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2009 年度 市民ﾌｫｰﾗﾑ「井戸端会議」
来る 2 月 13 日に市民フォーラム「井戸端会議」

添う活動をしている市民団体やこれから活動を始め

を開催いたします。テーマは昨年度に引き続き「子

ようとしている市民がお互いに知り合い、
「子育てし

どもと共に地域をつくるー出会いつながる子ども・

やすいまちナンバーワン八王子」を目指して意見交

ネットワーク」です。

換していただき、共有した課題の解決にむけてネッ

子どもがテーマということで、今年度は八王子市

トワークしていく機会となればと思います。大勢の

子ども家庭支援センターと共催で行います。

参加をお待ちしています。

八王子市内で子どもの居場所づくりや子どもに寄り
日

時：２月 13 日（土）

13：30～16：30

場

所：八王子市クリエイトホール・第２学習室

テーマ：子どもと共に地域をつくる「出会うつながる子ども・ネットワーク」Part２
第一部：パネルディスカッション
コーディネーター／炭谷昇氏 子どもの居場所プロジェクト代表・大妻女子大学教授
パネリスト
①里親ひろば・ほいっぷ八王子 （坂本

）

②八王子チャイルダライン・虐待防止ｾﾝﾀｰ（岡崎京子さん）
③ポレポジサポート・かたつむりの会（西村南海子さん）
④こども福祉研究所はちおうじ
⑤子ども家庭支援センター

（前田信一さん）

（小澤篤子 前館長）
休憩（10 分）

第二部：グループディスカション
参加希望者は、氏名・所
属団体名（あれば）
・連絡
先（電話番号）をご記入
の上、八王子市民活動協
議会まで電話又は FAX
でお申し込み下さい。
電話：042－646-1626
FAX：042－646-1587
昨年度の井戸端会議の模様『子どもと共に地域をつくる」Part１
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～～～外に出ましょう、地域を元気に！～～～

女性も大歓迎です！
毎年恒例になった「お父さんお帰りなさいパーティ

活動を同年代の仲間と楽しみながら社会に役立つ活動に

ー」はシニアの男性・女性の皆さんに八王子の市民活動

つなげてゆこうという企画です。男性・女性を問わず、

の実態を知っていただき、自分も参加してみようかなと

第二の人生を楽しんで見ませんか。仲間のガイドが４～

いう気分になっていただこうというパーティーです。

5 人のパーティーを組んで、おしゃべりしながらいろい

自然環境、子ども、国際交流、福祉、趣味、情報、ま

ろな団体を見て回ります。気軽にご参加下さい。

ちづくり、文化、ビジネス・・・・等々、幅広い分野の

日時： 2 月 27 日(土) １３：００～１６：３０（受付１２：３０～）
場所：八王子労政会館（京王八王子駅から徒歩 6～7 分）
内容：第 1 部は講演、第 2 部は団体ブースめぐり、第 3 部は軽く飲食しながら懇談。
費用：一人 1,000 円（当日、受付にて）
・・・資料代・パーティー費用です。
問い合わせ・申し込み：電話

０４２－６４６－１６２６ 八王子市民活動

～～～～～～～～協議会
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

去る１月２３日労政会館において平成２２年の八王子市民活動協議
会「新春の集い」が開催されました。今年も八王子市長を初め多くの
来賓の方を迎え盛大に行われました。
はじめに理事長から昨年の実
績および今後の活動について簡
単な報告がありました。また市
長からこの厳しい経済状況を克
服するためには市民活動を盛り
上げることが大切とご挨拶をいただきました。
今年の集いは例年とは少し趣向を変え、クラシックを聞きながらゆっくりお楽しみいただこうということで、創
価大学のボランティアグループによる弦楽４重奏をバックにゆっくり楽しんでいただきました。
また出し物として正月らしく、八王子レクリエーション協会会員の方の南京玉すだれで会場を盛り上げていただ
きました。今回は昨年八王子市が実施した『はちおうじ志民塾』を修了された方にも多く参加いただき、八王子の
市民活動が少しずつ広がりを持っていることを印象付けた集いとなりました。また会場のあちこちでは参加団体の
方と市議会の方、行政の
方との今後の活動につい
ての情報交換が行われて
いました。このような集
いが市民活動をより活発
にするきっかけとなれば
幸いに存じます。ご協力
ありがとうございました。
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「ゆめおりファンド」の本格稼動！（全国的にも珍しいケースです）
今年度の事業として取り組んでいる「ゆめおりファ
ンド」事業についての進行状況をご報告いたします。
この事業は当協議会として始めての継続的な事業で、
八王子市からの委託契約として推進しております。そ
もそもは協議会の政策研究部が八王子市の協働推進課
と協働研究する中で具体化し、２０年度から事業化し
本年度に本格的な活動を開始しました。全国にはいろ
いろなファンド事業がありますが、そのほとんどが自
治体の市民活動推進補助金（八王子では市民企画事業）
の管理運営であるのに対して、
「ゆめおりファン」は当
面、物品の提供などを中心にすべて民間にお願いする
という全国の市区町村でも類のない独自の事業です。
その全般的な管理は日本財団が提供するＣＡＮＰＡＮ

のデータベースを活用して推進していきます。
民間から寄せられた物品等の提供先として、自団体
の活動を自ら情報開示でき、将来ファンドの提供を受
けた時にはその経過を自ら報告できる優良でしっかり
した団体を考えています。その一方策として
CANPAN への登録に力を入れています。
当協議会は「ゆめおりファンド」に参加する団体の
皆さんが、このファンド事業を通じて、団体の運営能
力のレベルアップにつながるようなシステムの構築を
目指しております。すでに多くの団体の方にご協力を
いただいており、逐次ＣＡＮＰＡＮデータベースへの
登録を準備しております。今後もぜひ多くの皆さんの
ご協力をお願いいたします。

協議会の 22 年度総会が 5 月に開催されます！
＊＊

今年は理事改選の年度です

＊＊

平成 22 年度の年次総会が 5 月（中ごろ）に開催されます。今年は任期 2 年の理事全員の改選の年度です。理事
として協議会活動に参加していただける方は是非この機会に立候補してください。また、総会へ出席希望の方も正
会員登録をしてください。
立候補者が 20 名を越す場合は選挙になります。立候補の資格は 3 月末の在籍正会員（団体会員、個人会員とも）
ですので、会員になっていない方で立候補を予定する方は至急、正会員登録の手続きをしてください。協力会員、
賛助会員は共に総会の傍聴が出来ます。この機会に是非、協議会の会員になっていただける方をお待ちしておりま
す。
会員の区分は次の通りです。
正 会 員（団体会員、個人会員ともに年会費 5000 円）
協力会員（活動に参加するが総会への出席は出来ない。傍聴は可。年会費 1000 円）
賛助会員（活動には参画しないが支援してくださる方。年会費 1 口 1000 円で 1 口以上）
会員登録等の問い合わせ先：電話 ０４２－６４６－１６２６ 八王子市民活動協議会

竹細工の昆虫を展示販売する
小原清さん

～～ご寄付のお知らせ～～
過日開催された「いちょう祭り」
“わくわく広場”に陶芸作品を出展された「城山
陶遊くらぶ」
（代表 保屋野武氏）さんから当日の売上金 20,000 円を、また、竹
細工の昆虫を展示販売した個人会員の小原清さんからは売上金 33,600 円を当協
議会に寄付していただきました。協議会としては
理事長名の感謝状を贈ると共に「協議会寄付金取
り扱い規程」に基づいて城山陶遊くらぶさんから
のご寄付分については高尾町で障害を持った子ど

も達とその家族を支援する団体「発達支援の会―未来」に贈り活動資金の一部に
充当して頂くこととし、小原さんからの分については協議会特別会計に計上し、
陶芸作品を展示販売する
｢城山陶遊くらぶ｣の皆さん

今後の活動に有効に活用させて頂きます。
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称：相談支援技術『傾聴』
時：２月１８日（木）13：３０～１６：００
容：相談援助において支援者は、相談に来た利
用者の話に熱心に耳を傾け、理解を示すこ
とが基本になります。これは、介護や介助
といったケアの実践においても基本は全く
同じです。カウンセリングの基本である『傾
聴』について、豊富な事例とヘルパー教育
等の実績に基づき、カウンセラー若林ふみ
子氏がお話します。
会
場：八王子市クリエイトホール 11 階 視聴覚室
参 加 費 ：１０００円
定
員：７０名
名
日
内

称： パソコンとインターネットまつり
時： 2 月 2１日（日）1１：００～１５：００
容：
・ミニ講座
1.「パソコンの選び方」
Windows7 紹介--XP との相違点など
2.「フリーソフト紹介」
Google ドキュメント、OpenOffice など
3.「地デジ講座」（主催；IT 推進室）
4.「デジカメでムービー」写真・ビデオ編集、
フォトフレームなど
各講座の質問や相談はパソコン実習コーナーへ
・女性サロン
HTML メール作成紹介などをミニ講座形式で
展示・実習（カレンダー作成など）
・障害者対応ソフト展示・体験
パソコン実習コーナーとして、八王子市障害別講
習会テキストの展示、障害対応ソフト・機器の体
験、Windows７のアクセシビリティの紹介などを
行います。
会
場： クリエイトホール・１０階、１１階
参 加 費 ： 無料
申込方法： 直接会場にお越しください。
共
催： 八王子市・情報ボランティアの会（八王子）
問合せ先： 電話・０７０－５５６５－１１２３
名
日
内

名
日
内

称：第 53 回 CCC チャペルコンサート
時：2 月23 日(火) 開演 19：30
（開場 19:00）
容：酒井多賀志 オルガン・コンサート
J.S.バッハ：
トッカータとフーガ二短調
酒井多賀志：
日本古謡「さくらさくら」
の主題による幻想曲

申込方法：電話で、日本ウェルネットへ
主
催：ＮＰＯ法人 日本ウェルネット
問合せ先： 042-669-2728 日本ウェルネット

称：要約筆記体験講座
「今、私たちにできること」
日
時：2 月 7 日（日）1３：００～１６：００
内
容：聞こえない障害とは
中途失聴・難聴者の経験談
筆談ボードつくりと筆談体験
要約筆記とは 他
会
場：八王子市心身障害者福祉センター（台町）
申込方法：ハガキまたはＦＡＸで心八王子市心身障害
者福祉センター（〒193-0931 八王子市
台町２－７－２２）ＴＥＬ:０４２－６２４－
名

５８５０ ＦＡＸ:０４２－６２４－５９５４

①講座名「要約筆記体験講座」②お名前（ふ
りがな）③住所、電話・ＦＡＸ番号
主
催：八王子要約筆記サークルそらの会
会長 内藤美智子
締め切り：2 月 5 日まで

C.フランク：アヴェマリア

ほか
会
場：八王子ホテルニューグランド
参 加 費 ：前売券 2,800 円・当日券 3,000 円
定
員：100 名
申込方法：電話予約：０４２－６２１－３００５
（八王子市学園都市文化ふれあい財団）
窓口販売：いちょうホール・八王子市民会館・
南大沢文化会館・学園都市センター・八王子
ホテルニューグランド
主
催：NPO 法人チェロ・コンサートコミュニティー
問合せ先：NPO 法人チェロ・コンサートコミュニティー
TEL：０４２－６３１－０７０５

称：八王子市民レクリエーション大会
時：３月１４日（日）1０：００～１６：１０
容：レクリエーション活動に励む市民の方々が、
日ごろの練習成果を発表します。フラダン
ス、民謡、バレエ、マジック、社交ダンス
など、さまざまな団体が出演します。
会
場：八王子市民会館大ホール
参 加 費：入場無料 どなたでもご観覧いただけます。
主
催：八王子市レクリエーション協会
問合せ先：０４２－６５６－０９０１
名
日
内
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