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八王子市民活動協議会だより 
 

発行 NPO 法人八王子市民活動協議会    

TEL/FAX  042-646-1626  http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/  

 

＊新理事・監事の顔ぶれ 

・石井 利一（理事長）（再任）  ・石見 光夫（再任）  ・堤  直樹（再任）   ・間宮 敏昭（新任） 

・浅野里恵子（副理事長）（再任） ・岡崎 理香（再任）  ・渡辺 文雄（再任）  監事 

・大山 健三（副理事長）（再任） ・榎本 邦美（再任）  ・尾崎 康宏（新任）   ・武田 康男（新任） 

・岩田 博次（事務局長）（再任） ・齋藤 健 （再任）  ・仲澤 望 （新任）   ・春田 博 （新任） 

・塩沢 廸夫 （再任）      ・廣川 英資（再任）  ・中川 和郎（新任） 

・堀内 進一 （再任）      ・関  俊朗（再任）  ・福島 忠治（新任） 

 ～5月 12日（木）１３：００～西武信用金庫会議室～ 

新任理事に抱負を聞いてみました 

＊八王子は昔から多摩地区の中心都市として発展してき

ましたが、昨今沈滞している事には、八王子で生まれ育っ

た私にとって残念です。未来につながる歴史を活かしたま

ちづくりを推進する活動をしていきたいと思っています。

（福島忠治） 

＊マーケティングの活用。市民にとって価値ある新しい満

足を生み出すには、常に市民の視点に立って、現状を調査

する仕組みを作り、諸課題を見つけ、市民が本当に望む新

規事業や既存事業の再生、見直しを提言し、地域活性化に

役立てたいと思います。（間宮敏昭） 

＊私は、地域活動の担い手づくりを積極的に育てていきた

いと思います。今まで地域活動で学んだことやファシリー

テーション技術を活かして、地域の人に寄り添いながら八

王子の地域活性化に寄与していく所存です。（中川和郎） 

＊私は志民塾卒塾後、何らかの市民活動を行いたいと希望

していましたが、今回縁があり協議会の運営に関われるこ

とは大変光栄ですし、やりがいを持って市民のため団体活

性化のために努力してまいりたいと存じます。（仲澤望） 

 

5 月 12 日(木)の１３:００～、西武信用金庫八王子支店 2

階会議室で定時総会が開催されました。議長として協議会正

会員の久保田貞見氏が選出され、27 年度の事業報告・決算

及び 28 年度の事業計画・予算が滞りなく審議され承認され

ました。今年度は 2 年毎の理事改選の年でした。理事立候補

者が定数 25 名を下回っていたため、全員当選が発議され承

認されました。住所変更に伴う定款変更。新監事として春田

博氏及び武田康男両氏が承認され、全議案が原案通り承認し

総会は終了しました。 

総会後第 1 回理事会が開催され、無記名投票の結果、石井

利一氏が理事長に再任されました。副理事長として浅野里恵

子氏、大山健三氏が推薦され承認されました。事務局長に岩

田博次氏、総務部長に塩澤迪夫氏、ネットワーク推進部長に

浅野里惠子氏、広報部長に岡崎理香氏、政策研究部長に堀内

進一氏、経理部長に石見光夫氏の就任が承認されました。 

今年度は WAM 事業の継続に加え、市制 100 周年記念事

業として、ユーロードにおける「市民活動フェスティバル」

という一大イベントの準備の年です。会員の皆様のご協力を

お願いいたします。 
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みんなで紡ぐ八王子の 

彩を輝きへとつなぐ 

八王子 NPO フェスティバル 

市制１００周年記念市民提案事業に採択されました 

八王子市は平成 29 年に市制 100 周年を迎えます。こ

の記念の節目を八王子市民みんなで祝い、新たな 100 年

に向けた魅力あふれる八王子を創造する気運を高めるた

めに、市は市民が提案する市制 100 周年記念事業（補助

金交付事業）を募集しました。私たち八王子市民活動協議

会はその趣旨に賛同し、協働のまちを目指す八王子が未来

へ向けて更に地域力・市民力の向上を発揮する契機となる

ように、「八王子 NPO フェスティバル」を開催することを

提案し採択されました。 

この事業は、北口西放射線ユーロードを会場に平成 29

年 5 月 27 日（土）開催の「八王子ＮＰＯフェスティバル」

と 5 月 1 日～31 日までその関連イベントを開催する「Ｎ

ＰＯ月間」で構成されます。 

 

八王子は 

・豊かな自然と、都会の利便性を併せ持つまち 

・多様な歴史、文化を継承してきたまち 

・新旧様々な人々が住んでいるまち  

であり、こうした多様な宝物を守り、継承して行こうと

取り組んでいる人々、団体がたくさんあります。そうし

た素晴らしい活動をフェスティバルでご紹介をすること

によって知っていただき、みんなで八王子市制 100 周

年を祝い、未来へと継承していきたいと思います。 

また、この事業の進め方は多様なセクターで構成され

る実行委員会方式で行うことでその効果を高め、オール

八王子で祝うフェスティバルにしたいと企画しておりま

す。つきましては、皆様に企画からこの事業にご参加い

ただくプロジェクトメンバーご応募いただきたいと思い

ます。魅力あるフェスティバルにしたいと考えています

ので、是非ご参加をいただきますようお願いいたします。 

 

＊運営のイメージ図 

＊運営組織体制のイメージ 

２０１７年 
５月 
 

 八王子市民活動協議会は、「八王子ＮＰＯフェス

ティバル」を一緒に創りあげてくださる、プロジ

ェクトメンバーを募集いたします。団体、個人を

問いません。協議会事務局までお問い合わせくだ

さい。ＴＥＬ：０４２－６４６－１６２６ 
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-j8_R04rMAhULm5QKHSk0DB8QjRwIBw&url=http://hama69.at.webry.info/201211/article_1.html&bvm=bv.119408272,d.dGo&psig=AFQjCNEUDr0bjMgow3QHdWNQxxI_BUw8MA&ust=1460603645939144
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団体紹介 Ｎｏ．１８ 

八王子の団体を紹介します。 

 

 

★ご寄附のお願い 

八王子の野口英世と言われる肥沼信次の偉業を後世に伝

えるために、下記の目的のために皆様方の温かいご援助を

頂きたいと思います。八王子市民の誇りとして、ご協力く

ださいますようお願いいたします。 

寄付金使用目的 

１．肥沼信次の生誕地、八王子市に顕彰碑を建てたい 

２．八王子市内の小・中学校の子供たちに肥沼信次の生 

涯を学ぶための副読本や紙芝居を提供したい。 

３．ドイツ・ヴリーツェン市と交流関係を結び、若者

の交流を活性化させたい。 

 

＊一口 1,000 円 何口でも 

＊振込先 ゆうちょ銀行  

00140－6－420372 

     Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会 

 

   「八王子の野口英世」 

   Ｄｒ．肥沼を知っていますか？ 

   みんなの知らない八王子の偉人 

＜八王子ボランティアネットワーク 

Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会＞ 

 代表 塚本 回子 （連絡先：042-664-9539） 

皆さんは、第 2 次世界大戦後に伝染病で苦しむドイツの

町で献身的に治療を行い、多くの人命を救った「八王子の

野口英世」Dr.肥沼信次という人を知っていますか？ 

今回は無名の八王子の偉人・Dr.肥沼信次の業績を後世に伝

えるために活動している「Dr.肥沼の偉業を後世に伝える

会」をご紹介します。 

 八王子市で生まれた Dr.肥沼信次は、放射線の研究者と

して戦前ドイツのベルリン大学に留学しましした。第 2 次

世界大戦終了後、多くの留学生が帰国する中、Dr.肥沼は一

人伝染病で壊滅状態にあった東ドイツのヴリーツェン市

に残り、住民や戦争難民の治療にあたりました。自らの命

の危険も顧みず寝る間も惜しんで治療活動を行い、多くの

人命を救いましたが、自らも感染して 37 歳の若さで亡く

なりました。この偉業はヴリーツェンの人々によって語り

継がれ、尊敬され、平成 6 年にはヴリーツェン市の名誉市

民になっています。子供たちも学校でその偉業を学んでい

ます。 

 しかし、東西ドイツはベルリンの壁によって分断され、

こうした Dr.肥沼の活動は 43 年間も日本には伝わってき

ませんでした。ベルリンの壁崩壊後、やっと日本に情報が 

伝わり、新聞の尋ね人欄に掲載されたことで、初めて弟 

の栄治さんにより八王子市出身の肥沼信次であるとい

うことが分かったのです。Dr.肥沼のご両親は若くして

ドイツに渡った息子の活躍を知ることはありませんで

した。 

 ヴリーツェンのみんなに日本の桜を見せてあげたい

と語っていたDr.肥沼の最後の言葉は「桜が見たい・・・」

だったそうです。現在、ヴリーツェン市には弟の栄治さ

んが寄贈した桜が咲くようになりました。毎年 3 月 8

日の命日には、ヴリーツェン市民による慰霊祭が開催さ

れています。 

「Dr.肥沼の偉業を後世に伝える会」はこの様な八王子

市民も知らない Dr.肥沼の業績を広く市民に伝え、子ど

も達にも学んでもらうように活動しています。また、ド

イツ・ヴリーツェン市と交流関係を結び、若者たちの交

流を活性化させたいとのことです。 

・毎年 3 月

8 日にはヴ

リーツェン

市で慰霊祭

がおこなわ

れている。 

・母校である第 3 小学校に、出来

立ての絵本を 40 冊寄贈。 

今後 6 年生を対象に授業に取り入

れるということです 

・市内の多方面

の方にお集ま

りいただき、話

し合う。 
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ゆめおりファンド人財支援プログラム 

オープニング記念講演 
   

  あなたの一歩で住み続けたいまち 

社会参加先進都市 
 
◆日 時：６月１９日（日）13：30～17：00 

◆会 場：八王子市学園都市センター 

第 1 セミナー室 

◆参加費：無料 

◆1 部 講演：「地域デビュー、社会デビューを 

         パラレルキャリアから考える」 

 法政大学大学院政策創造研究科教授 石山恒貴 

  

2 部 ワールドカフェ 

   「地域デビュー、社会デビューしよう！」 

 

◆申込先：八王子市市民活動支援センター 

 E-Mail  npo802@shiencenter-hachioji.org 

  ＴＥＬ：０４２－６４６－１５７７ 

  ＦＡＸ：０４２－６４６－１５８７ 

 

ボランティアを募集される団体の皆さんへ 

首都大学東京 ボランティアセンター 

センターでは、お寄せいただいた情報を下記の方法で

学生に紹介いたします。初めて募集を希望される際には

新規に団体登録の手続きが必要です。詳細は首都大学東

京ボランティアセンターまでお問い合わせください。 

①掲示板やラックでの配架 

ポスターやチラシの現物をご持参いただくか、郵送して

ください。 

 ②メールマガジンへの掲載 

センターが配信するメールマガジンに募集要項を掲載

します（配信の時期や情報量により掲載できない場合も

あります。ご了承ください）。 

 ③来室した学生への情報提供 

ポスターやチラシでいただいたボランティア情報を、来

室した学生の関心や予定にあわせて紹介します。 

◆首都大学東京ボランティアセンター 

〒192-0397 八王子市南大沢 1-1 1 号館 1 階 

ＴＥＬ：０４２－６７７－１３５４ 

E-Mail：tmu-volunteer@jmj.tmu.ac.jp 

URL：http://www.gs.tmu.ac.jp/gakuseika/ 

 

 

 
 

 

第４回生涯学習の集いイン南大沢 

「由木を知る・見る・学ぶ」 
 

◆日時：６月１８日（土）13:00～17:00 

        6 月１９日（日）10:00~16:00 

◆会場：生涯学習センター 南大沢分館 

◆問合せ：根本（０４２－６７４－５７２７） 

    大倉（０８０－６６３１－３０３４） 

八王子生涯学習コーディネーター会 

 

「活き生きハンドブック」作成委員募集のお知らせ （八王子市民活動協議会からのお知らせ） 
 

 

情報告知板 
イベントＮＥＷＳ・お知らせ 

 

27 年度の事業として政策研究部・絆グループでは実

行委員会を結成し「活き生きハンドブック」編集・発行

しました。（福祉医療機構・社会福祉振興助成事業）この

事業は八王子市の重点目標「八王子版地域包括ケアシス

テム」構築のための「地域力・市民力」を具体的に紹介

した小冊子です。28 年度も助成金を継続申請しており、

運営委員（10 名）・調査委員（5 名）を募集します。作

業は活動団体の調査・データ作成・編集およびホームペ

ージの作成などです。 

 

詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

①「活き生きハンドブック」 

http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/kiduna/db/ 

②募集記事   

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

③問合せ   

電話 ０４２－６４６－１６２６ 

メール kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

 

無料健康講座 

◆日時：毎月第３木曜日 14:00～16:00 

◆会場：ファルマ８０２ビル ３階会議室 

◆主催：ＮＰＯ法人ニューイング 

◆共催：駅前薬局、八王子市レクリエーション協会 

第２１８回 ６月１６日 

    ①糖尿病と薬 ②眼ヨガ（バスタオル持参） 

第２１９回 ７月２１日 

    ①ほんまでっかＴＶ！？ ②太極拳 


