９月末日現在会員数
正 会 員（団体） 68

賛助会員

正 会 員（個人） 55
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アクティブ市民塾「100 回達成記念」のお知らせ
～みんなで歌って祝おう！！～
協議会が管理・運営する八王子市市民活動支援

り払われ、市内名所めぐりの「とんとん健康散歩の

センターでは毎月１回アクティブ市民塾を開催して

会」様では約１２０名の参加者がありました。

おり、先日第１００回目を迎えました。アクティブ

そして記念する第１００回は去る９月２４日村内

市民塾は市民団体の日頃の活動内容を広く一般市民

ファニチャー内の「家具のまち八王子」様の活動紹

へ紹介し、参加者とと

介を行いましたが、この回も定員を大幅に上回る応

もに市民力を地域に活

募があり先着４０名の方に参加いただきました。こ

かしていくための情報

の塾は日曜大工大好き人間の集まりとなり、定員を

提供の場として活用さ

大幅にオーバーする大盛況となりました。

れています。

今度の「１００回達成記念」では今まで登場いた

第 1 回の開催は２０

だきました

０３年１０月に「八大

団体の皆様

緑遊会」様にお願いし

や参加して

ました。初めのうちは

いただいた

月２回のペースで開催

一般参加者

していましたが、２００４年の４月から現在と同じ

の皆様をお

月１回のペースとなり、第４土曜日に開催していま

迎えし、今

す。

までの思い出や、今後へ向けてのご意見をいただく

開催は支援センターの会議室で行っていましたが、

など大いに語っていただこうと思っております。

第４１回の「NPO 市民ユニットりぼん」様で初め

今まで参加いただけなかった方も是非ご参加くだ

て開催場所に外部の施設を利用しました。外部の施

さい。参加を心よりお待ち申し上げます。

設を利用することで今までの定員３０名の制限が取
日 時：２０１１年１０月２２日(土) １３：００～１６：００
場 所：東京都八王子労政会館 ２階ホール
会 費：１，０００円（飲食代等）
申込・問い合わせ先
八王子市市民活動支援センター
電話 ０４２-６４６－１５７７ FAX ０４２-６４６－１５８７
詳細ついては支援センターホームページをご参照下さい。

http://www.shiencenter-hachioji.org/event/event_detail.html?q
=ev110916-102355
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23 年度個人会員 会員交流会のご報告
～新しい協議会を、目指して～
去る９月２７日、都立八王子労政会館において協議

具体的には協議会が独自に行っているイベントの裏

会個人会員を対象にしました会員交流会を開催し３４

方の活動状況や指定管理者として管理・運営している

名の方にご参加いただき、盛況理に終了しましたので

市民活動支援センターの事業や協議会の組織・財政に

ご報告いたします。

至るまで少し細か過ぎるくらいの説明を行い、それぞ

交流会は毎年、新年会を兼ねて年始に開催していま

れについて参加者に自由にお話合いいただきました。

すが、出席者の多くは団体会員で個人会員は参加して

初めの自己紹介に始まり、イベントへの協力のお願い、

も知人も少なく、

協議会に対するご意見などをお話しいただきました。

なかなかなじめ

限られた時間内ですので充分な話し合いはできません

ない状況にあっ

でしたが、それぞれ顔を見ながらの話し合いで会員同

たように思われ

士の触れ合いもかなりできたことと思われます。

ます。今回は個

最後に行われた懇親会ではすでにお互いの気心も多

人会員の方にお

少ではありますが知れており、いつもとは違った和や

集まりいただき、

かな雰囲気のパーティーとなりました。ご協力本当に

それぞれ顔の見える状況を作りたく、話し合い中心と

ありがとうございました。

した会の運営を試みました。

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

山岡義則先生講演のお知らせ
～～八王子学園都市大学「いちょう塾」後期公開講座～～
テーマ：
「人」の育成と「金」の確保を中心に
日 時：１０月１５日(土)１５：２０～１６：５０
場 所：学園都市センター 第一セミナー室
参加費は無料です。申し込み不要で当日参加できます
市民活動は新しい市民社会をつくっていくうえで欠くことができません。そのような活動を力強く推進するため
には、それにふさわしい「人」の育成と「活動資金」の確保が欠かせません。その両面を市民活動を担う NPO（非
営利組織）の運営について、かつ実践的な観点から解説します。何らかの形ですでに市民活動に係っている人を主
な対象としますが、これから活動を始めようとする人も歓迎します。将来、この分野での活動を目指す学生の参加
やスタッフ研修の機会等にも活かしてほしいと思います。山岡先生は法政大学現代福祉学部教授、日本 NPO セン
ター代表理事などの要職を務める傍ら、八王子市民活動協議会の特別顧問もお願いしています。
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市民活動支援センターの活動紹介
～協議会は今期より 10 年間管理運営いたします～
協議会の主な事業である市民活動支援センターの活動を紹介させていただき
ます。今回は 4 月より新しく就任した副センター長の大山健三さんにお願いし
ました。協議会は平成 23 年 4 月から今後 10 年間、八王子市の指定管理者と
して支援センターの管理･運営に携わることになりました。
八王子市市民活動支援センターは平成１５年、八王

の平成 22 年度「期中モニタリング」では総合「Ａ」

子市が公設民営方式で、公益的な市民活動を支援する

評価を頂き大変うれしく思っています。

中間支援組織として設置しましたが、はや１０年が経

時代は、まさに「新しい公共」の時代と言われてお

過しました。その間、当センターのスローガンである

ります。これまでの社会システムでは行政が大きな役

「つなぐ ささえる みんなの想い」を胸に、毎月 1

割を担った時代から、社会が成熟するにつれて、個人

回開催してきた、様々な市民活動団体を市民の方々に

や社会の価値観は多様化し行政の一元的な公共サービ

ご紹介する

スの提供ではそのニーズが満たされなくなって来まし

「アクティ

た。ここに、官民の役割分担の見直しや協働で、個人、

ブ市民塾」

ＮＰＯ、民間企業等民間セクターがその一端を担う、

は 100 回

「新しい公共」という考え方が取り入れられるように

を数えまし

なりました。この様な時代背景の中にあって、中間支

た。
さらに、

援組織としての

先に開催し

当支援センター

ました「実

の責任は益々大

践講座」で

きくなってきて

は都市農村交流研究家の曽根原久司氏をお招きし 90

おり、スタッフ

名の市民の方々が参加され大変好評を頂きました。ま

一同その責任の

た、
「ゆめおりファンド」を立ち上げ、登録団体への「物

重さを痛感し身

品」の支援も進めています。そして、日常窓口におけ

を引き締めてお

る市民の方々からの市民活動に関する様々な相談対応

ります。今後とも初心を忘れずその職責を果たしてい

も含め、これまでの地道な活動が評価され、八王子市

きたいと思っています。

ファンド頒布品

支援センター入居ビル
アクティブ市民塾

実践講座
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名
日

名
日

称：市民講座「年賀状作成」
時：１０月２３日(日)
午前 ９：３０～１２：３０（受付 15 分前）
午後 １３：３０～１６：３０（受付 15 分前）
会
場：クリエイトホール１０階第 2 学習室
内
容：Word で年賀状を作成します
参 加 費：１，０００円
定
員：午前２０名・午後１５名（申し込み順）
問 合 せ：情報ボランティアの会(八王子)
電
話：0８０－４４０８－４２６２
詳細はホームページで

場
内

主
後
問

称：第一回八王子染める・織る・編む・会
時：１０月２５～27 日（10 時から 19 時）
27 日は 17 時（受付 30 分前まで）
所：東急スクェア 11F ギャラリー
容：日本に伝わる伝統の型染、手描き友禅、型絵
染、手描き更紗、草木染、紋様絣織、貝紫染
など日本独特の美しさをご鑑賞ください
催：八王子 染める・織る・編む・会
援：八王子市民活動協議会
合 せ：八王子 染める・織る・編む・会
０４２－６４２－８８０４ 藤本
０４２－６３５－９９６８ 山村

http://www.ivh-jp.org/
http://fujimoto-sen.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html

名
名
日
会
内
主

称：宇津貫みどりの会 発足２0 周年記念
【里山保全のあゆみ展】
時：11 月４日（金）～６日（日）
9 時から 17 時（4 日は 11 時から）
場：由井市民センター みなみ野分館 会議室
電話 ０４２－６３７－４１２２
容：今までの活動内容や現在の活動および関連資
料の展示公開
催：宇津貫みどりの会

称：健康づくりに

スポーツ吹き矢を始めよう！
日
時：第 1・３週（土）13：30～１５：３０
会
場：八王子市レクリエーション協会ホール
八王子市明神町４－２９－９（健康センター並び）
受講料金：１，０５０円（１回 用具借代含む）
指
導：社団法人日本スポーツ吹矢協会
申し込み：NPO 法人八王子レクリエーション協会
電話 ０４２－６５６－０９０１
FAX ０４２－６５６－３７０９

会の活動日は毎月第１月曜日、
第２日曜日、第３土曜日の
９時～１２時 宇津貫緑地です。
問合せは 636-2466 城所まで
ふるさと資料室

称：
「親子のつどい」講演会のご案内
時：１０月２２日（土）１３：００１６：００
終了後懇談会開催予定
テ ー マ：
「愛着関係について」
施設の子どもから教えられること。一般家庭
の子育てと違うところ
講
師：大野紀代氏（清瀬子供の家施設長）
会
場：市民活動支援センター（予定）
申し込み：子どもの虐待防止ネットワーク多摩
(昼)０４２－６６３－１９３３(コスモスサロン)
(夜)０４２－６６４－０４１３(事務所)
名
日

「市民ユニットりぼん」からのお知らせ
当社のホームページをリニューアルしました。
「市民ユニットりぼん」ってなに？と思われましたら是
非、このページをご覧ください。
介護のことは「市民ユニットりぼん」へお任せください
電話 ０４２－６２１－４７８１
詳細はホームページで
URL http://shiminunit-ribon.com/index.html
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