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第２２号

１１月３０日現在の会員数
正 会 員 （ 団 体 ） ６１（＋２）
正 会 員 （ 個 人 ） ３７
賛助会員（団体） ０
賛助会員（個人） ４０（＋１）
協 力 会 員 ４９（＋２）
合
計
１８７（＋５）

八王子市民活動協議会が事務局をつとめる「わくわく

１階では、ぬり絵コーナーやマイ旗つくり、竹で昆虫を

広場」実行委員会は今年もいちょう祭りに参加しました。

作るコーナーなど子どもたちの楽しめる企画がいっぱ

テーマは「わくわく広場で、ゆったり、のんびり」！

いで、子どもたち対象の新企画「スタンプラリー」には

両日とも天候に恵まれ、気持ちの良い祭りの日となり

大勢の子どもたちが参加しました。健康が気になる世代

ました。大勢の人々でごったがえす甲州街道のいちょう

の人たちにはメタボ計

並木通りとは違い、御陵から続く南浅川北側の道は子ど

測や健康測定コーナー

も連れでもゆったり歩けるちょっとした穴場です。今年

が人気で長い列ができ

は新しく参加した団体もあり、河川敷には８つのテント

ました。

が並びました。

体育館に用意したス

（テント村）

テージは、耳の不自由
な方とその仲間たちによる手話ダンスやシニア男性二
人のライブ、子どもたちによるフラダンスやよさこいソ
ーランなど元気をもらえる多彩なエンターテイメント
が続きました。また介助犬のデモンストレーションには
大勢の関心が集まりました。手作りお菓子と入れたてコ
ーヒーが飲めるカフェコーナーも、畳に座ってステージ
を楽しめるとあってか大盛況でした。
各団体が日ごろの活動成果を生かして参加し、相互に
交流ができる「わくわく広場」は、今年も新たなネット
ワークが広がりました。

すいとんや揚げパンに歌声喫茶は毎年人気の高いコ

（歌謡ショー）

ーナーですが、地元産の焼き芋と野菜の販売やこんにゃ
く芋から手作りした味噌おでんには大勢の人が並びま
した。
「マイお手玉を作って遊ぼう」
や「竹の紙漉き」
「パソコンで名刺
つくり」など、体験型のコーナーが
あるかと思えば、バルーンで作った動物たちや
わら細工など技術の高さが伺える作品も並びました。陶
芸品や竹炭液の販売やフリーマーケットはいつのお祭
りでも人気です。長房市民センター入り口では「環境ク
イズ」に挑戦する人々も多く、生ゴミ堆肥化の紹介も行

今回特別に配置

われていました。

した緊急車両

2 階和室には、恒例の「だれでも休憩所」があり、授
乳やおむつ替えスペースも！
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悠楽では、高齢者・障害者の麻雀教室、福祉移動サービス、家庭用火災警報器設置などの支援を行っています。

今年度も恒例の会員交流会（新年会）を開催いたします。
先に個人会員の方にお集まりいただき、交流会を行いまし
たが、新年会は全協議会会員と行政の方、一般市民や市議
会議員の方などにもご参加いただき、広く情報交換させて
いただきたいと思います。
団体の方にはお互いの情報交換や会員募集、個人会員の
皆様には団体会員との情報交換などが行える絶好の機会と
なります。ぜひご期待ください。
日時：１月３０日（金）1７：３0～２０：00
場所：東京都八王子労政会館 ２階ホール
会費：2,000円
スケジュール：
1７：３0～ 挨 拶
1７：４５～ 協議会からのお知らせ
1８：１５～ 歓談（飲み物あり）
1８：３０～ アトラクション
1９：０0～ 歓 談
２０：00～ 解 散
予告！

新しい仲間、地域でみつけよう！

第 8 回 お父さんお帰りなさいパーティー

開催日：平成２１年３月２８日（土）
場
＜パーティーの目的＞

所：東京都八王子労政会館

１４：００～

参加費：１，０００円（資料代、パーティー代含む。）

シニア世代の方に市民活動団体の活動を紹介し、新しい生きがい探しのチャンスをつくっていただ
きたいと思います。ぜひご参加ください。

♥☺都立高校奉仕活動支援事業☺♥
一昨年度よりすべての都立高校で「奉仕」という教科が必修化され、在学中の三年間で１８時間の体験学習が義
務付けされました。
その体験学習のお手伝いを都教委の委託を受けて行うのが学校
教育支援コーディネーターの仕事です。当センターでは今年度市内
５つの都立高校において、体験学習のコーディネート業務に携わら
せていただいています。具体的には「学習を通して高校生に何を学
んで欲しいのか」という先生の目的に沿って効果的な体験学習プロ
グラムを提案し、実施するために地域との
連携を企画、調整をすることになります。
この「目的」を明確にすることが、単に

車椅子の体験学習
受身的な教科時間の消化ではなく、生きた学習体験にする岐路になります。地域と関わりな
がら学習することで、地域の中の自分を意識し、共生の理解につながります。高校生の皆さ
んにこのような体験の機会づくりを提供をしていきたいと思っています。
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NPO 法人なみき福祉会は障がいのある人、高齢者、子育て中の母親達が地域で共に支え合う生活をめざします。

去る 11 月 1３日（木）八王子労政会館において 20
年度・個人会員向け会員交流会を開催いたしました。当
日は日ごろお世話になっている会員の皆様への「感謝の
集い」として開催し、46 名の多くの方にご参加いただ
き盛大に行うことが出来ました。今回の交流会は今まで
と少し趣をかえ、小講演と名刺交換会を取り入れて進行
しました。
はじめに石井理事長と来賓の松日楽市協働推進課長
に挨拶をいただきました。松日楽課長のご出席は当協議
会と市協同推進課との日ごろの信頼関係の深さの結果
であると自負しています。次に協議会の日ごろの事業
（各部門の活動内容、お父さんお帰りなさいパーティ、
みどり体験交流事業、今年度より始めました都立高校の
支援事業など）についてパワーポイントにより詳しく報
告させていただきました。また、この事業報告終了後、
日ごろの運営についての意見交換を行い、会員の皆様よ
り貴重なご意見を賜りました。
引き続き当協議会の大山副理事長により行われた小
講演では「社会保険制度あれこれ」というテーマで、今
後のシニア世代の生活に深くかかわる年金、介護保険が
どのように変わっていくのかをいろいろなデータを基

に詳しくかつ分かりやすく解説いた
だきました。内容はとてもわかり
易かったのですが、結論として
の見通しには明るい材料が少な
く、がっかりするようなことが
多かったように感じました。
よって私たちもこれからの動き
はしっかり見つめていく必要がある
ように感じたお話しでした。参加者のみなさんの感想も
とても分かり易く参考になりました、と大好評でした。
最後の懇親会は、お互い話を始めやすくする手段とし
て参加者全員に 10 枚の名刺を準備し、名刺交換会とし
ました。懇親会終了までには全部を使い切って多くの人
と話し合ってくださいとお願いしましたが、10 枚のノ
ルマはかなりきつく何事も目標達成は難しいものだと
実感したひと時でした。懇親会には飲み物と軽食を用意
しゆっくりお話いただきました。個人向け交流会にも関
わらず団体会員の方にもたくさんご参加いただき、会を
盛り上げていただきました。ご協力本当にありがとうご
ざいました。
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懇親会で石井理事長の挨拶を聞く参加者

『第 10 回文化祭 in シティーホール』に市民団体も参加！
～市民交流の場として「親しまれる市役所（シティーホール）を目指して」～
11 月 22 日から 23 日の二日間、親しまれるシティーホール
づくりを目指し、
『第 10 回文化祭 in シティーホール』が元本郷
町の八王子市役所で開催されました。
この文化祭は八王子市職員
等事業本部が主催し、
「地域の歴史と文化交流、地球環境・食と
水の循環、こども達に夢を」を具体的なテーマにして、地元の元
本郷町会や市民活動協議会に参加している市民団体などが参加
して行われました。
当日は八王子いちょう祭りの実行委員会と共
同開催となったクラッシックカーパレードや NHK 文化センタ
ーのサークル活動の発表などがあり、賑いました。
当協議会では、この二日間、八王子の大イベントであるいちょ
う祭に長房市民センター、浅川流域の「わくわく広場」担当とし
て参加しましたが、
『文化祭 in シティホール』も例年継続して参加しておりましたので、今回も同様に協力参加し
ました。今回は、協議会の関係者がいちょう祭りの方に関わったため、
『文化祭 in シティーホール』の設営･出展は、
協議会の会員団体である「お手玉の会（八王子）
」、「小宮地域福祉センター」、「ＮＰＯ法人 なみき福祉会」の皆さ
んにご協力いただきました。
（延べ参加者 5000 人）
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ヒー-リングアート・パステルカフェは、誰もが楽しめるやさしいアートで、脳と心の活性化を図る団体です。

作成費は 5,000 円！
ホームページの作り方が全く分からなくても、当方の専属スタッフがご相談に応じ一緒につくりますのでま
ったく心配ありません。ぜひご相談ください。
当協議会では専用のホームページを用意しており、多くのアクセスを得ております。
協議会、支援センター含めた月間ヒット数は 3,000 件を超えています。
当協議会団体会員のホームページ保有率は 70％弱でまだまだ不足と思われます。ぜひ自分たちのホームページ
を作成し活動を PR してみませんか？
会員の皆様には特別に格安でお作りしています。
見本ページ「ちょいワル親父の会」を当協議会のホームページで確認できます。
・ 作成費は 5,000 円（初年度は、年間掲載料は無料です。
）
・ ２年目からは、年間掲載料として 5,000 円をいただきます。（ただし、簡単な更新については無料で行
います。複雑な更新については別途協議させていただきます。）
◆

協議会の HP アドレス
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/
詳しくは、八王子市民活動協議会 ホームページ担当へお問い合わせください。
電話/ＦＡＸ：042-646-1626
Ｅメール：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

「ゆめおりファンド」
協議会の新しい事業として政策研究部が主体となり調査・研究を重ねてきたファンド事業を、今年度から正式に
立ち上げました。これは八王子市と協議会の協働事業として両者が研究会を立ち上げて検討してきましたが、実現
に当たり支援センターを中心に運営することになりました。
事業の内容は主に市民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機器や店
舗、事務所などの提供を受け、これらを無償交付や貸与をするシステムの運営です。
具体的には、団体で欲しいけれど資金面などで手に入れられないもの、企業や個人で不要となった品物を支援セ
ンターに連絡していただき、データベースを利用して効率的にマッチングさせる運用システムです。詳細について
は専用の案内書を用意してあります。また市民活動支援センターには専門スタッフがおりますので、気軽にご相談
ください。
当面、ファンドとしては物のファンドである「物品提供システム」から始めますが、順次、人、情報、資金へと
発展拡大させていきたいと考えています。ぜひご期待ください。
（問い合わせ先）
八王子市市民活動支援センター
電 話 042-646-1577
ＦＡＸ 042-646-1587
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