ＮＰＯ法人
八王子市民活動協議会
八王子市明神町４－１３－１０
TEL/FAX : 042ー646ー1626

八王子市民活動

協議会 だよ り

平成１８年６月１日

E-Mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

特定非営利活動法人

５月３１日現在の会員数
正 会 員 （ 団 体 ） ４４(＋１）
正 会 員 （ 個 人 ） ３２(＋１)
賛助会員（団体）
０
賛助会員（個人） １９
協 力 会 員 ３９（△２）
合
計
１３４

第７号

八王子市民活動協議会

―新役員体制決まる―
５月１４日（日）午後１時半から東京都八王子労政会
館において特定非営利活動法人になってから初めての
八王子市民活動協議会の平成１８年度総会が開催され
ました。
議案は「平成１７年度事業報告及び収支決算」「平成
１８年度事業計画及び収支予算案」「理事及び監事の選

任」「議事録署名人の選任」でしたが、いずれも質疑応
答のあと採決が行われ、それぞれ可決、選任されました。
理事については１８名の立候補者全員が選任され、また
監事については工藤秀美氏、永沢映氏が選任されました。
総会後の第１回理事会では、理事の互選により新役員
体制が決まりました。

◇◇◇新三役体制◇◇◇
理 事 長
石井利一
副理事長（総務部長）
塩澤迪夫
理
事（支援センター長）
春田 博
副理事長（ネットワーク推進部長） 大森一美

副理事長（人材育成部長）
副理事長（ＮＰＯハウス開発部長）
副理事長（政策研究部長）
理
事（事務局長）

新理事長の抱負

︱協議会としての自立性を高める︱

協議会理事長 石: 井 利 一

昨年度までの協議会の最大課題は︑八王子

市 から受託 してい る支援セ ンターを 市民や

市 民活動団 体に頼 りにされ るような 存在へ

成長させることでした︒平成十八年度は︑Ｎ

ＰＯ法人資格も取得し︑支援センターの指定

管理者にもなって︑いよいよ協議会としての

自 立性を高 める段 階にきた 年度であ ると思

います︒

組織の大幅改訂を行いました︒管理部門に

事務局と総務部を配し︑事業部門に五つの部

を新設しました︒支援センターは五つの事業

部門の一つに位置付けると共に︑他の四つの

協議会独自分野の事業部門を設けました︒今

年 度からは この四 つの分野 の事業の 展開を

協 議会の総 力を挙 げて取り 組んでい く所存

です︒

全 理事の協 力と会 員の皆さ んの積極 的な活

動参加を是非お願い申し上げます︒
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坂野大義
浅野里恵子
大山 孝
大福族生

NPO 法人八王子子ども劇場 JOYCCO は、子どもたちの感性豊かな成長を応援します。

◇◆１８年度の事業計画と主な課題◆◇
―協議会活動の５本柱―
１８年度の協議会事業には５つの柱があります。
この５本柱をたくましく立ち上げていく為に、会員
の皆さん、市民有志の皆さんのご協力を是非お願いし
たいと思います。
５つの柱とは次のような事業です。
（１） 支援センター事業・・・・・市民や団体への窓
口として市民活動に関する諸々のサービス
を行います。
相談、情報提供事業、広報、啓発事業、データ
ベースの整備等を行います。
（２） ネットワーク推進事業・・・市民や市民団体相
互のネットワークづくりを手がけます。
具体的には「お父さんお帰りなさいパーティー」、

いちょう祭りの「わくわく広場」や市民活動フ
ォーラムを担当します。
（３） 人材育成事業・・・・・市民活動の中核となる
人材育成を目指して各種講座を開設します。
スタッフ養成講座、いちょう塾、ＮＰＯマネジ
メント講座など。
（４） ＮＰＯハウス開発・・・・都や市、あるいは公
社公団等の保有物件で空きスペースがあれば、
市民活動団体の事務所や事業スペースに活用で
きる方策を考えたい。
そんなスペースを探していこうという事業です。
（５） 政策研究・・・・市民活動に関するいろいろな
調査研究を行ったり、行政への提言を行います。
市民ファンドのような新事業も手がけます。

１８年度協議会理事の各部会担当表
この担当表は、平成１８年５月１４日の第１回理事会で
話し合われた各理事の担当をベースに、各部会長と理事と
の協議で決まった最新の担当区分です。
変更する場合は各部会長と各理事の合議で決め、速やか
に事務局長に登録してください。
（3 ページの組織図参照・・・敬称略）
＜平成１８年５月２９日現在＞
部会名

部会長

部員（理事）

事務局

大福族生

総務部

塩澤迪夫

濱田雄三、榊原信夫、大福族生

人材育成部

坂野大義

大山孝、大貫圭介、梅本和比己

ネットワーク推進部

大森一美

浅野里恵子、石井利一、坂野大義

ＮＰＯハウス開発部

浅野里恵子

政策研究部

大山

孝

八王子市市民活動支援センター

春田

博

春本高夫、坂野大義、関谷真一、吉岡奈津絵、中山一江
江頭美子
廣川英資、春本高夫、梅本和比己、中山一江

各種イベントの実行委員募集！
ネットワーク推進部は、以下の通り年間を通じて行
う各種イベントを実行委員会形式で開催します。活動
を共にすることでネットワークが推進されます。
正会員、協力会員、賛助会員の皆さん、是非いずれ
かの実行委員会に参加し、地域の連携を深めましょう。
至急募集 ! 8 月に行われる「お父さんお帰りな
さいパーティー」の実行委員を募集しています。
会員の方、一般市民の方のご応募をお待ちしています。
問合わせは協議会へ。（電話０４２−６４６−１６２６）
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◇お父さんお帰りなさいパーティー
日時：８月１２日、２月２４日
◇いちょう祭り「わくわく広場」
日時：１１月１８、１９日
◇ 市民活動フォーラム
① 日時：９月「八王子再発見・・八王子の魅力とは」
② 日時：２月「防犯・防災に強いまちづくり」

日本ウェルネットの福祉人材の育成事業「カウンセリング講座」と「ヘルパー研修(ガイド＆精神)」
情報セキュリティー委員会

八王子市民活動協議会 組織概念図
（平成18年度）

三役会議

八王子市民活動協議会
組織概念図

・理事長
・副理事長（5名）
・支援センター長
・事務局長

（管理部門）
事務局
・各部との調整 ・三役会、理事会の準備・総会準備
・経理
・広報 ・ＩＴ ・ホームページ
（支援センター組織）

総務部
執

・財務（予算決算） ・各種規定の整備

理事会

理事長

機

情報セキュリティー委員会

・会員管理 ・総会議案書

行

総会

（事業部門）
支援センター

関

センター長

・支援センターの運営全般

副センター長

相談・総務部会 （担当スタッフ３名）
・窓口業務
・相談業務

ネットワーク推進部

・施設管理

・市民、市民団体相互のネットワークづくり

・経理

オトパ実行委員会／わくわく広場実行委員会
市民活動フォーラム
人材育成部

・総務

・各種講座事業の実施

・広報紙の発行（市民活動通信）

スタッフ養成講座／八王子市職員研修
いちょう塾受託／ＮＰＯマネジメント講座
ＮＰＯハウス開発部

広報部会

（担当スタッフ２名）

・HPの維持管理
・パンフレットの作成

・市民活動団体の事務所、事業スペースの確保
横川町住宅空き店舗の利用（地域サービスセンター）

啓発部会

（担当スタッフ１名）

元子安母子館の利用（子育て支援ＮＰＯハウス）
政策研究部

・アクティブ市民塾

・市民活動全般の調査研究と政策提言
・新事業の探索

・NPOマネジメント講座

・市民活動入門講座

DB部会

市民ファンドの調査研究
監事

（担当スタッフ１名）

・DB構築・維持管理
・PC管理

「気軽に・楽しく・八王子再発見 仲間づくり
地域デビュー講座（仮称）」予約受付開始
＜地域デビューしたいけれど、どこから初めていいのか
分からない！＞
そんな方にぴったりの講座を準備中です。
●内容
講座期間は 9 月から 12 月の 4 ヶ月間。毎週 1 回、
全１１回の連続講座と長期体験学習に加え、見学会やい
ちょう祭の運営など様々な活動体験も予定。講師陣は大
学教授、産業界のトップ、八王子市職員、地域活動実践
家をお招きします。受講料は 1 万円の予定。
●参加をおすすめします
自分達が住む街八王子を良くするため、市民が主役と
なり、地域の力を発揮する「地域の時代」です。とりわ
け地域に戻ったシニア市民や団塊の世代の役割です。
「地域を良くしたい」「自慢の出来る我が町をつくりた
い」、こんな思いを具体的な行動や活動に結びつける講
座です。この長期連続講座と現場体験によって、新たな
仲間にも出会える事でしょう。
八王子には歴史、風土、環境、産業など豊かな資源に
恵まれています。才能豊かな市民そして様々な市民の団
体が元気に活躍していますが、これらはソフトな資源と
言えます。さまざまな八王子の資源を見つめ直し、より
豊で暮らしやすい地域とするための課題とご自身のテ
ーマを再発見して下さい。
●予約受付と企画運営スタッフの募集
受講生募集は 20 名。正式募集に先立ち 6 月から予約
を受け付けます。また、企画運営スタッフも必要です。
興味のある方は手伝ってください。

「お父さんお帰りなさいパーティー」
フォローアップイベントのお知らせ
夏の一日、ハンディを持った方々の作業所を見学し、
勢いよく伸びている雑草の草刈りでお手伝い。きっと新
しい発見がありますよ。ボランティアで汗を流す楽しさ
を体験してください。２月に北野市民センターで行われ
た「お父さんお帰りなさいパーティー」のフォローアッ
プですが、上記パーティーへの参加の有無に拘わらず、
どなたでも参加、大歓迎です。
日時：平成 18 年 6 月 12 日（月）
10 時〜1５時（９時半：JR 高尾駅北口集合）
場所：ＮＰＯ法人 結の会「元八広場」（八王子市元
八王子町２−１２１１）
行動計画：午前中（１０時半〜１２時）現地で草刈、
女性は筍ご飯の炊き込み。昼食後、近くの竹林にあるボ
ランティア団体「住まい作り市民塾」の作業所を見学。
現地解散（バス停まで徒歩５分）
持参するもの：軍手、草刈り用手鎌（無い方には現地
でお貸しします）、日よけ用の帽子、汚れても良い靴。
結の会について：結の会は、1989 年学校を卒業したハ
ンディを持っている人々が、ありのままに暮らしていけ
る所をつくりたいという想いから出発しました。共同作
業所「元八広場」では、紙漉きや公園の清掃を中心とし
た仕事をしています。
申し込みは八王子市民活動協議会へ
電話・FAX： ０４２−６４６−１６２６
※申込みのあった方へは行き方など詳しいお知らせを
差し上げます。
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ボランティア募集のお知らせ

大きな七夕飾りを創って
見ませんか！

名

称 創薬・育薬ボランティア募集！
（特保）健康食品試験にご協力頂けるボラ
ンティア募集！
内
容 新薬や既に市販されているお薬の有効性
と安全性を調べる臨床試験、健康食品・
美容サプリメントなどの臨床試験にご協
力いただける有償ボランティアも募集し
ています。
詳細は http://www.new-ing.jp でご確
認下さい。
条
件 20 歳以上男女。
公募期間・参加条件など各種臨床試験に
より一定の規定と謝礼金が支払われま
す。先ず、ニューイングボランティアの
会にご登録（無料）いただくと、各種情
報をご提供させていただきます。
問合せ先： ＮＰＯ法人 ニューイング 042-648-1717

中心市街地を魅力ある地域にとの思い
で、今年も 7 月初旬に「ゆかたを楽しむ
七夕まつり」が開催されます。
そこで、三商店街（三和商店街、銀座通り商店街、
パーク 1 番通り商店街）では、6 月 30 日〜7 月
7 日まで 30 本の孟宗竹（６〜７ｍ）の強大笹飾り
を 30 本飾ることにしました。その内の 10 本につい
ては市民活動団体に七夕飾りの製作と取り付けをし
て欲しいと協議会に依頼がありました。
市民活動を市民の方々にＰＲする良いチャンスで
すので、会員団体の方々にご協力をお願いいたしま
す。（1 本につき 3 万円の材料費あり）
参加してくださる団体は至急協議会まで
ＦＡＸ（６４６−１６２６）でお知らせください。
問合せは 070-5566−5272 浅野まで
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６月１日から、支援センターの職員が代わりました。
☆ お疲れ様でした。
協議会事務局長・副センター長
廣 川 英 資
啓発部幹事
大 福 族 生
☆ これからよろしくお願いします。
副センター長
榊 原 信 夫
コーディネーター
河 野 満智子
ホームページ担当
斉 藤 剛 伸

八王子生涯学習コーディネーター会
代表 宇佐見 高志
八王子市寺田町 432-105-1006
TEL/FAX 042-664-9094
当会は、八王子市生涯学習総務課主催の「生涯学習
コーディネーター入門講座」修了生により平成１６年
５月に誕生した生涯学習推進グループで、現在、第 4
回の講座修了生を迎え、会員 42 名です。
（男性 20 名 女性 22 名）
八王子市の掲げた、八王子市生涯学習プラン
学び拓こうわたしたちの夢・未来 の四つ
の基本方針、

ス
スタ
タッ
ッフ
フを
を緊
緊急
急募
募集
集中
中
協議会は、独自事業分野を強化する方針。
しかし、各部ともスタッフが不足！
理事と共に事業の企画運営に当たるスタッフを緊
急募集中
・ネットワーク推進部は、いちょう祭や市民活動フ
ォーラムで市民団体と市民の出会いを促進する事業
を担当。いろんな団体との折衝やイベント企画が仕
事です。
・人材育成部は、市民向け講座など、講座事業を担
当します。企業で社員教育を担当した方、学校の先
生の経験者など、経験が生かせます。
・ＮＰＯハウス開発部は、市民団体に活動拠点を提
供しようと取組んでいます。空き店舗が気になる方、
自治体管理施設の有効活用に関心がある方の参加を
お願いします。
・政策研究部は、市民活動の調査分析と新事業研究
を担当します。新事業研究としては市民ファンドを
取り上げます。銀行で融資の経験のある方ぜひ参加
してください。
協議会は会員の経験とノウハウとやる気を生かし
ます。あなたの協力が必要です。

➀ 市民主体の生涯学習、
②情報の一元化とネットワークの推進、
③市民との協働、
④学習施設の活用、
のもとに「生涯学習を目指す人々を支援し、会員相
互の学習活動と生涯学習の実践活動を行い、地域の生
涯学習の発展のため貢献すること」を会の目的に掲げ
て活動を続けております。
毎年 10 月に八王子市生涯学習総務課及び当会と
「八王子市インストラクターの会」との三者の主催に
より、中央公民館「クリエイトホール」にて 生涯学
習フエスティバル を開催し、両会の活動発表はもと
より、市内で活動しているサークル、団体との協働・
参画を得て、広く一般市民の方々に生涯学習活動への
参加を呼び掛けることを、活動の柱としております。
第 3 回目の本年は、10 月 21 日（土）に開催の

予定。
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