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ひの市民活動支援センターまつり報告

好天にめぐまれ盛大に！
12 月 1 日日曜日、今や恒例の市民活動支援センターまつ
りが開催され、連絡会加盟団体関係者のほか近隣の人たち
にも多数参加していただき、これ以上はないという青空の
下で楽しい一日を過ごしました。1500 人を集めた市民活動
フェアからわずか 3 週間後のことなので、盛り上がりを欠
くのではないかと懸念しましたが、スタッフの頑張りと応
援に駆け付けてくださった荻原、堀之内両副市長、渡辺企
画部長を始めとする行政の方々のおかげで、例年どおりの
にぎやかなまつりとなりました。

まつりの中心は餅つきです。今回の特徴は屋外駐車場中央にもち米を蒸か
すカマドを設えたことです。これまでは建物の中で行っていた丸め作業も屋
外テントで行い、傍らには味わい所を設けました。模擬店とフリーマーケッ
トも賑わい、まつりの中心が屋外に移った感があります。
屋外で火を使うことでご近所に迷惑かけないかと懸念しましたが、事前に
消防署への届け出を済ませ、よく乾燥した廃材を燃やすことによって煙をほ
とんど出すこともありませんでした。カマドでできた炭火を使って焼き芋を
するというおまけも付きました。
建物内１階の遊びコーナーでは子ども達がちぎり絵や双六を、2 階のステ
ージでは大人と子どもがマンドリン演奏とマジックショーを楽しみました。
最後は、参加者全員にお菓子や小物が当たる抽選会で盛り上がりました。
多くのスタッフがそれぞれの得意技を出し合ってできた手作りのおまつりで
した。

（ひの市民活動団体連絡会 会長
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《 支援センターまつり実施報告とデータ分析 》
①参加者数の推移
23 年

24 年

25 年

42 人

36 人

33 人

連絡会加盟団体関
連参加者

※

一般参加者

139 人 164 人 180 人

合

181 人 200 人 213 人

計

一般参加者が 1 割増、支援センター周辺住民の方
々の参加が増え喜ばしい状況です。

毎年恒例となっているマンドリン演奏。今年も大盛況！

②餅、焼き芋と蒸かし芋の無料提供
23 年
餅の提供数

マジックショー不思議な世界を楽しんで！

24 年

165 人 187 人

25 年
193 人

※

餅の提供数は前年比 103%と微増。

※

初めての試みの焼き芋と蒸かし芋も好評。

③大島台風被害支援募金
台風 26 号による被災地（東京都大島町）支援のため、今回の支援セン
ターまつりを通して支援金の募金活動を行いました、その結果、皆さ
まからご寄附頂いた支援金 3,390 円を大島街災害ボランティアセンター
（大島町社会福祉協議会）へ寄附致しました。

④感謝とご報告
・豚汁の具材（大根・人参・ネギ・里芋）および焼き芋のサツマイ
モは全てコバサン農園（園主 小林和男氏）から寄贈して頂きました。
・竈で燃料の木材は、伊藤住宅（店主 伊藤良助氏）から寄贈して頂き
ました。

おわりに･･･
このたびの「ひの市民活動支援センターまつり」を開催するにあた
り、近隣および様々な皆さんのご支援とご協力を頂き感謝の気持ち
でいっぱいです。これからも、地域との交流を通し
て市民活動の裾野を広げていくために力をあわせて
活動していきたいと思っています。

子どもたちの「工作遊びコーナー」

まつりの様子は、インターネットで JCN 日野ケーブルテレビのデイリーひの

“ちぎり 絵 と双 六” を通し て交 流

（ニュースコンテンツ http://hictstrm.hinocatv.ne.jp/）の 2013 年 12 月の欄で見る
ことができます。是非チェックしてみて下さい。
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○▼□加盟団体活動紹介○▼□
日野走友会

NPO法人共働事業所あいあむ
あいあむは福祉団体や海外の手づくり製品を販売する

昭和 51 年 5 月 7 日に 9 名で発足した日野走友会は今年

ことで、支援活動を行なっています。

で 38 年となります。その後毎年会員が増え続け、平成 26

販売先は店舗で委託する形の方式と、イベントなどに参

年 1 月現在会員 72 名（男性 52 名、女性 20 名）です。

加し直接販売方式をとり、年間を通じ活動しています。

日野走友会は当初から｢楽しく走る｣をベースに皆が和

さらに販路拡大をしていきたいと考えていますので、販

気あいあいと走る事を楽しんでいます。発足当時は走っ

売先のご紹介や景品などのご用命などありましたら、お

ていた人も走る事がきつくなり、ウォーキングで体を動

声をかけていただけると幸いです。

かす楽しみを持つようになり、会も大体３グループに分
類されています。大会等への参加を目標としたグループ、

次回《スプリングフェスタ》（3/29,30 日野中央公園）
に参加します。是非お越し下さい。

ジョッキングで体を動かす事を目標としたグループ、そ

（代表

落合 裕子）

してウォーキングで体を動かす事を目標としたグループ
でそれぞれが自分の目標に合ったペースで体を動かして
います。
毎週日曜日の朝、ふれあい橋のふもとの大木島公園に
集まり、体操をしてそれぞれのペースで浅川土手を走っ
たり歩いたりして汗を流し、そのあとは水分補給をしな
がら懇親を深めています。また、浅川土手を走るだけで
なく様々な企画をし他の地域を走ったり、山歩きをした
りしています。一人一人が「心と体の健康」を維持する
ために体を動かし、人とのふれあいを大事にするという
雰囲気をいつまでも持ち続けていたいと思っています。
（代表

小西

あるく・自律をめざす会

矩吉）

当 NPO は、24/10/18 に認証を受け、地域の障害児者の移動
支援のニーズを受ける為、日野市民のニーズに対して話し
合いの場を作りました。そこで移動支援の必要もありまし
たが、『居場所づくり』についてのニーズが高く、諸制度の
放課後等ディーサービスについての模索が始まりました。
1 月末には署名活動を行い 2500 名余りの署名が集まり市長
と話し合う機会も得ました。H25 年度以降は、毎月市障害
福祉課との話し合いを行い「放課後等ディーサービス」を
設立出来ることになりました。準備に準備を重ね、開設に
至りましたが、まだまだ不備な点がたくさんあり、毎日大
変忙しい日々を送っています。これからどうぞよろしくお
願い致します。

(代表

杉山

茂)

ひの市民活動団体連絡会入会のすすめ
現在連絡会加盟団体は 35 団体。いずれも日野市内で活動する NPO 法人などの市民活動団体です。
連絡会に入会すると各団体の活動を連絡会のホームページで紹介したり、この「連絡会ニュース」でも広く活動を
紹介致します。（発行部数は約 500 部）また会議室、事務所としてご使用いただける部屋や印刷室(コピー機や印刷機
有り)もご利用頂けます。何より、同じ日野市内で多方面にわたる活動を実際にされている方々との出会いが宝物で
す。まずは、お気軽に「ひの市民活動支援センター」においで下さい。お待ちしています。
（連絡会事務局

溝口・高橋）

★★★ 連絡会入会についてのお問い合わせは、ひの市民活動支援センターへ ★★★
【住

所】

【電

話】

【E -mail】

〒 191-0012

日野市日野 1369-27

【連絡会事務局 開設時間】

平日 13 時～ 17 時まで

042（581）6144
hino-cagcm@tokyo.email.ne.jp

【ホームページ】 http://hinokaturen.sakura.ne.jp/index.htm
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地域協働課から

施するなど、大きな飛躍を遂げられた年であったと思

新年を迎えて

います。

～ 人とまちの諸力融合が

51年目である今年、市政のテーマを、

「可能性に満ちた未来」を拓く ～

～人とまちの諸力融合が「可能性に満

日野市企画部地域協働課長
熊澤

ちた未来」を拓く～とし、その第一歩

修

を踏み出します。これは、日野ならで

新年明けましておめでとうございます。平成25年11
月1日に地域協働課長に着任した熊澤と申します。皆様

はの地域資源と市民・市民活動団体・行政など全ての

よろしくお願い申し上げます。

力を掛け合わせ、地域課題に向かっていくことで、日

まずは、ひの市民活動団体連絡会におかれましては、

野の明るい未来を切り拓いていこうというものです。

市民活動の活性化及びまちの発展のために長きに亘り

地域協働課のやるべきことは、まさに“人とまちの
諸力融合”と考えています。地域づくりに対して皆様

ご尽力賜り心よりお礼申し上げます。
さて昨年、日野市は市制50周年という大きな節目の

と認識を一つにし、協働による明るいまちづくりに取

年でした。貴会におかれましても、第2回市民活動フェ

り組んでまいります。最後に、市民活動の中間支援組

アにおいて、寄附文化セミナーや食べ歩き飲み歩き・

織として、まちづくりの先導者として、貴会の益々の

市民活動体験スタンプラリーといった新たな試みを実

ご活躍を期待して挨拶とさせていただきます。

◇◆事務局だより◆◇
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第20回 定期総会のお知らせ

1. 支援センターの一斉清掃

【日時】4 月 20 日(日)14 時～ 15 時半

昨年12/1に支援センターの一斉清掃を無事終了す
ることができました。お陰様で素晴らしく綺麗に気

【場所】ひの日野市市民活動支援センター 2 階

持ちよく使えるようになりました。皆さんご協力有

【議題】H25 年度事業報告、決算報告
H26 年度事業計画(案)、予算(案)

難う御座いました。

2. 新入会員紹介
NPO法人あるく・自律を目指す会（代表 杉山茂）
が昨年11月に、NPO法人やまぼうし(代表 伊藤勲)が
今年1月に連絡会に入会されました。この結果会員数
は35団体となりました。

加盟団体の皆さま、万障お繰り合わせの
上ご出席下さいますようよろしくお願い致します。
なお、終了後懇親会を行います。ぜひご参加ください ！

26年度

ひの市民活動団体連絡会カレンダー

3． ね ん も 公 園 清 掃 に つ い て

6月 1日(日)

支援センター一斉清掃＆懇親会

長きに渡りご尽力頂いた

6月15日(日)

ねんも公園一斉除草(春)

ボランティアの牧野さんが

9月27日､28日(土・日)

昨年暮れに転居されました。

リレー・フォー・ライフ参加協力

牧野さんにはこれまで、ねんも公園の植木剪定や道

10月 5日(日)

路上の落ち葉の片付け等を随時実施頂いておりまし

※10月19日(日)

第3回ひの市民活動フェア

たが、今後は我々が実施することになります。清掃

※12月 6日(土)

支援センターまつり

当番になられた方は通常のごみ拾いの他道路上の落

ねんも公園一斉除草(秋)

支援センター一斉清掃(簡易)

ち葉片付け（箒で集めて堆肥コンポストへ入れる）

なお、※印は日程調整中。変更ありうる。

もありますのでご協力のほどお願い致します。

編集後記

思い立って市民活動を始めて28年。人生の節々と共に、紆余曲折、お手本無しで暗中模索の連続だっ

た。時間的、肉体的、経済的にかなりの制約もあった。けれども、自分の想いに沿った活動に取り組めてきたこの状況に感
謝したい。自らやってみるおもしろさを知ってしまった皆さんと共に、互いに刺激を受け合ういい出会いの場として 《ひの
市民活動団体連絡会の輪》 を広げていきたいですね。

（NPO法人共働事業所あいあむ
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落合

裕子）

