1 月末日現在会員数
正 会 員（団体） 79

賛助会員

正 会 員（個人） 50
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～平成２３年の幕開けにあたって～
特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会 理事長 石井 利一
新しい年を迎えて、会員の皆様には益々ご活躍の

次に２月～３月の主なイベントのお知らせですが、

こととお喜び申し上げます。さて、八王子市民活動

２月の第１回「ＮＰＯ八王子会議」、３月の第１０回

協議会の活動については、日頃からいろいろとご協

「お父さんお帰りなさいパーティー」と大きな催し

力をいただいており誠に有り難うございます。

が続きます。

平成２３年の幕開けにあたって、皆様方へご報告

とりわけ、２月に開催する第 1 回「ＮＰＯ八王子

とお知らせを申し上げます。

会議」は市内で活躍するＮＰＯ法人が２００団体を

先ず報告の件です。平成１８年度から２２年度ま

超えるまでになったのを機に、多くのＮＰＯ団体へ

での５年契約で八王子市から指定管理者として指定

声をかけ、現時点での

を受けていた市民活動支援センターの管理・運営契

ＮＰＯ運営の課題や対

約を更新すべく昨年来審査を受けておりましたが、

応策について著名な講

昨年末に八王子市から平成２３年度以降の１０年間

師による最新情報に基

について当協議会が支援センターの指定管理者とし

づくセミナーや講演を

ての指定を受け

聞くと共に、講演会終

る正式通知をい

了後、全体交流会を開

ただきました。

きＮＰＯ団体相互の親

大変重い責任

睦と交流を計る企画で

ですが会員の皆

当協議会としても初め

様のご協力を得

ての試みです。

て使命を果たし

会員の皆様や一般の方にも多数参加していただきた

たいと思ってお

いと思っていますので、お誘い合わせて是非お越し

ります。

下さい。先ずは下記の通りご案内申上げます。

一般参加者も大歓迎！
開催行事：第１回「NPO 八王子会議」
日

時：平成 2３年２月１９日（土）10:00～16:50（受付 ９:30～）

場

所：東京都八王子労政会館

2階

大ホール及び会議室

参 加 費：お一人様 2,000 円（17：00 からの交流会参加は別途 2,000 円）
参加連絡：八王子市民活動協議会事務局へ

ＴＥＬ

042―646―1626

主

催：特定非営利活動法人

八王子市民活動協議会

後

援：八王子市、㈶八王子学園都市文化ふれあい財団、多摩信用金庨、
多摩ＣＢネットワーク、(協力)

日本財団ＣＡＮＰＡＮ
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第 1０回 お父さんお帰りなさいパーティー
開催に向け、準備は順調に進んでいます！！
今回の第１０回お父さんお帰りなさいパーティーも

メージが洗練されたと自負しています。約３,000 部を

実行委員会を結成し、市民の多くの方にご参加いただ

各地区の市民センターを始め、市内のいろいろな施設

き、市民の目線での企画・運営に心がけています。委

において配布致します。また今回も多摩信用金庨・多

員は総勢２０人ほどで、その１／４は新しい方々です。

摩らいふ倶楽部さんに協力いただき、約 18,000 部は

今回は前回好評の「ツアーガイド」を広く募集し、多

直接お客様へ届けられます。

くの方へご協力いただくことになりました。よって初

昨年の話し合いスペースが欲しいなどの要請に今回

参加の方への”おもてなし方法”も大幅にレベルアッ

は専用のスペースを設け、ツアーガイドなどとのコミ

プされ、参加される方々への説明などやさしく応対す

ュニケーションを充分お楽しみいただけるよう配慮致

る体制が整いました。

しました。

「お父さんお帰りなさ

今回は特に初めて参加された方々を会場では「ポツン

いパーティー」を知って

と一人ぽっちにさせない」などの工夫をしています。

いただくための「チラシ」

ぜひ、お気軽にご参加ください

制作は昨年に引き続きボ
ランテアの方の協力で完
成しました。
前回作成の雰囲気にさ
らに磨きをかけ、よりイ

日 時：３月 26 日（土）13 時～1６時３０分 八王子労政会館（京王八王子駅徒歩 7 分）
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 Tel/Fax：042-646-1626
E-Mail：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
URL ：http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

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

お父さんお帰りなさいパーティーに参加して
昨年、初めてお父さんお帰りなさいパーティーに参

風を受ければ、この風を何かに利用できないか・・・

加しました。パーティーの最後に同じテーブルにいた

とか、夕食のドレッシングも、もう少し工夫してブー

ツアーガイドから「発明アイディア研究会」の紹介を

ムの「食べるラー油」風なものが作れないか・・・、

受けました。初めての団体なので丌安感はありました

次から次へ寄り道し、楽しみを見つけている自分がい

がサークルの女性の生き生きとした姿に心を動かされ

ます。アイディアを生み出すことが大変楽しい毎日で

入会を決めました。それまでの市民活動としては、ア

す。毎月 1 度の研究会が楽しみになっています。

ウトドアの世界に居た私にとって

私の場合、人との出会いが背中を押してくれました。

勝手の違う世界、このパーティー

一歩いつもの世界と違う道を見つけると後の人生が豊

での数時間の人との出会いは今で

かな日々になってくると思っています。一歩、二歩、

は財産だったと思っています。

歩きだしませんか！

発明アイディア研究会に入ってからは、エアコンの
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（緑町 中山元子さん）

新春会員交流会が盛大に行われました
１月２２日労政会館において恒例の八王子市民活動
協議会会員交流会「新春の集い」が約８０名の参加者
をお迎えし、開催されました。
はじめに石井理事長の挨拶で始まり、祝電の紹介、
ご来賓の紹介が行われ、引き続き協議会の事業やイベ
ント紹介をプロジェクターで多くの写真を用いて紹介
されました。
その後今度新しく顧問に就
任していただいた法政大学の
山岡教授の紹介がありました。
山岡教授は市民活動に関する
大御所的存在の方で、日本Ｎ
ＰＯセンターの代表もされています。これからの協議
会のあり方などにいろいろ助言をいただけることと期
待しております。
乾杯の音頭は前期まで副理事長を務めていました大
森さんの発声で行われました。しばらく懇談後、昨年
八王子いちょう祭りの「わくわく広場」に出展し売上
金を協議会へ寄付していただいた方へ感謝状の贈呈が

行われました。
（記事は下の欄を参照）
アトラクションは今年も八王子レクリエーション協
会様のご協力により縁起の良い
南京玉簾の演技とマジックショ
ーが行われ、会場を盛り上げま
した。最後はビンゴゲームでさ
らに盛り上がりました。協議会
の財政事情は乏しく、豪華な景
品はありませんでしたが担当者の苦心を皆さんに理解
していただき、会場は華やかな雰囲気に包まれました。
また多くの議員の方にも駆けつけていただき、ご挨
拶もいただきました。最後は協議会の高瀬理事の元気
な一本締めで閉会となりました。
今年は趣向をかえ、ゲームなどを取り入れたため、
少し親睦の時間が少なかったようで反省もしています。
反面いろいろな催しを行ったので充分お楽しみいただ
けたのでは、とも思っています。
皆様のご協力本当にありがとうございました。

感謝状の贈呈が行われました
昨年秋に行われた八王子いちょう祭り「わくわく広

会場ではＭOE さんから花束の贈呈と感謝の手紙の

場」に出展された城山陶遊クラブさんと小原清さんよ

読み上げが行われ、会場が一瞬感動の拍手に包まれま

り今回も協議会へ寄付をいただきました。ご両者から

した。小原さんは協議会の個人正会員ですが、竹を材

は毎年継続的に寄付をいただいており、新年会の席上

料にして昆虫を作る特別の技術をお持ちになり、いつ

で感謝状の贈呈をおこないました。城山陶遊クラブさ

も協議会のイベントでご協力いただいています。

んは毎年八王子市でがんばっている団体に活用してい
ただきたいということで、今年は「ゆめおりファンド」
を通じ協議会会員の「らいふねっと MOE」さんに贈
らせていただきました。ＭＯＥさんは昨年末コミュニ
ティ・カフェ「とちの木」をオープンし、その備品の
小原さんの
竹加工による作品例

購入に使っていただきました。
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名

称：「2011 八王子ふれあいこどもまつり」

日

時：３月６日（日）１０：００～１６：００

場

所：八王子市芸術文化会館いちょうホール

内

容：舞台公演やワークショップ、遊びコーナー

名

称：八王子市民レクリエーション大会

日

時：2 月２７日（日）13：４５～１６：３０

など一日楽しめるおまつりです。（申し込

場

所：八王子市民会館

みなし・無料のものも多くあります。）

お申込み：丌要、直接会場へお越しください

●社会風刺コント集団「ザ・ニュースペー

参 加 費：無 料
内

パー」の公演に是非お越しください。

容：民謡、舞踊、ハワイアン、

14：00 ～ 大ホール 全席指定

ウクレレ演奏、マジック、

前売り 3,500 円（当日 4,000 円）

社交ダンス、バレーなど

申

込：八王子子ども劇場 042-645-1739

多彩な催しがあります

又はいちょうホール・市民会館

問 合 せ：０４２－６５６－０９０１
主

催：NPO 法人八王子レクリエーション協会

名

称：暮らしに役立つ

南大沢文化会館・学園都市センターの窓口

「対立解消と上手なコミュニケーション講座」
時：３月２１日（月） 1０：０0～１７：００
容：二人以上の人間がいれば「もめる、ぶつかる」
は当たり前。法律や力で白黒/勝ち負けをつ
けようと対立するとどちらも大変、失うもの
も多くありませんか？ そんな争い事に、メ
ディエーションは双方にとってより良い解
決を目指します。
場
所：八王子学園都市センター（第２セミナー室）
参 加 費：￥１，０００ 要申し込み（先着１５名）

主

催：八王子ふれあいこどもまつり実行委員会

名

称：アクティブ市民塾 2 月講座

「骨密度・骨粗しょう症

日
内

日

知って、測って、予防する」
時：2 月２６日（土）10：３０～12：３０

会

場：八王子市市民活動支援センター

内

容：「骨密度測定」を実際に行います。その後、
骨粗しょう症の実例やその予防法などもお
話し、治験についても紹介いたします。

講

師：ＮＰＯ法人ニューイング
理事長 土井規子氏、薬剤師 野村征勝氏

参 加 費：無料
定

問合せ・ 申込み
電話：０９０－３５３４－９１３３
ファックス：０４２－６６２－６７６０
E-mail

主

員：30 名（先着順）

問合せ・ 申込み
電話：０４２－６４６－１５７７

mediation-sogorikai-1.2@db3.so-net.ne.jp

メール：npo802@shiencenter-hachioji.org

催：草の根メディエーション（和解支援）の会

主

（平成２２年度八王子市民企画事業補助金交付事業）

催：八王子市市民活動支援センター

コミュニティ・カフェ「とちの木」オープンのおしらせ（運営

らいふねっとMOE)

「とちの木」は

場 所 八王子市鹿島4-1-101

時には独りでくつろぐ場所・スタッフとおしゃべり

電 話 042-676-7175

をする場所・お友達と落ち合う場所・趣味の会に利

営業時間 午前１１時～午後5時

用する場所・介護や障害などの悩み事を相談する場

休業日 日曜 年末年始

所など、地域の皆さんが元気で楽しく暮らせるよう

料金 コーヒー・紅茶 各２００円

に支えあいの拠点になりたいと思っています。

** とちの木ではお手伝をして下さる方を募集中です **
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