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「はちおうじ志民塾」は、地域で活動する人材を育成す

されました。特に志民塾で新しい仲間が出来たことがきっか

る講座として市が開講し、今年で第９期を迎えます。卒塾

けでネットワークが広がり、新たな活動に結びついているこ

生は既に１７２名に達し、それぞれの分野で活発に地域で

とが多いようです。

活動をしています。はちおうじ志民塾では毎年、入塾に関

プレ講座の最後は、女優の木内みどりさんによる「市民活

する「事前相談会」を２回行っていますが、今年はそのう

動ってめんどくさい？」と題した講演でした。活動するうえ

ちの１回を「志民塾プレ講座」として公開し、広く市民の

で自分の信念をしっかり持ち、正しいと思った行動は最後ま

皆さんに知って頂こうと開催いたしました。

で貫くことの大切さを話されました。女優らしい派手なアク

当日は約１００名の参加者で賑わい、事務局より「はちお

ションと大きな声で会場を圧倒しました。最後に木内みどり

うじ志民塾」の趣旨や現状についての説明があり、次いで

さんを囲んで簡単な交流会が行われ、多くの方が志民塾に興

志民塾ＯＢ６名の方から、卒塾後の活動報告がありました。 味を持ってくださったようです。志民塾の本講座は、9 月
皆さんそれぞれ、受講をきっかけに改めてご自分の長所や

16 日（土）開講し来年の 2 月２４日（土）まで１６講座で

適性を見つけ出し、今後の活動に活かしている様子が報告

す。この機会に、ぜひ多数の方の入塾をお待ちしております。
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志民塾ＯＢによる

はちおうじ志民塾オープン講座同時開催

７月２３日（日）
、志民塾オープン講座のなか
で、志民塾ＯＢの方達がいまどんな活動をして
いるかを発表する「志民塾ＯＢによる活動報告
会」を行い、卒塾ＯＢを代表して 6 名の方に発
表いただきました。それぞれ現在取り組んでい
る事を一人 10 分という短い時間のなかで上手
くまとめて発表され、今度はもっと詳しく聞き
たいとの声が多くありました。このような機会
をこれからも作っていきたいと思います。
はちおうじ志民塾プレ講座に引き続き志民塾
ＯＢによる「第３回合同交流会」が開催されま
した。貸し切りパーティールーム「８−Ｃａｆｅ」
に１期から８期卒のＯＢ総勢４３名が結集し
て、大変な盛会となりました。今回は例年の各
期毎の活動報告を取り止め個々で自由に語り合
える時間を十分に取ったおかげでしょうか、同
期同士で懐かしい再会にそれぞれの話がはず
み、初心に立ち返ることもできたようですし、
最近の卒塾生は先輩ＯＢからのアドバイスや経
験談で、今後の参考になる話題を聞くことがで
きました。今回の合同交流会は期を超えて交流
を図ることを目的としましたが、新たなつなが
りと共に和気あいあいとした雰囲気で情報交換
の場になったように感じます。このＯＢ会が、
これからもますます期を越えて繋がり、発展し
て行けるよう期待したいと思います。

＊仲間との出会いがあなたの世界を広げます＊
9 月 16 日開講・今年も多彩な完全オリジナルプログラムを用意しました。
■定

員：30 名

■申し込み期限：平成 29 年 9 月 8 日（金）

■受講料：１５０００円（全 16 回）

■会

場：八王子労政会館、他

■事前相談会開催：8 月 26 日（土）13：00～17：00

市民活動支援センター

今までの人生で培ってきたものはとても貴重なものです。「企業社会・家庭」から「地
域社会」へ。その“チカラ”を発揮しよりアクティブに活躍しませんか。
はちおうじ志民塾は地域活動を基礎から学べ、受講期間中に育まれる新たなつながりが
大きな魅力となっています。
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「オトパ in 南大沢 2017」開催準備中です

「はちおうじお父さんお帰りなさいパーティー
（略称、オトパ）」は、市民の地域デビューをサポー
トするイベントで 19 回を迎えます。今回南大沢で
3 回目を開催します。
「子育ての遊び・学び」「シニ
アの経験・貢献」
「地域活動参加・協力」をキーワー
ドに、約 40 の市民活動団体が出展し、日頃の活動
を PR します。
オトパは幅広い世代を対象としています。スタン
プラリー、子供向けワークショップもあり子育て世
代も安心して参加できます。シニアが地域で活動す
るため、自分にあった団体を探すことができます。

昨年の「オトパ in 南大沢」の様子

大学の若々しい学生にホールでカフェ、中郷公園で
お誘いアトラクションを実施していただきます。ま

日時；9 月 9 日(土)

さに子どもから学生、子育て世代、シニアに至る多

第 1 部 13:00~15:30

世代の交流の場となります。

会場；南大沢文化会館

交流ホール他

会費；第 1 部見学無料

第 2 部交流会 1,000 円（軽食・飲物

今年度も「働く」コーナーでシニアの技術・ノウ

第 2 部 15:30~16:30（交流会）

資料代込）同伴の小学生以下無料

ハウを必要としている中小企業の情報、有料ボラン
ティアの情報、技術・技能を生かしたボランティア

問合/申込先；オトパ実行委員会（八王子市民活動協議会内）

の情報等も提供いたします。第 1 部は出入り自由で

TEL/FAX

す、お気軽にご参加ください。

メール

042-646-1626

kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
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明日の地域福祉を考えよう！
平成２９年度

＊WAM 助成事業で行なう第１回目のシンポジウム

は 9 月 24 日（日）14 時～16 時半

八王子市子安市民センターで

開催されます。
H30～32 年度を見据えた八王子市第７期介護保険事業計画がどの
ような方向に進んで行くのかは、シニア世代にとっては特に大きな関
心事です。今回は、介護保険の担当部署である八王子市福祉部高齢者
いきいき課の元木博課長から「八王子市第７期介護保険事業計画の論
点」をテーマに基調講演をしていただきます。
つづいて、
「住民主体のサービス」や「移動支援の可能性など」につ

八王子の歴史と文化を体感！
いて自由討論の時間を設けます。桜美林大学 島津淳教授の進行・ま
とめで皆さんからのご意見などをいただく予定です。これからの地域
まちあるき
福祉に関して関心やご意見をお持ちの方や、これからの福祉行政を知
りたい方などに参加していただきたくお待ちしています。
＊WAM：独立行政法人

福祉医療機構社会福祉振興助成事業の略称です。
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八王子市民活動協議会は「地域創業アドバイザー」です

「女性・若者・シニア創業サポート事業」セミナーを開催します
東京都は女性・若者・シニアの創業を支援するため「創業サポート融資」を行っています。この制度で、
NPO 法人八王子市民活動協議会は「地域創業アドバイザー」に認定されています。
創業者支援のためのセミナーを下記のとおり開催します。
開催日時：９月１７日（日）１０時―１７時

受講料：無料

開催場所：市民活動支援センター

申込先：八王子市民活動協議会創業サポートグループ

（八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ビル 5 階）
受講者：①創業を考えている ②創業後５年未満、

内容：

（担当：石見）
電話：

042-646-1626

いずれかに該当する「女性、若者（３９歳以下）、

e-mail

kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

シニア（５５歳以上）
」の方（法人の代表者含む）。

申込者が１５名になり次第締め切らせて頂きます。

①創業について
②事業計画書の策定方法
③当融資制度の概要説明
④最近創業した人の経験談
⑤個別のご相談
＊金利固定１％、返済期間最長１５年、
融資最高額１５００万円まで）

八王子市民活動協議会の会員になりませんか

協議会だよりを一緒につくりませんか

八王子市民活動協議会の会員になって一緒に活動し

八王子市民活動協議会では「協議会だより」の編集

ませんか。協議会は様々な事業やイベントを行っていま

委員を募集しています。

す。会員をはじめとする皆様の協力によって成り立ってい

＊広報誌などの編集に興味のある方

ます。一緒に活動する仲間を随時募集しております。

＊取材記事を書くのが好きな方

市民活動支援センター配備のパンフレットやホームペー

＊年齢、性別問いません。

ジをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

＊1 か月 2～３日程度の活動

TEL/FAX:042-646-1626
http://www.shiminkatudo-hachioji.com/
＊正会員

＊協議会規定により若干の謝金があります
ぜひご連絡ください。一緒に協議会だよりを編集しまし

会の目的に賛同し積極的に活動する団体・個

ょう。

人。総会の議決権があります。

連絡先：八王子市民活動協議会

広報担当岡崎まで

＊賛助会員

会の目的に賛同し賛助する団体・個人。

TEL/FAX:042-646-1626

＊協力会員

会の活動に協力する個人。

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

八王子市民活動協議会だより No.７４

＊8 月 4 日～6 日は八王子まつりです。市の中心街はまつり
の見物客で込み合い、年に一度のまつりに酔いしれます。八王
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八王子市民活動協議会（理事長

子の夏本番です。八王子市は今年市制施行 100 周年を迎えま
石井利一）

TEL/FAX 042-646-1626

すが、八王子の山車はその始まりを江戸の中期と伝えられてお
り、まさに八王子を象徴する伝統文化の華と言えるでしょう。

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

これからの 100 年へ、次世代に伝承する文化です。

http://www.shiminkatudo-hachioji.com/

Ｉラブ八王子！の夏を楽しみましょう！
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