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第 1 回認証盾授与団体 

次の 7 団体に対して「認証盾」を贈呈しました。 

任意団体 滝山ネイチャークラブ 

任意団体 草の根メディエーションの会 

特定非営利活動法人 はちきたＳＣ 

特定非営利活動法人 八王子さくらの会 

特定非営利活動法人 八王子市民活動協議会 

社会福祉法人 蕗の会 

一般社団法人 チャイルドライフ 

＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ゆめおりファンド認証制度がはじまりました 

八王子市民活動協議会からゆめおりファンド認証盾を 7団体に贈呈しました 

＊＊＊   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜ゆめおりファンドの利用の仕方＞ 

○どうやって利用するのですか？ 

支援センターへの団体登録があり、※CANPAN

への登録が済んでいることが条件です。 

CANPAN 登録には、活動実績の報告（団体の情

報公開）が必要です。詳しくは、※八王子市市民

活動支援センターへお問い合わせ下さい。 

○どんな人が利用できるのですか？ 

八王子で活動している団体が対象です。NPO 法

人ではなくても、活動実績があれば大丈夫。なお、

利用のためには必要な条件があり、それを満たし

ていなければなりません。 

※CANPAN 日本財団が提供する公益事業コミ

ュニティサイト http://fields.canpan.info/ 

※日本財団 CANPAN（公益ポータルサイト）に

登録し、団体の情報公開をします。 

https://fields.canpan.info/member/registrat

ion/agreement 

※お問合わせ 八王子市市民活動支援センター 

TEL:０４２－６４６－１５７７ 

 

＊ゆめおりファンド団体交流会開催される 

３月１０日（火）八王子労政会館に於いて、ゆめおりファ

ンド団体交流会が５６名の参加を得て開催されました。これ

は、八王子市民活動協議会が指定管理者として、八王子市市

民活動支援センターで推進する「ゆめおりファンド」事業の

普及と活性化を目的として実施されたイベントです。 

当日は、セラピードッグで心身の治療、介護に取り組む一

般社団法人国際セラピードッグ協会理事長大木トオル氏をお

招きし、感動の講演が行われました。それに先立ち、今年度

より創設されたゆめおり認証制度による「認証盾」が７団体

に贈呈され、講演後は、情報公開や寄付文化そしてファンド

への要望や期待をテーマにワークショップが行われ、有意義

な意見が交わされました。 

 

 

 

 

＊ゆめおりファンド認証制度とは 

「ゆめおりファンド」事業は、一定の活動状況の情報開示を

条件に、必要な活動資源を提供するシステムですが、この事

業の信頼性を担保するため、広く社会が市民活動団体をサポ

ートしたくなる仕組みの実現を目指して、日本財団が運営す

る全国規模の公益ポータルサイトを利用した事業となってい

ます。この事業では、「ゆめおり認証マーク」付与に関する認

証基準を満たし、第三者認証「ゆめおり認証マーク」を付与

された団体であること、１２月末日時点で CANPAN 情報開

示レベル３以上であることのほか、公開データと提出書類相

互に齟齬のないことを確認のうえ「認証盾」を贈呈し、情報

公開や継続的な活動を称え、事業や活動の活性化を図ろうと

する制度です。                    

                            

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sozai.picwp.net/2007/04/pinksakura.html&ei=U5bxVMjtEMzs8AXh3YK4Dg&bvm=bv.87269000,d.dGc&psig=AFQjCNE-obWoQ0DH6dSzXwo0C_M6M5LnNA&ust=1425205096613764
http://fields.canpan.info/
https://fields.canpan.info/member/registration/agreement
https://fields.canpan.info/member/registration/agreement
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未来の仲間を見つけたよ 
お父さんお帰りなさいパーティー今年も大盛況 

オトパ 

＊＊今年 9 月 12 日(土)には南大沢でもオトパを開催します。 

＊＊実行委員及び出展団体を募集します。 

第 14 回オトパを３月７日（土）八王子労政会館で開催しました。 

オトパは、定年を迎え地域で活動したい方に市内の活動団体を紹介する出

会いのイベントです。石森市長の挨拶の後、長田英史さんに「未来の仲間

の見つけ方！」をテーマに講演していただきました。続いて参加者が一人 

ぼっちにならないよう、参加者６人にガイド２人が付きそい、出展 39 団体を見学し

ました。今回のオトパでは、出展団体が一目で分かるように代表にタスキを掛けて頂

きました。さらに約 130 団体の情報を掲載している団体紹介冊子をカラー化しまし

た。今回も約 240 名に参加いただき交流会では話の花が咲きました。最後は「春が来

た！」を全員で合唱し、盛り上がった中でのお開きとなりました。 

 

南大沢オトパ（9 月 12 日）の実行委員

と出展団体を募集しています。詳細は協

議会ホームページをご覧ください。   

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

あなたの想いで描く「八王子未来地図」 

 

今回の NPO 八王子会議は「フューチャーセッション」

を行います！フューチャーセッションとはセクターを超

えた対話で未来をつくる場です。NPO だけでなく、市

民、町会自治会、企業、行政等様々なセクターの方が一

つのテーブルを囲み、想いを持ちより、対話し、次のア

クションにつながる「未来地図」を作ります。 

 

日時：2015 年 5 月 24日（日）午後 1時～5時  

交流会午後 5 時～6 時 

会場：八王子労政会館 

参加費：1,000 円 学生 500 円 交流会 1,000 円 

申込み：NPO 法人八王子市民活動協議会 

電話/FAX 042-646-1626 

メール  kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

主催：第 5回 NPO 八王子会議実行委員会 

 

～今期は１２団体が受講を修了しました～ 

 

3 月 12日、パワーアップ「会計業務」講座が行わ

れ、8月から始まった全 8 回の講座が修了しました。

講座後には修了式を行い、受講 12 団体のうち 10 団

体に修了証を渡しました。修了式には第１回の講師山

岡氏も駆けつけ、パワーアップ講座を通して自分達の

活動の本来の目的を再確認することの大事さを話して

くださいました。その後スタッフを含め 15 名が交流

会に参加し、和やかな雰囲気のなか情報交換を行いま

した。パワーアップ講座は、ミッションの明確化から

情報発信、ファンドレイジングまで団体運営の実務を

系統的に学ぶ連続講座です。その道の第一人者から学

ぶことができる貴重な機会です。来年度も今年度を踏

まえ、更にパワーアップした講座にご期待ください。 

 

 

この冊子は 

一部 300 円で 

販売しています。 

mailto:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp
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八王子市民活動協議会 

うらかたコラム ⑧ 

 

 

 

 

 

 協議会の政策研究部では昨年10月会員交流会の一

環として、「八王子市の中核市移行」についての勉強

会を開催致しました。それを契機に中核市移行が市民

活動にどのように影響するかをみんなで考えました。

これから多くの権限が八王子市へ移行され、市独自で

いろいろなことが決められるため、活動の活性化が期

待されています。 

その中の多くは福祉に関する項目です。特に今後問

題となる高齢者問題は、大きな課題であり、「八王子

版・地域包括システム」の構築が予定されています。

このシステムでは「地域の課題は地域で解決する」と

いうことで、現在の超高齢化社会では「元気な高齢者

が元気でない高齢者を支える社会」の構築です。 

そこで八王子市民活動協議会は政策研究部での検 

討の結果として、2 月には高齢者が元気になるための

イベントとして、八王子レクリエーション協会の全面

的なバックアップ（共催）のもと「ニュースポーツの

体験大会」を昨年に引き続き行いました。この催しを

各地域での継続した活動にすることを目指したいと思

います。 

 

スポーツ吹き矢（上） 

キンボール（左） 

協議会は政策研究部での検討を経た 

様々な提言を実現しています 

 

2 月 21 日（土）に八王子労政会館にて初の「はち

おうじ志民塾合同交流会」が開催されました。志民塾

の卒塾生は第 1 期～6 期の合計で 142 名ですが、当

日は 64 名の卒塾生のほか、関係者を含めて合計 76

名の方が参加されました。 

「はちおうじ志民塾」は、市の企画による「地域で

活動する人材を育てる」約半年間の楽しい講座です。

卒塾生 OB にはこの志民塾でヒントを見つけ、活躍し

ている方が大勢いらっしゃいます。今まで各期毎の交

流会はありましたが「情報交換出来るような全体の集

まりも開いて欲しい」との要望も多く、今回、各期の

実行委員が集まって企画し、実施の運びとなりました。 

当日は、各期ごとの代表者が日頃の活動状況などを 

 

報告しました。また、ご自分の活動に関するパンフレ

ットを持参配布し、ＰＲに余念のない方もいらっしゃ

いました。久しぶりで顔を合わせる方も多く、懇親会

では会話に花が咲き、志民塾の 6 年間の歴史と成果を 

改めて実感するひと時となりました。志民塾が輩出し

たこの人材は、八王子の誇れる資源と言えるでしょう。 

＊志民塾に関するお問い合わせは 

  八王子市民活動協議会内志民塾事務局まで 

  TEL/FAX ０４２－６４６－１６２６ 

 

＊連載の「団体会員訪問」はお休み 

  しました。ご了承ください。 
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あなたの団体のホームページを協議会

ホームページに掲載しませんか 

協議会では皆さんの活動を紹介するホー

ムページの制作をとても安く作成するサ

ービスを行なっています。 

内容は定型ですが、要望に合わせて出来

ますのでぜひご検討ください 

 

第 8 回八王子是春祭り 

次世代の桜並木を目指して 
 

浅川への桜植樹が国土交通省/八王子市との協議がま

とまり、桜植樹実施の運びとなります。 

日時：5 月 6日（水）１4：00 開演 

会場：オリンパスホール八王子（手話による） 

（一部）都立翔陽高等学校 和太鼓部 

和太鼓衆 八王子鼓一 

スポーツクラブメガロス八王子（キッズダンス） 

（ニ部）ジュリズクラブ（ジャズダンス）、ベリー 

ダンススタジオ・フォッズ、都立南多摩 

中等教育学校太鼓部のコラボレーション 

大島椿製化粧品他抽選でプレゼント多数！ 

お問合せ NPO 法人八王子是市民の会 

電話/FAX：042-622-0263 

無料健康講座 「薬の飲み方について」 

「のびのびフレッシュヨガ」  

ＮＰＯ法人ニューイング 
   

開催日：4月 16 日（木）午後２時～４時 

場 所：八王子市旭町 12-1「ファルマ８０２」３階 

（JR 八王子駅・京王八王子駅より徒歩 3分 

八王子薬剤センター駅前薬局の３階） 

内 容： 

①薬の飲み方について 

 薬剤師 大平昭一 

②のびのびフレッシュヨガ  

 ヨガ講師 朝日智子（バスタオルをご持参ください） 

主 催：ＮＰＯ法人ニューイング 

共 催：八王子薬剤センター駅前薬局 

ＮＰＯ法人八王子市レクリエーション協会 
 

◆ご参加のお申し込みはお電話で 

 ＮＰＯ法人ニューイング 

電話：042-6４８-１７１７（１０～１８時） 
 

 第 7 回八王子陵南公園さくら祭り  
 

開催日：4月 10(金）、１1 日(土)、１2 日(日) 

10 時～17時 

場 所：都立陵南公園（多摩御陵入口） 

◆イベント 

【ステージ】 

伊達ゆうた歌謡ショー、 

ポップス西谷、太鼓、踊り、 

空手道演武、ご当地ヒーロー 

【こども広場･野球場】 

うさぎのふれ愛、ふわふわくじら、各種ゲーム、 

【さくら通り】 

味自慢名物グルメ、フリマ、逸品展示販売、 

主 催：NPO 法人 八王子さくらの会 

後 援：東京都、八王子市、八王子商工会議所 

八王子観光協会、東京都公園協会ほか 

問合せ：NPO 法人 八王子さくらの会 事務局 

  090-6933-6811 松本 

  090-3471-9680 今門 

http://npo-hachioji-sakura.d.dooo.jp 

 

 NPO 法人 すまいるカフェ  
 

耕作放棄地や果樹林の手入れ、収穫物を加工し環境保

全に取り組んでいます。また、農産物生産者と一般市

民との媒体となり『ひと・もの・こころ』を繋ぐコミ

ュニティの再生・活性化を目指した活動を行っていま

す。土いじりの好きな方、農業希望者歓迎！ 

ジャム、トマトソースなど作ってみたい方、野菜が出

来すぎて困っている方、一緒に活動しましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ：090-4745-1871 高倉 

http://www.smilecafe.or.jp/index.html 

中町「カフェ Suzu」に 

遊びに来ませんか？ 

第 2 日曜日 11:00～ 

うたごえサロン（13:00）

開催します。粋な界隈で

なつかしい歌とランチ

で楽しいひと時を！ 

 
会員募集 

NPO 法人八王子市民活動協議会 

定期総会開催案内 
  

日時：平成 27 年 5 月 16 日（土）１４：００～１６：００ 

場所：クリエイトホール １１階視聴覚室 

＊年に一度の総会です。会員の皆様はぜひご参加 

お願いいたします。（５月上旬資料送付） 

 ● 
SUZU 

http://npo-hachioji-sakura.d.dooo.jp/

