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令和 3 年度
八王子市民活動協議会 通常総会

報告

会員の皆様には、日頃より八王子市民活動協議会の活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
緊急事態宣言が 5 月末まで延長になったことを受けて、通常総会の会場であるクリエイトホールの使用がで
きず、八王子市民活動協議会の令和 3 年度通常総会は、書面決議となりました。
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。

正会員総数 108 のうち、はがき返送 69 で総会は成立し、議案はすべて可決されましたのでご報告い
たします。
審議事項 第 1～４号議案は、賛成多数（書面決議）により可決しました。
第１号議案 令和２年度事業報告の件
第２号議案 令和２年度活動決算の件
第３号議案 令和３年度事業計画の件
第４号議案 令和３年度活動予算の件
いただいた質問・意見は個別に回答させていただきました。

「令和３年度総会を終えて」

八王子市民活動協議会

理事長

岡崎理香

令和 3 年度の八王子市民活動協議会通常総会を終えることが出来ました。コロナ禍の緊急事態宣言延長の
ため、会場となるクリエイトホールが使用できなくなり、急遽書面決議となりました。会員の皆様にはご協
力いただきお礼を申し上げます。2 年連続の書面決議でしたが、賛成多数によりすべての議案が可決されま
した。今後、提案した事業計画に基づいて活動してまいりますので、今後ともご協力とご支援をよろしくお
願いいたします。
八王子市民活動協議会は、今年度から更に 5 年間、指定管理者として市民活動支援センターの管理運営を
行ってまいります。これまで 17 年間、八王子地域の市民活動をサポートし地域の持続可能な発展を目指す
協議会が、支援センターと一緒に八王子地域の NPO サポートセンターと
しての機能を発展、充実させてきました。
協議会のこれまでの活動の実績とノウハウを、支援センター事業にさ
らに反映し一体となって運営を行うために、この度協議会の理事長が支
援センター長を兼務することになりました。ウィズコロナ社会への一層
の対応が必要となる市民活動ですが、新しい活動のカタチを模索し、
「豊
かな地域社会をつくる協働のまちづくり」に貢献してまいります。
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。

２

新会員紹介
特定非営利活動法人ワーカーズコープ東京三多摩山梨事業本部

本部長

稲葉健太

私たちは、働く人はみんな出資し、組合員となる「働く者の協同組合」です。
八王子市内では、高齢者の通所事業や訪問介護、配食を中心とした、
「あおぞら」、
「やまぼうし」のほか、
指定管理者として 9 か所の学童保育を運営しています。
昨年 12 月、
「ワーカーズ（労働者協同組合）法」が成立し、
「協同労働」という働き方が社会の仕組みに
なりました。市民がみんなでお金（出資）も力も出しあって、自分たちの手で地域に必要な仕事をおこし、
よい仕事を高め、持続可能な地域づくりを目指す
法律です。地域づくりを仕事にする、そんな働き
方を広げていきたいと思います！

〒192-0082 八王子市東町 5-5 ハルズ八王子４F
http://santama.roukyou.gr.jp
分野：子育て、小農、就労支援、高齢者ケア

③

高齢になり手入れが行き届かな
いブルーベリー畑の収穫作業

働きやすい職場づくりを
考えるワークショップ

リーダー研修終了後の集合写真

ワーカーズ法制定を記念して以下のフォーラムを開催します
「共同でつくる持続可能な地域の未来」
2021 年 8 月 8 日（日）13：30-16：30
会場：北野市民センター＆オンライン
参加費 無料

興味のある団体の動画※が見られます
第1弾

子ども・教育/文化/環境編

第 24 回お父さんお帰りなさいパーティー（2021.3. 13）で発表された動画です。
QR コードをスマートフォンのカメラでかざしタップすると動画再生できます。

わくわく紙芝居サークル

美山焼き

シニアが教える小中学生の教室

分野：文化
紙芝居は観るのも楽しいけど演
じるのはもっと楽しい！
紙芝居の演じ方を
学んで一緒に
紙芝居を楽しみ
ましょう。（１‘３５“）

分野：文化
商標登録の八王子の焼き物を市
民活動でつくっています。
（２‘１２“）

分野：子ども・教育
小中学生に、英数国の教科をわ
かりやすく
教えています。
先生経験・
教員免許不要。
（２‘３１“）

八王子冒険遊び場の会

八大緑遊会

八王子住まいづくり市民塾

分野：子ども・教育
プレーパーク（冒険遊び場）の
運営を行っています。
子どもの健やか
な成長に欠かせ
ない「遊び」が
たくさんあります。
（２‘５３“）

分野：環境
緑豊かな八王子の里山で自然文
化を育てるボランティア活動をし
ています。
（２‘３０“）

分野：環境
竹林の整備と間伐材を利用した
竹和紙づくりを通して、自然環境
の保全活動を
行っています。

（２‘４４“）

３

マルベリー東京パイロットクラブ主催

「第６回マルベリーハートフルフェスタ」絵画募集

2021 年 10 月 30 日（土）
１３時～１５時
八王子市生涯学習センター
クリエイト５F ホール

３
マルベリーハートフルフェスタとは～
障がいのある方たちを主体にしたイベントです。作業所でのレクリエーションを
ステージで思いっきりパフォーマンスしていただきます。「障がいをもっていても
中に秘めた才能を発揮し活躍してほしい！」という願いで開催します。
今回は、イベントに加えて「コロナに負けるな！みんなで希望の花を咲かせよ
う！」とのスローガンのもと、会場いっぱいに希望の花畑を作ります。
ぜひ、好きな花を画用紙に描いたり、貼ったりして応募してください。
＊絵画出展について（8 月 30 日締切り）
画用紙（団体で描く場合は、希望サイズ）、クレヨンなど
希望団体、希望者はご連絡ください。
＊申込み問い合わせ先：井田 090-6113-0332
詳細は、こちら

「事務局長に就任して」

理事 石見光夫

このたび事務局長に就任しました。よろしくお願いいたします。
八王子市に移り住んで四十年以上になります。この度「八王子中
野町わが街」清水正之著を頂いたので読み返してみました。川口川
沿いにある中野町は、以前小宮町の一部とされていたとのことで横
に広い地域であったことがわかるし、桑畑があり養蚕業がそして織
物業が盛んだったことが分かります。私が移り来た当時は機織りの
音も聞こえていました。清水氏の本に、俳人水原秋櫻子のことが書
かれています。昭和十九年、秋櫻子さんは中野町に疎開し約十年間
住んでおられ、句会も行われたとのこと。私も数年前から俳句を始
めました。秋櫻子の弟子だった方の指導を受け、その先生から秋櫻
子のことを時折聞いていましたので、今は、暁町となっている名綱
神社にある秋櫻子の句碑を訪れました。

「冬菊の まとふはおのが ひかりのみ」

秋櫻子

＊隣家から菊の苗を貰った時の句とのこと。秋櫻子の始めた
「馬酔木」は今有力な俳句結社となっています。

「ひとすじの 光さす句碑 若葉風」
会員募集のご案内

光夫

ご一緒に活動を！

市民活動
川柳コーナー
双
方
向
洋
子

会
議
の
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う
に

広
報
も

市民活動に関する川柳を募集します。
奮ってご応募ください。
＊川柳と団体名とお名前を記して
応募してください。
協議会だよりに掲載します。

お知り合いをご紹介ください！

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。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。E メール・郵送・FAX にてお申し込みください。ホームページからもお申込み
可能です。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。
また、正会員の活動チラシを偶数月に発行の「協議会だより」郵送時に同封いたします。

はちおうじ市民活動協議会だより NO.９７
２０２１年６月 1 日
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
モモ、グリ、キキです。
よろしくです！

TEL/FAX 042-646-1626

E-mail：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
https://www.shiminkatudo-hachioji.com/
４

