
  

 

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/ 

３月末日現在会員数 

正 会 員（団体）  65   賛 助 会 員   44 

正 会 員（個人） 67    協 力 会 員   39 

                      合  計      ２０５ 第４８号 平成２５年４月 1日発行 

市民活動が市民や地域に理解され受け入れられるのは、行政の公平性、中立性だ

けではなし得ないサービス、取組みがあるわけですが、そこには活動の強い基盤や、

信頼性がなければなりません。 

八王子市民活動協議会は、ＮＰＯ八王子会議やパワーアップ講座で、市民活動の

基盤強化のお手伝いをしています。“ＮＰＯの新たなステージ連携”と題して開催

した「第３回ＮＰＯ八王子会議」は、基調講演のほか地域円卓会議やワールドカフ

ェで地域課題への取組み手法を学び、ファンドレイジングで活動資金調達手法を学

びました。特に今回、地域円卓会議は八王子で初めてであり、模擬形式での試みで

した。様々なセクターがお互いの立場を認めながら、連携して地域の課題解決に取

組むという手法で、買い物難民支援策をテーマに、官民含めた様々な関係者にご出

席を頂き、会議の模様を参加者に傍聴して頂きました。今回で３回目を迎えたＮＰ

Ｏ八王子会議は、約１２０名を超える方々のご参加を頂き、その後の交流会も含め

充実した会議となりました。これをきっかけに、市民活動の基盤強化と共に、連携・

協働が促進され、これからの地域課題の解決に役立つことを願っています。 

＝新たな連携を活かしたまちづくりを目指して＝ 

～ 今年で第 3回目を迎えた「NPO 八王子会議」が 3月 16日（土）八王子労政

会館を会場に開催されました。基調講演の後は 3つの分科会が計 120名を超える

参加者たちで熱く盛り上がりました。～ 

 今年度の定時総会は下記のとおり開催いたします。なお会場は、西武信用金庫八王子支店２階会議室

となります。正会員の方はご出席お願いします。正会員以外の方も傍聴できます。 

・日時：５月２３日（木）総会   １５：００～１６：３０ 

            交流会  １７：００～１８：００（会費：１０００円） 

・場所：西武信用金庫・八王子支店 ２階会議室（交流会は３階） 

・問い合わせ：NPO 法人八王子市民活動協議会事務局 TEL：042-646-1626 

 

3 月 16日 プログラム 

基調講演 

「NPO と様々なセクター

が織りなすこれからのま

ちづくり」 

講師 早瀬昇さん 

分科会 A 

「地域円卓会議を学ぶ」 

講師 田尻佳史さん 

分科会 B 

「ファンドレイジングの

基礎」講師 徳永洋子さん 

分科会 C 

「ずっと住み続けたいま

ちづくり」ワールドカフェ 

 講師 中西佳代子さん 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

八王子地域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プロジェクト「八王子

NPO パワーアップ事業」の実務講座「NPOパワーアップ講座」は団体向け連続講座とし、6月 6日開講式、

10月 31日修了式のスケジュールで実施します。2回目を迎える今回はさらに次の 2項目の改善を行います。 

①受講対象として従来の団体に市民活動を志す個人を加え、長期講座を共にした団体と個人の結びつきが生ま

れることを狙っています。 

②講座と本講座の間にフォロー日を設け、学んだことを自団体の見直しにつなげます。 

1 年目は 2団体が NPO 法人格を取得され、7団体が助成金獲得あるいは申請 

される等具体的な成果も上がり、受講団体から大好評をいただきました。 

5 月に事前相談会を設けます。まずはお問い合わせください。 

（http://power-up802.jimdo.com/） ※本講座は八王子市の平成 25年度 

              市民企画事業補助金対象事業に採択されました。 

「ＮＰＯパワーアップ講座」概要 
  

・開催予定日：６月６日～１０月３１日（7講座全 17日） 

・会 場：西武信用金庫八王子支店２階会議室/ 

 八王子市市民活動支援センター 

・募集数：団体；１５団体  個人；１０人 

・参加費：団体 17,000 円（各団体２名様まで） 

   個人 10,000円      

・連絡先 ：八王子 NPO パワーアップ事業実行委員会      

TEL/FAX  042-646-1626 

E-mail  power802@shiminkatudo-hachioji.jp       

＜講座項目/スケジュール＞ 

6 月 組織運営、事業計画と評価 

７月 事務局の役割、事業展開と資金調達 

９月 情報発信、広報活動など 

１０月 会計業務関連 

（予定は変更されることもあります） 

 はちおうじ第 12回「お父さんお帰りなさいパーティー（略称オトパ）」が２月２日（土）八王子労政会館で

開催されました。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会合です。

第一部は、主催者挨拶に続き、石森八王子市長の「シニアの地域活動参加への期待」が話され、その後は松本

すみ子さん（シニアライフ・アドバイザー）から「もうひとつの人生、地域デビュー～地域に活かす私の力～」

の講演。続いて出展団体への案内は、参加者が「一人ぼっち」にならないよう、参加者５～８人にツアーガイ

ド２～３人が加わったグループで一緒に回るなどの工夫も。会場では 3４の出展団体が紹介と勧誘、参加者と

の熱心な質疑応答が繰り広げられました。第二部の交流会は近隣市からの 

視察の方も加わり「活動団体探しの成果や、悩みが語られ、会場は大いに 

盛り上がりました。マスコミ関係も日経新聞、老友新聞、JCN テレメディ 

ア等の取材があり、元気な八王子オトパが全国各地に向けて発信されました。 

  

 

平成 25 年度市民企画

事業補助金対象事業 

http://power-up802.jimdo.com/）　※本講座は八王子市の平成25
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k9OhpEhqGblipM&tbnid=c1pc76MIczT-iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpug.com/illust274.html&ei=gTdWUYKiI8qfkwXbx4DQBQ&bvm=bv.44442042,d.dGI&psig=AFQjCNGk9tAON35Hsgs1aQdA8KSUECpfyQ&ust=1364690926998162


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員訪問 

市民活動協議会の会員を 

紹介します 第４回 

＜NPO 法人 八王子子ども劇場＞ 

〒192-0046 八王子市明神町 4-13-10-2F 

TEL&FAX  ０４２－６４５－１７３９ 

http://joycco.web.infoseek.co.jp/ 

「八王子子ども劇場は 1976年に 

「子ども達が健やかに成長できる場 

をつくりたい。子ども達の社会参画 

にはあそびが大切。」との思いから誕 

生しました。2000 年 1 月に特定非営利活動法人とし

て東京より認証を受け活動しています。八王子の子ども

達に生の舞台を見せてあげたい、子どものあそびを通し

て感性や社会性、コミュニケーションを育みたいという

お母さんや保護者の方たちの賛同を得て、ピーク時には

800 人もの会員がいました。子どもの娯楽の多様性や

生活スタイルの変容によって現在は200人弱くらいで

す。けれども嬉しいことは、子ども達が大きくなっても、

親になっても手伝いに来てくれること。以前親だった世

代は孫を連れて遊びに来てくれる。今では三世代が関わ

っています。確実に私たちが目指していた人材は育って

おり、しかも豊富な人脈です。企画から子ども達と一緒

に行うため、自然と自立心が養われ周りとの絆が深ま

り、肯定感や自信がつき、生きる力が養われます。家族 

      の関係性の希薄化が問題になっ

ている今、何よりも親子で楽しい

時間を共有できることが私たち

の自慢です。会員大募集中！私た

ちと一緒に楽しみましょう。」女

性スタッフが中心の運営ですが、

お邪魔した事務所も和気あいあ

いとして、とても楽しそうでし

た。 

 

 

 今回の訪問は、設立 35 周年と八王子で長く活動を続

けている「八王子子ども劇場」と、こちらも 40 年の歴

史がある「八王子市レクリエーション協会」です。どち

らも八王子の NPO活動のリーダー的存在です。 

 4月 21 日（日）には、いちょうホールを会場に 

＜八王子ふれあいこどもまつり＞を開催します。劇団

風の子や人形劇団プークのステージの他にも、ロビー

や創作室、展示室など全館を使って工作や楽器演奏な

どの体験や各種ワークショップを開催し、親子で一日

中遊べるプログラムです。是非ご参加ください。 

◎お申し込み、お問い合わせは 

・（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団 

042－621ー3005 

・NPO 八王子子ども劇場 042－645－1739 

 

＜NPO 法人 八王子市 

レクリエーション協会＞ 

〒192-0046 八王子市明神町4-29-9 

TEL ０４２－６５６－０９０１（代） 

http://www.hachireku.jimusho.jp/ 

 
 昭和 47年設立の八王子市 

レクリエーション協会は 

2000年に NPO法人の認証 

を受け、八王子市でも謂わば 

老舗の団体です。塩澤専務理 

事にお聞きしました。   （協会の前で：塩澤専務理事） 

「当協会は（財）日本レクリエーション協会の一員

として、生涯学習、生涯スポーツなど市民活動を通

じてまちづくりを進めています。まちづくりの要は

市民の生き生きとした元気な生活であり、人とひと

とのつながりです。レク協はその実現を目指して、

その時々の時代の要請に応じて様々な先進的な提案

を先頭に立って行ってきました。例えば、子どもの

遊び場づくりの活動は、現在は各地で様々な団体が

行っておりますが、当時は東京で初めてと言ってい

いものでした。スポーツ・文化・芸術関係講座やま

ちづくり、子どもの健全育成などのイベントの企画、

催行はもとより、「公認レクリエーション・インスト

ラクター養成講習会」や福祉ボランティアなど各種

市民活動の指導者を養成 

する講座も行っています。 

スタッフはほとんどがボラ 

ンティアです。市民に良質 

で安価なレクリエーション 

を提供していきます。」 

http://joycco.web.infoseek.co.jp/
http://www.hachireku.jimusho.jp/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称： 第５回八王子綾南公園さくら祭り   
 
 
開催日：4月１2 日、１３日、14 日 

時 間：１０時～１９時（１４日 １６時まで） 

場 所：東京都立陵南公園 

主 催：NPO法人八王子さくらの会 

＜内 容＞ 

ステージ：八王子姫桜キャラクターそっくりさん 

伊達ゆうた歌謡ショー 

お花見広場：ウサギのふれ愛広場、ポニー乗馬体験 

犬のふれ愛・ねこちゃん里親探しほか 

野球場：ミニ４駆走行会、竹とんぼ教室 

ふわふわくじらで遊ぼう 

さくら通り：グルメコーナーほか 
  
 
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/aa_1P_ 

home_holder/1HP_sakuranokai/index.html 

 

  ひとりで悩んでいませんか？  

  誰かに話してみませんか？  
   
会 場：ムッシュ・ド・カフェ 

内 容：「ムッシュ手作りパンの会」はパン作りを通

して心の病で悩んでいる方々の社会復帰のお

手伝いをしています 

開催日：毎週 月・水・金・土曜日 

時 間：１１時～１４時 

主 催：ムッシュ手作りパンの会 

後 催：八王子市 

詳細は下記へお問い合わせください 

042-627-5646 

http://monsieur.choitoippuku.com 

 八王子ふれあい こども まつり   
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

①わらべ歌・紙芝居・読み聞かせ 

②片倉高校茶道部 お茶席体験 

③オズの魔法使い（大ホール 14：３０から） 

④昔遊び（お手玉・けん玉・こま回しジャンボかるた） 

⑤ウーフ（小ホール 11：15 から） 

⑥展示コーナー・乳幼児親子休憩コーナー（第一展示室） 

⑦パネル展示（ロビー） 

⑧リズムにのって JOY♪ヒップホップ（第１練習室） 

⑨名探偵募集！みずき通りの謎（第２練習室） 

名 称： つなげよう 八王子の魅力  

みんなで考え提案しよう 

～八王子是春祭り～  

～八王子おみやげセレクション～ 
   

和太鼓、ダンス、吹奏楽などいろいろイベントも

りだくさんあります。お楽しみ抽選会（ロイヤル

ウィング・横浜港エンターテーメントクルーズ招

待券、大島椿製化粧品） 

開催日：4月１４日 日曜日 １0時３０分～16時 

内 容：春祭りステージ演奏 

場 所：オリンパスホール八王子 

主 催：NPO法人八王子是市民の会 

後 援：八王子市、八王子教育委員会、 

八王子商工会議所、(社)八王子観光協会、 

八王子市民活動協議会 

・お問い合せ：NPO 法人八王子是市民の会 

042-622-0263 

Email：info@hachioji-okoshi.or.jp 

http://www.hachioji-okoshi.or.jp/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

名 称： 八王子東京パイロットクラブ   

 チャリティーディナーコンサート   
   
開催日：4 月１９日 金曜日 １９時～ 

内 容：卑弥呼と愛の物語 

出 演：神崎 愛・広瀬美紀子・宮元信生 

場 所：京王プラザホテル八王子・5階 翔王 

主 催：八王子東京パイロットクラブ 

後 催：ＰＩ日本ディストリクト 

(社)八王子市社会福祉協議会 

問い合せ：加嶋ひさ 042-624-9723 

奥田サカ江 042-644-4807 
 
http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/ 

aa_1P_home_holder/1HP-pilot/index.html 

開催日：４月２１日 日曜日 

時 間：１０時～１6時２０分 

場 所：八王子市芸術文化会館 いちょうホール 

主 催：八王子ふれあいこどもまつり実行委員会 

講演チケットのお申込み 

NPO 法人八王子子ども劇場 JOYCCO 

 電話 042-645-1739 

八王子市学園都市文化ふれあい財団 

電話 042-621-3005 


