特定非営利活動法人八王子市民活動協議会

～八王子市民活動協議会は本年創立 20 周年を迎えます～

私たちの NPO 活動を市民の皆様に知ってもらい、仲間を増やし、地域をみんなで
元気にする場として、今年は 11 月に 2 つの市民活動団体のお祭りがあります。
ただいま参加団体を募集しています。私たちの活動を発信しましょう！

１．はちおうじ NPO フェスティバル 2022
東京たま未来メッセ（今秋オープン）での開催決定！
日時：2022 年 11 月 3 日（木・祝）11:00～16:30
会場：東京たま未来メッセ（東京都立多摩産業交流センター）
八王子市明神町３-１９-２（ＪR 八王子駅と京王八王子駅の中間）

主催：八王子市市民活動支援センター
八王子市市民活動支援センターは、八王子市の市民活動団体の活動を紹介し、
市民とふれあうイベントとして「はちおうじ NPO フェスティバル」を開催して
います。今年は、今秋オープンの展示場「東京たま未来メッセ」で開催すること
が決定しました。現在、参加団体を募集中です。
＊詳細は、八王子市市民活動支援センターのＨＰの記事をご覧の上、お申込みください。

２．いちょう祭り「わくわく広場」が３年ぶりに帰ってきます
第 43 回いちょう祭り 11 月 19 日（土）・20 日（日）
わくわく広場（長房市民センターとセンター前浅川河川敷）３年ぶりに開催！
●参加費：手作り品物販・ワークショップ・活動紹介等 1,000 円/日 食品物販 3,000 円/日
追加備品：テント 1 日 500 円 机 1 日 500 円（1 団体 2 台まで）
*参加者の皆様で運営いたしますので、実行委員会の参加、前日の会場全体の準備や
後片づけなどを一緒にお願いします。
●実行委員会（いずれか 1 回は必ずご参加お願いします）
第 1 回実行委員会 ８月２7 日(土) 10 時 30 分～ 会場未定
第 2 回実行委員会 10 月８日(土) 10 時 30 分～ 八王子市市民活動支援センター
第 3 回実行委員会 11 月６日(日) 10 時 30 分～ 長房市民センター
●応募申込み、お問合せ：八王子市民活動協議会（担当：内野）
八王子市民活動協議会は、今年設立２０周年を迎えます。
042-646-1626 FAX：042-646-1626 メール: kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
皆様方との活動を振り返える２０年記念誌を作製します。
＊コロナの感染拡大状況により中止・変更になる場合があります
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●はちおうじ志民塾とは？
「はちおうじ志民塾」は、これから地域活動を目指す市民の方を対象とした講座です。
八王子市からの委託で、八王子市民活動協議会が運営しています。新型コロナ感染拡
大防止に万全の対応をして活動していきます。
９月から 2 月に渡り、行政や八王子市について、またＮＰＯや町会自治会活動の
現状を学びます。地域活動を基礎から学び、受講期間中に受講者同士で育んだ新たな
つながりや仲間づくりが大きな魅力となっています。座学やワークショップだけでな
く、実際の現場見学やまち歩きなど、楽しいカリキュラムがいっぱいあります。
今年で１４年目となり、1期から通算２７５名の卒塾生が地域で活躍しています。
＊事前説明会を開催します。8/27(土)28(日)13：00～16：30＠支援センター

パンフレットは、市役所
や各市民センターなど
公共施設等に配置して
おります。
八王子市民活動協議
会の HP からもお申込
みいただけます。

●八王子を知る
地域の特徴や活動を知ることができ、自分が住む地域について理解が深まります。
また、見学会などで塾生同士や講師たちとのネットワークが生まれます。

●自分自身を知る
志民塾ならではのオリジナル講座で、自分の進むべき道を描きます。自身の経験や
能力を再認識し、整理し、自分に最適な方向へ進む基礎となります。

●市民活動を知る
町会・自治会をはじめ様々な市民活動について学びます。また、卒塾生が活躍する
現場への訪問や実際に活動を始めたときの支援の受け方など具体的に学びます。

志民塾 14 期を受講される皆さまへ…13 期生より
私たち１３期生は、志民塾で八王子の歴史や地域課題について理解を深め、
同期塾生・OB 塾生・事務局の方々との人的ネットワークが広がりました。
また、夫婦の地域での居場所を見つけることができました。
14 期を受講される皆さんに、志民塾で学び、個人・地域課題解決のため
に地域の団体や組織への参加や活動を期待しています。
◆ 志民塾を通して八王子の中での人と人の輪が広がりました。
卒塾後の１３期の懇親会
◆ 志民塾の卒塾生は、地域の様々なところで活躍しています。
◆ 卒塾後もお花見や懇親会、ズームでの近況報告など同期塾生との交流が続いています。
◆ 仕事仲間のコミュニティに加えて、志民塾へ参加して地元「八王子」で新しいサードプレイスを
作ってみませんか。活動を通して年代や性別が異なる新しい仲間ができます。
◆ あなたの知らなかった八王子の魅力が発見できます！志民塾に参加して地域での居場所作りの
第一歩を踏み出してみませんか。
◆ 志民塾では、新たな人的ネットワークの構築ができます。「一期一会」を大切に新たな一歩を踏
み出しましょう！
◆ 人生１００年時代。第二の人生を地元八王子の仲間とともに過ごしてみませんか。会社人間から
市民へ。皆さんのライフスタイルの充実をお手伝いします。
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会員紹介

カウンセリングスペース「まてりあ」

代表 兼廣 久美子(全日本カウンセリング協議会認定心理カウンセラー)
カウンセリングスペース「まてりあ」は、2000 年創設以来、「カウンセリングを草の根に」の理念のもと、
八王子市を拠点に活動しているカウンセラーのグループです。現在、東浅川町にカウンセリングルームを設け、個
人カウンセリングを行っている他、砂の上にいろいろなミニチュアを自由に置いて作品を作る箱庭体験、描画やコ
ラージュ等のアートで癒しを体験するアートセラピー、グループでその時々の思いを語り合うエンカウンターグル
ープ等を毎月定期的に開催しています。また、より広く箱庭に親しんで頂くために、箱庭道具一式を持ち出しての
出張箱庭、箱庭カフェも、コロナ禍が落ち着けば再開する予定です。いずれも、初めての方、大歓迎ですのでお気
軽にご参加ください。ホームページ http://www2.tbb.t-com.ne.jp/materia/
出張カフェでの交流
〈箱庭〉砂の
入った木箱
に自由にミ
ニチュアを
置いて 私の
世界を作り
ます

〈コラージュ〉
アートセラピ
ー体験。雑誌等
の絵を切抜き、
紙に貼り自分
の気持ちを表
現します

一般社団法人 都市農福を推進する会
代表理事 渡辺章子 事業所名 エシカルベジタブルス八王子
HP https：//ethivege.com
畑の場所 高尾第一農園（八王子市上川町 上川公園横）
、
エシカルベジタブルス
高尾第二農園（八王子市元八二丁目
共立女子学園下）
、
カラフルニンジン
（通称エシベジ）
瑞穂農園（瑞穂町箱根ヶ崎 瑞穂斎場近く）
昨年６月に農業を活用し、仕事のスキルを習得する就労移行支援事業所エシカルベジタブルス八王子を開所しま
した。本年４月より自立支援（生活訓練）を併設した多機能事業所となり、体力、社会で生きる力を畑で育んでい
ます。6 月には第１作目の赤や紫のダイコン、紫や黄色いニンジン、紫やピンクのじゃがいもを収穫し、イーアス
高尾や日の出イオンの産直店、クックパッドマートなどで販売しています。
「おいしい！」
「カラフル映える！」と
言っていただけることを励みに利用者、職員ともにがんばっています。
利用者の方々には生産だけでなく、スーパーのバックヤードに行き流通の仕組みを知ってもらったり、クックパ
ッドに掲載する写真をとってもらったりと農業にかかわるあらゆることを行ってもらっています。
たくさんの体験、経験をつむことで、自分の強みと弱
み、好きと嫌いを知り、ライフスタイルや目指すべき職業
を考えてもらうことを目標に活動しています。自然あふれ
る畑で自分のライフスタイルを見直したい方、利用者、ボ
ランティアともに大募集中です。ぜひ一度畑見学にいらし
てください！
瑞穂農園
高尾第一農園

当協議会は、東京都女性・若者・シニア創業支援事業の
アドバイザーとしてお手伝いしています
地域での創業を考えている方をサポートしていきます
★創業計画の具体的な策定方法をお教えします。
★当サポート事業の仕組みと具体的な支援内容を説明します。
★当融資の概要：金利固定１％、返済期間最長 15 年
★金融機関の方から「新規事業のチェックポイント」を共有します。
★各種セミナーの開催
当協議会は、東京都女性若者シニア創業サポート事業アドバイザーと

皆さん チャレンジしてみませんか！
・社会問題を解決するものであること
・利益を上げる事業であること
・新たなビジネスモデルであること

して認定されています。今年は、女性と若者についての創業支援に力
を入れたいと思います。9 月より連続講座を女性向けセミナーとして
開催いたします。創業を迷っている人も含めて、小さな意志を着実に
育てて末永く持続できるよう、スモールスタートの起業を支援する創
業セミナーです。詳細は、協議会までお問合せください。
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八王子市内の市民活動団体の皆様方へ
明治安田生命保険相互会社高尾営業所 × 八王子市民活動協議会
令和４年(2022 年)

私の地元応援ファンド
地元の活動団体に資金を助成します

募集要項
★助成金額
八王子市内で活動する市民活動団体に、５万円を４団体、合計２０万円助成
★応募受付期間・・・８月２日（火）～８月３１日(水)
★応募先・・・八王子市民活動協議会（月曜日は休館日）
★使途・・・活動の全般費用、コロナ対応の新しい取り組み等
★詳細は、募集要項をご覧ください。ホームページからダウンロードできます。
八王子市民活動協議会は、明治安田生命保険相互会社が実施する地元貢献事業
「地元の元気プロジェクト～私の地元応援募金」からいただいた寄附を地元で活動
する団体に資金助成いたします。

明治安田生命保険相互会社「私の地元応援募金」とは、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまで以上に人と人とのつながりの希薄化が懸念されるなか、明治
安田生命保険相互会社ではさまざまな形で地域に「社会的なつながり」を提供し、より豊かな地域社会づくりに貢献す
るため、２０２０年度から「地元の元気プロジェクト」を展開しています。
３年目となる今年も、明治安田生命保険相互会社高尾営業所では、市民活動の中間支援団体である特定非営利活動法
人八王子市民活動協議会と協働し、八王子市内のＮＰＯや市民活動を行う地域活動団体に対し、総額２０万円を寄附金
として分配することといたしました。
はちおうじ

第２回 地域デビューパーティー（チデパ）８ ０ ２ の実行委員を募集します
オトパからバトンタッチして多世代型活動マッチングの場となったチデパ
８０２は、市民と団体と協議会と市が実行委員会を形成して運営しています。
今年も実行委員を募集します。ふるってご応募ください。
第２回チデパ８０２は、以下のように開催を予定しています。
開催日：2023 年３月５日（日）
会場：学園都市センターイベントホールほか
問合せ申込み：八王子市民活動協議会（担当：内野）

第１回参加団体の皆さん

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」の無料発送、加えて正会員の
方には、イベントの参加費割引、コピー・印刷の割引があり、会
員団体パンフレットの同封ができます。
E メール・郵便・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.104 2022 年８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：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
Https：//www.shiminkatudo-hachioji.com/
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