特定非営利活動法人八王子市民活動協議会

特定非営利活動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。

私たちが、今年も
YouTube ライブ
で生配信します。

●内

容

10 団体がマルシェ
やワークショップで
リアル参加します。
30 近い八王子の
市民活動団体が出演
します！

今年も宮城あかしさんと中野智行さんが皆さんをナビゲートします。
・生配信：長池公園自然館から市民活動団体による活動やサービスの紹介
・生中継：長池公園芝生広場でのマルシェ、ワークショップ風景

●視聴方法 八王子市市民活動支援センターホームページの特設ページのリンクに
アクセスしてご視聴ください。
●主催/問い合わせ 八王子市市民活動支援センター地域連携事業部
Email:npo802@shiencenter-hachioji.org
-
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＊芝生広場での出店は、
感染状況、天気等によ
り中止する場合があり
ます。

明治安田生命保険相互会社八王子支社 × 八王子市民活動協議会

明治安田生命保険相互会社八王子支社と協働して公募しておりました八王子市内の市民
団体向けの助成金（６団体×５万円）、「私の地元応援ファンド」は、公正に審査した結
果以下の 6 団体に交付しました。

「2021 年度私の地元応援ファンド」助成団体
１．特定非営利活動法人

防災・災害ボランティアかわせみ

２．八王子ウォーキング協会ワンステップ
３．はちおうじ志民塾第 12 期パワーズ
４．マルベリー東京パイロットクラブ
５．ゆるからの会
６．特定非営利活動法人

１．特定非営利活動法人

当協議会より八王子支社大久保
支社長に感謝状をお渡ししました

すずしろ２２

防災・災害ボランティアかわせみ

https://www.npo-kawasemi.org/ 八王子市石川町 1796 番地３０
我々は、防災、減災を「備え～復旧・復興まで」と広く
捉え、様々な仲間、地域との絆をもとに、
「出来る事を出来
るだけ、出来るとき」に、力を合わせて被災者に寄り添い、
また被災者を一人でも少なくするために、尽力しておりま
セミナーの様子
低いところマップ（内水危険区域図） す。社会では、自助、共助（近助、互助）
、公助と切り分けされ
ておりますが、市民、行政機関、学術界、企業体等これらを紡ぎ包絡する全体の共助社会を目指します。
今後も、防災講演会等を通して自然災害に対する危機意識を市民に啓発するとともに、防災教室などを通して
子供たちにも命を守る行動を伝えていきたいと思っています。

２．八王子ウオーキング協会ワンステップ
緑道ウォーク＆長池公園

ウォーキングの普及に貢献し、人々を健康に笑顔に幸せにする
ことを使命に活動。自分の足で移動できる喜び、自然や歴史と触
れ合う楽しみ、人々と交流する充足感を体験、さらには社会に貢
献する大きな役割を担うことができると考えます。
10 月は、せせらぎ緑道のウォークと長池公園でのヨガのコラ
ボ、11 月は、滝山城ウォーキング、12 月は、八王子市内の石碑
巡り、2022 年 1 月は、八王子七福神巡りを予定しています。 小山田緑地散策

３．はちおうじ志民塾第 12 期パワーズ
ありがとう
ございました！

2020 年の志民塾での出会いを継続し繋がり活用するための団体であり、
「共生社会を明るくする」ため“いきいき・楽しく・つながる”をモット－
に活動をしていきます。主な目的は、八王子を元気にすること、主な活動は、
個々のメンバーの得意な分野を活用したセミナー開催です。
セミナーの開催としては①防災セミナー②着物セミナー③健康セミナー
④動画作成セミナー⑤Zoom ハイブリッド会議勉強会⑥Zoom ホスト勉強
会⑦空き家空地相談士勉強会、ほか別途勉強会をしています。
ZOOM 研修会の様子

４．マルベリー東京パイロットクラブ
私たち「マルベリー東京パイロットクラブ」は、アメリカに本部を置く国際民間ボラン
ティア団体「パイロットインターナショナル」の１０２０番目のクラブとして２０１５年
に誕生しました。脳関連障がいを持つ方・介護をしている方への支援、子どもたちの脳を
事故から守るための活動をしています。今年も１０月３日にパイロットウォーク、１０月
３０日にマルベリーハートフルフェスタを開催します。「ぽこあぽこ」さんのハンドベル
演奏等、後日 Facebook や YouTube でも配信しますのでぜひご鑑賞下さい。
＊ハートフルコンサートは、2021 年 10 月 30 日(土)13 時～15 時 八王子市生涯学習
支援センター・クリエイトホール、５F ホールにて（入場料 500 円）おこないます。
チケットの問合せは、こちらまで（080-6662-7770 鈴木）お願いします。

2

５．ゆるからの会
楽しく健康づくり、仲間づくり、居場所づくりを目的に活動をしています。「ゆる
から」とは、ゆる～く空手を活用したフィットネスのことです。空手の基本や形を取
り入れることで、体幹が整えられ転倒防止にもつながります。シニア世代が多い八王
子で、健康寿命を延ばすためにお役に立ちたいと思っています。
ゆるからの体操教室の実施を増やし、活動用の器具を購入し健康管理のお手伝いを
します。また健康の専門知識のある講師を招き活動のグレードアップを図ります。い
ただいた「私の地元応援助成金」は、これらの活動資金として有意義に使わせていた
だきます。

体操教室

６．特定非営利活動法人

援農ボランティア

すずしろ２２

１．広く一般市民と農家を対象とした援農ボランティア
２．市民農園の受託・運営
３．地場野菜の普及などの事業を行う
このことにより、農業を活性化するとともに多面的価値のある農地を、都市住民の生活環境
市民農園
の中に存続させ、２２世紀につなげようという目標のもとに活動をしております。昨年の援農
時間は 19000 時間（1 人 1 日 4 時間として延べ 4750 人）の援農をおこない今年も同程度の援農を見込んでおり
ます。今年、八王子市久保山町に当法人 7 番目の市民農園（1800 ㎡、34 区画）を新たに開設しました。これによ
り、市内 7 か所の市民農園総面積は 9000 ㎡となり、遊休農地が有効に活用されています。 地場野菜の普及につ
いては、会員外にも参加を呼びかけ、たけのこ掘り、じゃがいもの収穫、ブルーベリー摘みとり、料理教室、市内の
まつりでの野菜販売などの活動をおこなっています。

新会員紹介
ライフデザインネット株式会社

代表取締役 宇田川 正徳
〒192-0904 東京都八王子市子安町 4-9-6 MT ビル 206 号
🚈JR 八王子駅 南口 徒歩 3 分

今年 8 月に事務所をオープンし、創業・事業改革・新規事業立ち上げ

打合せスペース

などを検討している方々に事務所を開放して、一緒に意見交換をしなが
ら実現に結びつける活動をしています。志を持つ方々は、いつでもウェル
カムです。資金調達（助成金・融資など）申請支援を行っています。
[活動内容]
①創業・事業改革コンサルティング
応接室

②プライバシーマークコンサルティング

ワークスペース

③オープンイノベーションコーディネート
https://ldn-inc.com/

◇特に、創業・事業改革のコンサルティングに力を入れています。
◇自身が、70 歳で創業をして、今年 1 月に八王子市にて、法人登記をしました。
◇定年までの間、営業・新規事業立ち上げ・人材育成・事業力強化・マーケティングなどの
実務とマネジメントを経験してきましたので、お裾分けをしたいと思っております。
◇実際に、取締役として経営に参画して、事業拡大と成長路線確立の実績を築き、大手企業
数社の人脈とのお付き合いを、未だに継続をしております。

興味のある団体の動画が見られます

第2弾

歴史・情報・国際編

昨年の「はちおうじ NPO フェスティバル」
（2020.11. 21）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。

NPO 法人滝山城跡群・
自然と歴史を守る会

NPO 法人
情報ボランティアの会・八王子

NPO 法人
八王子国際協会

築城 500 年を迎え
る滝山城の、自然
と歴史の保全活動
を行っています。
（2’29”）

一人でも多くの市民がデジタル化に
向き合って人生
の豊かさと利便性
を享受できるように
活動しています。
(2’18”)

外国人市民を地域住民として、
ともに豊かに安心
して暮らせる
“多文化共生社会”
を目指しています。
(2’34”)

３

実行委員募集！

第 1 回 地域デビューパーティーのお知らせ（予定開催概要）
開 催 日 2022 年 3 月 6 日（日）13 時～16 時半
開催場所 学園都市センター（イベントホール・ギャラリーホールほか）
会場とオンラインで開催

＊去年までは、オトパ＝お父さんお帰りなさい

「地域デビューパーティー」
（地デパ）実行委員会が始
パーテイーという名称でした。
動します。あなたも実行委員になりませんか？
実行委員会は 10 月 5 日（火）15：15 からスター
トします。多方面より実行委員を募集しています。人と
市民団体をつなぐ活動に興味や関心のある方、当協議会
にご一報ください。
あなたのやる気・元気を「地域デビューパーティー」
2019 年 3 月開催風景
2021 年 3 月開催風景
に是非お力をお貸しください。お待ちしています。

創業支援セミナー開催予定

◆今年度に次のセミナーを
予定しています。
いずれも ZOOM 利用の講座です。

2021 年 10 月 19 日（火）
18 時～21 時
ZOOM オンライン

１．飲食業創業の秘訣
Haccp の基礎知識
２．DX を創業にどう活かす
３．創業の心得
日程決定次第、お知らせします。

・「創業の心得」
最近創業した経験をもとに
秘訣を披露します。
講師：宇田川正徳氏

八王子市民活動協議会へのご寄付のお願い
八王子市民活動協議会では、わたしたちの事業の維持発展のため、
コングラントを利用した寄付を募っています。
コングラントは、NPO 法人や社会的企業、任意団体等、非営利活
動に取り組むすべての団体の寄付募集・管理を応援するファンドレイ
こちらから、寄付ができます
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/

あなたも一緒に活動しませんか？会員募集のご案内
当協議会では、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、コピー代の割引などがあり
ます。E メール・郵送・FAX にてお申し込みください。ホームページからもお申込み可能です。

はちおうじ市民活動協議会だより NO.9９
２０２１年１０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
TEL/FAX 042-646-1626

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