
 
第 34回いちょう祭り「わくわく広場」参加団体募集！ 

 

今年も「いちょう祭り」が１１月１６日（土）・１７日（日）に開催されます。「わくわく広場」は、長房市民セン

ター全館及びその周辺の河川敷沿いを会場とした「市民活動をアピールするイベント広場」です。実行委員会形式

で、皆で作り上げる「わくわく広場」。是非、多くの市民団体の参加をお待ちしています。 

◎「わくわく広場」参加団体の第一回顔合わせ会を行います。 

日時 ９月７日（土曜日）１０：３０～１２：００ 

場所 市民活動支援センター・会議室 

申込・問い合わせ先 

   八王子市民活動協議会「わくわく広場」 

      電話 ０４２-６４６－１６２６ 

FAX ０４２-６４６－１５８７ 

携帯 ０７０－５５６６－５２７２（浅野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

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/ 

７月末日現在会員数 

正 会 員（団体）  64   賛 助 会 員   45 

正 会 員（個人） 56   協 力 会 員   36 

                      合  計      201 第５０号 平成２５年８月１日発行 

八王子市初 

公益的な市民活動を支援するために設置された施設、

八王子市市民活動支援センターの開設 10 周年を記念

して、「市民活動フェスティバル２０１３」が開催され

ました。またこれには、最近の市のアンケート調査で市

民活動に何らかのかかわりを持って参加している人が

約 10 人に一人しかいないという結果から、少しでも多

くの様々な世代の方々に市民活動を知って頂き、身近に

感じて頂きたいとの思いも込められていました。 

オープニングは、「妻という最も身近な赤の他人を大

切にする人が増えると世界はもっと豊かで、平和になる

かもしれない」という仮説のもと「・・・の中心で妻に

愛を叫ぶ」等で地域おこし、まち起こしを仕掛け、日本

のみならず、世界にユニークな旋風を巻き起こしている

ソーシャルコンテンツプロデューサー山名清隆氏の記

念講演で始まりました。 

市民活動に取り組む姿勢について、あるべき姿や、結果

にあまりこだわらず、活動を「実験」として捉えること

で自由な発想、アイデアが生まれ失敗を恐れず活働の 

幅が拡がることなどユニークな内容の講演でした。 

その他、「支援センター活用大作戦」や「私とまちと

市民活動」をテーマにしたワークショップや八王子の

歴史文化を様々な切り口で研究し、守り、後世に継承

して行こうと活動している団体が一つテーブルに着

き、情報交換や今後連携することによって、それぞれ

の研究を深めると同時に、八王子の歴史文化という「宝

物」の発信力を高めていくことなどが提言されました。

また、お祭りに訪れた市民の方々も参加され、有意義

な意見交換がなされていました。その他の会場では 30

を超える団体のパネル展示紹介や、お手玉、紙芝居、

昔話、ハンドマッサージ、小物作りなど実演紹介、そ

して、かりんとう、おまんじゅう、パン、わら細工、

野菜、安心ノート、一筆箋などの販売も行われ、狭い

会場は子供連れも含めまさにごった返していました。

最後に、来場者による交流会では、楽しい会話が交わ

され、八王子で初めて開催された市民活動フェスティ

バルは好評の中、2日間の幕を閉じました。 



7 月 6 日（土）入塾式が開催されました 

  

 

 

 

 

「お父さんお帰りなさいパーティー」（略称；オトパ）

は、シニア世代の方々に、生き甲斐のある活動へ積極

的に参加して頂くための場づくりとして、地元で活動

している各種団体を紹介するイベントです。 

ここ数年、シニアの地域社会デビューをサポートする

活動に関心が高まり、他地域の行政、支援組織からも

本パーティーの見学、情報提供依頼が続いています。

日本経済新聞、毎日新聞からも取材を受け、それぞれ

全国版に掲載されました。 

さらに今年度内閣府がまとめた「平成２５年版高齢

社会白書」において「高齢者の社会活動参加のきっか

け作り」の実例として「お父さんお帰りなさいパーテ

ィー」がコラムで紹介されました。アンケート結果を

引用し、「地域デビューを考える‘お父さん’にとって

『オトパ』は最適なイベントといえよう」と締めくく

られています。 

オトパの企画・運営は、一般公募の市民有志を含む

実行委員会が行います。この度実行委員を募集します。

皆様の斬新なアイデアで新鮮な企画を考えませんか。

実行委員要件； ①八王子在住あるいは在勤者 ②オ

トパに参加したことがある、あるいは市民活動経験者。

お父さんとはありますが女性大歓迎です。 

 
＜申込み・問合せ＞ 

八王子市民活動協議会「オトパ」事務局 

電話：０４２－６４６－１６２６ 

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

平成 26 年 3 月 8 日（土）八王子労政会館 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実行委員を募集します＞ 

 

 

八王子の市民活動団体の実務能力アップとネットワ

ークづくりを目的とした「NPO パワーアップ講座」

（第二期：6 月 6 日開講、10 月 31 日修了式）は

今月でちょうど折り返し地点を通過します。 

 前半の「ミッションの明確化」「事業計画と評価」「事

務局の役割」「事業展開と資金調達」は、各々の講座の

翌週には希望者にフォローアップの場も設けられ、熱

心に学ぶことができました。後半は９月から「広報活

動」「情報発信」「会計業務」の講座に進みますが、昨

年同様、スムーズに学んでいくため公開講座として「IT

の基本」が別枠で設けられています。 

また、８月２９日（木）午後には西武信金八王子支店

で中間報告会（交流会あり）が開催されます。昨年受

講した OB や、来年こそは受講したいという団体や市

民活動を志す個人の方々も、是非この様子を見にお越

しください。※本講座は平成 25 年度八王子市市民企

画事業補助金対象事業として新八王子 NPO パワーア

ップ事業実行委員会が開催中                

      http://power-up802.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

基礎課程：講座スケジュール 
 

BP-1 入塾式・オリエンテ－ション・懇親会 

BP-2 八王子を知る 

セカンドライフにおける家族との関係 

BP-3 地域で必要なコミュニケーション 

    多様な価値観、タイプの人との関係づくり 

     地域との関わり 

BP-4  自己の動機・価値観・強みを知る 

BP-5 地域を育む活動①② 

BP-6 地域を育む活動③・自主訪問のガイダンス 

BP-7 コミュニティビジネス 

BP-8 起業する・中間支援施設を活用しよう 

BP-9 基礎課程を振り返って 

BP-10 海図の完成・海図の発表 

 はちおうじ志民塾も今年で５期目を迎えました。卒

塾生たちの中には既に多様な分野で活躍している方々

が多勢いらっしゃいます。今年から市とともに、運営

を当協議会が担うことになったことは前号でもお知ら

せいたしましたが、梅雨の明けた 7 月 6 日（土）に入

塾式を開催いたしました。当日は石森市長からもご挨

拶をいただいき、「地域で活動する担い手」に行政のパ

ートナーとして期待していることが感じられました。

基調講演は桜美林大学名誉教授の瀬沼克彰先生に「地

域参加をはじめてみよう」とのテーマでお話いただき、

その後の懇親会も含め盛会に終了いたしました。 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/
http://power-up802.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   志民塾相談会開催 

入塾前に個別相談会を行います。

パンフレットだけではわからない

事、ご不安な点にお答えいたしま

す。志民塾 OB も参加しますので、

生の声を聞くことができます。ご参

加ください。 

6 月 14 日（金）19 時～21 時 

6 月 16 日（日）13 時～17 時 

会場：市民活動支援センター 

TEL：042-646-1577 

  

 

会員訪問 

市民活動協議会の会員を 

紹介します 第６回 

←鹿島にある事業所 

↓菅原理事長（左）と

スタッフ 

 

＜NPO 法人らいふねっと MOE＞ 

〒１９２－０３５３ 八王子市鹿島４－１－１０１ 

電話：０４２－６７６－７１７５ 

多摩都市モノレール「松が谷」駅から徒歩 5 分 

 

「NPO 法人らいふねっと MOE」の菅原久美子理事長

にお話をうかがいました。 

「設立は平成 11 年 10 月、地元の小・中学校の子ど

もの繋がりで縁のあった PTA の仲間 15 人で有償ボ

ランティアとして立ち上げました。私たちのできるこ

とで地域の人を支えたい、一人になっても、体が不自

由になっても、閉じこもらずに生活を楽しんでもらい

たい、そのために手助けできることがあれば嬉しい、

そんな思いからでした。生活支援や子育て支援、高齢

者の移送や見守りなど、なんでもやりました。その後

平成 14 年に NPO の認証を受け、平成 15 年から訪

問介護を、平成 17 年からデイサービス、18 年から

はケアプランと次々に事業を広げて行き、平成 20 年 

からは「ふれあいネットワークもえ」として、介護保

険事業と地域支援活動を両輪として活動しています。

このように事業を進めてこられたのは、地域に根ざし

て地道に誠実に謙虚な気持ちで活動してきたからだと

思っています。このことが信頼と安心を育て、地域の

方々に受け入れられたのだと思います。鹿島地域は八

王子の中では高齢化が進んでいるほうです。これから

は団地内、地域内での孤独死などがないように、見守

りシステムの確立や充実に力を入れていくのが目標で

す。けれどもこのことは簡単なようで、プライバシー

の問題等もあり難しいのです。人と人とのつながりを

もっと気楽に考えて気軽に声をかけてほしい。出会え

たことも何かの縁です。お互い出会えてよかったと信

頼の絆でつながるネットワークづくりを目指していま

す。顔見知りだったら安心です。」 

菅原理事長には今年度、はちおうじ志民塾の講師も

務めていただきます。セカンドライフステージで何か

をやりたいという方へ、「リスクを考え過ぎずに誠実に

やってみることです」というアドバイスをいただきま

した。 

 

＜NPO 法人八王子ワークセンター＞ 
〒193-0835 八王子市千人町２－７－５ 

理事長 土居 幸仁 

 

 

 

 

 

 障害のある人の就労と社会参加を支援する「NPO 法

人八王子ワークセンター」の事務局長稲田さんからお話

を伺いました。 

「ワークセンターは八王子通所施設連絡協議会と八王

子障害者団体連絡協議会が基となり 1997 年に発足し、

現在は会員数 65団体、個人 6名、賛助会員 4名で構成

されています。 

ワークセンターは図のように、一般就労支援事業と福

祉的就労支援事業を行っています。ワークセンターの看

板事業の“かてかて”ではワークセンターの加盟団体が

製造する商品をネットワークを通じて幅広く販売して

います。“かてかて”とは八王子の方言にまぜまぜご飯

を“かてめし”という言葉があり、そこから”まぜま 

 

ぜ”の意味で作った造語で、障害のある人もない人も

まぜまぜの社会環境を表しています。 

一方の基幹事業である“リボーン”はプラスチックの

中間処理事業で、作業の主役は障害者であることを基

本方針として安全で安心して気持ちよく働ける職場運

営を目指しています。ワークセンターは作業者の安全

確保には特に力をいれており、各事業所には防災管理

者を定め、防災委員会の開催や防災マニュアルを整備

しています。これからの目標として社会的信用を高め、

より一層の活動充実のため認定 NPO 法人の資格取得

を目指したいと話されており、終始生き生きとした話

し方で対応していただきました。ワークセンターは協

議会よりはるかに大きな事業をしており、この小さな

枠ではとても紹介しきれません。ぜひホームページを

ご覧ください。  http://8workc.jp/index.html 

 

 

 



     八王子市民活動協議会 定型１ページホームページのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  竹の虫づくり教室   
 

開催日：8月 24日（土）13時３０分～16 時 30 分 

場 所：学園都市センター第 1セミナー室 

内 容：竹でカニやクワガタ、カブトムシをつくる 

参加費：５００円／１人 

対 象：小学生（保護者の参加も可） 

定 員：４０名（先着順） 

配布物：竹の虫キット 

持ち物：タオル、飲み物 

 

講 師：小原 清 氏（協議会正会員） 

主 催：＋1（プラスワン）プロジェクトはちおうじ 

共 催：ハーモニーネット 

後 援：子ども支援アンアンネット、揺籃社 
 

※講座は出入り自由です。所要時間 45 分程度です 

 

申込・お問合せはハーモニーネットへ 

0120－823－946（平日 9 時～17時） 

FAX：042－638－8362（24 時間受付）  

 東京八王子プロバスクラブ  

 ホームページをリニューアル  
   
 

東京プロバスクラブのホームページをリニューアル

しました。活動報告、会員活動など紹介しています 
 

：http://www.tokyo-hachioji-probusclub.jp/ 

 

 八王子住まいづくり市民塾  

 簡単な大工仕事を行います  
   
◎ 福祉団体関係の簡単な大工仕事を行います。 

◎ ご希望の間仕切り、棚や備品の製作を承ります 
 
◎ 作業工賃（福祉団体 500 円／時間） 

＜お問合せ＞ 

住まいづくり市民塾（伊藤） 

090-1400-6457 

市民活動に関心のある方大集合！！ 楽しく遊ぶニューゲーム体験と懇親会 
 

堅苦しい話は一切なし！！ 中高年向きの軽くて面白い「ペタンク、デスコン、 

ラダーゲッター」等のニューゲームでひと汗流し、ビールで暑気払いしませんか？ 

市民活動をされている方ならどなた様でも参加できます。 

 

 

平成 25年 7月 1 日に協あ議会ホームページをリニューアルしました。 

これにともない今までの「1 ページホームページ」を「定型 1 ページホームページ」に変更致します。 

定型ホームページとは協議会指定のフォーマットに従って作成し、画像は 4 枚以内の掲載です。 

掲載料は多くの会員に利用して頂くために無料とします。 

作成料は初回に 1,000 円   ・更新時にテキストのみの場合は 500 円  ・画像を含む場合は 1,000 円 

なお、今まで掲載料 5,000 円（年間）で契約されている団体の方は現状の通りです。 
 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/  詳しくは協議会まで問い合わせください。 

042-646-1626 ホームページ 担当 田中 

定 員：先着５０名 〆切：8月 3１日（土） 

主 催：ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会 

協 賛：西武信用金庫八王子支店 

問合せ・申込み：042-646-1626（協議会） 

軽装、運動靴、飲物、タオル等をご持参下さい。 

 

日 時：平成 25年９月 27 日（金） 

場 所：西武信用金庫八王子支店２F ホール 

  第Ⅰ部 15時～17時  ニューゲーム 

  第Ⅱ部 17時～１９時  懇親会 

会 費：1000円 

 

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

