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３月３１日現在の会員数
正 会 員 （ 団 体 ） ５４
正 会 員 （ 個 人 ） ３８（＋１）
賛助会員（団体） ０
賛助会員（個人） ３３
協 力 会 員 ４９（＋１）
合
計
１７４（＋２）

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
平成２０年度の始まりに当たり、会員の皆様にご挨

通じて更なる発展を期す所存です。

拶申し上げます。

全国的に有名になった八王子の「お父さんお帰りなさ

私共の八王子市民活動協議会は、今年度で NPO 法

いパーティー」
、１１月に行われる「いちょう祭り」で

人としては４年目に入ります。支援センターの指定管

の協議会担当地区――南淺川沿い・長房市民センター

理者としても３年目を迎えますので、もう市民活動団

での「わくわく広場」
、市の職員研修、市民活動のため

体としても一人前で、いよいよ本格的な発展を期すべ

のファンド作り、地球温暖化防止プロジェクトとして

き年度であると自覚しています。

の「みどり体験事業」
、市民活動井戸端会議、市民活動

先ず、支援センターについては、来る６月で発足後丸

を担う「地域デビュー講座」など、活動領域は年々増

５年になります。５周年の記念事業を通じて、支援セ

えております。その担い手となる方々がどうしても必

ンターの存在を、より多くの市民の方々に知って頂く

要です。こうした事業への会員の皆様、とりわけ、個

良い機会になりますので、記念事業を展開いたします。

人会員の皆様の積極的参加を是非お願いしたいと思い

是非、お友達など誘い合わせてご来場をお願い致しま

ます。また、会員団体の皆様とは「みどり体験交流事

す。
（日程的には６月下旬。詳細は５月発行の市民活動

業」や「わくわく広場」の活動等を通じて協働の成果

通信にて）

を挙げるべく努力すると共に団体相互間の交流・懇親

協議会独自の活動については、次のように考えます。

の場を積極的に進めるべく企画していきたいと思って

まず、今年度は理事全員の改選期に当たりますので、

おります。是非ご期待して頂くと共に、積極的なご参

新役員による体制整備を行うとともに、各部の活動を

平成２０年度総会のお知らせ
平成２０年度の総会を下記により開催いたし
ます。
今年度は理事全員の改選期であり、立候補さ
れる方は期日内に届出を済まされますようお願
いします。
（理事立候補の資格は正会員です）
記
総会日時：
5 月 10 日（日） 午前 10 時～11 時半
場
所：
東京都八王子労政会館 第一会議室
議
題：
(1)平成 19 年度の事業報告及び決算報告
(2)平成 20 年度の事業計画（案）及び予算（案）
(3)その他

加をお願いいたします。
理事選挙（全員改選）のお知らせ
NPO 法人八王子市民活動協議会では理事全員の任期
満了に伴い理事の改選を下記の通り行います。
協議会活動に積極的にご参加いただける方の立候補を
お願いいたします。
記
１．立候補対象の役職：特定非営利活動法人八王子市民
活動協議会理事（20 人以内）
２．立候補者の資格：平成 20 年 3 月 31 日現在の協議
会正会員で、5 月 10 日の総会当日に在籍している
正会員です。（理事選挙規程第 6 条による）
３・立候補の届出：所定の様式で協議会の選挙管理委員
会へ届け出て、受理されなければなりません。詳細
は４月１日の協議会ホームページに公示されます。
また、同じ内容は４月１日発送の「協議会だより」
に同封される理事選挙管理委員会の選挙公報にも記
載されます
４．選挙日程：選挙公報をご参照下さい。
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高尾の自然科学博物館を考える会は、市と協働で自然科学博物館機能を持つ施設を創る活動を展開しています。

今回で７回目になる「お父さんお帰りなさいパーテ

を探して話を聞いて歩く方式ですので、参加者の皆さ

ィー」
、略称「オトパ」が去る３月１５日（土）の午後、

んがいくつかの団体を渡り歩いて気軽に話し込んでい

東京都八王子労政会館で行われました。

ました。
第２部はスイング・メイツの軽やかな演奏
で気分をほぐしながら、爆笑を誘ったアイス
ブレーキングの後、乾杯！・・・・・９箇所
のテーブルごとにグループが指定され、それ
ぞれの団体関係者が集まると共に、参加者は
お目当てのグループへ行って、飲み物片手に
話が弾みました。団体関係者同士も日ごろ忙
しく、なかなか話し合う機会も少ないので、
大いに交流が行われました。

前日の雨天とは打って変わった小春日和の中、１時
半の開場、２時開会にあわせて、参加団体の説明者、
一般参加者、関係者等総勢１６９名の方々が集まって
きました。協議会理事長、八王子市黒須市長の挨拶、
実行委員長の進行説明などがあり、第１部のメイン・
午後５時、宴たけなわでしたが、市の協働推進課長

イベントである参加３３団体の団体紹介が２階と３階

の中締めでお開き。楽しい一日でした。

の４会場に別れて、同時進行方式の、いわゆる集団見

参加者の皆さんは、今日の話をベースに、配布され

合い方式で行われました。一般参加者の大方はシニア

た市民活動団体の紹介パンフレットを参考にして、自

の男性、女性でしたが、これからの長い第二の人生を

分の趣向にあった、自宅から通える団体を探してアプ

地域に戻って、新しい仲間達と、少しでも社会への貢

ローチしてください。また、実際に体験のできる「イ

献活動をしながら楽しく過ごしていきたいと願い、そ

ンターンシップ」も募集しています。気軽に参加して

のキッカケを掴もうとしてきてくださいました。少人

実体験をしてください。

数での質疑応答をしながら、自分の趣向にあった団体

市民活動何でも相談・電話：042－646－1577 市民活動支援センターへ

2

19 年度会員交流会（新年会）が盛大に行われました
今年度は会員の顔が見える協議会をめざし、会員相互の交流会を今回を含め 3 回ほど行いました。
今回は特に会員以外の方にも広く参加を呼びかけ
合計 89 人の方にご参加をいただきました。会場の
労政会館大ホールにはいっぱいの方々が集まり盛大
な交流会となりました。
アトラクションのハワイアンバンドとフラダンス
も大勢のメンバーで参加いただき、ステージには乗
りきれず
フロアー
での熱演
となり、
出席者か
ら大きな
喝采を貰っていました。
また協議会・塩澤総務部長の特別提供「木下大サーカスの招待券」の
抽選会は予想していないイベントだったので、こちらも大いに盛り上がりました。
日 時：平成 20 年 2 月 12 日（火）16：00～19：00
場 所：東京都八王子労政会館 ２階ホール

例年の交流会ではそれぞれの団体の紹介や
協議会の活動報告などをながなが行ってきま
したが、今年度はたびたび協議会の報告を行

参加者：合計 89 名
（団体会員 57 名、個人会員 15 名、非会員 17 名）

う機会もありましたので、石井理事長より簡
単な報告を行ったのみで、懇親会を中心に
運営させていただきました。

来年度もまたいろいろな工夫を行い、協議会を発展させるつもりです。会員の皆様のご協力をよろしくお願い申
し上げます。

市からの委託を受けて、１～３月に実施いたしました「NPO 法人等実態基礎調査」では、
市内の２５市民団体を訪問して、責任者の方々から事業の実態や経営課題などについて直接お
伺いしてまいりました。訪問団体の活動分野は福祉、保健医療、子ども、まちづくり、環境な
ど多岐にわたりましたが、皆さんの情熱やご活躍振りには本当に頭が下がりました。その中で
地域の企業や市民と市民団体とを結びつける『地域ファンド』の必要性と期待をつくづくと感
じました。
この調査でいただいた情報なども参考に、いよいよ４月から具体的な準備段階に入ります。
協議会では、コンピュータシステムやデータベース整備等のための部会と事業展開や規定等整
備のための部会を立ち上げます。まず、平成２０年度中に「モノの支援システム」を実用化さ
せ、引き続き開発計画をヒトとカネについての支援システムに進めてまいります。
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「八王子学会は八王子に感心を持つ市民が集い英知を結集し、調査研究報告や政策提言を地域に還元する地域学会です。」

八王子市市民活動支援センター
【設立５年周年記念事業“支援センター祭り”の開催について】
当支援センターは公益的な市民活動の支援拠点として、平成１５年６月２４日に都内でも先進的な
「公設民営方式」により開設しました。
設立当時は、市からの委託方式により管理を行っていましたが、平成１８年４月からは指定管理者
として、「ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会」が運営を行うこととなりました。
お陰様で当センターは、多くの市民や関係者の皆様に支えられ、育てられて、本年６月２４日に設
立５周年を迎えます。
今日までのご支援、ご協力に感謝申し上げますと共に、５年間の集大成と新たな旅立ちの記念とし
て、５周年ありがとう！！“支援センター祭り”を開催する事になりました。
具体的には５月１日発行の「市民活動通信」紙面にてご案内致します。
ありがとう記念パーティー、思い出の記念誌発行、特別記念講演、
異色な市民企画講座、団体活動紹介、交流コーナーの開設と展示室等、
楽しい企画でお迎えしたいと思います。
皆様のご来場を心からお待ちしています。

名
日
内

称：精神障害ホームヘルプ研修
時：4 月 25･27 日の 2 日間
容：精神障害者が自立した生活が送れるよう支援するた
めには、精神疾患・障害者の特性や障害者及び家族
への理解が求められます。当研修は、支援の実践経
験豊富なケースワーカー・精神保健福祉士等の講師
によるホームヘルプ研修です。ホームヘルパーさん
のスキルアップに、ご家族やボランティアの方の病
気や制度の理解に活用ください。
会
費：14,000 円
（教材費込：日本ウェルネット編集テキスト）
定
員：15 名
申込方法：日本ウェルネット宛、電話にてお申込ください。
所定の申込用紙を送付します。
主
催：NPO 法人日本ウェルネット
問合せ先：日本ウェルネット
電
話：０４２－６６９－２７２８

名称：ＮＰＯ法人著作権推進会議
http://homepage3.nifty.com/373no/c
opyright/
内容：著作権法制度の普及活動及相続・セ
ミナー活動及著作権及知的財産の研究等、
毎月 1 回例会を行いますが、ご参加は都合
により自由です。
条件：特になし、著作権制度、知的財産な
どについて興味のある方であればどなたで
も歓迎します。
連絡先：電話 042-636-8731 本山まで
メール：smoto@tbc.t-com.ne.jp

～～当協議会の２団体が国土交通大臣賞を受賞～～
当協議会会員の 2 団体が第 19 回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰団体に選ばれました。
東京都全体で 7 団体が選ばれましたが、そのうち当会員の２団体が選ばれたことは、環境問題に対す
る仲間の活動が評価されたもので、会員の皆様とともにお喜び申し上げます。
受賞団体会員のお名前

八大緑遊会 様

おめでとうございます！
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宇津貫みどりの会 様

