５月末日現在会員数
正 会 員（団体） 71

賛助会員

正 会 員（個人） 53
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お父さんお帰りなさいパーティー実行委員の募集！
＊ 地域活動の活性化に向けてあなたの参加を待っています ＊
お父さんお帰りなさいパーティー（略称

オト

える参加者で盛況の内に行う事が出来ました。会場

パ）は、シニア世代の方々が、地域で生きがいのあ

見学後の懇親パーティーは、このような時期である

る活動を行って頂くための場づくりとして「地域で

ためアルコール抜きでしたが、参加者の意気は高く、

活躍している団体を紹介するイべント」です。

各テーブルはツアーガイドのグループを中心に、熱

初めて参加される方々に対して、一昨年からは４

のこもった楽しい交流の輪が生まれていました。ま

～5 人単位で出展団体へ案内する「ツアーガイド」

た初参加者の方とツアーガイドの方々からは当日の

に参加頂き、会場を楽しく巡回するとともに参加者

感想や今後に向けての意見を伺い、またその後開催

同士の交流にも功を奏して

したフォローアップ会合でも貴重なご意見を多数頂

います。

きました。

今年のオトパは“東日本

オトパは、市民有志と八王子市民活動協議会、多

大震災“の直後の 3 月 2６

摩らいふ倶楽部や八王子市協働推進課で構成された

日（土）であったにも拘ら

実行委員会で企画、運営を行っています。次回は 11

ずこのような時にこそ、
“元

回目となり、新たな気持ちで「誰にでも参加して貰

気を出そう”
との思いから、

える、楽しいオトパ」を目指しています。新しい方々

計画停電を心配しながら開

にもぜひ実行委員になって頂き斬新なアイデアで、

催に漕ぎつけ、200 名を超

新生オトパを企画しましょう。女性も大歓迎です。

申込・問い合わせ先
八王子市民活動協議会「オトパ」事務局（三橋）
電話 ０４２-６４６－１６２６
FAX ０４２-６４６－１５８７
詳細ついては協議会ホームページをご参照下さい。

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/
今年度開催予定日 平成２４年３月２４日（土）八王子労政会館
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いちょう祭り「わくわく広場」参加団体募集！
～「わくわく広場」参加団体の第一回顔合わせ会を行います～
八王子市民活動協議会では毎年八王子いちょう祭り

くの市民団体の参加をお待ちしております。昨年は約

に参加し、会場の一部を借り切ってわくわく広場を運

３０の団体が参加し、会場を大いに盛り上げました。

営しています。今年も長房市民センター全館及びその

またより楽しい広場運営のためのアイデアの提供や運

周辺の河川敷沿いを会場とした「市民活動をアピール

営スタッフの募集も同時に行っておりますので是非ご

するイベント広場」を運営します。この広場は出展団

参加ください。

体で構成する実行委員会により運営されます。是非多
第 1 回わくわく広場実行委員会
日時 ９月３日（土曜日）１０：３０～１２：００
場所 八王子市市民活動支援センター・会議室
申込み ・ 問い合わせ先
八王子市民活動協議会「わくわく広場」実行委員会事務局（三橋）

電話 ０４２-６４６－１６２６

FAX ０４２-６４６－１５８７

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

「東京高専サイエンスフェスタ２０１１」開催のお知らせ
～～出展参加団体を募集します～～
「東京高専 de サイエンスフェスタ」は国立東京工業

昨年は過去最高の約 2,300 人ほどの人出でした。

高等専門学校が、小・中学生がいろいろな仕組みや遊

八王子市民活動協議会では初回から市民活動団体の

びを自分で発見する喜びや感動を体験し、理科の面白

協力を得て参加しており、協議会のブースは毎年多く

さを知ってもらうことを目的として企画した、地元密

の参加者で賑わいます。協議会では今年も参加を予定

着型のイベントです。毎年子ども達にはとても好評で、

しており、今年は新たに参加団体を募集します。とて

多くの家族連れで賑わいます。

も好評なイベントなので応募が多い時は話し合いによ

会場では高専の各教室

り決定させていただきます。

が知恵を絞った企画・
展示や地元企業・市民
活動団体も一緒に展示、
実演を行い、イベントを
盛り上げています。開催
は毎年夏休みの最中に行
われますが、今年は節電の事情もあり、少し涼しくな
る 10 月 29 日(土)、30 日(日)に開催されます。
申込み ・ 問い合せ先 ： 電話

０４２－６４６－１６２６ 八王子市民活動協議会（担当 大福）

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
八王子市民活動協議会 http://shiminkatudo-hachioji.jp/
国立東京工業高等専門学校

http://www.tokyo-ct.ac.jp/koukai/festa2010.html
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シリーズ

“この人 ”

小林昭代さんへインタビュー

今回登場の小林昭代さんは八王子市民活動協議会の産みの親的存在の方です。
八王子市役所在籍中に八王子市が先に作成した「ゆめおりプラン」に基づい
て市民協働を目指して市民活動を活発化し、元気な活力あるまちづくり活動を
始めました。今回は八王子市民活動協議会設立の経緯などについてお話を伺い
ました。

小林昭代さん プロフィール
八王子市生涯学習部長として行政と市民や市民団体との協働の分野を担当され、
八王子市民活動協議会の設立や八王子市市民活動支援センターの開設にも深く関
わられました。その後、こども家庩部長、総務部長や健康福祉部長等の要職を歴
任され、平成 23 年 3 月退職されました。

平成 10 年に NPO 法が成立し八王子市でも NPO
法人や市民との協働をどのように進めていくかが課題
となり、平成 11 年 7 月の組織改正で生涯学習部が新
設され、小林さんは市民や市民団体との協働の部門を
担当することになりました。当初、市には市民活動に
関する情報も少なく、市内で活動する団体に声をかけ
たりする中で情報収集を始めたということです。
小林さんは平成１３年に生涯学習部長に就任、平成
１４年２月、市の基本方針が策定され、市内の NPO
法人格のある２０数団体に集まってもらい話し合いを
開始しました。そして３月には「八王子市民活動協議
会設立準備会」が発足し、自主的な協議会結成へ向け
て動き出しました。初めはそれが自主的に活動する団
体の集まりであるがために、方向・目的は同じでもそ
れぞれの思いは微妙に違っており、その調整が大変だ
ったようです。
それでも少しずつ意見がまとまり、14 年 11 月に
八王子市民活動協議会が設立されました。
準備段階では既に活動している団体リーダーの集ま
りでしたが、正式発足に当たり一般市民も加えた八王
子市全体の活動を目指すため、協議会の運営には一般
市民の参加も必要と広報などを通じ運営理事の募集を
呼びかけました。現在協議会理事長の石井さんはこの
時点で協議会の運営に参加されました。
協議会の組織が出来上がるタイミングと並行し、市

民活動の具体的推進母体となる市民活動支援センター
の設置及びその運営についての作業も進められました。
開設場所の選定には交通の利便性などで適当なとこ
ろがなく大変困っていたところに、現在の支援センタ
ーがあるファルマ 802 ビル保有会社社長の茂木徹さ
ん（協議会だより・23 号で紹介）から場所提供の申
し出があり、ようやく現在の事務所が決定されたとの
ことでした。
次に小林さんからみた現在の協議会の運営について
尋ねたところ『他市の先例もありましたが、
「お父さん
お帰りなさいパーティー」などは行政の目からは新鮮
でしたね。また、最近では、
「ゆめおりファンド」の実
施や、当初計画に入っていなかった「NPO 八王子会
議」などへ挑戦するなど、着実に発展していますね』
と高い評価をいただきました。また今後も安定した運
営を行うためには「人材の育成・確保が課題だ」との
ご指摘もいただきました。
八王子を元気にするには行政だけでは難しく、一般
市民の方にも積極的に参加していただくことが大切で、
また活動は市と市民が対等の立場で行うことも大事だ
とのことでした。
最後に今後もこのような活動を推進し、活力のある
「まちづくり」のため頑張ってほしいと励まされてイ
ンタビューを終了しました。（取材：大福）

支援センターの入居ビル
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称：箱庩療法体験講座
時：毎月第１金曜日 １０：３0～1２：３0
場：カウンセリングスペース まてりあ
容：箱庩療法は、主に子どもの心理療法に使われ
るもので、砂の入った箱の中に、家や木、人、
動物など、様々なパーツを自由に置いていき
ます。心が疲れているのかな・・・と感じら
れる方は、ぜひ一度体験してみてはいかがで
すか？
参 加 費：１，０００円（写真代含む）
定
員：６名
問 合 せ：カウンセリングスペース まてりあ
電
話：042―６６２－８７０７
詳細はホームページで
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/materia/gakusyuukai.html
名
日
会
内

名
称：2011 年度市民活動実践講座
日
時：9 月 3 日（土）13：00～16：00
テ ー マ：
「田舎暮らし」は商品！都会と農村をつなぐ
「NPO 法人えがおつなげて」のソーシャル
ビジネス手法に学ぶ八王子の資源の活かし
方
講
師：NPO 法人 えがおつなげて
代表理事 曽根原 久司 氏
定

員：60 名（先着順）

参 加 費：無料（交流会は１，０００円）
会
場：西武信用金庨 八王子支店 2 階
問 合 せ：八王子市市民活動支援センター
電話：042－646－1577
終了後、交流会を開催します。是非ご参加ください。
詳細はホームページで
http://www.shiencenter-hachioji.org/news/
detail.html?q=nw110706-175553

名
称：第２０回 活きいき台町囲碁大会
参加資格：市内に居住している 60 歳以上で
10 級以上の囲碁愛好者
日
時：８月 21 日（日）受付 ９時より
参 加 費：７00 円（弁当代含む）
非会員 ８００円
会
場：台町市民センター
申し込み：山崎 修司 電話・FAX： 627-0567
申込期限 ８月７日
競技方法：2 ないし 3 のクラス別に行い、
入賞者には賞品を進呈
主
催：台町寿囲碁同好会
詳細はホームページで

名
日
会
内

称：シニアが元気のでるアイデイアを考える講座
時：８月２2 日（月）1０：00〜1２：00
場：八王子労政会館
容：シニアの経験知識と、アイデア力は大変貴重
なので、それを引き出し、実際に事業にでき
るところまで考えます。（主にグループワーク）
参 加 費：３００円(会場費と資料代)
定
員：２０名（先着順）
主
催：八王子高齢者活動コーデイネーター会
申し込み：電話 090-4934-8707
FAX 042-675-9649
問 合 せ：「市民対象企画担当」渡辺 重男

http://shiminkatudo-hachioji.jp/gorakuren/index.html

断捨離や片づけを思い立ったら・・・
チャレンジボックスをご利用ください
ものがあふれている時代に、暮らしの見直しをお考えの方
チャレンジボックスは、そんなあなたのお役に立ちます
エコショップ元気広場へ 一度ご来店ください！
チャレンジボックス（W80×H40×D40cm）
使用料 １か月 3,000 円・ハンガー使用料は 5,000 円

八王子市認定エコショップ
営業時間：１１時～１８時 日曜日休み
住 所：八王子市片倉町 440-15
電話・ＦＡＸ：042-637-2394

http://shiminkatudo-hachioji.jp/aa_1P_home_holder/
1HP-ecoshop/1HP-ecoshop.html
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