
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                精神障害者の社会参加に取り組む 

多摩草むらの会「夢」めぐりツアー 
 

多摩草むらの会では、農園「夢畑」・寒天茶房「遊夢」・布や「夢うさぎ」など、精
神障害者が、それぞれの能力・特技が活かせるよう多角的な運営をしています。今回
は各施設を巡りながら会の事業や精神障害について話をうかがうと共に、私たちにで
きる支援の在り方についても皆で考える場を持ちます。 
◆日 時：10 月 27 日（土）10：30～16：00 
◆集 合：午前 10 時 30 分 多摩草むらの会事務所 

多摩市鶴牧 1-4-10 アネックス鶴牧 101 ☎042-339-8022 
（京王・小田急・多摩モノレール 多摩センター駅徒歩 5 分） 

◆講 師：特定非営利活動法人多摩草むらの会 代表理事 風間美代子さん 
◆参加費：550 円（昼食代）◆定員：30 名（申込先着順） 
◆行 程：グループホーム「多摩草むら」→布や「夢うさぎ」→農園「夢畑」（昼食）

→寒天茶房「遊夢」（解散 16:00 頃予定）※移動はマイクロバスになります。 
 

 

2012 年（平成 24 年）9 月 1 日発行 

都立多摩総合精神保健福祉センターに通所した精神障害者とその家族で、１９

９６年に発足した多摩草むらの会を今回ご紹介します。八王子市と多摩市の市境

を拠点に９つの事業を展開。設立以来、福祉団体としてではなく、他企業と同じ

ようにより高い品質やサービスを追求、そこには精神障害者当事者の思い、願い

を受け止め、向き合ってきた会の姿勢がありました。今年２０１２年、第２回「日

本でいちばん大切にしたい会社」大賞（※1）で、審査委員会特別賞を受賞、一

企業として認められました。 
 

精神障害とは、身体障害、知的障害と並ぶ３障害のうちの一つで、見えない障

害と言われ、外見からは判断できないため、無理解な言葉に傷つけられることが

多々あるようです。「障害者対策は、日本は欧米に比べ、３０年は遅れています。

彼らにとって大切なのは、社会にかかわり、自分自身が社会に役立っているとい

う実感。現在の福祉では、そうした実感を得ることは難しい。彼らの夢は、安全 

な保護された場ではなく、たとえ傷つくことがあっても、社会に貢献することです。だからこそ彼らがやりがい、

生きがいを感じ、自立につながる場を目指しました。」という代表の風間さん。障害があっても、プライドを持って

生きるためには、厳しくても社会と責任を持って向き合う場が必要だということがわかりました。 
 

一人でも多くの障害を持った人たちが、社会に貢献できるようにと拡大してきた事業は、健常者のスタッフにと

っても、やりがい、生きがいを感じ働ける場になりました。そして事業を通して得た信頼によって、障害への誤解

や偏見が解消され、理解者の輪が広がっています。障害者と健常者の垣根を越えた多摩草むらの会の取り組みは、

障害者だけではなく、そこにかかわる人たちにとっても大切な場であり、今後の福祉のあり方の 

新しいかたちとして期待できます。 
 

多摩草むらの会の詳しい内容等につきましては、直接多摩草むらの会にお問い合わせください。 

ホームページ：http://kusamura.org/  電話：０４２－３３９－８０２２  
（※1）第 2 回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞（主催：法政大学・あさ出版・日刊工業新聞）過去 5 年
以上にわたり、会社都合による解雇、関連企業へのコストダウンの強制や労働災害がないこと、障害者雇用率 1.8％
以上、黒字経営の条件に該当している企業の中から選抜。 
 

 

脱福祉そして企業を目指す 

特定非営利活動法人多摩草むらの会 

 

編集後記 
 
年々暑くなっていく夏、秋が待ち遠しい今日この頃です。 

今回は、多くのイベント情報を寄せていただきました。できるだけ

寄せていただいた情報を皆さんにお伝えしたいと、字を小さくした

り、一団体の情報を減らしたりと試行錯誤。読みやすさと情報量の

バランスが難しいです。 ▼多摩草むらの会の自慢の品々。 
(左)ルバーブはネット販売を始め 
る予定。 
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▼受賞の盾 

発 行 日：奇数月 1 日 

発  行：八王子市市民活動支援センター 

〒192‐0083 八王子市旭町 12 番 1 号 
ファルマ 802 ビル 5 階 

電 話：042-646-1577  FAX：042-646-1587 

メール：npo802＠shiencenter-hachioji.org   
U R L：http://www.shiencenter-hachioji.org/ 
指定管理者：NPO 法人八王子市民活動協議会 

▼意見が違う時こそ、ニコニコと思い 
を伝えるという代表理事風間美代子さん。 

混声コーラスのカルチャー 
何歳になっても、パワー溢れるコーラスを歌っていきたい！ 
目指すは、アメリカ平均年齢 80 歳のコーラス！歌謡曲、ロック、
ジャズ、懐メロ・・ 
日 時：毎月第 1、第 3 木曜日 13:30～15:00 
会 場：八王子レクリエーション協会ホール 
参加費：月額 2,100 円  
申込先：電話/042-656-0901 FAX/042-656-3709 
主 催：NPO 法人八王子市レクリエーション協会 

 

『第 15 回平和を愛する文化祭』 
憲法・平和をテーマにした講演や、絵画・陶芸等の作品展示 
（6 日）講演「平和憲法を生かしてこそ 未来は拓かれる」 
（7 日）講演「3.11 後 100 人の村のわたしたちは」 
日 時：10 月 6 日（土）13:00～19:00  

10 月 7 日（日）10:00～17:00 
会 場：八王子労政会館 会議室・和室  
協力費：一般 1,000 円  学生 500 円 
申込先：042-664-0823（清水） 042-636-9952（土岐） 

主 催：第 15 回八王子平和を愛する文化祭実行委員会 

くらしと経済セミナー 介護保険の話 
～介護は他人事ではありません！？～ 

公的介護保険の仕組みや先ごろ施行された平成２４年介護保険 

改正についてもお話します。 
日 時：10 月 4 日（木）10:30～12:00 
会 場：東京都多摩消費生活センター 教室Ⅰ 
定 員：30 名 
参加費：資料代として 1.500 円（当日会場にて） 
申込先：FAX  042-660-0463 
    氏名、電話番号、ご住所、セミナー名をお書き下さい。 
問合せ先：電話 042-660-0460（平日 10:00～16:00） 
主 催：NPO 法人多摩 FP 

 

第 33 回いちょう祭りのボランティアスタッフ募集 
活動期間 9 月末～11 月末 特に 11/12～19 までの 8 日間 
会場見回り、案内、会場設営、装飾、駐車場設営誘導、看板取 
付、本部・事務局の手伝い等 
第 1 回・説明会 ９月６日（木）18:30～ 陵南会館 

それ以降は随時受け付けます。 
問合せ先：電話 042-668-8383（事務局・大竹） 
主 催：第 33 回八王子いちょう祭り祭典委員会 

映画「降りてゆく生き方」in 八王子 
7 回以上鑑賞した人もいる、映画館では上映しない映画です。親

子や夫婦で、車椅子の方や、お子様づれの方もどうぞ。 
日 時：10 月 11 日（木）19:00～21:00 
会 場：八王子東急スクエアビル 12 階 イベントホール 
定 員：250 名 
参加費：大人（大学生以上）前売 1,500 円 当日 2,000 円 

小人（小・中・高）前売 1,000 円 当日 1,500 円 
申込先：電話 080-6586-2164（野田） 

Email noda@kitaura-ss.com 
主 催：映画「降りてゆく生き方」上映実行委員会 

 
第 14 回外国人による日本語スピーチ大会 

勉強成果披露!!八王子在住の外国人による日本語のスピーチ大会。
記念講演 石川恵子氏（創価女子短期大学長） 

日 時：10 月 21 日（日）13:00～16:30 
会 場：北野市民センター ８階 ホール 
定 員：250 名（当日、直接会場にお越しください。）   
参加費：無料  
問合せ先：042-636-7792（杉山） 
主 催：八王子にほんごの会   

 

中国帰国者残留孤児を応援する交流会 
大変な苦労をされて、頑張ってこられた中国帰国者残留孤児の皆

さんを励まし応援する会です。 
日 時：9 月 15 日（土）13:00～ 
会 場：クリエイトホール ９階 料理教室 
定 員：24 名 
参加費：一般の方 800 円 

残留孤児・ご家族及び協会会員は無料 
申込先：電話/FAX 042-648-3534 
    Email enkyou@8syow.jp 
主 催：八王子市日中友好協会 

 
バンガローに泊ってキャンプ！ 

キャンプ体験。食事作り、温泉入浴、夜は火を囲んでおしゃべ 
りやレクリエーション。火おこしやハンモック。雨天はランタン、 
ナイフの扱い方を勉強します。 
日 時：9 月 22 日（土）～23 日（日） 
会 場：落合キャンプ場 
定 員：10 名程度（男児５名、女児５名） 
参加費：8,000 円 
申込先：電話 042-652-9265（堀岡） 
    Email takiyama_nature@nifty.com 
主 催：滝山ネイチャークラブ 

 
知的障害者（18 歳以上）の余暇活動の支援 

調理とランニングや散策をメインに活動しています。見学も歓迎 
します。障害者の方、ボランティアの方お集まりください。 
日 時：①9 月 23 日（日） ②10 月 28 日（日） 
会 場：①クリエイトホール料理講習室・試食コーナー 
    ②長房ふれあい館 
定 員：料理は 25 名・ランニングは 20 名程度 
参加費：料理を食べる場合は 200 円程度、ランニングは無料。 
申込先：090-8114-8392（小林） 
主 催：第 3 日曜日の会「ちゅら」 

 

子どもとのコミュニケーション講座＆受け手 養成研修  
子どもとのより良い関係をつくるには？ チャイルドラインの受 
け手を希望される方には、さらに深い研修を受けていただきます。 
希望講座だけの受講も可。 
日 時：9 月 8 日（土）～2013 年 3 月 16 日（土）まで 
会 場：由井第一小学校（予定） 
定 員：30 名 
参加費：子どもとのコミュニケーション講座 3,000 円 

受け手養成研修 6,000 円 
申込先：電話/FAX 042-637-1193（事務局） 
主 催：NPO 法人 八王子チャイルドライン「コッコロ」 

 
八王子シニアカレッジ「活き活きシニア」 

八王子市民活動協議会理事長石井利一氏による経験談。オトパ 
企画など、貴重なお話です。 
日 時：9 月 11 日（火）14:00～16:00 
会 場：八王子労政会館 
定 員：40 名 
参加費：1,000 円 
申込先：090-4934-8707（事務局長：渡辺重男） 
主 催：八王子高齢者活動コーディネーター会 

 
初心者向け 紙芝居講座 

プロの講師による実演で紙芝居の特性や効果的な演じ方について 
学習。希望者（3 名）の実技指導を行います。読み聞かせをされ 
ている方必見！ 
日 時：9 月 14 日（金）9:30～11:30 
会 場：クリエイトホール視聴覚教室 
定 員：72 名 
参加費：1,000 円 
申込先：電話/FAX 042-648-5430（山崎） 
    Email a_turusima@yahoo.co.jp（鶴島） 
主 催：わくわく紙芝居サークル 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
          

名称 主催 助成分野 助成金額 締切 

第 16 回「こども未来賞」 
エッセー募集 

財団法人こども未来財団 こども 30 万円 9/11(火) 

第 6回かめのり賞募集 公益財団法人かめのり財団 国際交流 50 万円 9/14(金) 

ボランティア活動等助成 公益財団法人大和証券福祉財団 ボランティア 30 万円 9/15(土) 

子どもたちのこころを育む
活動大募集 

「こころを育む総合フォーラム」 
全国運動事務局 こども 

100万円 
30 万円 9/28(金) 

読売福祉文化賞 社会福祉法人読売光と愛の事業団 社会福祉 100万円 9/30(日) 

平成 24年度 
出版助成 

公益財団法人出光文化福祉財団 文化 400万円 10/19(金) 

TOTO水環境基金 TOTO株式会社 環境 80 万円 9/30(日) 

東京都の緑を守ろうプロジ
ェクト 

一般財団法人セブン-イレブン記
念財団 

環境 10 万円 
12/10(月) 

(10/1 募集開始) 

 

助成金情報    

 
 
 

東部地区の市民活動団体交流会を開催 

ＮＰＯと地縁組織が協力していくことが一番大切！ 

東部地区にも市民活動支援の機能があるといいな！ 
支援センターでは、市民活動団体の交流や実務講座などを行う市民活動支援講座を年に 3 回行っています。今回は、

６月２７日（水）、東部地区（南大沢・堀之内・鹿島など）で活動している NPO 団体の交流会を初めて実施しました。

場所はＮＰＯ法人エンツリーが運営するコミュニティスペース「ＣＵＯＲＥ・堀之内」。八王子市はとても広く、地域

性もそれぞれ個性があり、特に東部地区は利便性からも独特の環境と市民意識があります。その中で活動する団体の

交流を図り情報交換をすることで、さらにこの地区の市民活動が活発になることを期待し、今回の開催となりました。

参加団体は「らいふねっとＭＯＥ」（菅原）、「ゆきやなぎ」（細江）、「多摩草むらの会」（風間）、「子どもの居場所づく

り・たまりば」（炭谷）、「南大沢音訳の会」（遠藤）、「かたつむりの会」（西村）、「里山農業クラブ」（塩谷）、「フュー

ジョン長池」（富永）、「エンツリー」（吉田・山本）、それに市役所（楳津）の皆さんです。（敬称略） 

日頃、顔見知りの方もいれば、今回初対面の方もいますが、こ

うして市民活動団体同士として、意見交換することは初めてです。

自己紹介のあとは、特にテーマは設けずフリートーキング。まず

最初に、地区の団体の交流を活発化させようという今回の試みを

大変評価していただきました。同じ地域で活動している団体同士

のつながりの必要性を感じていたそうです。 

意見交換では、「講座等を南大沢で開くと、人が集まらないので

八王子駅周辺になってしまう。」という悩みに、広報の方法や、施 

設を持つ団体からチラシ設置の申し入れがあるなど、情報交換が行われました。 

また「防犯等は、町会・自治会が中心となって地域で取組むことが効果的だが、自然保護活動などテーマを持った

活動は、関心がある人たちが中心になっていく方が進めやすいと思う。」という意見から、これからのまちの在り方に

ついて話が及びました。「横糸（町会・自治会）と縦糸（ＮＰＯ）が結び付いて初めてネットとなり、地域で出来るこ

とと出来ないこと、ＮＰＯで出来ることと出来ないこと、それぞれが補完し合って連携してこそ、地域の活性化につ

ながる。そのためにも、地域の歴史を知らなければいけない、『歴史を知らずに未来は語れない。』」と、今後につなが

る意見も出され、とても有意義な場となりました。 

今回の交流会は、参加された団体の皆さんに引き継がれ、数か月に一度集まって情報交換会をしていくことになり、

世話役と次回の日程が決まりました。東部地区にも活動の拠点となる支援センターが必要だと言う意見も出され、今

後の東部地域での市民活動の動きに注目です。 

参加して下さった皆様、お疲れさまでした。 

 

今年も市民活動の物的支援と資源の有効活用を目的に、企業や団体、個人から寄贈された

物品を無償でお譲りする頒布会を下記の通り開催することになりました。ゆめおりファンド

登録会員の方には別途在庫リスト等詳細をお知らせします。 

また在庫リストは支援センターのホームページでも確認できます。ご活用ください。 

日 時：平成２４年９月２６日（水）１０：００～１６：００ 

場 所：由木倉庫（旧市役所由木事務所跡） 八王子市下柚木２－７ 

問合せ先：八王子市市民活動支援センター ０４２－６４６－１５７７ 

ゆめおりファンドを利用するには＊＊＊ 

ゆめおりファンドを利用する場合、日本財団が運営する CANPAN に登録する

必要があります。関心がある方は、まずはセンターまでお問合わせください。 

 

 市民活動 
支援講座 
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おいしく食べ、楽しく働く、地域のくつろぎの場、 

「コミュニティ・レストラン」を作るための講座 

 

 
 
 
 
コミュニティ・レストランとは、「食」をテーマに、地域の様々

な課題解決を目指す場です。八王子地域でも住宅地の高齢化、商
店街の空き店舗の増加など、地域の居場所となるコミュニティの
場づくりが必要とされています。 
今回の講座では、コミュニティ・レストランのコンセプトづくり、
資金の集め方、設立、運営など、具体的なノウハウを学びます。 

 
◆日 時： 11 月 10 日（土）13：00～16：00 
◆会 場：八王子労政会館 2 階第 1 会議室 
◆講 師：特定非営利活動法人 NPO 研修・情報センター 

代表理事 世古一穂さん  
◆参加費：1,000 円（資料代） 
◆定 員：70 名（申込み先着順） 

 
【講師プロフィール】 
特定非営利活動法人 NPO 研修・情報センター代表理事。 
コミレスネットワーク全国代表。前金沢大学大学院教授。 
1998 年から食を核にしたコミレスプロジェクトを立ち上げ、
コミレスのコンセプトを普及、各地のコミレスの実現をサポー
トしている。 

八王子市協働推進課と合同で市民活動のミニイベントを開催します！ 

10 月 1 日（月）から 12 日（金）まで、サザンスカイタワー4 階にある八王子駅南口総合事務所の多目的スペー

スで、市民活動を PR するミニイベントを開催します。市民企画事業の各団体の事業紹介パネルの展示、市民活動

団体による活動紹介のイベント、展示などを予定しています。ぜひお出掛けください！ 

日時：10 月 1 日（月）～12 日（金）8：30～19：00（土日は 17：00 まで）※10 月 8 日は閉館日です 
会場：八王子駅南口総合事務所 多目的スペース（サザンスカイタワー八王子 4 階） 

 

 詳しくは、当センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 

 アクティブ市民塾、実践講座の申込方法 
八王子市支援センターまで、 
 お電話・FAX・メールで申込みください。 
★電 話/０４２－６４６－１５７７        
★ＦＡＸ/０４２－６４６－１５８７ 
★メール/npo802@shiencenter-hachioji.org 

 

 

 

昔話で巡るふるさと八王子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

八王子には、たくさんの伝説や昔話があり
ます。民俗学者の菊池正氏が創設した「高尾
山とんとんむかし語り部の会」では、それら
を「故郷の文化」「一人ひとりの心の財産」
として守り、語り継ぐ活動をしています。語
り部の声音に耳を傾け、八王子を再発見し
てみませんか。 
 
◆日 時：10 月 3 日（水） 

14：00～16：00 
◆会 場：八王子駅南口総合事務所  

多目的スペース 
（サザンスカイタワー4 階） 

◆講 師：高尾山とんとんむかし語り部の会  
会長 吉田美江さん  
語り部の皆さん 

◆参加費：無料 
◆定 員：30 名（申込先着順） 
 


