働推進課

3

名

称：八王子市セカンドライフ講座

お手伝いします あなたの地域デビュー！

称：第４２回八王子市

名
日
場
内
会
主
問

～職場や家庭から 地域へ～
時：３月１０日（土）10 時～1６時３０分
所：エイビットスクエア １階多目的ホール
八王子市南町 3-10 エイビット南町ビル
会
費：無 料
内
容：１、講義
①変化したセカンドライフのありかた
②地域デビューに向けて
２、パネルディスカッション
（八王子での活動事例紹介）
「つながる活動、ひろがる仲間」
３、グループワーク
「みんなで話そう、地域の絆」
主
催：八王子市
問 合 せ：042－620－7401(市役所協働推進課)
受付開始：2/15（先着 25 名・概ね 50 歳以上の方）
企画運営：多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議会
協
力：NPO 法人八王子市民活動協議会
日
場

市民レクリエーション大会のお知らせ
時：３月１１日（日）1０時～１６時４０分
所：オリンパスホール
容：下記団体の演技発表
費：無 料
催：NPO 法人八王子レクリエーション協会
合 せ：０４２－６５６－０９０１
詳細は下記でご確認ください
http://www.hachireku.jimusho.jp/index.htm
出場参加団体

八王子社交ダンス協議会

フラ・ハウラ・カウナオア

辰

巳

会

ハ

男

波

会

八王子フラダンス「モキハナの会」

レ

マ

ハ

ウクレレクラブ「プアマナ」

フ

民

民謡太鼓・花乃実会

謡

い

さ み

会

すみれバレエグループ

ラ ・ フ

ナ
レ

ン

ズ

ウクレレサークル「カイマナヒラ」

会

称： 「八王子音楽療法研究会」
時：３月１９日（月）1３時３０分～１７時
所：いちょうホール練習室
容：
「新しい介護予防の音楽」
歌あり、楽器あり、脳トレあり、ほか医学心
理や福祉に役立つ講和もあります。
脳の活性化に、自分のケアのために関心のあ
る方どうぞ。会員も募集中です！
費：１,５００円

主

催：
「八王子音楽療法研究会」事務局（新井）

名
日
場
内

八王子マジックグループ

称：2012 八王子ふれあいこどもまつり
時：３月２４日（土）1０時～１６時３０分
所：いちょうホール
容：
「参加！体験！感動！」こどもの思い出に残る
夢いっぱいの一日、舞台・ワークショップ・
探検・展示・工作・遊び・・・・
主
催：八王子ふれあいこどもまつり実行委員会
問 合 せ：ＮＰＯ法人八王子子ども劇場
名
日
場
内

電話/FAX：０４２－６６４－６３５７

電話：０４２－６４５－１７３９

ＮＰＯ法人 いなりもり保育園のご案内

園児募集中です

保育園という名前がついていますが、少人数による自然で無理のない保育をおこなっている幼稚園類似の幼児
教育施設です。幼稚園と同じ 3 年保育です
いなりもり保育園は ・・・・ 太陽と水と土、自然とふれあう保育をしています。
いなりもりには、自然を生かした遊びがたくさんあります。園庭砂場での泥んこ遊び、水遊び、
石拾い、ござをしいて木の葉や草でおままごと、 おしろい花や洋種山ゴボウで色水作り、だん
ご虫とり、どんぐり拾いなど、今少なくなった自然の遊びがたくさんあります。 いなりもりの
子どもたちは身近な自然とかかわる中で遊びを考えだ
したり、工夫して遊ぶのが上手です。

住所：〒193-0831 東京都八王子市並木町 24-17
ＮＰＯ法人いなりもり保育園（1948 創立）
TEL：FAX 042-661-6505
詳細はホームページで

http://www.inarimori.jp/
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