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八王子市民活動協議会 八王子市明神町４－１３－１０ TEL/FAX：042-646-1626
Mail:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

NPO 法人
市の鳥 オオルリ

会員の皆様、平成２１年度のスタートに当たり一言
ご挨拶させていただきます。昨年来の厳しい経済情勢
の中、新年度の前途も厳しいものがありますが、私た
ちのボランティア活動、市民活動は一歩一歩をしっか
り踏みしめて着実な活動の展開を図りたいものと念じ
ています。
協議会も発足以来 8 回目の年度を迎えます。
八王子市から運営を委託されている八王子市市民活動
支援センターの活動も７年目を迎えます。
昨年度の協議会事業を振り返って見ますと、先日行
われた「お父さんお帰りなさいパーティー」や、いち
ょう祭り、
みどり体験交流事業、
サイエンスフェスタ、
都立高校「奉仕の授業」支援、広報紙やホームページ、
会員交流会、ファンド事業の立ち上げ等々、幅広く活
動分野が広がっております。更に、協議会事業の大き
な柱である市民活動支援センターの運営もスタッフの

皆さんのご努力で多方面での活躍が市民の皆さんに受
け容れられております。独自事業と支援センター運営
事業は協議会の車の両輪事業です。この二つの事業を
活発化していく中で我々の目的である八王子の市民活
動活性化を推進していくべく一層の発展を期したいと
思っています。特に、今年度は新たにスタートした「ゆ
めおりファンド」を着実に立ち上
げる大事な仕事があります。更に
町会自治会活動との連携も模索し
ながら、より幅の広い活動を展開
できるよう準備していきたいと思
います。
会員の皆さんの一層のご支援・
ご協力をお願い申し
ＮＰＯ法人 八王子市民活動協議会
上げます。

理事長 石井利一

平成２１年度定時総会開催のお知らせ
平成20年度は、みどり体験交流事業、ゆめおりファンドへの取り組みや都立高校支援事業など多くの事業に
取り組みました。これらの事業はいずれも会員の皆さんや市民活動を支えていただいている多くの市民の方々
の支援により達成することが出来ました。
平成21年度も同様な事業を予定しております。これらの事業運営をより効果的に行うために会員の皆様のご
意見などぜひお聞きしたいと思います。今回は総会終了後懇親会を設け、ひろく意見交換の場を設けました。
多くの会員の皆さんのご参加をお願い申し上げます。

記
日時：5 月1６ 日（土）
１6：0０～ 総会開始
１7：0０～ 懇親会開始（会費2,000円）
18：30

解散

場所：東京都八王子労政会館 第一会議室
議題：(1)平成20年度の事業報告及び決算報告
(2)平成21年度の事業計画（案）及び予算（案）
(3)その他

４月８日の「井戸端会議」の開催場所は、「東京都八王子労政会館」第４会議室に変更となりました。
（詳しくは、３ページをご覧ください。）
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障害があってもなくても、地域で自立して安全に安心して暮らせるよう ネットワーク構築しスキル獲得/安全ネット八王子

毎年行われている「お父さんお帰りなさいパーテ
ィー」も今回で第８回目を迎え、去る３月 28 日（土）
の午後、東京都八王子労政会館で行われました。参
加者、関係者を含め１９４名の大パーティーとなり、
賑やかに終わりました。
八王子市のシニアの方々、とりわけ企業を定年退
職される男女の方々の人数は毎年増え続けていま
す。このパーティーは、活力にあふれたシニアの方々
の知識と経験を地元八王子の地域活動に活かしてい
ただこうと、集まった方々に地元の状況を幅広く知

第 1 部は配布された約１３０団体の紹介冊子を片
手に、参加者が自由に会場を回りながら、紹介団体
の方々から活動の実情を聞く情報収集の場、第 2 部
は軽く飲み物も入れながらパーティー気分で参加者
が団体関係者へ質問したり、意見交換をしたりの自
由な雰囲気での懇談となりました。途中、「スイン
グ・メイツ」の皆さんの軽音楽演奏もあり、和やか
な雰囲気の中で話が弾みました。

って頂き、市民活動へのキッカケづくりとしていた
だきたいという想いで開催されています。
市民有志の方々や市民活動協議会、八王子市が協
力して構成する実行委員会の皆さんが努力して本番
を迎えた当日は、黒須八王子市長の祝辞と実行委員
長の石井協議会理事長の開会宣言で始まりました。

ゆめおりファンドの取り組み状況
「ゆめおりファンド」は、平成20年度から新しく取
り組んだ事業です。前年度は準備段階でしたが、今年度
は本格的な活動に発展させる段階となりました。この事
業は市役所協働推進課が母体となって推進し、市民活動
支援センターがその実務を担当することになります。
この事業は、協議会の政策研究部が長年にわたって調
詳しくは市民活動支援センターのホームページで
も紹介しております。こちらもぜひご覧下さい。

査研究し現在に至っておりますが、調査段階では多くの
市民活動団体は慢性的に資金不足の状況にあり、OA機
器や備品の購入すら出来ない団体も多くありました。

URL http://www.shiencenter-hachioji.org/
E-mail fund@shiencenter-hachioji.org

そこでこのような状況を少しでも解決するために、備
品等のマッチングシステムとして『八王子ゆめおりファ
ンド』をスタートさせました。事業の内容は、主に市民

問合せ・連絡先
八王子市市民活動支援センター
八王子市旭町12-1 ファルマ802 ビル5 階
ゆめおりファンド事務局 電話 042-646-1577
FAX 042-646-1587

活動を行っている皆さんへ企業や個人から不要となっ
た什器類、パソコン、ＯＡ機器などの提供を受け、無償
提供するシステムです。
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蛍がかろうじて生き残った池の沢で多くの生物が育つ里山を目指して草刈り、植樹、水路整備等に汗を流す。池の沢に蛍を増やす会

当協議会は、３月１日(日)と８日(日)の両日にわたって

したが、今回の多摩健生との協働は協議会の今後の活動

多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議会〈多摩健生〉 のあり方を考える１日となりました。なお、当日は最後
が八王子市と共催で開催した｢シニアの生きがい･健康と

に支援センターを見学して好評のうちにセミナーを終講

仲間づくりセミナー｣を全面的にバックアップしました。 いたしました。
特に、８日は会場のクリエイトホール第７学習室は満
員の盛況で、午前は石井理事長の｢八王子の市民活動｣と
塩澤八王子市レクリエーション協会専務理事(当会副理
事長）の｢地域力を育むシニアたち｣の２講演、午後は春
田市民活動支援センター長の司会でＮＰＯ市民ユニット
りぼんの大森代表(当会副理事長)、八王子住まいづくり
市民塾の坂野副代表(当会理事)、八王子国際友好クラブ
の久保田代表(当会会員)、老人クラブゆきやなぎの細江
代表〈多摩健生理事〉によるパネルディスカッション｢つ
なげる仲間、つながる活動｣で会場を深い感銘と熱気に包
みました。
協議会は、これまで独自に団塊の世代の皆さんを対象

パネルディスカッション
司会：春田博八王子市民活動センター長(左端)

とする｢地域デビュー講座｣等を開発・提供してまいりま

テーマ：
「子どもと共に地域をつくる―出会いつながる子ども・ネットワーク」
日 時：2009 年４月８日（水）午後 1 時から 4 時
場 所：東京都八王子労政会館・第４会議室
参 加：無料 申込みは「八王子市民活動協議会」へ
電 話：042-646-1626・FAX：042-646-1587
「子育てナンバーワンのまち八王子市」を目指して井戸端会議を開催します。
日ごろ市内で、さまざまな形で子どもを支援している団体
や子どもの居場所づくり、場の提供を実践している個人やグ
ループなど関係者に集まっていただき、八王子の子どもが育
つ地域づくりについてざっくばらんに意見を交換し、「子ど
も・ネットワーク』づくりの第一歩とします。
先ずお互いを知ることから始め、意見交換の輪を広げて行
き、井戸端会議の先に見えてくるものの中から共通の課題や
その解決策へと取り組む形づくりを目指していきます。私た
ちが住む八王子市がもっと子育てしやすいまちになるように、
八王子に住む子どもと大人が一緒になって地域づくりに参画
し、ネットワークを展開していきましょう。
当日は子ども家庭部、障害福祉課、教育委員会、八王子市
議会議員の方々にも参加していただける予定です。
子ども家庭部からは「八王子の子育て支援策はどの位進んで
いるのか」具体的な報告をいただき、後半は少数グループでの意見交換会を予定しています。

＊当日は活動の紹介ができるパンフレットや写真等があればご用意ください。
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年齢を重ねることは積極的に自分探しをする時期です。らくださん家はそうした思いの拠点です。らくだの夢グループ

名
日

称：CCC チャペルコンサート
時：第 47 回・2009 年 4 月 28 日（火）
第 48 回・2009 年 5 月 26 日（火）
両日共に 19 時半開演（19 時開場）
内
容：英国から移築の本物のチャペルで、
100 名限定の素敵なコンサート
第 47 回・浅野信子/原嶋寛美パーカッションデュオ
第 48 回・管弦四重奏の夕べ
会
場：八王子ホテルニューグランド 英国チャペル
参 加 費：前売り券；2800 円・当日券；3000 円
カサドクラブ割引；2400 円
定
員：100 名
申込方法：事務局までお申込みください。
042-631-0705・http://www.npo-ccc.com
主
催：NPO 法人チェロ・コンサートコミュニティ
問合せ先：０４２－６３１－０７０５
名

称：桜、桜

日

時：平成２１年４月２２日

内

容：誰にでもできるラテンダンスです。年齢を

名
日

称：箱庭療法の初歩を学ぶ 理論と体験
時：2009 年４月９日・23 日・5 月 14 日・28 日
午前 10 時 30 分～12 時 30 分
内
容：箱庭療法は、70 センチ四方の箱に入れた砂の
上に、ミニュチュアを並べて、自分の世界を
作る心理療法です。今では心の傷ついた子ど
もだけでなく、一般の方の心の癒しにも使わ
れます。箱庭療法とはどんなものなのか、基
礎的な理論を、事例を交えながら、学びます。
またご自身にも体験していただき、箱庭の世
界を味わいながら、楽しんでいただけます。
一般向けの易しい内容なので、心理学の知識
はなくても大丈夫です。（今回の日時以外にも講座
を予定していますので、お問い合わせください。）
会
場：カウンセリングスペースまてりあ
（高尾駅北口徒歩 10 分 淺川市民センター近く）
参 加 費：10,000 円（4 回分）
定
員：７名
申込方法：電話にてお申し込みください。
０４２－６６２－８７０８（留守電の場合メッ
セージを入れてください。折り返しお電話します。）
主
催：カウンセリングスペースまてりあ
問合せ先：０４２－６６２－８７０８

さくらさくサルサ

13:30～15:00

問わずリズムを身体で感じて楽しみまし
ょう。今回はリズム音楽に合わせて軽快
に踊るコーナーもあります。
サルサの音楽は聴いているだけでも楽し
いものです。
会

場：八王子市寺田町４３２ グリーンヒル寺田
１０１－１０５
コミュニティスペース
「らくださん家」

参 加 費：１００円
定

員：１５名

申込方法：
「らくださん家」に直接お電話ください。
０４２－６７３－２９３１ 担当 北岡

カラーレーザープリンターの導入について
先般、
「NPO 法人イーパーツ」が募集した「イーパーツ・レーザー
カラープリンター寄贈プログラム」に応募したところ、協議会の活動
について評価され、その寄贈が決定されました。１５台の寄贈に対し
て７０団体以上の応募があり、その中で当協議会が選出され、３月１
７日に支援センターへ設置しました。現在、支援センターにはコピー
機１台、簡易印刷機１台とインクジェット式プリンター2 台あります
が、印字品質面でレーザープリンターの導入が強く望まれていまし
た。レーザープリンターはコピー機と同等の品質であり、カラープリ
ントにおいては従来の方式より低ランニングコスト、高スピードでか
つ高品質のプリントが可能となります。当面は支援センターでの使用
を考えていますが、近い将来には会員及び一般市民の皆様へも使用し
ていただくことを計画中です。ご期待ください。
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性能（仕様）
型式 リコー IPSiO SP C710 カラー
レーザープリンター
印刷速度 モノクロ印刷 32 枚／分（A4）
カラー印刷 26 枚／分（A4）
解像度
600dpi × 1200dpi
本体寸法 49cm × 59cm × 34cm

