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NPO法人 八王子市民活動協議会 八王子市明神町４－１３－１０ TEL/FAX：042-646-1626 
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/ 

９月末日現在会員数 

正 会 員（団体）  ６５    賛 助 会 員   ４４ 

正 会 員（個人） ５８    協 力 会 員   ３１ 

                      合  計      １９８ 第５７号 平成２６年１０月１日発行 

No 

５７ 

発行責任者 石井 利一 

今年も！八王子いちょう祭り 1１月１５（土）・１６日（日） 

のんびりゆったりわくわく広場開催 
会場：長房市民センター＆センター前河川敷 

＜参加予定団体＞ 
 

八王子お手玉の会 

市民ユニットりぼん 

八王子住まいづくり市民塾 

ＮＰＯ法人フレンズ・オヴ・アニマルズ 

八王子動物愛護の会" 

カウンセリングスペース“まてりあ” 

わら細工 

八王子サッカー協会 

ボーイスカウト八王子第 2 団 

ボーイスカウト八王子第 12 団 

合唱団ふる里 

中央環境市民会議 

 “ごみ・資源エネルギー部会” 

ＨＯＳ326 志民塾 3 期生 

吹き矢健康クラブ 

陶芸サークル木窯火 

陶器てらかど 

NPO 法人八王子子ども劇場 

工房みどりの風 

NPO 法人 すまいるカフェ 

里親ひろば ほいっぷ 

夢叶屋 

NPO 法人ひざしひろば 

NPO 法人著作権推進会議 

ボーイスカウト八王子第１団 

八王子市こども家庭支援センター 

八王子市民活動協議会  

 

 今年も 11 月 15 日（土）16 日（日）の八王子いちょう祭りにおい

て「わくわく広場」を開催します。長房市民センターとその前の河川敷

を会場として、「みんなでつくる」お祭りを市民活動団体が主体となっ

て運営しています。おむつ替えもできる、乳幼児や高齢者に優しいゆっ

たりした休憩スペースもあります。年々参加団体も増え今年は 30 団体

以上が参加予定となっています。 

 是非皆さんのご来場をおまちいたします。 

＊今年は市民センター裏に駐輪場を

開設します。 

＊だれでも休憩所 

市民センター内 ２階和室 （たたみでのんびり） 

授乳・おむつ替えコーナー  カプラで遊べるよ 

＊青空うたごえ喫茶 

＊体育館 

 ディサービス作品展示（15 日） 

 健康吹き矢（16 日） 

＊長房市民センター前河川敷 

＊フードコート 

 揚げパン・あんドーナッツ・フランクフルト・焼

きそば・おしるこ・おでん 

 焼き菓子・焼きもち・わたあめ・チョコバナナ・

ジュース・コーヒーなど 

＊手づくり品の販売 

 陶器・わら細工・お手玉・ジャム・クッキーなど 

 

＊2 つのスタンプラリーで賞品を！ 

 ・わくわく広場スタンプラリー 

 ・E 会場と F 会場つなぐスタンプラリー 

 

＊問い合わせ 

「わくわく広場」 

実行委員会事務局 

０４２－６４６－１６２６ 
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NPOマルシェ ～まちと生きる～ 
 

9 月７日（日）、八王子市民活動フェスティバル 2014

「NPO マルシェ ～まちと生きる～」がファルマ８０

２ビルで盛大に開催されました。 

当日の空は雨模様で集客が危ぶまれましたが、２００

名を超える来場者の方々に加えて、石森市長も出展団体

をつぶさにご覧になっていました。 

このイベントは、昨年、八王子市市民活動支援センタ

ー開設 10 年を記念して開催された「八王子市民活動フ

ェスティバル」が大好評で、ぜひ継続してほしいとの声

にお応えしたものです。 

今年のテーマは「NPO マルシェ まちに生きる、ま

ちで活きる NPO」 まちにたくさんある NPO、でもな

かなか市民の方に知られていない。そんな壁を乗り越え

るために、気軽に参加いただける「マルシェ（市場）」

と名付けた今回のフェスティバル。市民の方に、こんな

活動をしているんだよ！と知っていただける機会にな

ったはずです。 

フェスティバル終了後、16：30～は交流会が開かれ、

出店してくださった方、市民活動をしている方も、して

いない方も、ワイワイガヤガヤ、交流を楽しみました。 

★NPO マルシェ（サポハチガーデン）：物販 

 ・NPO 法人こすもす（パン、コーヒー・紅茶）、・NPO

法人すずしろ 22（野菜）、・NPO 法人スマイルカフェ

（梅ジャム、トマトソースなど）、・NPO 法人多摩草む

らの会（お饅頭他など）、・ハニカムステージ（手作り雑

貨など） 

★体感する NPO（活性化スペース）：パフォーマンス 

 ・高尾山とんとんむかし語り部の会、・ユーモアスピー

チの会、・わくわく紙芝居サークル        

★体験する NPO（交流スペース）：体験コーナー 

 ・ネバーランド（ハンドマッサージ）、・八王子お手玉

の会（お手玉製作、お手玉遊び）、・NPO 法人八王子子

ども劇場（子どもも大人も楽しめるプラバン製作）、・

NPO 法人八王子市民活動協議会（缶バッヂ）、・八王子

センター元気（折り紙など）、・ハニカムステージ（スタ

ンプ・とんぼ玉・ビーズ織り） 

★団体 PR コーナー（壁面に団体 PR 掲示）・３４団体。      

 

 
今年度もやります！ 第 14回 

お父さんお帰りなさいパーティー 
 
「お父さんお帰りなさいパーティー」（略：オトパ）は

八王子市・八王子市民活動協議会、一般市民有志による

実行委員会で企画・運営されるパーティーです。 

定年を迎え、あるいは既に定年になっている男性や女性

の方に八王子市内での市民活動を通して地域貢献しな

がら、楽しい仲間作りをして第二の人生を過ごしていた

だくため、活動団体との出会いの場を準備し、活動団体

参加のキッカケ作りを目指しています。出展団体見学は

小グループでガイドがついて案内しますので慣れない

方も安心できます。 

昨年度の第 13 回は「東北復興」を特別テーマとし、

支援団体に特別出展していただき、復興支援の一端を担

いました。出展団体 43、参加者 278 名は過去最高で

した。 

今年度は平成 27 年 3 月 7 日(土)八王子労政会館で

の開催が決定しています。9 月 18 日に第 1 回実行委

員会を開催し、実行委員長に浅野里恵子さんが決定しま

した。女性の実行委員長は初めてです。 

来年度 9 月には、南大沢文化会館で「オトパ in 南大

沢」をプラス開催する計画で検討を開始しました。ご期

待ください。 

 

今年 3 月のオトパの様子 

↓→ 

 

市民活動フェスティバル 

←↓ 

２０１４ 

＊日時：平成 26 年 10 月 10 日（金） 

＊場所：西武信用金庫八王子支店 

＊参加費：1000 円（懇親会費） 

＊基調講演「八王子の中核市移行と市民活動」 

  ～協働でこれから一緒に進める方法を考える～ 

  八王子市都市戦略部長 伊藤紀彦氏 

＊日時：平成 26 年 10 月 25・26 日（土・日） 

    10:00～16:00（雨天実施） 

    第 46 回くぬぎだ祭と同時開催 

協力団体  ・カウンセリングスペース まてりあ 

・八王子お手玉の会 

・小原 清（個人正会員） 
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会員訪問 

市民活動協議会の会員を 

紹介します 第９回 

 

 

 

 
 
<ＮＰＯ法人 著作権推進会議> 

 
八王子市片倉町 1394 番地 88 号 
理事長 本山 末夫 氏 

http://homepage3.nifty.com/373no/copy
right/index.html 
連絡先：042-636-8731  本山 
 

ＮＰＯ法人著作権推進会議は平成 13 年 4 月、「暮ら

しの法務研究会」として、行政書士の仲間で市民のた

めの法律相談、及び著作権の勉強会を持つことから始

まりました。 翌年、著作権に特化して調査・研究・普

及活動を行おうと、「行政書士著作権等連絡協議会」と

名前を改め、その後「著作権推進会議」と改称し、平

成 15 年 9 月に法人登録をしました。現在、会員には

行政書士・司法書士・税理士・社会保険労務士等が 15

名在籍していて広い分野で活動しています。 

 

当会は毎月第 4 水曜日（午後 5 時～8 時 30 分）「相

談会とセミナー」を開催しており、基本的にはどなたで

も自由に参加いただけます。（事前申込要） 

また、以前には著作権推進・啓蒙活動として有名噺家を

招いて文化講演会の開催や、八王子教育委員会と契約

し、教職員への説明会なども開催いたしました。 

当会は著作権制度の各種手続きと相談及び普及・啓

蒙・擁護・流通促進を主たる事業として組織され、市民

の文化的所産の公平な利用及び著作権等の権利の保護

を図り、文化の発展に寄与したいと願っています。 

事業を行っている方を初め一般市民の方で著作権その

他著作物を文化庁に登録したい、著作物について疑問が

あるなど、著作権に関する事項やその他税務・社会保険

など様々な専門的疑問にお答えします。基本的には初め

のご相談は無料で行っています。お気軽にご相談くださ

い。 

 あなたの知的財産は守られていますか 

平成 26 年度は協議会理事の改選年にあたり、6 名

の理事が新規に就任され、1 名の元理事が復帰されま

した。これらの理事の方たちに、協議会を理解してい

ただくため平成 26 年 8 月 26 日（火）八王子労政会

館において勉強会を開催しました。内容は協議会のル

ールを学ぶとして、定款を東京都との窓口として熟知

しておられる植村理事が説明され、規程類は原案作成

者の石井理事長が制定が必要となった状況等を含め説

明されました。協議会の歴史は創設以来のメンバーで

元理事長の浅野副理事長が当時のことを思い浮かべな

がら話されました。 

10 年構想は石井理事長が支援センターの指定管理 

者選定に合わせ計画された状況を説明され、具体化計 

 

画の必要性を強調されました。最後に岩田事務局長

が、八王子の高齢社会対応のために行われている様々

なイベント、研修講座を関連づけた図表を基に、支援

センターを含めた協議会が重要な位置を占めている

ことを説明しました。勉強会には理事 19 名参加。3

グループの島を作り、これらの説明を聞きました。そ

の後各グループ内でフリートーキングし、最後に各グ

ループの話し合った内容を発表しあい終了しました。 

勉強会後引き続き部屋を替え暑気払い。立食形式で相

手を替えながら話が弾みました。今回の勉強会は新し

い理事のみならず、再任された理事にとっても協議会

の内容を再認識する良い機会となりました。 

 

八王子市民活動協議会 

うらかたコラム ⑤ 

夏期理事勉強会開催 
～定款・歴史等を確認～ 
8月 26日 八王子労政会館 
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西武信用金庫助成団体が決定しました  
  

 
  

 

 

八王子市民活動協議会は西武環境保全活動助

成金の受付・推薦を委託されています。今年度は

申請を 7 月末に締め切りました。提出された団体

の申請内容を確認・検討した結果を推薦状として

提出しました。9 月 25 日西武信用金庫の選考委

員会における最終選考の結果次の 4 団体が助成

対象に選ばれ、助成金目録贈呈が行われました。

おめでとうございました。 

 

助成決定 4 団体；・池の沢に蛍を増やす会  

・NPO 法人町田ウオーキング協会  

・一般社団法人八王子自治研究センター  

・NPO 法人ジャパンフォレストフォーラム 

 

同じく西武信用金庫からは 

「街づくり」助成金が 10 月 

以降に募集される予定です。 

 

 

 高尾自然科学博物館を考える会  

 

当会は高尾山に特化させた自然科学博物館機能を備

えた新施設「高尾の自然科学博物館」を八王子市と協

働で創ることをめざして活動しています。 

 
 

1. 正会員：一般 2,000 円、 

学生 1,000 円、法人会員 10,000 円 

2．賛助会員 一口 1,000 円 口数制限なし 
 

入会申込み問合わせ 

高尾自然科学博物館を考える会  
（Takao Natural Science  Museum  Associations）  

事務局（谷村）：042-661-7197 
 

詳しくはホームページで確認ください 

http://www.takaomuseum.jp/index.html 

会員募集 

 正会員・賛助会員募集    

 NPO 法人なみき福祉会  

 

知的障がい者通所施設「工房みどりの風」・生活援

助グループホーム「みんなの家」等を運営し、障が

いのある方が住み慣れた地域で共に支え合って過

ごせる社会をめざしています。 
 

詳しくは、ホームページをご覧ください 

http://npo-namiki.mods.jp  

 

はちバスサブレ その他焼菓子ご注文承ります 

（市役所売店、道の駅等でも販売中） 
 

問合わせ 

八王子市緑町 935-15 

042-634-8518 

 namiki@dream.jp 

 

NPO なみき 

 募集 

 おしゃべりサロンのお知らせ  

 ＮＰＯ法人くるみ  
   

開催日：第 3 土曜日 午前 10 時～12 時（延長あり） 

場 所：くるみの家 

内 容：・脳トレ ・手作り教室 

    ・バザー ・ハイキングなど 

    ・年２回（３月・９月）歌声喫茶を開催 

問合わせ 

電 話：042-675-7410 

受付時間： 

月～金 午前９時～午後５時 

土・日・祝は休みです 

事務所：八王子市大塚 529 
 

http://www4.ocn.ne.jp/~kaigo963/ 

 もったいないコーナー  

エコひろばからのお知らせ   
 

エコひろば(あったかホール)はもったいないコーナ

ーを常設し、リサイクル活動など次の教室を開催し、

資源の有効活用を推進しています。 
 

 ①古布で作るぞうり ②古毛糸で小物作り 

 ③手すきハガキ作り ④端切れで小物作り 

 ⑤おもちゃの病院  ⑥刃物研ぎ  
 

上記教室の他、環境学習室では身近な環境講座、 

イベントなども開催しています。 
 

開催日などの問合わせ 

電話：042-6５6-3054 
 

内容はホームページでご確認ください。 

http://www.ecohiroba.jp/ 
 

（情報提供：NPO 法人環境活動センター八王子） 

http://npo-namiki.mods.jp/
mailto:namiki@dream.jp

