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日時：2006 年９月３０日（土）14:00〜16:30 会場：労政会館 2 階ホール
「 住 み よ い 地 域 を つ く ろ う 」、
「八王子を元気なまちにしよう」、
「 人に 優し い日 本を つく ろう 」、
「地球環境を保全して次世代に引
継ごう」
・・・私たち八王子市民活
動協議会はこれらのテーマを推進
するために会員と市民との交流の
場を会員交流会として運営してき
ました。
しかし、なかなか活動が広がら
ないもどかしさもありました。同
じ思いを持った仲間、理解ある行
政マン、賛同してくれる企業など
がきっといる筈、との考えから今
回は今までの会員交流会の殻を破
った新しい試みを企画しました。
交流会の名称も「市民活動ネット
ワーキングパーティー」と改めました。日ごろあまりお付き合いのない行政や代議士・市会議員の方々にも
お集まりいただき、各分野の問題点や企画について積極的に意見交換をしていただきました。
市民は市民の立場から、団体の方は日ごろの活動での問題点を、行政の方は日ごろの問題点の確認や要望な
どを気さくに話し合っていただきました。また、団体の方々には同じような団体の運営の問題や関連団体と
のコラボレーションの企画などもお話いただ
きました。
日ごろいろいろな場所で顔をあわせる市会
議員や市役所の職員の方も、話してみると意外
と気さくな方が多いものです。会場では和やか
な雰囲気の中で会話が弾みました。
また会場には会員団体及び参加団体のパネ
ルも多数展示され、話だけでなくパネルを用い
た立体的なお話しが出来るよう工夫しました。
広い会場も展示しきれないほどのパネルが用
意され積極的な意見交換が行われました。また、
パーティーの出し物としてマジックが披露さ
れ会場の雰囲気を一層盛り上げました。このパ
ーティーには会員の方および学生、行政、議員
の方など約 90 名の方が参加され、成功裡のう
ちに終了いたしました。
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ＮＰＯ法人らいふ舎 まちづくり、高齢者福祉等がテーマです。市民企画事業の助成金で、市内の絵地図をつくりました。

ＮＨＫの教育番組で取り上げられて全国的にも知ら

な団体を発見して頂くことが、このパーティーの目的で

れるようになった八王子市民活動協議会の「お父さんお

す。気軽に参加してください。詳細は新年の 1 月 1 日

帰りなさいパーティー」が来年 2 月開催予定で準備が

発行八王子市の「広報はちおうじ」や「市民活動通信」

進んでいます。前回、前々回のパーティー参加者を中心

をご覧下さい。

に実行委員会が結成され、先月から活動を開始して
います。このパーティーは団塊の世代を中心にして
定年を目前にしている方、既に定年を迎えられた男
性や女性の皆さんに第二の人生は地域で楽しく活き
活きと過ごしていただきながら、シニアの方々の経
験やノウハウを地域に活用して頂くことで、各方面
への社会貢献を果たして戴こうという趣旨のパーテ
ィーです。地域に不慣れな企業戦士の皆さんに八王
子の地元にどんな地域活動団体があるのかを知って
頂き、その中から、自分でも参加したいと思うよう

市民活動とコミュニティビジネス−コミュニティビジネスがあなたを豊かに 地域を元気に！
日時：2 月 17 日（土）15:30〜17:00
会場：学園都市センター（イベントホール）
講師：ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター 代表理事 永沢 映
内容：コミュニティビジネスの基礎を学びます。
市民がボランティアではなく、適正に利益をあげ、報酬を取って行くことで活動を維持・継続し、
発展させることが可能となります。
コミュニティビジネスは「楽しく＋自立・継続して＋地域で喜ばれ＋地域で支えあい」によって
成立します。
本講座ではコミュニティビジネスの現状、課題、利点、事例など幅広く学んでいきます。
すでに活動されている方、これから市民活動、コミュニティビジネスを始めたい方が対象となり
ます。提供 八王子市民活動協議会

八王子市民活動協議会

上期決算︵
概要︶
のお知らせ

今期は組織改定を大幅に行い︑市民活動支

援セ ンターを管 理運営する部 門と協議会 と

して 独自に活動 する新しい部 門を新設し ま

した︒したがって予算も組織に合ったように

組み直しました︒

組織改定の目的は﹁ 実際に活動する 協議

会﹂を目指し﹁ネットワーク推進部﹂
︑
﹁ＮＰ

Оハウス開発部﹂
︑
﹁人材育成部﹂
︑
﹁政策研究

部﹂および﹁総務部﹂を新設しました︒新し

い組織での運営も半期を終えましたので︑新

しい枠組みに沿った半期決算︵概要︶の報告

をいたします︒
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情報ボランティアの会（八王子）
「情報化」という視点から、市民の幸せや元気なまちづくりをめざしています。

いちょうまつり「わくわく広場」
参加三年目を迎えた今年は 20 団体の参加もあり、
「こどもを育
む、こころを育てる、こどもに返る」をテーマに「昭和」の味付
けで参加しました。
11 月 18・19 日、会場の長房市民センターは大勢の子ども連
れで賑わいました。 バルーンアートや手作りオモチャに手作りこ
ま、お手玉つくり、ムーちゃんぬりえ・・は子どもたちに大人気。
特設ステージでは手品にパネルシアター、フラダンスあれば南京
玉すだれにバンド演奏、コーラスと続き体育館は一日中にぎやか
なお祭りとなりました。二階の「休憩所」はいつも溢れんばかり
の大盛況。翔陽高校生がボランティアで参加してくれ、子どもた
ちの遊び相手を引き受けてくれました。河川敷では焼き芋にお焼
き、磯辺焼き、すいとん、
おでんの美味しそうな匂
いが漂い青空食堂のテー
ブルはいつも満席。その
横ではわら細工、竹細工、
お手玉つくりが軒を並べ
手作り陶器販売もあり、
テント通りもなかなかの
賑わいでした。

シニアのための携帯電話講習会
♪ 会場は満員の盛況でした ♪
去る 11 月 16 日（木）の午後２時から
４時までクリエイトホールで開催された
『高齢者のための携帯電話講習会』は定員
３０名の満員状況で開催されました。ご夫
婦の参加も数組あり、ドコモの女性講師か
ら親切な指導を受けて、終了時には携帯の
初歩をマスターして、これで家族にも安心
してもらえると満足そうに帰宅されまし
た。
今回は八王子市民活動協議会の主催、シ
ニアネットクラブの共催、ドコモショッ
プ・八王子の協力という３者構成で行った
初めての試みでしたが、シニアの方々の携
帯電話を使いたいが、使い方が分からない
という悩み解消に大きな助けになったと喜
ばれました。

ファシリテーター養成講座
さまざまな話し合いの場で「気づき」や「問題意識」を掘り起こしながら、あらゆる展開への可能性を引き出す人とし
て注目されている「ファシリテーター」の養成講座を 10 月 23 日、エコ・コミュニケーションセンター代表森良氏を講
師に迎え、開催しました。急な企画にも係わらず 19 名の参加があり、6 時間にも及ぶ講座に集中しました。
講義を基に実際にワークショップを組み立て「ファシリテーター」を体験するなどの実習もあり、今後の活動にすぐに
役立つスキル体得ができた講座でした。

平成 18 年度

文化祭 in シティーホール
八王子市職員等事業本
部主催の「文化祭」が去
る 11 月 3、4 日行われ、
市民活動協議会も昨年に
引き続き参加しました。
協議会の呼びかけに応え
て６団体に参加いただき、
会場を盛り上げることが
できました。協議会とし
ては、当日参加できない各団体の手持ちのパネルやパンフレ
ット、チラシ等も持ち込みアピールしました。
今年で８回目を迎
えた文化祭は年々来
場者も増え、今年は
５０００人を超える
市民の参加がありま
したので、協議会を
知ってもらう良い機
会となりました。
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「市民との協働に関する職員研修」終わる
八王子市は協働のまちづくりを掲げています。
この方針を実りあるものとするため、八王子市で
は職員の意識改革に取組んでいますが、この職員
研修も市民と一緒に行う形式で 5 回目の研修が
10 月 31 日に実施されました。
今回は市民側から 5 つの協働事業案を提供した
ことと市民メンバーとして地域デビュー講座受講
生や市民活動団体の代表者にも参加してもらった
点が新しい取り組みでした。
「子ども安全シェルタ
ー充実事業」と言ったリアリティーある事業案も
あり、市民にとっても職員にとってもいろいろと
考えさせられた研修となりました。
川北秀人講師は基調講演で、
「自治体は市民との
協働の仕組みを作って良しとせず、市民団体の力
がつくように＜投資＞をすべきだ」と強調されま
した。市民の側にも「自助努力や市民団体同士の
協力関係を築き、協働力を強化する課題である」
と理解する必要があります。

NPO 食事サービス加多厨は、高齢の方、障がいのある方に、会員制で１食から昼食を宅配します。月〜土・祝日営業

名 称：健康日本２１：無料健康講座
100 回記念講演と無料骨密度測定会！
日 時：12 月 22 日 (金)
開場：9:30〜 開演：9:45〜12:00
内 容：健康日本 21 無料健康講座
100 回を記念する講演会
１. 治験・臨床試験ボランティアとは？
２. 骨粗鬆症のお話
３. 講演会聴講者先着 100 名
（10:35〜無料骨密度測定を実施します。
）
会 場：八王子市文化芸術会館
いちょうホール（小ホール）
参加費：無料
定 員：100 名
申込方法：当日、講演会聴講者先着 100 名
主 催：NPO 法人ニューイング
問合せ先：NPO 法人ニューイング
電話：042-648-1717

名 称：「認知症のケアを地域で支える」
平成１８年度認知症なんてこわくない！
第二回セミナー
日 時：12 月 15 日（金）10:00〜12:00
会 場：由木東市民センター １階会議室
講 師：今井幸充氏
参加費：無料
定 員：５０名（先着順）
申込方法：電話・ＦＡＸにてお申込下さい。
（菅原）
電話：042-676-7175
ＦＡＸ：042-670-5135
主 催：ＮＰO 法人らいふねっとＭＯＥ
八王子市鹿島 4-1-101 鹿島商店街内

私たちの意見を市政に反映させましょう！
―市民参加条例（素案）の出前講座―
八王子市では、市民がより一層市政に参加しやすい環境を整備するため「市民参加条例」の来年３月制定
を目指して取り組んでいます。
協議会では、この機会に市民参加条例（素案）の説明を聞き、市民の声、市民活動団体の声を行政に反映
させたいと考え、市からの出前講座を開講します。
会員の皆さん、市民活動団体の皆さん、この機会に参加条例を理解し、積極的に私たちの声を行政に反映
させましょう。ご参加をお待ちしております。
★日時：１２月１５日（金）10:00〜12:00
★場所：支援センター 会議室
★内容：市からの市民参加条例（素案）の説明を聞き、質疑応答と要望の提案
（要望は後日、協議会として文書にして提出する）
★参加希望者は下記へ連絡してください。
TEL：042−646-1577 FAX：042-646-1587
支援センターへ

地域デビュー講座 進行中
9 月 5 日に開講式を行なった第 1 回八王子地域デビュ
ー講座は 17 名の応募があり、皆さんそれぞれ忙しい中、
出席率も高く、多くの方が 70％以上の出席者に与えられ
る受講修了証を手にされるものと思います。11 月までに
座学は終了し、12 月は実務研修となります。受講生は希
望する市民活動団体で一緒に活動をして地域デビューに
備えることになります。
11 月 14 日は市役所で「協働とはなんだろう」をテー
マとした第 8 回講義がありました。講師は協働推進課の設
楽課長と、㈱ひとアンドまち研究所の工藤社長でした。受
講生の一人は「とても面白く、もっと早く聞きたいテーマ
でした」と語っていました。ただ、受講生の中には「全体
に難しすぎる」とか、
「はじめに思った内容と違う」とい
う声もあり、第 2 回目の内容や実施方法は第 1 期生の声
を良く聞いて、見直していくことが必要です。
★お知らせ：協議会ホームページに講義録とデビュー講座
通信を掲載中です。
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【八王子生涯学習コーディネーター会】
10 月 21 日、この日一日クリエイトホールの全館
が盛り上がりました。それは今年で 3 回目の「八王
子生涯学習フェスティバル」に、４,400 人を超える
市民が訪れたからです。このイベントには、市の教育
委員会と、わが「コーディネーター会」と「インスト
ラクターの会」が《主催者》として取り組みました。
まさに行政と市民団体との 協働 の実現です。
わが会は、このフェスティバルを始めとして、生涯
学習を目指す市民を広く支援し、地域の生涯学習活動
の発展のため貢献することを目的にしています。その
一環として、市・民間のすべてを網羅する、八王子の
生涯学習関連施設・団体の『ガイドブック』の作成に、
いま取り組んでいるところです。

