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～市民活動の「いま」と「これから」～

初の【NPO 八王子会議】を開催！！
「新しい公共」という言葉が、あちこちで盛んに

体が八王子で様々な活動に取り組んでいると言われ

使われています。行政だけに頼らず、地域の課題は

ています。

出来るだけ私たち市民の手で解決していこうという

NPO 法人は「新しい公共」の強力な担い手とし

考え方で、特別に新しい概念ではありません。長引

て大いに期待されております。私たち八王子市民活

く経済丌況の中で行政の財政も厳しい上に、高齢者

動協議会では、こうした八王子市で活躍している

福祉の問題や子育て支援、環境問題等多岐にわたる

NPO 法人の皆さんが一堂に会し、学習し合い、お

課題に対し、従来のように行政だけの頑張りでは対

互いに意見交換し、さらには「新しい公共」の担い

処しきれなくなっています。私たち市民一人ひとり

手として、政策提言まで出来るような場をつくりた

が、自分達の問題として捉え、知恵を絞り、汗をか

いと願い、
『NPO 八王子会議』を企画いたしました。

きながらの対応が求められています。

八王子の全 NPO 法人に声かけする初めての試みで

八王子市には現在、217 の NPO 法人があります。

す。ぜひ多数の NPO 法人にご参加いただき、NPO

（平成 22 年 9 月 30 日現在）法人化されていない

法人の課題を再認識しながら、市民が本来の自治を

団体を含めれば、さらにこの 2 倍以上の市民活動団

回復するきっかけになればと思っています。

・日 時：平成 23 年 2 月 19 日（土）午前 10 時～午後 4 時 50 分
・会 場：東京都八王子労政会館
・参加費：2,000 円（講習会費用、資料代込み）
・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・
（財）八王子市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・日本財団 CANPAN

●基調講演 A
NPO 今までの 10 年「日本の NPO の現状と課題・世界にみる NPO」 講師：IIHOE 代表：川北秀人氏
・セッション１－A
「行政との協働」 講師：IIHOE 代表 川北秀人氏
・セッション１－B
「助成財団からみる NPO、その情報発信」
講師：日本財団 システム統括グループ 山田泰久氏
・セッション１－C
「企業 CSR の実例」
講師：日本フィランソロピー協会 高橋陽子氏

・セッション２－A 「NPO 法の変遷と今後」
講師：NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度を
つくる会副代表 松原 明氏
・セッション２－B
「NPO 会計について」
講師：NPO 法人会計基準協会 馬場利明氏
・セッション２－C
「日本と世界の寄付社会」
講師：合同会社コーズ・アクション代表 管文彦氏

●基調講演 B
NPO これからの 10 年「新しい公共と NPO に期待されること」
講師：NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会副代表

松原 明氏

・市民活動に興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。
・会議終了後、午後 5 時より交流会があります。別途、2,000 円の参加費を申し受けます。
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いちょう祭り「わくわく広場」ご報告
今年の「わくわく広場」は「しあわせの黄色いハンカチ」で盛上る！
11 月 20 日・21 日ともに今までにない好天に恵ま

重ねる度に認知されてき

れた「わくわく広場」でした。フードコートをはじめ、

ましたが、今年も多くの

河川敷のテントの数も増え、広場の規模が一回り大き

方々に来ていただこうと

くなりとても好評でした。フードコートは地元ソフト

「しあわせの黄色いハン

ボールクラブなど新たな団体の参加により、食べ物が

カチ」150 枚を橋や通り

充実しました。どの食品も完売し、特に学校給食の揚

に飾り付けたり、レクレ

げパンもボーイスカウトの手によって復活！初日だけ

ーション協会のＥ会場と繋ぐ

で 1,000 個を売り上げる盛況ぶりでした。

「スタンプラリー」を実施しました。

2 日目は長房市民センター体育館の舞台に子どもた

事前準備はハンカチの取付けやテントの増設、舞台

ちのダンスなどの可愛い催しのほか、歌謡コンサート

の設置などと人手の掛かるものでしたが、参加団体の

やフラダンス、大学生のタップダンスと切れ目なく繰

ネットワークと長房地域住民協議会のご協力で短時間

広げられました。体育館を分け合っていた「吹き矢」

で済ますことができました。
「わくわく広場」は参加者

は大音響の中、粛々

みんなで作り合うこ

と進められていたの

とをモットーにこれ

が印象的でした。
（字

からも市民団体のネ

数の関係で紹介でき

ットワーク、市民の

ませんが、多くの市

力で育てていきたい

民団体が徔意な分野

と思います。

で活躍されていました。
）
いちょう並木通りから離れた「わくわく広場」も年を

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

「井戸端会議「弁天池」
～地域の子どもは地域で育てよう！子どもたちのふるさとづくり～
井戸端会議の開催は今まで八王子全体の広い地域を

働推進課、市民活動団体、八王子市民活動協議会が参

対象として開催してきましたが、今回は横川地区に焦

加し積極的かつ具体的な意見交換がされました。参加

点を絞り、テーマを「子どもたちが地域で安心・安全

者が少人数であったため、和やかな中にも今後の発展

に暮せるように人たちが繋がる」
とし、
開催しました。

に繋がる具体的な話し合いができました。

当日は横川地区住民及び八王子市市民活動推進部協
日時：10 月 9 日（土）

その後、一丁目町会の 40 周年行事があった舞台で
里親制度についてアピールする機会を不えて頂いたり、

午後 2 時～4 時

開場：横川 1 丁目会館

一丁目弁天池公園

主催：NPO 法人八王子市民活動協議会

の掲示板に団体紹

協力：・横川 1 丁目町会・

介のポスター掲示

・八王子市市民活推進部 協働推進課

の許可をいただく

・横川町で活動している市民団体

など具体的な成果

子ども福祉研究所はちおうじ

が出始めました。

里親ひろば ほいっぷ八王子
カモスプロジェクト
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第 10 回「お父さんお帰りなさいパーティー」開催のご案内
～女性の方も大歓迎です～
第１０回お父さんお帰りなさいパーティー
（通称
「オ
トパ」
）は、２０１１年３月２６日（土）東京都八王子
労政会館（八王子市明神町 3-5-1）をほぼ借り切って
行います。今までの「オトパ」では、初めて地域に船
出をされる方々に、オトパに参加し易くなるように
様々な工夫を重ねてきました。
初参加される方々への対応として、前回「会場でポ
ツンと一人にならない」また「参加する団体やグルー
プを上手く見つけられる」ように実施した「ツアーガ
イドによる案内・対話」方式が大好評でした。今回は
さらに改善した“おもてなし方法”にしようと、前回
のツアーガイド経験者や初参加体験者も加わり、熱い
議論を戦わせながら改善のための検討を重ねています。

今回の「オトパ」キャッチコピーは「地域に活かそ
う！あなたの力！！」としました。初めて、地域デビ
ューされる「お父さんも、お母さんも」また「お一人
でも」、
「ご夫婦でも」参加をお待ちしています。会場
では「ポツンと一人ぼっち」には決してさせないとの
意欲に燃え、コンシェルジュ研修を受けた「ツアーガ
イド」たちのおもてなしに前回以上の期待をして是非
ご参加ください。お待ちしています。
参加費１，０００円/人（資料代・パーティー代）

実行委員会では、現在「ツアーガイド」の募集をしています。
半日×１～2 回 程度の研修を受けて頂きますが「八王子市民活動協議会」
や「八王子支援センター」は、何をする所・何をしているの・・・？
また、市内の団体やグループがどのような活動をしているのかなど、色々
な情報が分かるチャンスにもなります。
応 募 先：NPO 法人 八王子市民活動協議会 応募締め切；１月末
TEL/FAX：０４２－６４６－１６２６ オトパ事務局
受付時間 火曜日～日曜日 AM１０時～PM５時（月曜日は定休日）
E-Mail：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

会場風景
配布冊子

八王子市民活動協議会「新春の集い」のお知らせ！
平成２３年の「新春の集い」が下記日程で行なわれ
ます。恒例になった協議会のこの集いでは、新春を寿
ぐと共に、八王子を中心に市民活動を展開している各
種の団体関係者の皆さんに集まっていただき、相互の
親交を深めて頂くことと、八王子市を基盤とする国会
議員や都議会議員、地元八王子市の市議会議員の皆さ
んや行政関係の方々に集まっていただき、フリーな形
で懇親と相互の理解を深めて頂く場の提供ということ

を念頭においています。
さりながら、お正月ですので、堅苦しくならないよ
う軽い飲み物で、杯を傾けながら語り合える立食形式
で軽食を準備しています。また、新春を寿ぎ、レクリ
エーション協会所属団体による南京玉すだれやマジッ
クショーなどもあります。会員の皆様は勿論、会員以
外の方も大歓迎です。お誘い合わせてご参加ください。
お待ちしております。

日

程： 平成２３年１月２２日(土)
午後６時～７時３０分（午後５時半開場）
場 所： 東京都八王子労政会館 ２階大ホール
（京王八王子駅から徒歩６～７分、京王バス駐車場の隣り）
参加費： ２，０００円（当日受付にて）
連絡先： 特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会
電話 ０４２－６４６－１６２６
mail：
kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
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称：「介護保険を活用して自分らしい
老後を過ごす」
日
時：１２月１２日（日）13：００～１５：００
内
容：介護保険のことにも詳しく、医療・介護の
分野の第一人者である服部先生をお招きし
事例を基に分かりやすくお話しいただきま
す。
場
所：由木東市民センター 第一会議室
講
師：服部万里子先生
服部メディカル研究所長、立教大学教授
参加費：無料
定
員：４０名
申込方法：らいふねっと MOE へ電話で
主
催：NPO 法人
らいふねっと MOE
問合せ先：042-6７６-7175
名

称：第 6 回中国結び講習会
時：12 月 5 日（日）13：４５～１６：３０
容：「来年の干支
“うさぎ”のストラップを作ろう」
会
場： クリエイトホール・試食コーナー
講
師： 塚原 裕子
（日本中国友好協会八王子支部・理事）
参 加 費： 講習費＝500 円 材料費＝500 円
申込方法：電話 ０４２－６２３－8912（橋本）
主
催：日本中国友好協会
八王子支部
名
日
内

称：対立解消と上手なコミュニケーション講座
時：12月１２日（日） 1０：０0～１７:３０
容：家庩・職場・学校・ご近所、兄弟げんかから
国家間の争いまで、二人以上の人間がいれば
「もめる、ぶつかる」は当たり前。対立解消
にはコミュニケーションが大事です。
会
場：八王子クリエイトホール（第７学習室）
参 加 費：１，０００円
定
員：15 名
主
催：草の根メディエーション（和解支援）の会
申込方法：電話またはFAXで
問合せ先：TEL ０９０－３５３４－９１３３
FAX ０４２－６６２－６７６０
名
日
内

称：越谷市ねぎっこ（援農団体）との交流会
時：12 月 9 日（木） 10 時～12 時
・雨天 決行
集
合：富所農園（加住町１丁目３９番地）10 時
内
容：富所農園見学と「ＮＰＯ法人すずしろ２２」
の団体紹介や団体「ねぎっこ」との情報交換
換など
参 加 費：無料
定
員：5 名
主
催：NPO 法人 すずしろ２２
問合せ先：080－１２３６－４１０８(飛田)
名
日

東京都で初めて開設した NPO によ
る市民農園「富所農園」の見学と、
すずしろ２２の成り立ちや現状の説
明です。12 月 6 日までに申し込み
すればカフェコスモスのランチボッ
クス 500 円も注文できます

詳しくはホームページをご覧下さい
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

八王子市民活動協議会から
お入りください

八王子市民活動協議会からのお知らせ
NPO 法人八王子市民活動協議会ではこの「協議会だより」と協議会ホームページを広報活動の一環として発行・掲
載しています。協議会だよりは偶数月に発行、ホームページには協議会のお知らせ及び会員の様々な情報を掲載して
います。業務が多忙につきボランティアスタッフを募集いたします。
定期的に決まったお仕事があります。基本的にはボランティアですが、ほんの少しですが
謝礼をお支払いします。是非応募いただきたくご案内いたします。
問合せ先：０４２－６４６－1626 事務局 大福
メール：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
URL： http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/
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