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ひの市民活動団体連絡会 第１７回 通常総会報告

平成 23 年 4 月 17 日（日）14 時よりひの市民活動支

援センター２階会議室で「第 17 回通常総会」が開催さ

れました。参加者は加盟 35 団体中 26 団体（内委任状 8

団体）。日野市より小川副市長、荻原企画部長、原島地

域協働課長、尾崎係長、下田さんの出席を頂きました。

冒頭、小川副市長より「市の『自治に親しみ、自治を

楽しむ』というスローガンを具現化するためよりよい

まちづくりを公民ともども力を合わせて課題に取り組

んでいきましょう」と連絡会に対する期待を込めたご

挨拶がありました。

「ひの・生ごみを考える会」の佐藤さんを議長に選

出し「平成 22 年度活動報告・同会計報告・同監査報告」

引き続き「平成 23 年度役員選出」及び「平成 23 年度

活動計画（案）・同予算（案）」が提案され、質疑応答

の上、全会一致で承認されました。

総会終了後は、1 階会議室に移り懇親会が行われま

した。行政の方々にご参加頂き、加盟団体の皆さんと

共に和やかに語り合う場となりました。

今後、日野市内で活動する各団体の活動の充実を図

り、地域の活性化につながるようにするために、中間

支援組織としてどうあるべきなのか模索しながら、ビ

ジョンを画いていくことが大切だと考えます。

（広報部会長 落合 裕子）

～ 平成23年度 世話人・会計監査の紹介 ～
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…東日本大震災の被災地へ …

連絡会の総会に際して、東日本

大震災への支援金を募集しました。

当日34,666円、後日開催されたＣ

ＳＲを促進する市民の会主催のシ

ンポジューム会場で6,802円、総額

41,468円が集まりました。

この支援金は、「新しい公共をつ

くる市民キャビネット災害支援部

会」を通じて被災地で活躍する市

民活動団体へ送りました。

（連絡会・ 寄付文化プロジェクト

チーム）
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平成２２年度一般会計収支報告書 平成２３年度一般会計収支計画

収入の部 市受託対象 市受託対象外 合計 収入の部 市受託対象 市受託対象外 合計

会費収入 148,000 148,000 会費収入 140,000 140,000

会費収入 148,000 会費収入 140,000

受託収入 1,243,295 191,716 1,435,011 受託収入 1,371,000 180,000 1,551,000

市民活動支援活動受託料 1,243,295 市民活動支援活動受託料 1,371,000

公園清掃受託料 191,716 公園清掃受託料 180,000

雑収入 0 494,492 494,492 助成金 120,000

PT寄付金収入 42,750 助成金（寄付文化PT) 120,000

イベント出店売上げ 155,050 雑収入 0 300,000 300,000

団体預かり金収入 229,470 イベント出店売上げ 170,000

雑収入 67,222 団体預かり金収入 120,000

年度内収入合計 1,243,295 834,208 2,077,503 雑収入 10,000

前年度繰越金 0 578,465 578,465 年度内収入合計 1,371,000 740,000 1,991,000

合計 1,243,295 1,412,673 2,655,968 前年度繰越金 0 829,910 829,910

一般会計 549,876

支出の部 市受託対象 市受託対象外 合計 特別会計より繰入れ 280,034

連絡会全体 45,676 45,676 合計 1,371,000 1,569,910 2,820,910

ｾﾝﾀｰまつり等 45,676

運営部会関係 1,126,825 555,586 1,682,411 支出の部 市受託対象 市受託対象外 合計

支援センター管理・運営費 1,126,825 83,037 連絡会全体 0 100,000 100,000

イベント出店経費 128,658 予備費 100,000

団体預かり金支出 229,470 運営部会関係 1,229,000 541,000 1,770,000

雑費 114,421 支援センター管理・運営費 1,219,000 325,000

事業部会関係 46,220 53,542 99,762 加盟団体交流費 30,000

NPOフォーラム開催費 4,620 研修費 10,000

セミナー等開催費 41,600 53,542 団体預かり金支出 120,000

広報部会関係 70,250 68,060 138,310 雑費（会議費等） 66,000

パンフレット作製費 57,310 事業部会関係 50,000 170,000 220,000

インターネット関係費 50,000 10,750 NPOフォーラム開催費等 8,000

紙媒体ニュース発行費 20,250 セミナー開催費 42,000 30,000

プロジェクト 0 139,933 139,933 イベント出店経費 140,000

コミュニティーカフェPT 30,000 広報部会関係 92,000 18,000 110,000

ふるさと納税PT 109,933 インターネット関係費 65,000

年度内支出合計 1,243,295 862,797 2,106,092 ニュース発行費 27,000

繰越残高 0 549,876 549,876 パネル作成費 18,000

合計 1,243,295 1,412,673 2,655,968 寄付文化プロジェクト 0 127,000 127,000

アンケート調査・講演会 127,000

年度内支出合計 1,371,000 956,000 2,327,000

次年度繰越金 0 613,910 613,910

合計 1,371,000 1,569,910 2,940,910

この度前会長梁瀬さんの後を受け、

会長に就任した湯口です。新たに就任

した役員の皆さんと一緒に、日野市の

市民活動発展に少しでも多く寄与する

ため尽力いたしますので、ご協力をお

願いいたします。

私は当連絡会の設立当初からその活動に関わって参

りましたが、改めて連絡会の役割を考えてみました。

当連絡会は日野市における市民活動のいわゆる中間

支援組織として、次の２つの役割があると考えています。

《加盟団体の活動を支える役割》

①市民活動を進める上で有益な助成金やセミナー開催

に関する事などの情報収集と提供

②活動資金作りや人集めのノウハウに関する勉強など

加盟団体に共通の関心事への取組みの機会作り

③加盟団体相互の知識とノウハウの交流の機会作り

《日野市全体の市民活動を発展させる役割》

①市民自らが日野市を住み心地のよいまちにするため

市民活動への参加を呼び掛ける活動

②多くの市民活動団体が互いに協力し、切磋琢磨する

ため当連絡会への加盟を呼びかける活動

いずれの活動も日野市行政との連携が必要です。今年

４月１日号の「広報ひの」において、市の平成２３年度

主要事業として「市民活動（NPO)への支援」が掲げられ

ています。私たちも期待するところです。是非協働の機

会とご支援をお願いいたします。

最後に、いずれの加盟団体も先ず自らの活動があり、

その上で連絡会活動に関わっていくのは負担がありま

す。しかし、他の団体との交流で新たな発想が生まれ、

新たな展開が期待されます。一つの団体だけではできな

いが力を集めれば出来ることもあります。是非連絡会の

活動にも時間を割いて下さるようお願いいたします。

(連絡会新会長 湯口 裕)

＞＞＞ 連絡会新会長 挨拶 ＜＜＜
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○▼□参加団体活動紹介○▼□

NPO法人日野映像支援隊設立10周年記念事業

岩崎夏海 日野市凱旋講演のお知らせ

「もしドラ」誕生秘話そして

～ドラッカーとAKB48～

日時 2011年7月3日(日)14時～15時30分

場所 ひの煉瓦ホール(市民会館大ホール)

入場料 高校生以下1500円（前売券1000円）

大学生以上 2500円（前売券2000円）

チケット購入方法 Web申込み

http://hino-filmcom.web.infoseek.co.jp/

日野映像支援隊は今年、お陰さまで設立 10 周年

を迎えます。ひとえに皆々様のご支援ご協力の賜と

感謝申し上げております。そこで御礼として、市民

の皆様に喜んで頂ける記念事業をと考え､今、大ム

ーブメントを起こしている「もしドラ」の作者、日

野市ご出身の岩崎夏海氏の講演を企画致しました。

講演第一部では「もしドラ」誕生秘話を、第二部

ではマネジメントの真髄を語って頂く予定ですが、

この間で聴講の高校生との質疑応答もあります。

そして先生の講演を聞いた高校生、大学生から、

日頃あまり考えない日野市と自分の暮らしから、日

野をマネジメントする構想の作文を募集します。

東日本大震災を経験した私達は、まちづくりも、

これまでとは違った考えで取り組む必要があること

に気付きました。それを実現するのがマネジメント

です。それを難しくなく語って頂けるので心が軽く

なります。

ご家族、お子様、お知り合いに是非お声を掛けて

頂いて会場にお越し下さいますようご案内申し上げ

ます。 (日野映像支援隊・代表 中川節子)

「もし高校野球の女子マ

ネージャーがドラッカーの

「マネジメント」を読んだ

ら」

岩崎夏海 著

ダイヤモンド社刊

ひの市民活動連絡会主催「講演会」報告

小平市の市民活動から学ぶ

去る2月6日（日）生活保健センターにて小平市民活動支

援センター福井正徳センター長を講師にお招きし、小平市

の市民活動についてお話しいただきました。

小平市の市民活動支援センターの運営は、NPO法人小平

市市民活動ネットワークが指定管理者となって行っている

そうです。Ｈ16年に統廃合した小学校を学校教育と市民活

動支援の複合施設「小平元気村」として開設。市民活動を

活性化するための試行錯誤の日々やシニアの地域デビュー

を促進する具体的なポイントについて、わかりやすくお話

しくださいました。最後に「新しい公共、協働社会を促進

するということは、地域で支えあう絆づくり、仲間づくり

といった人と人とのつながりを再構築していくことであ

り、コミュニティーの再興は“いそがばまわれ！”なので

ある」と結ばれました。

実際のご苦労が伝わりとてもわかりやすく、あっという

間の２時間でした。

(NPO法人子どもへのまなざし 中川 ひろみ)

NPO法人日野市レクリエーション協会

日野市レクリエーション協会は、青少年から高齢者まで、

各層の皆様の健康と生き甲斐づくりに寄与する目的で、平

成11年2月に設立し、充実した余暇生活や健やかな遊びの

機会の提供などのため、活動を続けています。

≪主な活動内容≫

①生涯スポーツ

(ミニテニス･レク卓球の指

導及び交流大会の開催)

②自然観察会

③よさこい踊り

④レクリエーションの集い (手品･音楽･健康体操など)

⑤日野市スポ･レクフェスティバルへの事業参加

（レク広場･ティーボール･模擬店出店など)

お問合せ： 事務局 馬場井 (042-593-6323)
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3．ねんも公園の除草

会員団体の全員で行う、「ねんも公園の除草」は

6月12日9時からです。直接ねんも公園集合となりま

す。作業は午前中を予定していますが、終了次第解

散です。

持ち物は不要です、手ぶらでお集まり下さい。

4．支援センターの利用について

皆さんが利用する、皆さんの為の施設です。１人１

人がルールを守って大事に使って下さい。

＊ 施設の利用は利用申込書を必ず提出する

＊ 利用後は消灯・施錠及び忘れ物に注意し、鍵は

所定の場所に戻す

＊ 利用後のチェック票は、記入後所定の場所に提

出する

＊ 印刷機・コピー機の利用は、台帳に開始番号・

終了番号及び使用枚数を記入する

＊ PCの利用は、台帳に利用者名・印刷枚数を記入

する

施設及び機器利用に際し、お気づきの点があればご

連絡願います。

◇◆事務局だより◆◇

1．平成 23 年度の事務局員

今年度から新しく溝口・岡部

が担当となります。二人とも

経験未熟ですが、精一杯努力

致します。皆さまのご協力、

よろしくお願い申し上げます。

2．ひの市民活動支援センター大掃除

5月29日9時から「ひの市民活動支援センターの大掃

除」を行います。

掃除終了後に懇親会を予定しています。掃除・懇親

会とも各団体複数人数 参加大歓迎です。

皆さんが何時でも気軽に使える、皆さんのための施

設です。皆さん自身できれいにしましょう。そして、

フェイスtoフェイスで語り合いましょう。ご参加の

程、よろしくお願い致します。

前列が、溝口さんと岡部さんです。山本さん、山崎さん、

お疲れ様でした。大変お世話になりありがとうございました。

編集後記 2011年総会で新会長の湯口さんが「加盟団体の1割の力をひの市民活動団体連絡会に貸して

ほしい」と挨拶で話された。 「みんなでやれば大きな力に！」東日本大震災後に流れるAC・ジャパンのコ

マーシャルです。東日本大震災の支援には勿論ですが、私たちの住む町・日野市のためにも「小さな力を集

めてみたい」そんな思いがした総会でした。 （NPO法人シニアネットクラブ 久保）

地域協働課から

「地域協働課の業務を

紹介します」

地域協働課が所管する主な業務を挙げますと

①市民活動支援

②協働の推進

③自治会活動支援

④広報板の設置・管理

⑤コミュニティ施設の設置・管理

⑥消費生活相談

⑦消費者啓発講座やイベントの開催

⑧保養施設（乗鞍高原日野山荘）の管理・運営

などがあります。

コミュニティ施設には、地区センター、交流セ

ンター、生活・保健センター、東部会館、平山台

健康・市民支援センター、百草台コミュニティセ

ンターがあります。自治会など地域の集まりや、

市民活動団体やサークル団体の活動など、コミュ

ニティ活動にご利用いただいています。

消費者啓発で開催している講座や、イベント「く

らしのフェスタ」には、多くの市民活動団体の参

加やご協力をいただいています。

広報板は、自治会をはじめとする地域コミュニ

ティや市民活動、行政の情報発信の場として設置

しています。

このように、ひの市民活動団体連絡会とともに

取り組んでいる市民活動支援や協働推進の他にも、

様々な業務を担当しています。どうぞよろしくお

願いします。


