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 「わくわく広場」が大いに賑わいました  
  ～雨にも負けず 季節外れの暑さにも負けず～   

１１月 19 日・２０日は長房市民センターおよび周

辺の河川敷で八王子いちょう祭り「わくわく広場」が

開設されました。初日は天気予報通りに雨に打たれま

したので、河川敷のうたごえのステージは体育館に、

お手玉の会は 2 階和室に移動して行いました。 

体育館では今年初めて参加のデイサービス祭りの資

料や写真展示に囲まれて、なつかしい歌が響き、和や

かな雰囲気が長房市民センターを包みました。隣のコ

ーナーのぬり絵会場も大盛況、

和室にも多くの人が休憩に訪れ、

いつになくセンター内は賑わい

ました。 

打って変わって、20 日は朝から晴れて気温がぐんぐ

ん上がり、半袖姿の人まで現れました。温かい甘酒や

トン汁はちょっと苦戦となりましたが、河川敷のフー

ドコートの販売は前日の分まで取り戻す勢いで大いに

活気づきました。今年は竹細工の昆虫作り・竹紙漉き

体験・笛作り・竹とんぼ作りやわら細工の出店の方々

で「手づくりなかまのミニ広場」を開設、新たな仲間

が増えました。 

お祭り前日のテント張り、会場設営などの準備、ま

たそれらの後片付けも実行委員長の指示の下、多くの

人が力を合わせ、短時間で済ませることが出来ました。 

市民で作り合う「祭り」、「わ 

くわく広場」を実感できるも 

のでした。知恵・力・用具を 

お貸しくださった方々に心よ 

り感謝いたします。 

（おまけ：綿菓子作り体験がとても人気でびっくり。 

テントが乾いて当日に帰せたことが何よりでした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 

 

11 月末日現在会員数 

正 会 員（団体）  68   賛 助 会 員   43 

正 会 員（個人） 55    協 力 会 員   ５6 

                      合  計      ２22 第４０号 平成 23 年１２月 1 日発行 
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  アクティブ市民塾１００回達成記念パーティー  

 ～アクティブ市民塾 100 回達成記念  みんなで歌って祝おう！～ 
 

去る 10 月 22 日（土）東京都労政会館において「ア

クティブ市民塾 100 回達成記念・みんなで歌って祝

おう！」と題し、記念交流会が賑やかに開催されまし

た。会場には歴代参加団体の皆さんや、関係者の方が

たくさん集まってくださいました。軽食をとりながら、

普段はなかなか顔合わせが出来ない団体同士が会話に

花を咲かせたり、司会者がテーブルを回って参加者の

方々にお祝いのコメントもいただいたり、和やかな雰

囲気で 100 回記念を祝うことができました。「200

回を目指してこれからも頑張って」と皆さんから激励

され、感激するとともに、新たな始まりに身の引き締

まる思いです。 

また、当日は 101 回目となるアクティブ市民塾も同 

時開催され「みんなで 

歌おう会」の皆さんの 

リードで、参加者全員 

で声を合わせて歌い、 

お祝いの雰囲気を盛り 

上げてくれました。 

  
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 東京高専サイエンスフェスタへの出展  

 

毎年、夏休みに行われている国立東京高専のサイエ

ンスフェスタが、今年は東北大震災の影響で10月29

日(土)、30 日(日)の両日に行われました。協議会は毎

年、数団体に声をかけ出展協力してきましたが、今回

は高専学生祭との併設

で出展団体数が多いた

め、協議会関係は 3 団

体のみの出展となりま

した。  

毎年子ども達に好評

の小原清さん（正会員）の「竹の虫｣作りが 2 日間の

出展で、小学生達が手作りの虫のセットに挑戦してい

ました。30 日(日)だけの出展となったお手玉の会の

「お手玉作りとお手玉遊び」では女の子達が初めて持

つ針でお手玉の製作や出来上がったお手玉でお手玉遊

びをしていました。同じく一日だけの出展となったカ

ウンセリングスペース“まてりあ”の子供向け「箱庭

作り」では、子供達が真剣な表情で個性にあふれた箱

庭を作っていました。 

東北大震災の影響で秋の行事になった為か、29 日

(土)の参加者はやや少なめでしたが、30 日(日)はおお

ぜいの子供達で賑やかに終わることが出来ました。 

  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
    

 山岡義典先生講演の報告  
～ 八王子学園都市大学「いちょう塾」後期公開講座 ～ 

 

当協議会の特別顧問山岡義典先生が去る 9月 27日、

八王子学園都市大学「いちょう塾」において講演され

ました。市民活動をするうえで欠くことができない

「人」の育成と「活動資金」の確保の仕方や、運営面

でのいろいろなヒントなど身近な問題についてやさし

く解説されました。特に寄付金のお願い時の心構えは、

山岡先生ならではの内容でした。 

会場には日ごろ活動されている方や学生の方などた

くさんの方が参加されました。 

講演後の質疑応答では多くの

意見交換があり、もう少し時間

が欲しい雰囲気で終了しました。 

山岡先生は法政大学現代福祉

学部教授、日本 NPO センター

代表理事などの要職を務める傍ら、八王子市民活動協

議会の特別顧問もお引き受けされております。
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第１１回 

 「お父さんお帰りなさいパーティー」開催に向けｽﾀｰﾄ！！ 

 ～地域活動に参加される方へのガイダンスの場です～
  

「お一人でも、ご夫婦でもご参加ください。「ツアーガイド」が皆さまお待ちして

会場案内やお話しを伺うなど、決して“ポツンと一人だけにはさせません！！”」 
  

地域活動に参加しようとされている方々に、地域で

活動している団体のガイダンスの場として毎年開催し

ている「お父さんお帰りなさいパーティー」（オトパ）

が１１回目を迎えます。初めて地域で活動される方に

「どのような団体が」「何

処で」「どのような活動を

しているのか」・・・など

の情報を、会場では出展

団体を紹介し、配布する

冊子では各分野で活動す

る団体の紹介を行います。また地域活動に関する各種

のご相談にもお答えできるコーナーを設けます。 

オトパは地域の活動に初めて参加しようと思われて

いる方と「市内で活動している団体」との出会いの場

です。皆様の参加を心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

  第２回 NPO 八王子会議開催について  
  

１９９５年はボランティア元年と言われていますが、

その後、関係者の方々の様々な努力により、特定非営

利活動促進法（NPO 法）が１９９８年に成立しまし

た。そして２０１１年の今年は、寄付税制と NPO 法

の改正が行われ、NPO 活動

にとって画期的な前進があっ

た年となりました。これは国

づくり、地域づくりの一端を

担う NPO 活動の社会的認知

度と役割が大きく前進するき

っかけとなり得る大きな改正であると言えるでしょう。

しかし、一方でこのことは NPO 団体自体の信頼性や

透明性、健全性等資質の向上が明確な形で求められる

ということでもあります。この様な流れの中、八王子

市民活動協議会は、八王子市における中核的 NPO 団

体として、今回の NPO 活動に関する法改正をチャン

スとして捉え、一流講師陣を招き、今回の制度改革の

知識と組織体質向上策を学ぶ機会として、第2回NPO

八王子会議を開催いたします。

 

 

 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

  新年交流会のお知らせ  
  

新春会員交流会は会員の皆様及び一般市民の方、行

政関係者、市議会議員の方など多くの分野の方にご参

集いただき、広く情報交換と親睦の場と位置づけて開

催しています。会員

同士は日ごろあまり

顔を合わす機会もあ

りませんので、ぜひ

この場を交流手段と

してご活用ください。

また例年会場ではそ

れぞれの活動分野での情報交換や、他分野との交流を

目的とした名刺交換など、いろいろな目的をもって参

加される方も多くおられます。 

当日は協議会からのお知らせ、アトラクションやビ

ンゴなど予定しております。多くの皆様が参加される

よう、心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

・開催日：平成 24 年 3 月 24 日（土） 

・場所：八王子労政会館 ・会費１，０００円 

「ツアーガイド」を募集しています 

〇詳細は協議会ホームページをご覧ください 

www.shiminkatudo-hachioji.jp/ 

・日時：平成 24 年 2 月 25 日(土) 1０:00～1７:30（交流会：17:00～18:30） 

・会場：東京都八王子労政会館 会費 2,000 円 （交流会別途：2,000 円） 

○詳細は協議会ホームページをご覧ください http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/ 

・開催日：平成 24 年１月 2１日（土） 

・場所：八王子労政会館 ・会費２，０００円 

〇詳細は協議会ホームページをご覧ください 

www.shiminkatudo-hachioji.jp/hachioji.jp/ 
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市民活動支援センターで 

名刺作成サービスを始めました 
  

名刺１０枚（１シート）で１００円です 

イラスト入りも承ります。（別途料金） 
 

市民活動では新しい仲間がたくさんできます。 

名刺は自分をアピールする欠かせないツールです。 

ぜひご利用ください。時間帯によっては 

その場で完成します。 
  

問い合せ 

八王子市民活動支援センター 

電話 ０４２－６４６－１５７７ 

 

名 称：第５回八王子お手玉遊び競技大会 

《 届けよう・つなげよう・お手玉の和・笑・輪 》 

日 時：平成２４年１月２8 日（土） 

10 時３０分～1５時３０分 

場  所：東京都八王子労政会館 

費  用： 無料 

競技種目：個人戦（小学生～一般）当日参加も可 

団体戦（小学生のみ：３人１チーム） 

団体戦は１月１０日までにお申し込み下さい 

＜両手２個～両手４個のお手玉を決められた

時間長くできた人が勝ちです 

★お手玉のない人には用意してあります 

主  催：八王子お手玉の会 

問 合 せ：０４２－６５１－７０７４ 鈴木 

 

名 称：「お正月あそび」 

～日本の伝承あそび～ 

日 時：平成２４年１月１５日(日)（1３時〜1６時） 

場  所：コスモスサロン 

西八王子南口より徒歩 2 分 

内  容：こま・お手玉・けん玉・かるた・福笑いな

どで遊びましょう。お父さんもお母さんも一

緒に楽しんでください 

会  費：無料 

主  催：子ども虐待防止ネットワーク多摩 

連携団体：草の根メディエーション（和解支援の会） 

後  援：八王子市民活動協議会・日本ウエルネット 

問 合 せ：電話にて下記の時間内にお申し込みくださ

い（コスモサロン 1０時〜1６時） 

０４２－６６３－１９３３ 

 

 

 

 

 

 

 
市民活動支援センターコピーサービスの案内 

チラシ作成にご利用ください！ 
  

＜コピー料金＞ (会員価格です) 

黒・２色コピー  ７円（A４・A３） 

カラーコピー  ２５円（A４・A３） 

＜印刷料金＞(一般･会員同額です) 

原紙代 ５０円／１回 

印刷代  １円／１枚 

用紙はご持参ください 

なお、紙折機の使用は無料です 

八王子市民活動支援センター 

電話 ０４２－６４６－１５７７ 

「希望（への階段）」募金への協力お願い！！ 
  

里親ひろば ほいっぷ八王子からのお願い 
  

子どもの寄りそい事業、里親さんへの支援活動を行うカモス事務局設置に向けて現在準備中です。 

この度、NPO 法人の認証を受けましたカモスです。事務所の使いかってをさらに良くするため外部階段

の設置を考えておりますが、その資金が足りなく困っています。一口 1,000 円でお願いいたします。 
 

 

 

 

 
 

詳細はホームページで 

http://blog.canpan.info/kamosu/ （NPO 法人カモス） 

http://blog.canpan.info/satooya/ （里親ひろば ほいっぷ八王子） 

カモスは地域での子供支援活動、里親さんの支援活動をさらに発展させ

「地域の子は地域で育てる」をテーマにして、総合相談・居場所事業・学

びの事業・働きの事業などの事業を実践していきます 


