特定非営利活動法人八王子市民活動協議会

NPO 法人八王子市民活動協議会は
市民活動を応援し 地域の持続可能な発展に貢献することが
活動の目的であり 私たちの願いです
理事長

岡崎

理香

「人とひと、人と自然が響きあい、みんなで幸せを紡ぐまち、八王子」
これは、八王子市の基本構想・基本計画である「八王子ビジョン 2022」のまちづくりの基本理念です。
市民の起草委員たちがまとめたこの基本理念の最後は「市民と行政が互いの役割と責任ある行動により豊かな地
域社会を築く協働のまちづくりをすすめ、活力あふれる自立都市の実現を目指します。」と高らかに協働のまちづく
りを宣言しています。
八王子市民活動協議会は創設以来、八王子市の市民力や地域力を発掘し、それを育て、大きく醸成することをサポ
ートすることで地域の活性化を図り八王子の持続可能な発展に寄与することを活動の目的としています。まさに八
王子市の目指す「協働のまちづくり」実現のために活動する団体です。このような当会の活動目的、ミッションを見
失うことなく新たに選任された理事の皆様、会員の皆様とともに今期 2 年の活動を行ってまいります。
今年明けるとまもなく始まった世界的な新型ウイルスとの闘いは、私たちに新しい生活を余儀なくし、今後も私
たちの価値観の転換を強いるかもしれません。ネットワークづくり、コミュニティのありかたなど、これまでとは違
ったものになるのかもしれません。けれどもその基本になるのは人とひととの絆と信頼です。そして私たちの生き
がいや幸福感はこの絆と信頼をみんなで紡ぐことから生まれるということは、これからも変わらないと思います。
私たちの愛する八王子で私たちが彩と輝きをもった幸せを紡ぐために、そしてそれを次代に継承するために、私た
ち八王子市民活動協議会の活動が一助になればと願い、今後の活動の指針にしたいと思います。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言は解除されたものの、外出自粛と過密防止の要請は続い
ています。東京都の要請に基づき、多くの NPO 法人の総会が書面による議決や延期を余技なくされています。
当会でも総会は原則書面議決を持って行うこととして、令和 2 年 5 月 16 日(土)最低限度の出席者により短時間
にて総会を開催いたしましたことをご報告いたします。
今回は 2 年に一度の理事の改選もあり、13 名の理事が決まりました。総会議事録についてはホームページより
ご参照ください。

議案はすべて可決されました
審議事項 第 1～５号議案は多数を以って可決されましたことをご報告します
第 1 号議案 令和元年度事業報告及び活動決算の件 反対意見なし
第 2 号議案 令和 2 年度事業計画及び活動予算案の件
反対意見としては、オトパの見直しと協議会の在り方に
ついてであった。今後検討してより良い活動を推進していく。
第 3 号議案 定款変更の件
反対意見なし
第 4 号議案 理事選任の件 反対意見なし
第 5 号議案 監事選任の件
反対意見なし

理事改選

岡崎理事長
理事長の大任を仰せつか
り２期目を迎えました。
八王子の市民活動を支
え、応援する市民活動協議
会のバージ ョンアップを
してまいります。アフター
コロナによ り市民活動の
カタチが変 化していくと
考られます。皆様と一緒に
新しい協働 を見つけてい
きましょう。

理事長
副理事長
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理 事
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〃
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岡崎 理香（再任）個人
内野 洋子（再任）エコショップ元気広場
千種 康民（再任）NPO 法人情報ボランティアの会・八王子
中川 和郎（再任）一般社団法人八王子自治研究センター
廣川 英資（再任）個人
高倉 裕香 (新任) マルベリー東京パイロットクラブ
濱野 悦博 (新任) 個人
奥村 曉 (新任) 個人
齋藤 健 （再任）個人
牧
弘法（再任）個人
石見 光夫（再任）個人
小林 万里子(新任) 個人
早乙女 友紀(新任) 地域婚活支援の会

内野副理事長：交流推進部部長
今年は、１１月の八王子いちょう祭りのわく
わく広場を担当させていただきます。コロン禍
ですが、楽しい企画となるよう精一杯考えま
す。お節介気質の私ですが皆様のお役に立てば
と願っております。

千種副理事長：政策研究企画部部長
新しい日常において課題山積した市民活動を SDGs と幸福学と ICT を
適用・活用して見える化と PDCA サイクルにより解決していきます。
また、当協議会と支援センター全員の衆知を結集し、市内の市民活動に
おける新しい日常を模索しながら構築していくことに貢献していきます。

廣川理事：地域連携事業部長
団体との連携・協力の推進
に尽力致します。要の仕事を
担当することになりました。
ご支援ご協力お願い致しま
す。

高倉理事
諸先輩の築き上げた協議会の歴
史と精神を継承しながら、さまざ
まな分野の方々との協働、コミュ
ニティ創りに取り組んで参りま
す。

石見理事：経理部長
公助、共助、自助のうちます
ます共助が必要になります。共
助を担うのは市民活動です。こ
れからの２年間少しでもお役に
立てばと思います。

牧理事
八王子志民塾 8 期の経験を
生かし、12 期の運営推進や想
定外の災害復旧や地域活動に
役立つ NPO ハンドブックの更
新作業等に努めたいです。

中川理事
理事として３期目です。地域
団体の課題・特性に寄り添い、
対話を重視して尽力いたしま
す。

小林理事
他県の中間支援団体で 11 年間
役員に就いておりました。ファシ
リテーション講座の企画・講師も
複数回務めました。この方面でも
お役に立ちたいと思います。

濱野理事：支援センター長
コロナ後を意識せねばならな
い一年になりつつあります。事
業計画をどうオンラインでの仕
事として具現していくか、さま
ざまに考えていきます。

齋藤理事
「緑が多く、古い歴史を持つ八
王子」素晴らしさを感じていま
す。今後も、助け合い、心豊かな
街を皆様と一緒に創っていきたい
と思います。

奥村理事
増大する社会的課題の解決には、
市民活動の活性化が不可欠です。中
間支援組織としての役割強化のた
め、協議会の内外の力を結集できれ
ばと思います。

早乙女理事：事務局
地域婚活支援の会では、婚活イベ
ントのファシリテーターをしてい
ます。協議会では新たな人材発掘の
ためにも「人と人とをつなぐイベン
ト」を推進していきたいと思ってい
ます。

令和 2 年度主な事業計画
１．支援センターの管理運営
八王子市が掲げる市民力・地域力による協働のまちづくりをより一層推進するために、昨年新設した「地
域・事業連携部」は協議会との協力関係で推進していきます。今年も NPO フェスティバルをサザンスカイ
タワー1 階広場で開催予定です。また市民協働に関わる地域や団体、大学、行政等との連携を目的とした交
流会事業も予定しています。さらに、市民に市民活動をより知ってもらうために市民活動団体のそれぞれの
情報を網羅する冊子の作成を企画します。これにより団体の活動紹介を行い、市民が活動へ参加するための
きっかけづくりを企図すると同時に NPO の基礎知識等、活動の支援となるような NPO ハンドブックを目
指します。
２．はちおうじ志民塾の運営
1２期目を迎え、新たなステージへと入ってまいりました。理事や卒塾生、各団体、協議会ならではの人脈
とチームワーク力を発揮し、受講生の満足を得られるよう企画運営していきます。
３．お父さんお帰りなさいパーティー（略称オトパ）
令和 2 年度は、
「お父さんお帰りなさいパーティー（オトパ）」の名称を令和 3 年度には新たな名称にする
ため、また同時に実施内容の再検討のため、早期に実行委員会を立ち上げます。より楽しく市民活動に誘う
ためのイベントとなるようにと計画しています。
４．八王子いちょうまつり「わくわく広場」
本年度は、いちょう祭り「わくわく広場」を 11 月 21，22 日に運営いたします。
５．シンポジウム、勉強会の開催
新しい「共生社会の確立」を目指したシンポジウムも例年通り実施する計画です。また、八王子自治研究
センターと共同して、八王子ビジョン２０２２の先を展望する八王子の将来像などに関しての勉強会を行う
計画です。
６．女性・若者・シニア創業サポート事業
地域に根差し、地域を元気にするビジネスを応援することも協議会の役割だと思っています。人生 100 年
時代といわれる今、生きがい感の創出や地域課題をビジネスの形で解決できることが必要となっています。
今年度は年 5 回のセミナー実施を計画しています。また、新規事業計画の作成相談やハンズオン（伴走）支
援においては、事業経営にノウハウを持った理事の積極的参画を進めていきます。

志民塾２期生浅見氏より
令和２年５月１６日、マスクが寄贈されました。
NPO 法人緑の大地会 代表浅見芳雄氏より、こ
の度新型コロナウイルス感染拡大予防のため、八王
子市民活動協議会にマスクを７０００枚、寄贈いた
だきました。
このマスクは当協議会を通じて八王子において
地域貢献されている方々、団体にお配りいたしま
す。温かいご厚意に対し感謝いたします。ホームペ
ージ等に告知し、5 月 31 日に応募を締め切りま
した。
浅見芳雄氏よりマスクを受け取り、感謝状授与

八王子市民活動協議会では、新年度を始めるにあたり、わたくしたちの事業の維持発展のため、
八王子市民の方に向けて積極的に寄付を募る仕組みを整えています。
これまでは銀行口座に振り込んでいただくことでご寄付をいただいていましたが、今回はリタワークス株式会
社が運営するコングラントというインターネット上の寄付サイトを活用した寄付の受け取りにトライします。
コングラントは、NPO 法人や非営利活動に取り組む団体の寄付活動を応援するファンドレイジングツールで
す。
八王子市民活動協議会としては、わたしたち自身の財政の健全化をはかるとともに、
自ら経験した寄付受け入れに関する実務のノウハウを八王子市内の他の市民活動団体
の皆様へお伝えしていきたいと考えております。
●詳しくは八王子市民活動協議会ホームページをご覧ください。
https://www.shiminkatudo-hachioji.com/

協議会のマスコットのカエルさんたちです。
それぞれの名前を募集しています。
ピンク、緑、黄色のカエルです。
どういう関係なのかもわかりません。関係性も一緒にお考え下さい。

令和 2 年度「年会費」納入のお願い
区 分
正会員
賛助会員

内
容
会の目的に賛同し入会する団体・個人
会の目的に賛同し賛助する団体・個人

年会費

５，０００円
1 口 1,000 円
団体 10 口以上、個人 1 口以上
協力会員
会の活動に協力する個人
１，０００円
＊払込取扱票にてお近くの郵便局で上記金額をご納入ください。また、支援センター窓口でも
お受けしております。

あなたも一緒に活動しませんか？
会員募集のご案内
協議会では、市民活動の活性化を通じて地域の
発展に貢献している市民活動団体の相互連携、支
援をしています。会員特典として「協議会だよ
り」の無料郵送やイベントの参加料割引などがあ
ります。E メール・郵送・FAX にてお申し込みく
ださい。

はちおうじ市民活動協議会だより NO.91
２０２０年６月１日発行
NPO 法人八王子市民活動協議会（理事長：岡崎理香）
〒192-0083 八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ビル 5 階

TEL/FAX：042-646-1626
E-mail：kyoug@shiminkafrudo-hachioji.jp
http://www.shiminkatudo-hachioji.com/

