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de へ 6 団体出展

～協議会の会員団体が協力して参加します～～～

日時：8 月 22 日（土）・23 日（日）9:30～16:00

お子さんやお孫さんと一緒に多く

Mail:kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/

国立東京工業高等専門学校（京王線

分）では、今年も夏休み期間中に小･

した「夏休み！体験企画」のサイエ

します。昨年、協議会から協力参加

評だったので、今年も参加要請があ

会員団体６団体の皆さんに参加して

した。
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参加団体とイベントの内容

まいづくり市民塾」は、竹を材料にして竹紙を作る

」の作業を体験できる小学校高学年から高校生対象

しいイベントを提供します。

リングスペースまてりあ」は、カウンセリングに使

を利用して幼児や小学校低学年児童に絶大な人気の

験などをさせてくれます。

小原さんが行う竹細工の「虫・かに作り」は、小学

童を夢中にさせてしまう不思議な魅力を持った作業

手玉の会」は、日本の伝統文化であるお手玉作りと

を教えてくれます。幅広い層、とりわけ女の子に大

コンサートコミュニティ」が行う体験チェロ演奏は、

り触れる機会がないチェロを準備します。ぜひその

音色を体験ください。

」のイベントは“発明“を特別なものと考えず、一

軽に関われる文化活動として考えています。～どき

わく～そんな活動を体験してみましょう。

の団体も会員の方々のボランティア活動で次世代を

健やかに育って頂くサイエンスフェスタの趣旨に賛
の方々が参加して楽しんでください！★☆★

いただいております。



ＮＰＯ法人未来設計・キャリア開発研究会は職業能力の開発支援、就職の支援などを行っている団体です。

2

日時 8 月 27 日（木）午後 6 時～8 時 30 分

場所 東京都八王子労政会館

八王子市明神町 3-5-1（042-645-7451）

会費 2,000 円/１人

協議会は今年度も皆さまに喜ばれる活動を計画し、推進して

まいります。

皆さんのご意見もどしどし取り入れるつもりです。

会員のみなさんと一堂に会して、わいわい・がやがや・話し合

いませんか。参加をお待ちしております。
お申込み・問い合わせ

八王子市民活動協議会

電話：042-646-1626

Fax：042-646-1587

「ゆめおりファンド」事業についてのお知らせ！

～～まずは登録を！！～～

昨年度来、たびたびお知らせしてきました「ゆめおり

ファンド事業」を今年度から本格的にスタートします。

とは言っても当初から予定していた物品のマッチング

システムはこの不景気な状況の中で当面は若干の不安

があります。

しかしこのシステムの考え方は、市民活動をしている

信頼できる団体にそれ相応の支援をしようというもの

です。それをシステム化したのがCANPAN（カンパン）

プロジェクトです。

CANPAN プロジェクトは日本財団が運営しており、

民（NPO）、産（企業）、学（学術団体）の活動を支

援し、三者の連携を促進する事業です。

わたくし達の「ゆめおりファンド」は民間主体のこの

プロジェクトを活用し、市民活動団体の情報を発信して、

その活動に共感した企業や個人の方々が寄付などの形

でこれを応援してくれる「活動応援サイクル」を構築し

ようとするものです。具体的には市民活動団体のコミュ

ニティサイトの運営とNPO 団体情報データベースの

構築等を行い、ここに掲載された八王子の市民活動団体

へ協議会からのファンド情報を一斉配信するシステム

とします。このデータベースへの登録はその登録内容に

応じて、★印（星印）１つから★印５つまでの５段階に

分類され、★印３つ以上の団体は八王子市民企画事業応

募の手続きを簡略化して行える特典を得ることもでき

ます。

またCANPAN データベースへ登録することにより

次のメリットも受けられます。

①全国規模のデータベースに登録することにより団

体のイメージアップにつながる。

②日本財団・補助金のインターネットでの申込が可能

となる。

③独自のホームページの作成や、ブログを作ることが

できる。

④協議会が提供しているサービス「１ページホームペ

ージ」作成時の特典がある。

などです。現時点での物品供給のチャンスは少ないかも

しれませんが、まずそれぞれの団体のイメージアップを

図る絶好のチャンスです。ぜひご登録ください。



桜が大好きな方、貴方の経験を最大限に生かして、色々な活動をして見ませんか？そんな『さくらの会』です。

いちょう祭「わくわく広場」への参加団体の募集！

今年も「いちょう祭り」が１１月２１日（土）・２２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」です。

是非、多くの市民団体の参加をお待ちしています。
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「わくわく広場」参加団体の第一回顔合わせを行います。

時：９月８日（火）１９：３０～２０：３０

所：市民活動支援センター・会議室

込・問い合せ先：

八王子市民活動協議会「わくわく広場」実行委員会事務局（三橋）
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＊＊“この人”扇澤さんへインタビュー ＊＊ 2009.7.19

王子市では平成 14 年 8 月に「行政と民間非営利活

体との協働のあり方」を研究会でまとめ、その考え

に市内で活動していたＮＰＯ法人 23 団体に呼びか

この関係者が中心となって同年 11 月に「八王子市

動協議会」が設立されました。

して初代会長に扇澤さんが選出されました。当時の

を扇澤さんは、『集まった人たちは皆初めての取り組

もあり、意見はなかなかまとまらない状態が続き、

に利用した会議室はクリエイトホールの中にあり、

会議室も役所特有の時間制限があって、じっくり腰

えての議論ができない状況だった。』と回顧していま

。それでも市からは早く話をまとめて欲しいとの要

あり、期限ぎりぎりで協議会が設立されたというお

した。そして引き続き「市民活動支援センター」の

を八王子市から委託形式で受けるための準備を開始

翌１５年６月から支援センターの運営がスタートさ

ということでした。

澤正治さんは、現在「はちネット」の理事長ですが、

齢にもかかわらず現場でバリバリ活動されておりま

す。「はちネット」は移送サービスを行っている NPO 法

人です。移送サービスは身体の不自由な方、要介護支援

認定者や知的障害、精神障害などの障害を持った方の会

員を対象とした移送サービス事業です。

「はちネット」のサービスは、利用者の状況に合わせ

たサービスでタクシーにはできないきめ細かなサービス

を行っています。例えば通院や買い物などお客様の状況

に合わせて柔軟に対応したサービスを提供しており、年

中無休で時間的にも夜中の対応までしているということ

でした。

印象的なのはこのような厳しいサービスの要請を扇澤

さんはとても明るくそして楽しそうに話してくれました。

このサービスの基本は人材であり、その確保が大前提

で、そのために移送サービス要員の育成にも力を入れて

いるということで、扇澤さんの事業意欲は留まるところ

を知らないくらいでした。

これからもご自分の事業のほか、当協議会のためにも

ぜひお力を貸していただきたいということでインタビュ

ーを終わらせていただきました。（取材 石井、大福）

扇澤正治さん プロフィール

1932 年生まれの 77 歳、NPO 法人「はちネット」（八王子移動サービ

スネットワーク）および NPO 法人「八王子中高齢者センター」の理事長

として活躍されています。平成 14 年 11 月八王子市民活動協議会設立に

伴い、初代会長として協議会のために貢献されました。

電話 042-646-1626 ＦＡＸ 042-646-1587



里親ひろば ホイップ八王子は、地域で子どもと共に育つ大人のためのひろばです。ecomidori.exblog.jp
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八王子是（おこし）市民の会では、中心市街地の浅川堤を毎年中学校の卒業記念に桜の植樹を推進しています。

まず市立第４中学校の裏からスタートして、昭和天皇、大正天

皇が奉られている多摩武蔵御陵までを予定し、高尾山と中心市街

地との交流につなげるべき桜中心の緑化と並木化をしたいと考え

ています。さらに、洒落た街灯やベンチを配し、ファッションと

ヘルシーな桜回廊、ウオーキングロードをつくりたいと考えてい

ます。多くの市民が集える魅力的な浅川にしたいと平成２０年・

２１年と「八王子さくら祭り」を市庁舎前浅川河川敷で開催しま

した。みなさんの温かいご支援を是非お待ちしています。

平成２１年度 TOKYO●２０１６フォーラム
「みんなのオリンピック」

～僕らの街にオリンピックがやってくる！～

≪東京都子ども会大会≫

日時 ９月５日（土）１０：３０～１１：３０

集合 ９：３０～

場所 八王子市立横川小学校

内容

シドニーオリンピックトランポリン代表の中田

大輔さんを迎えて，オリンピックのエピソード

やトーチリレー，トランポリンの実演があります。

主催
NPO 法人；東京オリンピック・

パラリンピック招致委員会、ほか

協力
八王子市子ども会育成団体連絡協議会

ＮＰＯ法人 八王子レクリエーション協会 遊びの城

問合せ
ＮＰＯ法人 八王子レクリエーション協会

０４２－６５６－０９０１

かてかて祭り in 道の駅八王子滝山

日 時 ８月 29 日（土）10：00～16：00

内 容

ビーズやトンボ玉を使ったアクセサリーづ

くりや手織りの体験販売、クッキーなどの試

食販売。

福祉団体のつくっている手作りの雑貨やお

菓子をみなさんにご紹介します。

お祭り気分で楽しんでください。

会 場 道の駅八王子滝山 交流ホール（店内）

参加費 実費

定 員 体験は材料がなくなり次第終了

申込方法 不要

主 催 ＮＰＯ法人 八王子ワークセンター

問合先
TEL ０４２―６６９－０３４０

E-mail katekate@mbe.nifty.com

キャンプ・インストラクター養成講習会 in 八王子

内 容

この講習会では、社団法人日本キャンプ協会公認のキャンプインストラクターになるために、キャン

プの理論と実技を通して自分自身を磨きます。さらに仲間たちと一緒にキャンプ活動を通して人生を

ENJOY しませんか。

◎座学（４回）
日 時 ８月１８日（火）、９月１日（火）、２９日（火）、１０月１３日（火）、各１９：００～２１：３０

場 所 大和田市民センター 電話:０４２－６４５－８９８０

◎実習（２回）
日 時 ９月６日（日）、９：００～１６：３０ １０月３日（土）～４日（日）、宿泊研修

場 所 八王子市子どもキャンプ場 八王子市上壱分方町

募集人員 満１８歳以上のキャンプに関心があり、キャンプ指導者及びリーダーを目指す方１５名

参 加 費 １２，０００円、他

申 込 み

問合せ先

八王子キャンプ協会

電話:０４２－６５６－０９０１ FAX:０４２－６５６－３７０９

主 催 八王子キャンプ協会

共 催 NPO 法人 東京都キャンプ協会

後 援 ＮＰＯ法人 八王子レクリエーション協会

（連絡先）八王子是（おこし）市民の会 代表：榎本邦美

八王子市平岡町３０－２ 電話：０４２－６２２－０２６３


