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お申込み方法：八王子市市民活動支援センターまで、お電話、FAX、メールでお申込みください。 
★電 話/０４２－６４６－１５７７  ★ＦＡＸ/０４２－６４６－１５８７ 
★メール/npo802@shiencenter-hachioji.org 

編集後記 
 
広報部に 2 人のサポートスタッフが加わってくれまし

た。6 月に行ったライター講座の修了生です。30 代の 2
人の参加により、広報部の平均年齢は、ぐぐっと若返り
ました。 

 

 

 

 

◆日 時：12月 3日（火）10：00～12：00  

◆会 場：八王子市学園都市センター第 1 セミナー室 

◆講 師：NPO 法人 男女共同参画おおた  理事長 坂田静香さん 

◆参加費：無料    ◆定 員：50 名（申込先着順） 

 

 

イベントの集客に苦労している、悩んでいる皆さまに朗報です。イベント担当者の

バイブル「人が集まる! 行列ができる! 講座、イベントの作り方」の著者である坂田

（牟田）静香さんが八王子にやってきます。どうすれば人が集まるのか、どうすれば

チラシを手にとってもらえるのか、実体験に基づいたノウハウを講演していただきま

す。即実践できることばかりです。この機会に是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

八王子九重かるた愛好会は、百人一首を用いた競技か

るたの普及に取り組んでいる団体です。競技かるたは、

百人一首を覚えたり、反射神経を使ったりと、脳の活性

化につながる競技です。また、小学生から高齢者まで老

若男女を問わずに楽しむことができますし、伝統文化に

触れることもできます。 

今回は、かるたの並べ方・取り方の実践や一枚札の覚

え方などを通して、競技かるたの楽しさ、奥深さを体験

します。 

◆日 時：12月 14日（土）13：30～15：30 

◆会 場：台町市民センター 西八王子より徒歩 13 分 

◆講 師：八王子九重かるた愛好会   

    小杉武治さん、大竹裕貴代さん 

◆参加費：無料 

◆定 員：40名（申込先着順） 

 

 

 

 
 

多摩丘陵の自然を守る会は、由木地区を中心に植物の 

保全活動や自然観察を行っている団体です。今回は、多 

摩丘陵の自然を守る会のガイドで、斜面の雑木林を歩き 

ながら、木の実や紅葉、鳥の観察をします。尾根からの眺

望や地層にも目を向け、身近な自然を様々な角度から体感

します。 

◆日 時：11月 24日（日）9：30～14：30（解散予定） 

※小雨決行（行程は変更になる場合があります） 

◆集 合：9：30 京王線長沼駅改札口外側 
◆解 散：堀之内寺沢里山公園※最寄りのバス停をご案内します 

◆行 程：長沼駅→長沼公園→平山城址公園→宮嶽谷戸 

→堀之内寺沢里山公園 

◆服 装：長袖、長ズボン、歩きやすい靴 
◆持ち物：昼食、飲み物、敷物、雨具、健康保険証、 

（有れば、拡大鏡） 

◆講 師：多摩丘陵の自然を守る会  
◆参加費：無料 
◆定 員：40名（申込先着順） 
 

脳損傷はいつ誰にでも起こる可能性のある出来事です。 
大事な脳を損傷した時、当事者を支えるものは何でしょう。 
医療スタッフや経験者の話をもとに皆で考えましょう。 
日 時：11 月 23 日（土）14:00～ 
会 場：クリエイトホール 視聴覚室 
参加費：無料  どなたでも参加できます。 
問合先：090-1250-1976 平塚 
主 催：医療法人社団 KNI 八王子東京パイロットクラブ 
 

脳卒中！その時あなたを支える モノ・ヒト・コト 

シニアの活性化は大変重要です。元気で活躍するシニアの
講演・アトラクションを参加型で楽しんでみます。 
日 時：12 月 1 日（日）14:00～16:30 
会 場：八王子労政会館 
定 員：90 名 
参加費：無料 
申込先：090-4934-8707 渡辺 
主 催：八王子高齢者活動コーディネーター会 

第 2 回シニアが元気になるフェスティバル 

 

恒例のもみじ祭りのイベント。不動院の本堂で、八王子に
残された昔話と伝説をお楽しみください。語りの会の発表
会で、会員一同皆さまのご来場をお待ちしております。 
日 時：11 月 23 日（土）10:30～14:00 
会 場：高尾山不動院本堂内 
    清滝広場・登山道 1 号路入口 
参加費：無料 
申 込：不要 
問合先：042-663-7789 小室（夜間） 
主 催：高尾山とんとんむかし語り部の会 
  

高尾山もみじまつり  とんとん昔おはなし会 

34 施設の高齢者施設の利用者が作成した各種手工芸品の
作品を展示します。会場では、制作も楽しめます。 
日 時：12 月 3 日（火）12:00～14:00 
    4 日（水）・5 日（木）10:00～14:00 
    6 日（金）10:00～15:00 
会 場：いちょうホール 第 1／第 2 展示室 
参加費：無料 
問合先：042-627-9179 八王子センター元気 
    月・水・金 10:00～16:00 
主 催：八王子センター元気 

 

第 5 回 むかし若ものふれあい作品展 

戦争のおろかさと「命」「生きる」に執着して。漫画は一目
で分かります。漫画家になった引き揚げっ子たちが、止む
にやまれぬ思いで、その記録を漫画にしました。上田トシ
コ、ちばてつや、赤塚不二夫、森田挙次、古谷三敏…。 
日 時：11 月 20 日（水）～23 日（土） 
    20 日 12:00～19:00 21 日 10:00～19:00 
    23 日 10:00～15:00 
会 場：学園都市センター 第 1 ギャラリー（東急スクエア） 
参加費：前売 500 円、当日 600 円、高校生以下無料 
申込先：042-623-6918 渡辺 
主 催：日中友好協会八王子支部 

漫画展「中国からの引き揚げ～少年たちの記憶」 

 

日 時：11 月 22 日（金）～12 月 1 日（日） 
会 場：いちょうホール・オリンパスホール八王子 
チケット販売：いちょうホール(042-621-3001）  

     南大沢文化会館(042-679-2202） 
     学園都市センター(042-646-5611）  
     オリンパスホール八王子 (042-655-0809） 

※会場、開始時間、入場料等は、予選、本選などに
よって違います。詳しくは直接ご確認ください。 

http://www.cassado-cello.jp/2013/ticket/ 
主 催：ガスパール・カサド 

国際チェロ・コンクール in 八王子 

 第 3 回ガスパール・カサド 
国際チェロ・コンクール in 八王子 

福岡県出身。夫の転勤で大田区に移る。区の男女平等推進センター「エセナおおた」の講座に参加したのをきっ

かけに、「エセナおおた」でボランティアを始める。2003 年から講座の企画に携わるようになるが、当初は閑

古鳥が鳴いていた。しかし、創意工夫を重ねた結果、翌年には、講座平均申し込み率 3.3 倍の快挙を達成。2007

年に「人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方」を出版。講演依頼が殺到し、全国を飛び回る多忙

な日々を送っている。 

 

介護保険のイロハを具体的に説明いたします。もしも、 
ご家族が介護状態になった時の対応を一緒に考えます。 
日 時：12月 5 日（木）10:30～12:00 
会 場：東京都多摩消費生活センター 教室Ⅰ 
参加費：資料代として 1,500 円（当日会場にて） 
定 員：30名 
申込先：TEL／FAX 042-660-0463 氏名、電話番号、

住所、セミナー名をご連絡ください。 
主 催：NPO 法人 多摩 FP 

介護で困らないために！ 介護保険の基礎知識 

手すき和紙の六角凧（62 ㎝×82㎝）作成 
弁当持参、午後：凧あげ 
雨天時は体育館にて珍しい凧のデモンストレーション 
日 時：12月 7 日（土）9:45～15:00 
    12月 8 日（日）9:45～15:00 
会 場：12月 7 日 楢原小学校 
    12月 8 日 由井第一小学校 
定 員：両日とも各 60組（小中学生の子と親） 
参加費：無料 
申込先：FAX または往復はがき 〆切 11/30(土) 

042-663-0515 
    〒193-0943 八王子市寺田町 432-205-1 
    中尾方八王子 BBS 会 
問合先：TEL042-663-0515 
主 催：八王子 BBS 会   

第 18 回「親子ふれあい工作教室～凧作り・凧あげ」 

八王子自治研究センター辻山理事長の「共助の街づくりと 
八王子における新しい公共の姿」の講演とシンポジウム。 
日 時：11 月 23 日（土）14：00 受付、14：30 回回 
会 場：東浅川保健福祉センター４階、第５･６･７会議室 
定 員：150 名 
参加費：会員は無料、非会員は資料代として 500 円 
申込先：八王子自治研究センター FAX 042-626-7714 
主 催：実行委員会・事務局 八王子自治研究センター 

第 5 回共助の街づくりシンポジウム 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

名称 主催 助成対象 助成金額 締切 

国内助成プログラム 公益財団法人トヨタ財団 市民活動 
地域間連携 

上限 300 万円 11/8(金)消印有効 
Web(17 時) 

赤い羽根共同募金 
地域配分 

八王子市社会福祉協議会 地域福祉 5 万円から 30 万円  11/20(水)（17 時） 

2014 年度助成申請者の
ためのガイド 

公益財団法人 
大阪コミュニティ財団 

公益な事業 
助成団体が複数のため、詳
細はご確認ください。 

11/29(金)消印有効 

広域的市民 
ネットワーク活動事業 

公益財団法人 
東京市町村自治調査会 

まちづくり 上限 120 万円 12/5(木) 
（助成を受けていた団体11/15 ） 

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 環境保全 

上限 30 万円(3 年間) 
上限 10 万円(単年度) 12/10(火)消印有効 

芸術活動助成 
公益財団法人  
朝日新聞文化財団 

音楽会 
展覧会 

10 万円から 
100 万円 12/13(金)必着 

非営利団体向けに Office 
365 特別寄贈 

Microsoft 非営利団体 Office 365 寄贈 2014 年 3/31 (月) 

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。 

★南大沢音訳の会「こだま」★ 

信頼獲得のために続けた情報公開 

14 年間続けたボランティア

活動が実を結び、南大沢図書館

に活動のスペースができたのを

機に、ゆめおりファンドを初め

て活用し、プリンターを獲得 

しました。白黒のレザープリンターは、印刷の速度が速く、

とても役立っているとのこと。音訳の作業は、専門性を要

し、機材も高価なため、人材を育成し、機材を揃えるため

に、助成金獲得が継続には必須でした。CANPAN への情

報公開は、他者からの信頼を得、助成金獲得につなげたい

という思いからだったそうです。 

★一般社団法人チャイルドライフ★ 

新しい団体が、社会から信頼を得るには、 

情報公開しかない！ 

事務所は、ファンドから提供

された衝立で、事務所スペース

と来客用スペースがうまく区切

られています。「学童と児童デイ

サービス事業を始めた直後、地 

域の信頼を得るために、情報公開の必要性を感じた。」とい

う都築さんは、日本財団の CANPAN に登録。その言葉通

り、CANPAN の登録が、ゆめおりファンドの物品の獲得

や地域の信頼につながったとのこと。こうして得た信頼は、

設立 1 年余りで、地域で活躍する団体や企業等との連携に

つながっています。 

 

 

児童福祉事業責任者  

都築博さん 

 

市民活動支援センターが運営している、市民活動

団体（NPO 等）がよりよい活動をするための手助

けのしくみです。現在は団体への物品の寄付・提供

の仲介が、主な活動になっています。 

ファンドってなに？ 
知っておきたい基礎知識 旗野さんに聞きました。 

 Q1 ゆめおりファンドって何ですか？ 

 

 Q2 どんな人が利用できるのですか？ 

 

 Q3 どうやって利用するのですか？ 

 

 Q4 なぜ情報公開が必要なのでしょう？ 

 

八王子市内で活動している団体が対象です。 

NPO 法人ではなくても、活動実績があれば大丈夫。

なお、利用のためには必要な条件があり、それを満

たしていなければなりません。 

利用するには、市民活動支援センターに団体登

録があり、CANPAN※への登録が済んでいること

が条件となります。CANPAN 登録には、活動実

績の報告（団体の情報公開）が必要です。 

例えば、他人に物を貸す時を考えてみて下さい。

相手に信頼がおけない場合には、物は貸せないと

思います。それと同じで、ゆめおりファンドに物

品を寄付される方は、団体の活動を理解し、信頼

することで寄付をされます。活動を理解していた

だくために、情報公開をしてもらっています。 

※CANPAN日本財団が提供する公益事業コミュニティサイト

http://fields.canpan.info/organization/ 

 

八王子市内に活動拠点をもち、営利を目的としな

い公益的な事業を行う、八王子市市民活動支援セン

ターの登録団体が対象です。 

1 日本財団 CANPAN に登録をし、団体の情報公

開をします。 

・CANPAN の登録はこちらからできます。 

https://fields.canpan.info/member/registr

ation/agreement 

2 支援センターの「ゆめおりファンド」に登録し

ます。 

 

 

左から、岡田幸恵さん、遠藤由利子
さん、那須保さん、和田礼子さん 

ゆめおりファンドは、皆様から寄付していただい

た経営資源を、様々な地域課題や地域の活性化に積

極的に取り組んでいる団体に提供し、その運営の基

盤強化を支援する仕組みです。 

現在は、物品に関する橋渡しを行い、多くの団体

にご利用いただいています。今までに約 30以上の

大学・企業・団体・個人から寄付していただいた

PC、什器類、文房具等の多品種多数の物品を、約

80 以上の団体に提供しています。 
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 籏野貞夫さん 

 

 

 西村紀子さん 

 

 野﨑光雄さん 
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寄付をしたいとお考えの皆様へ 

ゆめおりファンドの趣旨にご賛同いただき、物品を

寄付したいとお考えの方は、支援センターまでお問い

合わせください。 

 

詳しくは、支援センターのホームページをご覧く
ださい。ゆめおりファンドの詳しい利用方法、在
庫物品一覧等をご覧いただけます。 
http://www.shiencenter-hachioji.org/yumeo
ri/index.html 

私は、東京都出身、八王子歴三十数

年の団塊世代です。定年退職を機に、

生活拠点の「場」を職域から繋がりの

薄かった地域へと移行させる中で、ゆ

めおりファンドとの出会いがありまし

た。 ゆめおりファンドは、寄付をベ

ースとした地域活動支援型マッチン

グ・システムで、寄付する人の思いを

地域活動へと橋渡しするものです。こ

れからも、「お・か・げ・さ・ま」の感

謝の心を忘れず、地域の発展に少しで

もお役に立てればと、考えています。 

 

ファンドの仕事を始め１年半、多く

の団体の方々にお会いしています。皆

さんのお話をお聞きするのが大好きな

私は、こんな話も、あんな話も聞きた

いと質問を考え、お会いする前からと

きめきます。皆さんは揺るぎない姿勢

でご自分の考えや、今までの経緯を語

って下さいます。セカンドステージで

高い志を持ち、活動している方から多

くを学びました。ファンドも早急に

「物」から「人・資金」とステージア

ップし、役立ちたいと思っております。 

 

八王子市で暮らして約 30 年経ちま

した。定年後は、自助または「はちお

うじ志民塾」の経験を活かし個人が働

き甲斐、暮らし甲斐を見つけ元気にな

れるよう研修講師をしています。 

今まで、地域との繋がりは少ない私

でしたが、この度ファンド業務を担当

することになりました。今後は、市民

活動団体の皆様のために何ができるの

か、「我以外皆我師」メンバーと共に皆

様のご意見やご要望をお聞きし、少し

でもお役に立てればと思っています。 

ゆ ゆめおりファンドの今 

ファンドスタッフ紹介 ファンドスタッフ紹介 

 

 ゆめおりファンドを活用している団体から

一言 

 

 助成金情報 

 ゆめおりファンド登録の手順 


