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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 

Mail:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

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

５月末日現在会員数 

正 会 員（団体）  ６７     賛 助 会 員   ４４ 

正 会 員（個人） ６３    協 力 会 員   ３５ 

                      合  計      ２０９ 第５５号 平成２６年６月１日発行 

No 

５５ 

発行責任者 石井 利一 

5 月 16 日（金）、八王子市民活動協議会の平成 26

年度年次総会が八王子労政会館で開催されました。今

年は 2 年毎に行われる理事全員の改選期に当たり、事

前に立候補の受付をしましたが、定員 25 名のところ

立候補者 25 名で、全員無投票当選と決まりました。

新人理事も 7 名で、大幅な入れ替わりがありました。

理事長には石井利一氏、副理事長に浅野里恵子氏、大

山健三氏、事務局長に岩田博次氏が選任され、各部長

も決まり新体制でのスタートとなりました。 

総会では、25 年度の報告があり、支援センターのフ

ロア拡張に伴うフリースペース「サポハチガーデン」

の誕生をはじめ、協議会の継続事業や、初めて八王子

市から委託された「はちおうじ志民塾」の事業受託・

市民企画事業のＮＰＯパワーアップ講座などの報告が

ありました。 

 

 

 
＝平成 26 年５月 16 日（金）東京都八王子労政会館において 14 時から、八王子市民活動協議会平成

26 年度年次総会が開催された。理事改選の年にあたる今期は、新理事 25 名も選出され、新理事会が

スタートした。（新理事、総会報告詳細資料は２・３面）＝ 

また、26 年度計画としては従来からの継続事業であ

る八王子いちょう祭りでの「わくわく広場」、第 14

回「お父さんお帰りなさいパーテイー」、東京高専サ

イエンスフェスタへの協力、絆グループの「会員団体

交流会」、恒例の「新年交流会」、井戸端会議、ＮＰＯ

八王子会議の開催等の継続と「はちおうじ志民塾」の

継続受託、さらに、今年度から支援センターの事業と

なった「ＮＰＯパワーアップ講座」などの継続実施が

決まりました。支援センターも事業拡大に伴いスタッ

フの増強を図り、市民サービスの向上を目指します。

今年度は一般会員が協議会事業へ協力参画してくだ

さる事を、強く期待しております。是非、ご一緒に事

業を進めましょう。参画のご意思のある方は事務局へ

ご連絡ください。（総会特集２・３面） 

 

＊平成 26 年５月 16 日（金）１４：００～ 東京都八王子労政会館 ２階第１会議室 

写真は監査報告（左）と事業報告・計画説明（右）の様子。正会員 128 名のうち 79 名（委任状 36 名含む）

の出席をいただきました。 
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■会費収入 
■支援センター 

管理費収入 
■自主事業収入 
■受託事業収入 
■寄付金収入 
■雑収入 

平成２５年度経常収入 

■支援センター 
管理費 

■自主事業費 
■受託事業費 
■管理費 
■消費税 
■その他の支出 

平成２５年度経常支出 

■会費収入 
■支援センター 

管理費収入 
■自主事業収入 
■受託事業収入 
■寄付金収入 
■雑収入 

平成２６年度経常収入予算 

■支援センター 
管理費 

■自主事業費 
■受託事業費 
■管理費 
■消費税 
■その他の支出 

平成２６年度経常支出予算 

平成 25 年度事業報告 

平成 26 年度収支予算 

平成 25 年度収支決算 

26年度予算額

経常収入の部

会費収入 630,000

支援センター管理費収入 17,613,000

自主事業収入 350,000

受託事業収入 3,665,520

寄付金収入 200,000

雑収入 1,130,000

経常収入合計 23,588,520

経常支出の部

支援センター管理費 15,012,600

自主事業費 620,000

受託事業費 3,144,000

管理費 3,795,000

協議会租税公課 910,000

その他の支出 200,000

経常支出合計 23,681,600

   経   常   収   支   差   額 -93,080

   前  期  繰  越  収  支  差  額 1,670,623

   次  期  繰  越  収  支  差  額 1,577,543

(１)支援センター事業（抜粋）

① 相談事業 一般市民、活動団体などの支援事業

② アクティブ市民塾 １１回開催し、３０５名が参加

③ 市民活動支援講座 ３回開催し、１６団体が参加

④ 市民活動実践講座 １回開催し、５５名が参加

⑤ 市民活動フェア ７月１３・１４日サポハチガーデンで開催

⑥ ＳＵＰＰＯＲＴ８０２の発行 発行部数は５，０００部で市内各所で配布

⑦ 指定管理者制度モニタリング ２５年度も総合評価「Ａ」で６年連続

⑧ ファンド事業 日本財団のＣＡＮＰＡＮシステムで運用

⑨ 支援センタースペース拡張 支援センタースペースが２０６㎡に拡張

(２)協議会独自事業（抜粋）

① 会員管理 会員総数２０７で団体会員が微増

② 新年会員交流会 １２０名の参加、１０年功労者に感謝状贈呈

③ 団体会員交流会　　　 ６６名参加、「八王子ビジョン２０２２」の解説

④ 協議会だより 偶数月毎回１５００部発行、会員情報を掲載

⑤ 協議会ホームページ １ページホームページのシステム改正

⑥ お父さんお帰りなさいパーティー 東日本大震災復興支援をテーマに開催

⑦ わくわく広場 浅川河川敷・長房市民センターにて開催

⑧ 志民塾開催（受託事業） 基礎課程・専門課程があり２２名が卒塾

⑨ パワーアップ講座（補助金事業） １１団体、８個人が参加、１０日間の長期講座
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理事 浅野里恵子 八王子子ども劇場
理事 阿部　忠光 個　　人
理事 石井　利一 個　　人
理事 岩田　博次 個　　人
理事 石見　光夫 個　　人
理事 植村　昇 個　　人
理事 榎本　邦美 八王子是市民の会
理事 大福　族生 個　　人
理事 大山　健三 個　　人
理事 岡崎　理香 個　　人
理事 加藤晋次郎 個　　人
理事 川久保美紀子 個　　人
理事 斎藤　健 個　　人
理事 塩澤　迪夫 八王子市レクリエーション協会

理事 進藤　丕 八王子生涯学習コーディネーター会

理事 関　　俊朗 個　　人
理事 添田　繁実 ケアセンター八王子
理事 田中　俊光 個　　人
理事 堤　直樹 個　　人
理事 仁部　英二 八王子さくらの会
理事 根本　恵子 個　　人
理事 廣川　英資 個　　人
理事 細江　純子 個　　人
理事 堀内　進一 個　　人
理事 渡辺　文雄 個　　人

監事 武田洋一郎 著作権推進会議
監事 杉田　茂雄 個　　人

新理事の顔ぶれ ～2 年間よろしくお願いします～ 

＊渡邉 文雄(わたなべ ふみお)  

 

 「地域デビュー講座」受講からかれこれ八年

ほど協議会にお世話になっています。それを機

会にいろいろな諸先輩方に個人として、家庭人

として、地域人としてお世話になりました。学

園都市である八王子の自然と歴史と文化と人

に恵まれてうれしく思っています。 

 志民塾を三年前に修了しましたが、地域人と

して相互啓発を継続的にできる場と地域で生

きがい(働きがい)を見つけられる場を、少子高

齢化の中、世代を越えて考えていきたいと思っ

ています。身体を動かしたり音楽や文化芸能が

大好きな八王子楽翁です。色々なサークルの

方々にはこれからもお世話になります。よろし

くご指導をお願いします。 

 

＊新しく理事に選出された渡邉文雄さんと根

本恵子さんに、新理事を代表してこれからの抱

負をお聞きしました。 

＊根本 恵子（ねもと けいこ） 

 

 八王子市民となり 6 年目、生涯学習コーディ

ネーターと協議会個人正会員になり 5 年目を

むかえました。コーディネーター会でオトパ実

行委員やツアーガイド、南大沢プロジェクトと

して「由木の民族と自然を知る見る学ぶ」を企

画運営する実行委員リーダー、学習支援委員や

民間研究団体及びカルチャーセンターでの講

座企画や講師活動数十年の経験を活かし、協議

会やセンターをキラッとさせるお手伝いとし

ての理事を目指したいと思います。 

 総会に続き、平成 26 年度第１回理事会において新
理事による投票の結果、理事長には石井利一氏が再任
されました。副理事長、各部部長、プロジェクトリー
ダーは互選により以下の方たちが選出されました。よ

ろしくお願いいたします。 

＜２６年度役員・担当者＞ 

・八王子市民活動協議会 

理事長         石井利一 

・八王子市民活動協議会 

副理事長        浅野里恵子 

   〃           大山健三 

・八王子市民活動協議会 

事務局長        岩田博次 

・市民活動支援センター 

  センター長       大山健三 

・ネットワーク推進部長   浅野里恵子 

・広報部長         岡崎理香 

・政策研究部長       堀内進一 

・プロジェクト 

 志民塾担当リーダー    植村 昇 

 仮認定取得担当リーダー  植村 昇 

 

 

新理事

の抱負 
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「はちおうじ志民塾」の第 6 期講座が、6 月 22 日

（日）から始まります。 

既に多数の卒塾生が、八王子の地域活動の様々な分野

で活躍しています。 

さあ、あなたも是非この講座を受講して新たな自分

を発見し、これからの地域活動を楽しんでください。 

「はちおうじ志民塾」とは 

この講座は八王子市の企画によるもので、地域の活

性化に貢献する「志」をもった、概ね 50 歳以上の男

女を対象とした人材育成講座です。 

 会社勤めを卒業し、さて これから何をしようか検

討中の方。既に地域活動を行っているが、新たな仲間

づくりをして、更に活動の幅を広げたい方。起業を目

指している方。仲間を募ってコミュニティビジネスに

挑戦しようとしている方････等々。入塾目的は様々で

すが、約半年間の講座を新たな仲間と一緒に学ぶこと

によって、これからの人生に大きな可能性が広がりま

す。 

「講座カリキュラム」 

 この講座は、「基礎課程」（必須）と「専門課程」（選

択性）の二つに大きく分けられ、「専門課程」は更に

「コミュニティビジネスコース」「地域活動実践コー 

ス」「起業コース」の三つに分けられています。「基礎 

課程」では、受講生全員が、地域活動の全般的な基礎知

識を学ぶと共に、今まで過ごしてきたご自分の生き方に

ついて「人生のたな卸し」を行い、これから進むべき「海

図」づくりを行います。「専門課程」は選択性のため、

ご自分の進むべき より具体的なコースに進みます。コ

ミュニティビジネスコースでは、ビジネスの手法を活か

して地域の課題解決の方法を学びます。地域活動実践コ

ースは、ＮＰＯの知識、八王子の地域活動について、Ｎ

ＰＯの見学や市内のまち歩き、大学と地域との連携など

を学びます。 

・受講料：基礎課程 15,000 円   

専門課程 15,000 円 

 詳しいパンフレットを差し上げております。下記まで

ご連絡ください。 

＊ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会 

「はちおうじ志民塾」事務局 

住所：八王子市旭町 12-1 ファルマ 802 ビル 5 階  

電話：042-646-1626 

企画：八王子市 

運営：ＮＰＯ法人 八王子市民活動協議会 

後援：サイバーシルクロード八王子 

 

 

 

大好評の NPO パワーアップ講座が今

年は８月から開催されることが正式に決

定しました。 

この事業は受講者のみならず、行政か

らも高い評価を戴き、協議会が東京都や

八王子市から補助金を受けて実行委員会

方式で運営してきました。しかし、補助

金頼みでは財政面で事業の継続は困難と

判断した八王子市は、今年度からその基

盤を強化するために八王子市市民活動支

援センター管轄の一事業として位置づけ

る方策を講じました。 

ただいま募集準備中で、詳細は追って

告知しますが、「協議会だより」読者の皆

さんに現時点の情報をお知らせします。

是非、お知り合いの方にお勧めください。 

 

 

主催 八王子市市民活動支援センター 

期間 平成２６年８月～平成２７年２月（毎月１回開催） 

時間 原則として午後１時開始。２～４時間程度。 

会場 八王子市市民活動支援センター（一部は外部見学） 

講座プログラム 

開催日 テーマ 講 師 

８月２８日 ミッション 山岡 義典 氏 

９月 事業計画 川北 秀人 氏 

１０月 事務局運営 浅野 里惠子 氏 

１１月 会員のモチベーション 長田 英史 氏 

１２月 広報チラシ 川久保 美紀子 氏 

１月 広報 ICT 大熊 雅樹 氏 

２月 ファンドレイジング 工藤 啓 氏 

３月 会計 内藤 純 氏 

 

お問い合せ先：八王子市市民活動支援センター 

 

NPOパワーアップ講座 第３期 

今年もやります！ まもなく募集開始 
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＜八王子生涯学習コーディネーター会＞ 

http://www.geocities.jp/lifestudy_hachioji/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会員訪問 

市民活動協議会の会員を 

紹介します 第８回 

 

 

おかげさまで１０周年 
八王子市教育委員会が主催する「生涯学習コーディネ

ーター入門講座」の修了生有志で平成１６年５月に設立

し、現在 40 名の会員が在籍しています。 

私たちは生涯学習をめざす市民の皆さんに学習情報の

提供、講座の企画・実施要領のアドバイス、学習成果の

発表支援ならびに講師の紹介などを行なっています。今

年は行政関係者ならびに関係団体の皆様の温かいご支援

のお蔭で１０周年を迎えることができました。 

１．行政との協働事業 

市民の学習成果を発表する場として、生涯学習フェス

ティバルを毎年１０月に市・教育委員会と協働主催し、

準備・運営を担当しています。またコーディネーター入

門講座では運営をサポートしながら一部講師としても参

加し人材育成に協力しています。 

 

２．自主事業 

講座開発事業、学習相談事業、外部交流事業に加え

て、生涯学習推進啓蒙活動として地域イベント事業を

展開しています。特に南大沢地区を対象に「生涯学習

の集いイン南大沢」を２年前から開催し、今後も継続

していく予定です。 

３．外部支援事業 

 市民活動協議会が主催する「通称オトパ」に実行委

員ならびにツアーガイドとして協力し、また市民活動

支援センターのアクティブ市民塾の運営もサポートし

ています。 

＜今後の１０年に向けて＞ 

八王子生涯学習コーディネーター会は八王子市が策

定した「八王子ビジョン２０２２」に呼応して、これ

からも市民の生涯学習の発展に寄与するため会員一同

真摯に研鑽を重ねていく所存です。 

（関連記事６面 イベント情報があります。） 

＊問合せ先 ０４２－６６３－００６８ 進藤 

 

 

ＮＰＯ八王子会議は、市民活動団体その他様々なセ

クターが一堂に会し、相互連携や課題の共有、政策の

提言を行う会議と位置づけ、ＮＰＯのあるべき姿や新

たな知見を得る場として開催しています。これは協議

会の単独事業ではなく、その趣旨に鑑み実行委員会主

催とし、メンバーは出来るだけ多様な分野（概ね１０

団体１０名前後）で構成します。準備は、開催日の約

半年ぐらい前から着手し、最も力を入れて議論が交わ

されるのが、メインテーマをどうするかです。参加意

欲を喚起するため、タイムリーで、インパクトのある

テーマが必要です。社会的課題やＮＰＯ活動の現状や

問題点など、メンバーが日頃、団体活動や日常生活を

通して感じている課題や想いを率直に議論し合い、そ 

 

のテーマを絞り込んでいきます。この時、単独の組織

メンバーではなく、実行委員会方式であることの効果

や有効性を充分実感することが出来ます。各メンバー

が日頃、異なった土俵、環境で活動をしているため、

経験や接する情報も多様であることから、同じ事象、

課題に対して、はっとしたり、なるほどと唸る視点に

出会い、時間を忘れて議論が進みます。結果、議論が

拡散して最終的な絞込みに多くの時間を要することも

しばしばです。また、どんな講師をお招きするかも参

加者数を左右する場合があり、著名な方、日頃示唆に

富んだ発信をしておられる方など、予算や講師の日程

を調整しながら選定します。そして、チラシにそれま

での議論や想いを凝縮して表現し、開催日を期待と緊

張感で迎えることになります。今後ともタイムリーで

有意義な企画を考えていきたいと思います。 

 

協議会うらかたコラム③ 

  ～NPO 八王子会議について～ 
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 草の根メディエーションの会(和解相談室)   
 

もめ事や対人トラブルがある時に関係修

復をサポートします。 

まずはご相談ください 

☆利用料は無料です。 

 

事業活動 

１．まちかど相談室の運営 

２．メディエーション実践・紛争解決・コンサル

ティング・ファシリテーション 

３．メディエーションワークショップ講座 

４．市民メディエータ―養成勉強会 

毎月第４火曜日 ＰＭ７時 ～ ９時 

参加費：５００円 
 

問合わせ先 090-3534-9133 
 

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

home/kmk/index.html 

 生涯学習の集いイン八王子  

～八王子の歴史と文化をもっと知る ～ 
   
八王子生涯学習コーディネーター会の 10 周年記念

行事として下記のイベントを開催します。 

開催日：平成２６年６月７日（土）13:30~17:00 

場 所：クリエイトホール １１階 視聴覚室 

参加費：無料 ただし申し込みは各部ごとに必要 

（多数の場合は抽選） 

Ⅰ部 13:30 八王子の女子教育先覚者「横川楳子」 

       南多摩高校創設者の生涯をひもとく 

Ⅱ部 14:20 「夕焼け小焼け」をもっと知ろう 

 歌と朗読と解説（歌の誕生秘話、 

中村雨紅の未発表作品の紹介） 

Ⅲ部 15:50 歴史・文化・自然環境を活かしたまち

づくり  八王子のエコミュージアム

構想について解説 

主 催 八王子生涯学習コーディネーター会 

後 援 八王子市教育委員会 

申込先 ０４２－６６３－００６８ 進藤 

    Email : hs@tv-jp.net 

/  発達凸凹サポートデザインかたつむり  

 カフェ☆かたつむり  
 

カフェは発達に凸凹を抱えたお子さんのお母さんや

ご家族のための集まりです。 
  

開催日：毎月２回～３回 １０時～１２時３０分 

第一火曜日・第３金曜日、土曜日（２ヶ月に１回位） 

場 所：由木中央市民センター・由井市民センター

みなみ野分館 

参加費：個人会員無料、ビジター２００円 

問合せ：発達凸凹サポートデザインかたつむり 

電話 042-683-0507 

http://katatsumuri2007.jimdo.com/ 

 ワークセンターの活動紹介   
 

ＮＰＯ法人ワークセンターでは障害のある人の働く

場を広げ、等しく就労の機会を提供するとともに、社

会参加を通じて自立と生活の向上に寄与活動を続け

ています。ぜひご利用ください。 
 

① かてかて：物品の販売 

かてかてショップ千人町(常設店)  

道の駅八王子滝山（委託販売） 

②喫茶・レストラン運営：「喫茶クリエイト」 

場 所：クリエイトホール１階 

③売店：「はち」 

場 所：市役所地階 エレベータ前 

問合せ：ＮＰＯ法人ワークセンター 

    電話：042-669-0340 

http://www.8workc.jp/semi/contact.html#tizu 

第４回ＮＰＯ八王子会議  
  

今回は「総働を体感」し「実践」するために 

今、私たちがすべきことを導きだします 
  

開催日：６月７日(土）１３：0０～１7：0０ 

場 所：八王子労政会館 

参加費：一般 １,０００円、学生 500 円 (交流会１,０００円) 

主 催：八王子市民活動協議会 

後 援：西武信用金庫 

問合わせ先 ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会 

電話・ＦＡＸ：042-646-1626 

 

第４回楽しく身に付くボランティア

養成講座  八王子センター元気  

開催日：６月～翌年３月 

場 所：八王子センター元気事務所 

市内高齢者施設など 

回 数：全１０回 

問合わせ先  

 八王子センター元気 

電話・ＦＡＸ：042-627-9179 

メール：center9179@nifty.com 

http://homepage3.nifty.com/centerg

enki/ 

 

 

mailto:hs@tv-jp.net

