
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
特定非営利活動法人八王子市民活動協議会 

協議会だより 

７９号 

平成 30 年 6 月 1 日 

八王子市民活動 

１ 

左：説明にあたる理事長、支援センター長、事務局長    中：当日は 39 名が出席         右：議長には藤岡氏を選出 

左：市民活動推進部の小浦部長から来賓のご挨

拶を賜りました。 

中：総会に先立ち「まてりあ」に寄付を贈呈 

 平成 30 年 5 月 12 日（土）午後 1 時より、ＮＰＯ法

人八王子市民活動協議会の今年度定時総会が開かれまし

た。出席者数 82 名（本人出席 39名、委任状提出 43 名）

により総会は有効に成立し、第 1 号議案から第 6 号議案

までの審議にはいりました。（今回の議案は以下の通り）

（１）  第 1 号議案 平成 29 年度事業報告・収支決算 

（２）  第 2 号議案 平成 30 年度事業計画・収支予算案 

（３）  第 3 号議案 定款変更の件 

（４）  第 4 号議案 理事選任の件 

（５） 第 5 号議案 監事選任の件 

（６） 第 6 号議案 女性理事追認の件 

例年にもまして活発な質問のやり取りが続き、時間を延長

する一幕もありました。 

 

今年度は任期 2年の理事改選の年にあたり、第 4号議

案第6号議案を経て23名の新理事が選ばれました。（男

性 20 名、女性 3名）今後 2 年間、このメンバーで八王

子市民活動協議会を運営していくことになります。 

 また、引き続いての第 1 回理事会において、理事長を

新理事相互の投票により選出し、新理事長には岡崎理香

理事が選ばれました。その後互選で 5 名の副理事長を選

出し、新体制が決まりました。（副理事長氏名は 2 面） 

 総会には八王子市市民活動推進部の小浦晴実部長と叶

清協働推進課課長にも来賓としてご出席いただきまし

た。また、総会に先立ち、昨年のいちょう祭り「わくわ

く広場」で「城山陶遊くらぶ」から頂いた売上金の寄付

を「まてりあ」に贈呈いたしました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

理事長  岡崎理香 個人 

副理事長 岩田博次 個人 

副理事長 内野洋子 エコショップ元気広場 

副理事長 大福族生  

特非:八王子共生社会推進会議 

副理事長 大山健三 個人 

副理事長 千種康民 

特非:情報ボランティアの会・八王子 

理事（顧問）石井利一 個人 

理事   石川敏之 個人 

理事   伊勢俊紀 個人 

理事   石見光夫 個人 

理事   榎本邦美 特非:八王子是の会 

理事   大西良樹 

      一社:志民協働サポートセンター 

理事   尾崎靖宏 個人 

理事   小林結花 

    八王子猫のおうち探しの会・はちねこ 

理事   齋藤 健 個人 

理事   塩澤迪夫  

     特非:八王子レクリエーション協会 

理事   添田繁實 個人 

理事   田中俊光 個人 

理事   中川和郎 個人 

理事   廣川英資 個人 

理事   牧 弘法 個人 

理事   山中 馨 個人 

＊総会で理事に選出された堀内進一さんは一

身上の都合により就任を辞退しました。 

 

 支援センターの管理運営 

 

     ＊会員の増員。 

  ＊西武信用金庫助成金窓口 

＊女性・若者・シニア創業サポート 

事業アドバイザー   広報 

＊協議会だより

の発行 

＊ホームページ 

  の充実 

  お父さんお帰りなさいパーティー 

（オトパ） 

＊南大沢（9 月）＊労政会館（3 月） 

 

  ＊いちょう祭り「わくわく広場」 

 ＊井戸端会議 

 ＊地域で支えるネットワーク事業 

 

   政策研究企画 

＊中期計画 

＊新規事業検討 

  

はちおうじ 

志民塾 

＊プレ講座（7 月） 

＊本講座（9 月～） 

         理事長就任の挨拶 

       八王子市民活動協議会理事長 岡崎理香 

           

この度 5 月 12 日の総会とその後の理事会

を経て、石井利一前理事長の後任として八王子市民活動

協議会の理事長を拝命いたしました。長くこの協議会を

まとめてこられた前理事長をはじめ、先輩の方々の功績

や歴史を振り返ると重責ではありますが、八王子市内の

ＮＰＯ・市民活動団体や活動している市民の方々のサポ

ートができる中間支援組織として、一層の機能強化を各 

           

理事や会員と一緒に進めていきたいと思っています。 

 八王子市は市の基本構想・基本計画策定に市民を参画

させるなど、「市民力・地域力」を誇り、他の地域に率

先して市民やＮＰＯ・市民活動団体との協働を進めてき

ました。また、これからの地域支援には市民との協働が

益々必要となります。その拠点となる市民活動支援セン

ターの指定管理を担っている協議会は、八王子市の市民

活動の中核としての存在となるべくこれまでも努力し

て参りましたが、まだまだ十分ではありません。今後と

も皆様のご協力、ご指導をよろしくお願いいたします。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

ＮＰＯさぽーと８０２（八王子市市民活動支援センター） 

市民活動に関わる市民の方や団体の活動を支援する

施設である「ＮＰＯサポート８０２」のフリースペース

「サポハチガーデン」が明るく、広くなりました。市民

活動に関わることであれば自由にお使いいただけます。 

支援センター内の図書や資料の閲覧、簡単な打ち合わせ

もできます。カフェコーナーもご利用ください。 

ＮＰＯパワーアップ講座 2018今年も開講 

ＮＰＯ・市民活動団体の運営基盤強化を目的とした連続

講座です。全 9 回にわたり経験豊富な講師陣が実践的

な講義で皆さんの団体をパワーアップします。 

期間：8 月 10 日（金）～3 月 10 日（日）全 9回 

会場：八王子市学園都市センター/クリエイトホール 

対象：ＮＰＯ・市民活動団体（1 団体複数名受講可） 

時間：13：30～16：30（各回とも） 

参加費：1団体 5000 円 

締切日：8月 1 日（火） 

① 8 月 10日（金）：団体のビジョンとミッション 

② 8 月 24日③9月 14日：ロジックモデルの作り方 

④ 10 月 12日⑤11月 9日：団体運営の基本 

⑥ 12 月 9日：地域メディアの活用 

⑦ 1 月 20日：講座とチラシの作り方 

⑧ 2 月 17日⑨3月 10日：ＮＰＯを支えるお金 

講師：①～③長浜洋二さん ④ ⑤長田英史さん  

⑥ ⑦坂田静香さん ⑧ ⑨小堀 悠さん 

申し込み・お問い合わせ：ＮＰＯさぽーと８０２ 

〒192-0083八王子市旭町12－1ファルマ802 5F 

TEL：042-646-1577 

FAX：042-646-1587 

メール：npo802@shiencenter-hachioji.org 

 

 

プロボノ説明会(ゆめおりファンド人財支援) 

仕事で培った知識やスキル、経験を持ったボランティ

ア（プロボノワーカー）が団体の困りごとを一緒に解

決します。（例：ホームページの改修、会計処理など） 

日時：7 月 7日（土）13：00～15：00 

会場：八王子労政会館 3階 第 4 会議室 

参加費：無料  定員：30 名（先着順） 

内容：＊プロボノとは？ 

   ＊プロボノワーカーへの挑戦取り組み 

   ＊プロボノを利用した団体の体験談 

   ＊プロボノワーカーの体験談 

   ＊今後のスケジュール    など 

 

はちおうじ志民塾第 10 期募集 9 月開講 

でもその前に・・・ 7 月 29 日（日）八王子労政会館 

志民塾を体験してみませんか 
はちおうじ志民塾オープン講座 無料 

 

 市からの委託を受けて八王子市民活動協議

会が運営する「はちおうじ志民塾」は、今年は

節目の第 10期となります。これまでの卒塾生

の総数は 203名になりました。 

10 年目を迎える「はちうじ志民塾」の今期

募集の前に、みなさんに「はちうじ志民塾」を

知ってもらうために、今年も「はちうじ志民塾

オープン講座」を開催します。今年卒塾した 9

期の塾生を中心に、活動報告や志民塾に参加し

た成果などを発表していただきます。 

詳細はチラシ、ホームページをご覧いただく

か協議会事務局にお問い合わせください。 



で 

４ 

八王子市民活動協議会の会員になりませんか 

八王子市民活動協議会の会員になって 

一緒に活動しましょう 

 

協議会は様々な事業やイベントを行っています。会員

をはじめとする皆様の協力によって成り立っています。

一緒に活動する仲間を随時募集しております。 

市民活動支援センター配備のパンフレットやホームペー

ジをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 

TEL/FAX:042-646-1626 

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

＊正会員 会の目的に賛同し積極的に活動する団体・個

人。総会の議決権があります。 

＊賛助会員 会の目的に賛同し賛助する団体・個人。 

＊協力会員 会の活動に協力する個人。 
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  2018 年 6 月 1 日発行 

ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会（理事長 岡崎理香） 

TEL/FAX 042-646-1626 

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

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

あとがき 

 目には青葉 山ほととぎす 初鰹 

新緑が目に眩しい爽やかな 5 月もアッという間に過ぎ

ました。季節の風情を楽しむ余裕が欲しいです。 

5 月は総会があり、協議会にとってはスタートの月。

今年は 2 年に一度の理事改選もあり、23 名の理事が選

出されました。新体制で新たなチャレンジです。 

ＮＰＯ実践講座 

ＮＰＯの法人設立の基礎 

日時：７月１日（日）13：30～16：00 

会場：八王子市学園都市センター 第 1セミナー室 

   （八王子東急スクエア 12 階） 

講師：認定ＮＰＯ法人シーズ・ 

   市民活動を支える制度をつくる会  

   代表理事 関口 宏聡  

＊ＮＰＯ法人とは 

＊法人化のメリット、デメリット 

＊法人化の手続き など 

参加費：無料  定員：50 名（申し込み先着順） 

申し込み・お問い合わせ：ＮＰＯさぽーと８０２ 

 

 

いちょう塾 八王子市民活動協議会提供講座 

元東宮侍従が語る「皇室のお姿」 

～今上天皇の退位と皇位継承問題を考える～ 

 

皇室は大きく変わろうとしています。天皇が代わると

日本の色彩や空気にも何等かの変化が生じてきまし

た。日本の歴史の中での天皇の役割を振り返るととも

に、今後の展望を考えます。 

日時：6 月 23 日（土）13：30～15：00 

場所：学園都市センターイベントホール 

定員：216 名  無料 

提供：八王子市民活動協議会 

講師：竹元 正美（元東宮侍従） 

ヒューストン総領事、ホンジュラス大使 

ウルグアイ大使など 41年間の外交官生活。 

この間宮内庁東宮侍従、宮内庁式部副長も務める。 

現在、一般社団法人「国際文化教育協会」理事長。 

はちおうじ志民塾 9期生でもある。 

著書に「米百俵海を渡る」（日之出出版）、「我は日本人

なり」（オモイカネブックスの電子書籍）、「皇室ってな

んだ」（扶桑社）。 

 

「オトパ in 南大沢 2018」を 

一緒に運営しませんか（実行委員募集） 

2018 年 9 月 15 日（土）＠南大沢文化会館 

 今年も南大沢でオトパを開催します。4 回目となる

南大沢でのオトパは、この地域の特色を活かして、子

育て世代や学生の参加も多く、多世代にわたる交流の

場となるような構成になっています。例年、シニアの

「働き」に関する情報も提供しています。 

         南大沢でのオトパの開催をぜ

ひお手伝いください。詳細は 

          協議会事務局（岩田）までお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


