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国際学生ボランティア協会（IVUSA） 

言葉が通じないインドでの学校つくりで、現地の

子供たちと心が通い合った瞬間の感動と新潟中越地

震の直後に現地入りし、学生だからできる元気な挨

拶と笑顔でボランティアの人たちを支える活動を語

ってくれた川野さん。ボランティアの舞台を下から

支える地道な活動、喜ばれることが自分の喜びとな

る体験を通して、学生でもできること、学生だから

できることを追及する川野さんと IVUSAの姿勢が感

動的でした。 

 

かものはしプロジェクト 

学生が始めた活動を持続的に行うために、NPO

法人を立ち上げた「かものはしプロジェクト」。村田

さんの報告は、テレビ朝日の放映ビデオの上映から

始まり、カンボジアの子ども達の悲惨な映像とパソ

コン訓練に取り組む様子に参加者は真剣に見入りま

した。本会はカンボジアの子ども達が買春の被害者

にならなくて済むように、現地に拠点をつくり子ど

もの自立のため職業能力訓練に取り組んでいます。 

この活動を支える国内業務のボランティアと財政

支援を求めています。また、カンボジア・スタディ

ーツアーの参加者募集中です。 

 

創価大学 ＰＥＡＣＥ☆ＷＡＶＥ 

奥山さん等3名の会員が、カンボジア、スリラン

カなどでの学校交流や子どもへの教育活動とベトナ

ムの障害児が造る商品のフェアトレード事業につい

て、懸命に活動とその意義を報告してくれました。 

「学校で学んだ者は、学校へ行けない子どもたちと

苦楽を共にし、共に幸福と平和を追求する任務があ

る」と言う理念で、現場に身を置き肌身で事実を学ぶ姿勢

は感銘を与えました。フェアトレード事業は「かものはし」

のパソコン訓練と同様、自立支援を狙いとした

ユニークな活動です。フェアトレードのお店に

気づいたらご協力をお願いします。 

 

侍☆スピリッツ 

宮崎さんからは、八王子養護学校を中心とし

た、障害を持った子ども達の活動範囲を広げる

取り組みが報告されました。「子どもが自分を認

めてくれた」という宮崎さんの体験報告は心を

打ちました。更にボランティア活動に伴う安全

面でのリスクとか、障害をもった子どもとの付

き合い方など、この分野の市民団体と共通の課

題も提起されました。なお、本会が活動目的を

敢えて明文化していない点、メーリングリスト

で会員が様々な情報を利用しあうという、柔軟

性等ユニークな組織運営は市民活動のヒントと

なると思われます。 

 

八王子学生委員会 

学生ゆえに継続的な活動が困難で具体的役割

が模索されていることが吉田さんから報告され

ました。始めて委員会を知った市民が多く、参

加者アンケートでは「学生の活動を誰にでも分

かるように広報が必要」、「大学間の連係プレー

ができると更に大きな活動ができますね」、｢仲

間の輪が大きくなると良いですね｣といった意

見が多くありました。今年５月開催のイベント

★学生天国★（地域の学生祭）が楽しみです。 
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各団体への連絡先は、支援センターまでお問い合わせください。 
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 去る１月２９日、東京都八王子労政会館において、若者の活動報告を中心とした市民活動入門講座を開催しました。 

５つの学生団体の感動をよぶ発表のあと、ボランティアの意義やコーディネーターの役割などを確認し合いました。 

以下は、５団体の発表概要です。 
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普段、仕方なく（何気なく?）使っている発泡スチロー

ルトレイや割り箸などの使い捨て食器は、一回使っただけ

で全てがごみとなり処理されているのが現状です。私たち

の八王子から変えていくことはできないだろうかと八王子

が大好きなメンバーが 2003 年 11 月に集まり“自分た

ちでできること活動”を開始しました。八王子市において

は、市民協働により環境基本計画を 2004 年３月に策定

し、環境保全への具体的な取組みが始まり、さらに2004

年10月に家庭ごみ収集有料化がスタート。ごみについて

考えていくのに最適なタイミングでありました。 

平成16年度市民企画事業（活動支援部門）補助金の交

付を受け、小さい団体ながらも活動の第一歩を踏み出すこ

とができました。事業名称は「市民の立場でごみ問題を考

える（エコイベントの企画から実施まで）」です。イベント

に企画の段階から参画し、イベントを通して市民の立場で

ごみについて考えるきっかけ作りを実施しています。 

具体的な事業内容は、町会・自治会などが主催する夏ま

つりや盆踊り大会、餅つき大会などで、 

 

 

 

 

「ＮＰＯ法人福祉サービスハウスゆう」が開催している

地域交流を目的とした集いで「ゆうの会」というのがあり

ます。2001年 7月の初回から2004年 9月で37回を

数えています。 

スタッフが会の企画・運営を行い、当日のお手伝いにボ

ランティアが集い、毎回 20 名～30 名の方々に参加して

いただいています。スタッフとボランティアは様々な催し

物と軽食を準備し、参加者がゆったりと歓談し、楽しんで

いただける時間と場を提供できるように努力しています。 

 この度、2004年度の市民企画事業として、市から「全

市民を対象とした地域交流ゆうの会」の趣旨が認められ、

助成金をいただくことができました。 

 そして 2005 年 1 月 29 日、南大沢文化会館、交流ホ

ールにおいて「島筒英夫・

ピアノコンサート」が会場

の定員 160 人いっぱいの

お客様を迎えて盛大に開催

することができました。 

 

 

 

 

１） 使われる食器を環境に配慮した食器・リサイクル可

能な食器に切り替えを提案 

２） 事前の環境セミナー『ごみを減らそう♪』によるご

み問題の啓発 

３） イベント当日『ごみお手伝いし隊♪』として参加 

４） イベント終了時に排出されたごみの量を例年と比

較する 

というものです。 

2004 年 11 月には、

八王子学生委員会・中央

地区環境市民会議のご協

力を得て八王子いちょう

祭りにて、リサイクル可

能容器（「P&P ミンミリ・リパック」を採用）を使用し、

リサイクルステーションを担当いたしました。来場された

多くの方々に体験していただくことができました。 

今年度の活動を通じて築けた繋がりを大切にして継続し

ていける力をつけていきたいと考えております。 

 連絡先：sss_hachioji@yahoo.co.jp  

  

当日の参加者からは「島筒先生の熱演とユニークなコンサ

ートの進行と内容に感動しました。」とほとんどの方から賞

賛され、本当にこういう企画をしてよかったと思っていま

す。 

 私共の法人は、長房町にある小さな団体で、居宅介護（支

援費）、訪問介護（介護保険）、送迎介護、在宅有料サービ

スをしており、いつも高齢者、障害者の介護を通じて、ハ

ンディを持った人の日常生活でどんな楽しみが必要である

かを求めてきました。 

そのために高齢者や障害者を含めたすべての人に喜んで

いただける「堅苦しくない楽しい集い」は、「ゆうの会」の

原点であり、この集いを通して皆さんが気持ちのリフレッ

シュができるものと考えています。 

 最後に私共の会「ＮＰＯ法人福祉サービスハウスゆう」

への入会を呼びかけます。（年会費3,000円） 

 今まで申し上げた事業を広め大きくしていくためにも是

非皆さんのお力とご協力を心からお願いします。 

 連絡先 ０４２６－２２－３７６８  土屋まで 

 

市民の立場でごみ問題を考える 

高齢者・障害者と地域住民との交流事業 NPO法人 福祉サービスハウスゆう  安 達 三 郎 

サンエス企画  関 口  志 津 子 
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 12月 18日 「精神障害者が普通に地域で暮らすために･･･精神障害を持つ方への地域生活支援活動の現場から」 

     講 師：ＮＰＯ法人 くらしとこころのサポートネットワーク八王子 事務局長 山本 誠氏 

参加者：33名 

 1月 15日 「重度重複障害者のグループホームの取組み･･･誰もが地域で普通に暮らせる為に運動してきて」 

     講 師：ＮＰＯ法人 若駒ライフサポート グループホームよこかわ所長 大須賀 裕子氏 

     参加者：33名 

  ２月１９日 「健康長寿は食生活から･･･市民の健康づくりへの栄養士の取組み」 
      講 師：八王子地域活動栄養士会 前会長 大岡 知加子氏 
      講 師：八王子管理栄養士の会 ダイエタリー・フレンズ会長 岩瀬 政子氏 

      参加者：１５名 
 

 

 

 

◎ 第一回生涯学習展示会 

[日 時] ３月１２日（土）１３：００～１７：００ 

      ３月１３日（日）１０：００～１６：００ 

[内 容]・生涯学習に関する情報、相談 

・会の紹介 ・作品の展示 

     ・生涯学習活動の紹介  ・小講習会 

[会 場] 八王子市南大沢文化会館展示室 

[参加費] 無料 

[申込方法] 申込不要、直接会場にお越し下さい。 

[主 催] 八王子生涯学習インストラクターの会 

[問い合わせ先] 0426-75-5962（宮長） 

 

◎ ＮＰＯ法人 八王子子ども劇場ＪOYＣＣＯ 

①[開催日]  3/5（土） 3/16（水） 4/2（土） 

 4/20（木） 5/7（土） 5/18（水） 

[内 容]『絵本の読み聞かせ会・おはなしの贈り物』 

    毎月第1土曜日 14：00～14：30 幼児向き 

 毎月第3土曜日 10：30～11：00 未就園児向き 

[会 場] クリエイトホール2Ｆ図書館内 おはなしの部屋 

[参加費] 無料 

 

②[日 時] 3月9日（水）14：00～15：00 

[内 容]『おはなしキャラバン』 

講談社のおはなしキャラバンカーが 35,000 冊

の本を積み込んで、横山南市民センターにやってき

ます。読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど楽しい催し

が盛りだくさん。 

[会 場] 横山南市民センター 

[参加費] 無料 

 

③[開催日] 3/10（木） 4/14（木） 5/12（木） 

[内 容] 『ぽっかぽか倶楽部』（八王子市中央公民館共済） 

  子育て真っ最中のおやこの居場所。身近な情報交換も。 

     毎月第2木曜日 10：00～13：00 

 

 

 

 

[会 場] クリエイトホール第2学習室 

[参加費] 無料 

 

④[日 時] 4月29日（金・祝）11：00～15：00 

[内 容]『一日プレーパーク やんちゃかステージ』 

[会 場] 富士森公園 

[参加費] 無料 

 

⑤[日 時] 5月21日（土）18：00～ 

[内 容]『大型人形劇 西遊記～天竺への道～』 

 人形劇団むすび座公園 孫悟空の冒険物語。 

きんと雲が会場を飛び回ります。 

[会 場] 日野市民会館 

[参加費] 前売り3,000円 当日3,500円  

       子ども劇場会員2,500円 

 

上記の催し物はすべて どなたでも参加できます。 

 

八王子子ども劇場についてのお問い合わせは、     

八王子子ども劇場 ＪＯＹＣＣＯ事務局 

 電話 0426-45-1739 田中 容子 

 

 

ボランティア募集 
「ＮＰＯ法人 八王子チャイルドライン」 
[内 容] 子どもたちからの電話に耳を傾け、その心に寄り

添うことのできる「チャイルドライン」の受け手を

募集します（無償）。 

[条 件] 2005年 5月から12月にかけて約12回の研

修を有料（12,000 円、大学生 10,000 円）で受

けて頂いた後、選考。受講資格＝18歳～55歳、 

[問合せ先] 0426-２6-7７３０ 羽田礼子 

 

アクティブ市民塾の実施報告（１２月～２月） 

これからのイベント情報のご案内 
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アクティブ市民塾は、前年どおり毎月1回開催します。 

[日 時] 3/19（土）：10：00～13：00 

[内 容] 講演と意見交換会 

(1) 恩方地区防災協議会 事務局長 金井雅城氏 

「地域防災活動の仕組みつくりの経緯と現在の  

活動、今後の課題」 

(2) 八王子市生活安全部 防災課主査 加藤雅巳氏 

     「地域防災－八王子市の取り組みと、新潟中越

地震応援の報告」 
[申込方法] 電話又はＦＡＸで、支援センターまで 

※ 4月、5月のアクティブ市民塾は＜コミュニティ 

づくり分野＞を取り上げる予定です。 

    現在企画中、ご期待ください。 
 

市民活動支援センター・スタッフ募集 
[内   容] ボランティア活動を希望する団体・個人の相談 
     など（受付・事務作業を含む）。 
[勤務時間] 週４日の午前１０時～午後５時 
[選 考 日] ３月１０日（木） 
[申 込 み] ３月８日までに電話で、市民活動支援センター 
     電話：０４２６－４６－１５７７ 

 

 
カラーコピー機が設置されました 

支援センターでカラーコピーがご利用できるようにな

りました。  

コピー代 カラー Ｂ4以下  40円／１面 

        カラー Ａ3  50円／１面 

        白黒は従来どおり  10円／１面 

 

市民活動団体の 

データベース登録募集 
支援センターでは、市内で公益的な市民活動をしてい

る団体のデータベースを作成しています。 

登録団体を、センターのホームページ等により、市民

の皆様へ紹介すると共に、市民の皆様からの相談に対応

するための資料として活用させていただきます。 

登録ご希望の団体、また他の団体をご紹介頂ける方は、

電話かメールにてセンターまでご連絡ください。 

E-mail  :  shien@shiminkatudo-hachioji.jp 

 第三回お父さんお帰りなさいパーティ 
● 日 時：平成17年 3月12日（土）  

      13：00受付 13：３0～16：30 

 ● 内 容：これから定年を迎えられようとしている団塊 

 の世代の人達、或いは既に定年を迎えられた人達の 

「第 二の 人 生」の生き甲斐に社会貢献を加えて戴く 

お手伝いをしたいと願って各種団体を紹介させて戴 

きます。女性の参加も大歓迎。 

●  会   場：八王子労政会館（京王八王子駅近く） 

● 参 加 費：500円 

● 定  員：150名 

● 申込方法：電話及びＦＡＸ：0426-46-1626 

Ｅメール：kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

● 主  催：八王子市民活動協議会 後援：八王子市 

● 問合せ先：0426-46-1626 

 

会員募集 
八王子市民活動協議会では、市民活動を更に活性化する

ため、新規会員を募集しています。 

正会員、賛助会員、協力員としてご一緒に活動しませんか。 

なお、今回は、理事の改選期にあたっています。応募有

資格者は、正会員です。立候補の受付期間は，3月17日

から4月 15日迄です。 

詳細は、電話0426-46-1626へ 

 

 

 

 

 支援センターでは、公益的な市民活動についての相談を受け付けています。 
ボランティアしたい方、ＮＰＯを立ち上げたい方、団体運営やＮＰＯ法人化の相談などもお気軽に支援センターへ 
お問い合わせください。弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士による専門相談もおこなっております。 

＊市民活動のための相談＊＊＊

 

アクティブ市民塾 
ＮＰＯマネジメント講座のご案内 

○ 講 義：八王子市が推進する 
        指定管理者制度を知ろう！ 
   講師：塚本 直克氏（八王子市政策審議室 主幹） 
○ ワークショップ：会員拡大と資金作りに役立つ 
      広報はどうやるの？ 
   講師：富樫 康明氏（ＮＰＯ法人 著作権協会 理事長） 

日 時：３月５日（土）１０:００～１７:００ 
場 所：八王子労政会館  電話：0426-45-7451 
参加費：１団体 ５，０００円（２名出席可） 

      （個人で参加希望の方はご相談ください） 
主 催：八王子市民活動協議会  後援：八王子市 
申 込・お問合せ：０４２６－４６－１６２６ 

        八王子市民活動協議会 
 


