2017 年 12 月 1 日発行

今年は市政 100 周年記念として 38 回目を迎えた八王子いちょう祭り。Ｆ会場は市民活動団体
の出展スペースとして、毎年八王子市民活動協議会が運営事務局を担っています。
今年も子どもを含めて多くの人達で賑わいました。本部テントの「体験綿あめ」のコーナーには
終了まで長蛇の列が途絶えませんでした。

11 月 18 日（土）は雨が降る予報に翻弄されましたが、
何とか雨には降られず一日を終えました。人出は少なかっ
たのですが、寒さにおでんの暖かさを求める人、野菜を売
る店（４軒）に高騰する野菜を求める人が集まりました。
そして、野外ロックコンサートの学生が長房市民センター
体育館でノリノリの演奏。それなりに楽しめた 1 日目でし
た。19 日（日）は少し風が冷たいものの、良い天気に恵ま
れ、イチョウ並木からこぼれてきた人たちで賑わいました。
特に子ども連れの方やお年寄りの方にはほっとできる場所
となっていました。今年はフードコートの出店が少なかっ
たこともあり、椅子に座って食事ができる場所も多く、市
民センターの和室には乳幼児連れの家族がゆったりと過す
姿がありました。例年の箱庭や綿菓子、紙すき、吹き矢体
験、新たにプラ版やラインクッブなどの体験も加わり、子
どもたちの笑顔あふれる会場となりました。何度もスタン
プラリーのスタンプを求めて走る子どももいて、これも微
笑ましい一幕です。今年は協議会が手薄の分、参加団体が
一丸となって、テントや机の運搬も含め、準備・片付けと
奮闘していただきました。正に市民力に支えられた「わく
わく広場」でした。

わくわく広場

参加団体

八王子お手玉の会・小原竹細工・市民ユニットりぼん
八王子住まいづくり市民塾・日本大学ＶＡＣ ＴＡＴ
認定ＮＰＯ法人フレンズ オヴ アニマルズ"・夢叶屋
カウンセリングスペースまてりあ・陶器てらかど
ボーイスカウト八王子第 12 団

・城山陶遊くらぶ

ＨＯＳ326 志民塾 3 期生・りぼん八王子・たかぎ
中央環境市民会議（ごみ・資源エネルギー部会）
八王子市地球温暖化防止活動推進委員会
NPO 法人八王子是市民の会・工房みどりの風
高尾陣馬山桜の会・NPO 法人すずしろ 22・ぶなの会
NPO 法人著作権推進会議・八王子猫のおうち探しの会
中高年レクを楽しむ会・多摩オレンジりぼんの会
M&K factory・ヴァシランド・ＲＵＮ伴はちおうじ
はちおうじ子ども食堂ネットワーク・たんぽぽの輪
ＮＰＯ法人エコメッセ八王子運営委員会
吹矢サークル遊矢家・八王子市民活動協議会
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「被害者は容疑者 A と『会員制の SNS』で知り合

Facebook は①誰もが読める書き込み、②知っている

い・・・」

人のみが読める書き込み、③グループのメンバーしか読

最近はこんな言い回しのニュースを目にすることも多

めない書き込みを区別することができます。知っている

いかと思います。

人同士のコミュニケーションの機能である②と③は市

SNS（Social Networking Service）は人と人との社

民活動団体内の連絡網として、団体内情報共有の場所と

会的なつながりを支援するサービスのことですが、この

して、メンバー間のディスカッションの場として活用す

ようなニュースに接すると「SNS は悪いことに引き込

ると大変便利な機能です。その便利さを享受するには

まれる怖いもの、やったら危ないもの」との印象をシニ

「団体のメンバー全員」で Facebook を使う、または

アは持ってしまうのかもしれません。しかし SNS はシ

「理事や役員全員で」Facebook を使うことが必要で、

ニアの社会参加や市民活動での情報共有の道具として

その結果、団体の活動を大変効率化することができま

重要になってきています。市民活動における SNS の利

す。協議会では各地域活動団体内で使える SNS やその

用には 2 つの大きな側面があります。一つは、知らない

ほかの IT ツールの普及啓蒙を目指しています。勉強会

人への情報発信機能と、もう一つは知っている人への情

や相談会も開催しています。次回は 2 月 3 日（土）に

報共有・伝達機能（コミュニケーション）です。SNS で

行いますのでご参加ください。

重要なのは情報発信ではなく知っている人同士のコミ

地域活動団体向け IT 勉強会＆相談会

ュニケーションを円滑にする機能の方です。

＊2 月 3 日 13 時から 支援センター活性化会議室
＊対象 団体の IT 担当者および興味がある人
＊参加費用 1,000 円／人
＊申し込み・問い合わせ 八王子市民活動協議会まで

この写真 の

＊＊東京高専 de サイエンスフェスタに参加しました＊＊
東京工業専門学校「くぬぎだ祭り」10 月 21・22 日
10 月 21 日 22 日東京工業高等専門学校の文化祭「く
ぬぎだ祭り」と併せて「サイエンスフェスタ」が開催され
ました。協議会は例年関係団体に呼びかけ、コーディネ

カウンセリ
ングスペー
スまてりあ

ーターとして参加しています。八王子住まいづくり市民
塾、八王子お手玉の会、カウンセリングスペースマテリ
ア、八王子市レクレーション協会の団体に加え、竹細工
昆虫の小原さんに出展していただきました。いずれも盛
況でした。このイベントは、子ども及び子育て中の若い
世代とコンタクトできる貴重な機会ですので、今後も継
続して参加していきます。

八王子
住まいづくり
市民塾
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＊＊＊八王子市の地域福祉の状況と課題＊＊＊
「地域福祉に応える市民力・地域力」をテーマにシンポジュウムが催されます。
題記をテーマに、今年度最後（第 3 回目）の「WAM 助
成事業」としてシンポジュウムを行ないます。
主催する「八王子市民活動協議会」は、地域の団体や個
人をサポートする中間支援組織として長い間活動をして
きましたが、地域組織であるいろいろな活動団体が、高齢
化社会においては「介護状態にならないために参加する
活動の場」であると共に、
「団体活動として高齢者や障が
い者を支援する」という、多面的な活動をしていることを
紹介したいと考えます。具体的には、活動団体を広く紹介
する冊子「活き生きハンドブック」を 3 年前から「WAM
助成事業」の一環で「団体調査～紹介記事編集～冊子とし
て発刊」までを行なってきました。今回は、具体的な福祉
に関わった 3 年間の「報告と反省、今後の課題」を、関
係する組織からの意見をいただきながらのシンポジュウ
ムにしたいと考えています。
基調講演は「国、東京都、八王子市の福祉の動向」につ
いて自治研センター藤岡理事長からお話いただきます。
つづいて「3 年間の WAM 事業を振り返って」を市民活
動協議会石井理事長から報告。それらの話を受け、成果に
対する「現状評価と今後の期待」を、関係する組織のそれ
ぞれの立場から講評して頂く計画です。
市民活動団体の方、活き生きハンドブックに掲載され
た団体の方々、福祉関係の方など多方面の方々に参加し
て頂きこれからの八王子の市民活動と福祉に関して大い

問い合せ；NPO 法人八王子市民活動協議会
TEL/FAX

042-646-1626

に意見交換をしたいと考えています。

出展団体及び団体紹介冊子掲載団体募集中！ お父さんお帰りなさいパーティー
～今回で 20 回目です～
お父さんお帰りなさいパーティー（通称オトパ）は、

現在出展団体及び団体紹介冊子掲載団体を募集中
です。ご連絡いただきますと必要書類お送りいたしま

シニアの方々(男性も女性も)に、八王子市内での市民

すのでお問い合わせください。

活動を通じて地域貢献しながら、楽しい仲間作りをし

問合/申込先 NPO 法人八王子市民活動協議会

て活き活きとした第二の人生を過ごしていただくキ

TEL / FAX：042-646-1626

ッカケ作りを目指しているイベントです。来年 3 月

E メール：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

10 日に第 20 回を開催します。区切りの 20 回記念

URL：http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

となりますので、新企画も検討中です。
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西武信用金庫「第 5 回西武街づくり活動助成金」のご案内
この助成金は、西武信用金庫が、地域に密着し地域の

ください。相談させていただきます

方と一緒になって地域・社会の課題解決に取組む NPO 団

＊募集期間：2017 年 11 月 17 日～12 月 20 日

体等に助成を行うものです。過去に西武信用金庫の環境

＊助成金額：1 団体につき上限 30 万円

保全あるいは街づくり活動助成金を受けている団体は対

＊応募時には必要資料一式事務局あて郵送していただ

象になりません。また他の団体の助成を受けている事業

くと併せ、申請書の電子データをお送りください。

は対象となりません

＊西武信用金庫ホームページ

この助成金については、当協議会が多摩地域の第 1 次

http://www.seibushinkin.jp/information/new/20

審査機関として協力しています。最終的には西武信用金

17/jyoseikin_2017.html

庫、日本財団他、有識者の選考委員会により決定されま

NPO 法人八王子市民活動協議会事務局

す。対象となる団体及び事業には条件があります。

〒193-0083

詳細は西武信用金庫のホームページでご確認くださ

八王子市旭町 12-1 ファルマ８０２ビル５階

い。募集要項、申請書が入手できます。短期間の募集期間

E メール：kyougi＠shiminkatudo-hachioji.jp

ですので、申請の意向がある団体は早期の準備が必要で

ＴＥＬ： 042－646－1626

す。是非、メールあるいは電話で当事務局へお問い合せ

担当窓口；岩田（事務局長）
（事務局長不在の場合は大山副理事長）

八王子市民活動協議会平成 29 年度
「新年交流パーティー」ご案内
第 3 回シンポジュウム「八王子市の地域福祉の状況と
課題」に引き続き恒例の新年交流パーティーを開催し

八王子市民活動協議会の会員になりませんか
八王子市民活動協議会の会員になって一緒に活動し

ます。シンポジウムと併せご参加ください。
日時

15：00～16：30

ませんか。 協議会は様々な事業やイベントを行っていま
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
ます。一緒に活動する仲間を随時募集しております。

平成 29 年 1 月 27 日（土）

場所

八王子労政会館 ２階ホール

会費

２０００円

＊お問合わせ、申し込みは八王子市民活動協議会まで

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ジ

TEL:０４２－６４６－１６２６

をご覧いただくか、直接お問い合わせください。
TEL/FAX:042-646-1626
http://www.shiminkatudo-hachioji.com/
＊正会員

会の目的に賛同し積極的に活動する団体・個
人。総会の議決権があります。

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では「協議会だより」の編集
委員を募集しています。

＊賛助会員

会の目的に賛同し賛助する団体・個人。

＊広報誌などの編集に興味のある方

＊協力会員

会の活動に協力する個人。

＊取材記事を書くのが好きな方
＊年齢、性別問いません。
＊1 か月 2～３日程度の活動

八王子市民活動協議会だより No.７６
2017 年 12 月 1 日

発行

八王子市民活動協議会（理事長

石井利一）

TEL/FAX 042-646-1626

＊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
ょう。
連絡先：八王子市民活動協議会

広報担当岡崎まで

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

TEL/FAX:042-646-1626

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

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
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