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利用料金等、詳しくは各団体にお問合わせください。 
ＣＵＯＲＥ・堀之内 ◆０４２-６７０－２２３７◆  http://www.cuore-horinouchi.jp/ 

ハニカムステージ  ◆０４２-６４９－８２９６◆  http://www.honeycombstage.com/ 
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新しい働き方として注目されている、八王子市内では初めてのコワーキングス

ペース（仕事の作業スペースや打合せスペースを共有）のある、女性専用コミュ

ニティ&コワーキングカフェ「ハニカムステージ」が、京王八王子駅近くにオー

プンしました。 

ビルの 2 階、塾等が並ぶ廊下奥の部屋。ゆったりとした広さの室内は、白を基

調とした居心地の良い空間です。「女性は話ができる環境が大切だと思う。一般

のコワーキングスペースは男性の利用が多く、女性にとっては敷居が高そうなイ

メージがある。」と代表の小金沢さん。女性専用にすることで、女性ならではの

悩みを共有したり、利用者同士の連携につながればと考えているそうです。週に

2 回お子さん連れで利用できる日を設定したのは、これまでの子育て支援活動の

経験（社）保育サポーターはちっ子の代表としての気配りがみられます。会議室、

講座会場、教室と使い方は利用者のニーズに対応、活動拠点や事務所として利用

することも可能。会場の貸し出しだけではなく、手作り品販売の委託、講座やイ

ベントの開催にも力を入れていきたいとのこと。女性の活躍を応援する場として

注目されています。 

 

 

「無理をしないで、一つひとつステー
ジを上がっていけるよう応援していき
たいです。」と話す代表の小金沢さん。 
 

会議用に仕切られた６人～８人
掛けのテーブルスペースです。 

 

ＣＵＯＲＥ（クオレ）・堀之内 

市内で、八王子市親子つどいの広場堀之内を運営するNPO 法人エンツリーが、 

京王堀之内駅隣ビア長池４階に、コミュニティスペース「CUORE・堀之内」を

オープンしました。 

地域を良く知る人でも、気付かないような隠れ処的な一角で、下の商業エリア

からは想像できない落ち着いたスペースです。大きな窓のある解放感溢れる８０

㎡ほどの広いフリースペースは、会議、教室、写真展、親睦会など利用用途は自

由、カフェは誰でも立ち寄れる場として飲み物などの用意があります。趣味の作

品を売りたい、自分の事業の宣伝をしたい等小さなニーズには、一角に設置され

ている小箱ショップで対応。また教室を開きたいなどの起業相談にも応じ、年間

登録利用者には事務局的な役割も担うとのこと。起業支援や豊富な講座運営の実

績を持つ団体ならではの、ハード、ソフト両面からの支援を行います。 

「男性女性、年齢を問わず皆さんに使って欲しい。」と代表の吉田さん。現在

今年の夏、子どもたちも、おじいちゃんおばあちゃんも家族そろって楽しめる夏

祭りを企画中とのこと。まちの活性化に期待が膨らみます。 
 
 

「世代ごとに孤立しないまち
になってほしいですね。」と話
す代表の吉田さん。 
 

机は可動式です。 
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ＳＵＰＰＯＲＴ８０２（八王子市市民活動支援センター）では、毎年１～２月に支援センターご利用者を

対象に、施設の使い勝手（スタッフの応対を含む）に対するアンケート調査を実施してきました。今回は

６回目となる調査ですが、初めて「メールマガジン」についての質問も加えました。 

（調査日：平成２４年 1 月 5 日～３１日 サンプル数２０３件 カッコ内は前年の割合） 

 
１．会議室の１カ月平均利用回数 

  １回  ＝４１％（３８％） 

  ２回  ＝１５％（１９％） 

  ３回以上＝３６％（３３％） 

 昨年は東日本大震災の影響で、半年間夜間の利用制限

が行われましたが、全体としては利用傾向に大きな変

化は見られませんでした。 

２．センターの認知手法 

  口コミ     ＝７３％（７１％） 

  センター広報紙 ＝１１％（ ９％） 

  市広報紙    ＝ ９％（１３％） 

 昨年と大きな変化はなく、まだまだ私たちのＰＲ不足

を感じております。 

３．利用した設備 

  会議室    ＝５０％ 

  コピー機   ＝１７％ 

  プロジェクター＝１０％ 

  印刷機    ＝ ９％ 

 センターに備えている団体情報は、八王子の団体活動 

 を知る上で貴重な資料であり、さらにご活用頂けるよ

う工夫したいと思います。 

４．スタッフの対応 

  （接客や電話におけるスタッフの態度について） 

  満足  ＝６７％ 

  やや満足＝２９％ 

  やや不満＝  ４％ 

 これも昨年とほぼ同様です。 

 施設を利用される市民のみな 

さんに、気持よく使って頂け 

るよう努力しておりますが、お気づきの点がございま

したら、ぜひスタッフに声をかけてください。 

５．アクティブ市民塾・市民活動実践講座の満足度 

 （アクティブ市民塾は、毎月１回市民活動団体を紹

介する講座です。市民活動実践講座は市民活動団体及

び市民を対象とした講座です。） 

  

  満足   ＝４８% 

  やや満足＝４３%  

  やや不満＝ ８% 

  不満   ＝ １% 

アクティブ市民塾や各種講座においては、募集定員

を超えることもあり、市民活動への関心の高さが伺

えます。 

6．メールマガジンについて 

 隔月発行の広報紙を補完する意味で、毎月 1 回メー

ルマガジンを希望者に発行しています（現在配信先、

４１９通）。メールマガジンの認知度は、まだ２９％

ですが、配信を受けている方からは、「助成金情報が

豊富」「各種講座案内や他地区のイベント情報も把握

できる」と好評です。 

メールマガジン配信をご希望の方は、ＳＵＰＰＯＲ

Ｔ802 まで、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

たことは、自分達ではなかなか参加しきれなかったいち

ょう祭りに、参加出来たことです。」 

はちふくネット 

 

 

お手玉の会の鈴木さん 

「駅に近い場所で無料の

会議室を使えるのがとて

もありがたく、いつも気

軽に使わせていただいて

います。登録して良かっ

た 

アンケートにご協力いただきましてありがとうご

ざいました。皆様からの貴重な声を真摯に受け止

め、スタッフ一同、より一層努力して参ります。こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

「毎月利用させてもらって

います。交通の便の良いこの

ような場所を利用でき、お陰

で毎回大勢の方に集まって

頂いています。」 

市民満足度調査の結果報告 

～会議室を活用している団体の皆さんの声～ 

 

 
満足、やや満足合わ

せて９０％を超え

る評価でした。 

 

 昨年に引き続き 
３回以上が１／３
を超えました。 

 団体情報ファイルや

図書、ＤＶＤの利用者

は１～３％に留まっ

ています。 
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名称 主催 助成内容 助成金額 締切 

タケダ・いのちとくらし再生 
プログラム 

認定特定非営利活動法人日本
NPOセンター 

震災支援 500万円～1,000万円 7/11(水) 

地域復興コミュニティビジネス 
起業プランコンペ 

ソーシャルビジネスネットワー
ク大学 

起業 上限 250万円 7/13(金) 

公益財団法人日野自動車 
グリーンファンド 

公益財団法人日野自動車 環境保全 総額 750万円程度 7/31(火) 

公益信託 大成建設自然・ 
歴史環境基金 

株式会社 大成建設 環境保全 
総額 1,500万円程度件

数：20件程度 
7/31(火) 

第５回西武環境保全活動助成金 西武信用金庫 環境保全 上限 20万円 7/31(火) 

ドコモ市民活動団体への助成 
NPO法人モバイル・コミュニケー
ション・ファンド 

環境保全 上限 200万円 7/31(火) 

社会福祉助成 一般財団法人 松翁会 社会福祉 上限 60万円 7/31(火) 

助成金情報 
 
 
 

センターからのお知らせ 

このたび、センター長に就任いたしました、大山健三です。 
八王子は、様々な市民活動が大変活発なまちだと言われています。市のあるアンケート調査
によると、地域でやってみたい市民活動に、趣味の活動を挙げる割合が半数を超え、趣味で
結びつく活動への関心が高いとのことですが、このような意欲を実際の行動に移してゆくこ
とで、新たなつながりが生まれ、地域を支える様々な活動が育っていくと感じております。 
また昨年、市民より八王子市に提言された新基本構想・基本計画素案の基本理念に、《人とひ

と、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子》とあります。自然と歴史が豊かな
このまちの魅力や、八王子にこれからも住み続けたいという想いを次世代に引継ぐために、
人々が支え合いながら生きる喜び、生きがいを感じられる八王子にしたいとの想いが込め 

られています。人は一人では生きてゆけません。人や地域とのつながり、その関係性の中からそれぞれの生きが
いや元気なまちが生まれるものと思います。 
一方で市民活動団体は、組織として様々な問題を抱えており、新寄付税制、ＮＰＯ法の改正等、市民活動を取

り巻く法的、制度的環境整備が進みつつある中、私たち中間支援組織の重要性やそのレベルの向上が求められて
います。このような時期に、センター長を勤めることとなり、責任の重さに身の引き締まる思いです。これまで、
八王子市市民活動支援センターは、指定管理者である八王子市民活動協議会の運営のもと様々な事業で市民の皆
様や多様な団体のお手伝いをしてまいりました。これからも市民活動支援施設として、皆様の信頼に応えるべく、
その職責を果たしていく所存です。今後ともご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 
ぜひ、八王子市市民活動支援センターＳＵＰＰＯＲＴ８０２にお出かけ下さい。 
『つなぐ ささえる みんなの想い』を胸に、スタッフ一同心よりお待ちしております。 

 
申し込みは八王子市市民活動支援センターへ 

                      ＴＥＬ：042-646-1577 ＦＡＸ：042-646-1587 

 

 

新センター長より就任のご挨拶 

アンサンブル J は北野を中心に練習をしている合唱グ
ループです。楽譜が読めなくても参加でき、40～80 歳
代の方まで揃う大所帯です。楽しくをモットーに、で
も発表会ではオーケストラをバックに本格的に歌いま
す。今回は合唱団の練習を見学＆体験します。 
◆日 時：7月 25日（水）18:00～20:30 
◆会 場：北野市民センター 8階ホール 
◆講 師：アンサンブルＪ合唱団 

指揮・指導者 神宮 章さん 
◆参加費：無料 
◆定 員：30名（申込先着順） 

 

「音楽の魔法にかけられて」 

みんなで歌うことの楽しさをご一緒に 

「メディエーション」とは、もめ事や対立がある時に
和解支援をする手法の一つです。様々な争いごとに立
会ってきた講師が、日頃からのコミュニケーションの
大切さとちょっとしたコツで会話がスムーズになる手
法などについて話します。ワークショップも取入れ楽
しく会話術を学びます。 
◆日 時：8月 25日（土）10：30～12:30 
◆会 場：八王子市市民活動支援センター 
◆講 師：草の根メディエーションの会 

代表 岡野内 恵里子さん 
◆参加費：無料 ◆定 員：30名（申込先着順） 
 
 
 

「心と心をつなぐコミュニケーション」 

メディエーションに学ぶ人間関係をスムーズ 

にする会話術 

 

センター長  大山健三 
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八王子シティオーケストラ第 14 回定期演奏会 
日 時：７月１６日（月）海の日  14：00 開演 
    13：15 開場（13：30 よりロビーコンサート

があります） 
会 場：オリンパスホール八王子 
内 容：ドヴォルザーク・交響曲第８番ト長調作品 88 
    ウェーバー・歌劇「魔弾の射手」作品 77 より序曲 
    イングランド民謡／リード編曲・グリーンスリーブス   
    チャイコフスキー・「エフゲニー・オネーギン」 
      作品 24 よりポロネーズ 
    指揮・長永圭庫 
参加費：無料 全席自由 
問合せ先：090-3546-8661（楽団長 宮下） 
主 催：八王子シティオーケストラ 

参加事業者募集 
大学生の地域インターンシップ 

日 時：7 月 20 日～9 月末日までの学生の夏休み期間中 
会 場：OJT 受入れ団体の指定場所 
内 容：若年者に「社会人基礎力」や「コミュニケーシ

ョン力」を培うための地域事業者・市民活動団
体におけるインターンシップ。 

定 員：学生のインターンシップ申込者を各団体に随時 
参加費：0 円～4 万円 
問合せ先：志事塾 地域インターンシップ係 
    E メール shigotojuku@s3.spaaqs.ne.jp 
主 催：志事塾 

みんなで歌おう会 
日 時：8 月 22 日（水）10：30～11：45 
会 場：クリエイトホール 展示室 
内 容：童謡・唱歌から懐かしの歌まで、ピアノ伴奏で

楽しく歌います。大きな声で歌えば、心も体も
健康になれます。 

定 員：60 名 
参加費：1,000 円 
問合せ先：080-3603-7164（内田） 
主 催：みんなで歌おうサークル 

夏・みどり 親子で遊ぼう 
日 時：7／26・8／2・8／9・8／23 各 10：00～14：00 
会 場：みどり幼児園（裏高尾町 674） 
内 容：幼児施設みどり幼児園を開放し、親子の遊び場

として提供する。幼児プール、園庭、遊具、絵
本、紙芝居など。8／23 は、うどんを手作りし、
みんなで食べる。 

定 員：無し。小学生以下の親子を対象とする。 
参加費：1 人 1 日 100 円 8／23 のみ 1 人 200 円 
問合せ先：みどり幼児園 042-661-8147 

坂元 042-663-6547 ( 8/23 のみ要予約)
主 催：NPO 法人 発達支援の会―未来 

くらしと経済セミナー ～僧侶が語るお葬式事情～ 
       被災地での弔い・東京での弔い 
日 時：８月２日（木）１０：３０～１２：００ 
会 場：東京都多摩消費生活センター 教室Ⅰ（立川市） 
内 容：東日本大震災直後、現地に駆け付けた講師の被

災地での体験をもとに、経済的理由や遺体がま
だ発見されていない等の理由で「葬儀をしたく
ても出来ない」人が多数います。一方、東京を
中心とした都市部では「葬儀を出来るのにしな
い」、その違いについてお話し致します。 

参加費：資料代として 1,000 円（当日会場にて） 
定 員：30 名 
申込先：FAX  042-660-0463 
問合せ先：TEL  042-660-0460 

（平日 10:00～16:00） 
主 催：NPO 法人 多摩 FP 

日本中国国交正常化 40 周年記念イベント 
日 時：8 月 26 日（日）14：40～16：40（受付 14：20）  
会 場：クリエイトホール・視聴覚室（11 階） 
内 容：「変化する中国と日中友好運動の役割」のテーマ

で、日中の現状と今後を語る。 
講演者：矢崎 光晴（日中友好協会本部 事務局長） 
定 員：35 名 
参加費：500 円 
問合せ先：TEL・FAX 042-644-0703（高橋） 
主 催：日本中国友好協会・八王子支部 

「マイノート」解説・書き方セミナー 
日 時：8 月 28 日（火）13：30～16：30 
会 場：クリエイトホール 
内 容：今まさに「マイノート」活用時代。詳しい解説

と書き方指導で「自分の将来」＆「家族との絆」
形成。 

定 員：40 名 
参加費：500 円（テキスト代） 
問合せ先：TEL  042-523-8765(橋本) 
申込み先：FAX 042-628-5936(杉原)     
主 催：多摩健康生きがいづくりアドバイザー協議会 

ボランティア情報 

こころを癒すメイクボランティア ネバーランド 
内 容：施設、デイサービス、サロンでのメイク、ハン  
    ドマッサージなどの美容支援・指導をとおして   
    前向きな気持ち、笑顔になれるお手伝い。 

月 2 回から３回 (入会金・会費なし) 
問合せ先：090-6502-9615 

ネバーランド（担当・小西） 

訂正とお詫び： 

４８号（５月１日発行）の改正 NPO 法の記事の中で「活
動計算書作成の義務づけ」という表現がありました。こ
れは、絶対に採用しなければならないということではな
く、採用が望ましいということです。お詫びして訂正い
たします。 
 

編集後記 
ビールの美味しい季節になりますね。暑い夏のエネル
ギーに頼らない過ごし方。日本の昔の知恵を取り入れ
て、すだれやうちわに風鈴、しつらえも涼しげに変え
たり、気付けば季節感を楽しむことに。猛暑に向かう
にはちょっと心もとないものの、生活スタイルを少し
ずつ変えていければ良いなと思います。暑いと家にこ
もらず、SUPPORT802 片手にいろいろなイベント
に参加してみるのも良いかもしれません、活用して頂
けるとうれしいです。 


