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だいすき日野市民フェア２０１４
見つけよう！地域の魅力、今つながろう！未来に向けて
平成 26 年 10 月 19 日（日）市民の森ふれあいホール 10 時～15 時
ひの市民活動団体連絡会は市民フェアに全面的に参加し、開催に向けて
実行委員会事務局を連絡会事務局に置いています。
だいすき日野市民フェア開催にあたり、市民フェア実行委員長に
市民フェアへの意気込みを語っていただきました。

市民活動体験、ひのグルメ体験
２つのプレイベントに、ぜひ参加を

だいすき日野市民フェア
２０１４
実行委員長

フェアの内容としては日野市ふれあいホールで当日
行われるイベントに先駆けて、プレイベントとして 7

原 耕造

月から様々な活動が行われます。

新たな装いで市民活動の流れを創造する
だいすき日野市民フェア２０１４

動に、市民が参加するイベントです。参加市民団体の

市民フェアは昨年まで開催されていた二つのイベン

日常の活動を市民が知って、体験して、参加すること

トを統一した新たなフェアとして、平成 26 年 10 月

を目的にしています。是非、多くの日野市民の参加を

19 日（日）午前 10 時から、市民の森ふれあいホー

お待ちしています。

ルで開催します。

一つは、フェア参加市民団体が期間中に実施する活

二つめは、フェアに協賛していただいた日野市内の

従来から活動を展開してきた消費者運動の団体と、

飲食店を知って食べてもらうグルメ体験の企画です。

様々な活動をしてきた市民活動団体が一緒になり、更

市内の個人経営飲食店は「人」「もの」「かね」を

に自治会や交流センターを加えて、新たな装いフェア
となることでしょう。

市内循環させています。
それは一般的には「地域雇用」「地産地消」「地域

「だいすき日野市民フェア２０１４」という共通の

通貨」と呼ばれているもので、飲食店さんはあまり意

場を提供することで、参加団体相互の理解を深め、日

識していませんが、大切な地域活性化の活動です。こ

野市での新しい市民活動の流れの創造になるだろうと

のように飲食店の活動は、私たち市民団体の活動と目

願っています。

的を同じくするものです。

市民フェアは、市民活動を知って体験し、
参加してもらう場

利用し日野市民全体に普及することは、「だいすき日

市民フェアは、日野市で展開している市民団体の活

野市民フェア」の目的につながります。市民の方々、

動を、日野市民に「知ってもらい」「体験してもらい」
「参加してもらう」場です。参加・体験することによ
り日野を理解し、市民が胸を張って「日野が大好きで
す」「日野に住んで良かった」と、よその市民に自慢

私たち市民団体自らが積極的に地域の協賛飲食店を

日野市内飲食店の方々の参加をお待ちしています。

「大好き日野！」と大きな声で言おう
今回の市民フェアへの参加を契機に、私たちが「大
好き日野」と大きな声で言えるようにしましょう。

できるようにしたいと思っています。
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だいすき日野市民フェア 2014 プレイベント
ひのグルメ・市民活動体験 スタンプラリー

始まっています！
スタンプラリーで、フェア参加者を増やそう
だいすき日野市民フェア実行委員会「プレイベント部会」では、他の部会
に先駆け、スタンプラリー実施に向け６月から本格的に活動を展開していま
す。7 月１日から無事スタートを切りました。スタンプラリーの実施方法は
前年度に習い、参加店舗、参加団体募集から開始しました。
このスタンプラリーは、「市民活動」の催しや講演に参加してスタンプを
集めるか、または「ひのグルメスタンプラリー」の参加店舗に来店して美味
しいものを食べてスタンプを集め、そのスタンプシートを１０月１９日（日）
当日にフェア会場まで持参し、２スタンプで１回の抽選で、豪華景品をゲッ
トします。
グルメスタンプラリー参加店さんには、協賛金として１店舗３,０００円
をいただき、市民フェアの活動資金として活用します。スタンプラリーはフ
ェア参加者動員のツールでもあり、
活動資金調達の手立てです。連絡会会員のみなさんが、参加店舗に

スタンプラリーに

食事に行っていただけることが、市民フェアの応援になります。

参加して、市民フェア

ご協力、よろしくお願いします。

を応援してください！

プレイベント部会

蛭田 勝廣

市民活動体験スタンプラリー

★開催期間
★参加団体

ひのグルメスタンプラリー

★開催期間 ７月１０日（木）～１０月１８日（土）

7 月１日（火）～１０月１８日（土）

１５団体 17 件

★参加店舗

参加団体と開催日時は、チラシをご覧ください

４５店舗

参加店舗は、チラシをご覧ください

２

加盟団体紹介
NPO 法人いのちのミュージアム

生命のミュージアムを全国で開催

生命のメッセージ展の誕生以来続いた任意団体としての運営体制を発展的に改組。日野市の廃校
となる小学校の一角を借り受けるために、NPO 法人としての新たな団体運営を開始。
正会員：１０名 （高知県、香川県、大阪府、福井県、東京都、神奈
川県）生命のメッセージ展の企画・運営を通じた取り組み（１．被害
者遺族のグリーフケア ２．道徳・人権教育 ３．KYT・企業研修 ４．交通安全啓発 ５．
犯罪被害者支援啓発 ６．更正・矯正教育）犯罪被害者の被害者による被害者のための取り
組み（１. 被害者遺族が運営する自助団体の活動支援 ２. 全国の自助団体との活動連携/恊
働事業の企画 ３. グリーフケア研修（上智大学グリーフケア研究所との連携））

こぶた座

５０年前から活動する老舗の人形劇グループ

こぶた座の歴史は古く、５０年ほど前、人形作りの好きなお母さん達の集まり
から出発したと聞いています。その後メンバーは入れ替わり、現在は
５人で活動しています。今でも５０年前の人形は大切に使っています。
現在は年二回、どんぐりの丘と百草児童館で公演しています。

多くの市民が、自分たちの町は自

町を住みよいものとするために汗

すき日野市民フェア２０１４」で古

分たちの手でより良いものにしよう

をかいて頑張っている人がいる。し

本市を開催し、売上金をファンドと

と活動しています。それぞれ活動を

かし自分にはそれを応援する時間が

して積立てようと準備を進めてい

進める上での課題はいろいろありま

ない、自分は体力がない、などの理

ます。さらに、当団体が市民から

すがその一つが資金です。中間支援

由で一緒に活動することはできない。

の応援資金の受け皿となれるよう

組織である当連絡会は地域での身近

しかし小遣いを節約して少しなら資

法人化する準備も進めています。

なまちづくり活動を助成するための

金面でのお手伝いができる。そのよ

みんなこぞって私達の住む町をよ

仕組みは作れないだろうかと考えて

うな気持ちを持つ多くの人々の善意

りよいものにしませんか。

きました。市民による地域のまちづ

を集めて市民活動支援ファンドを作

ご賛同をお願いします。

くり活動のための支援ファンド（基

ろうと当連絡会は動き始めています。

金）作りです。

古本市開催
眠っている本を
ご提供ください

手始めに、10 月 19 日の「だい

市民活動団体連絡会
会長 湯口 裕

10 月 19 日(日)開催の「だいすき日野市民フェア」の連絡会ブースで、古本市を開催します。
古本は 1 冊 100 円以上とし、購入者の寄付としてお預かりします。寄付（売上金）は市民活動
基金として活用し、市民による地域のまちづくり活動を支援します。
市民活動基金とは、市民活動団体の活動費等として活用されるもので、有益な活動内容で
あるのに資金を集めにくい市内の市民活動団体を資金面で支援していく仕組みです。
古本市で、販売する古本の提供をお願いします。9 月 30 日（火）までに連絡会事務局に持
参してください。なお、受け入れる書籍には一定の基準がありますので、提供して頂ける方は
連絡会事務局に問い合わせをお願いします。
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☎

581-6144（平日 13:00～17:00）

だいすき日野市民フェア２０１４” に期待しています！
日頃より地域協働課事

も数多くご出席いただき、誠にありがとうございました。

業にご協力いただきあり

懇談会のテーマに沿って日野市の“私の好きな場所”

がとうございます。

を市民の方が楽しそうに語る姿を拝見しながら、改めて、

地域協働課では、6 月

日野市の魅力の豊富さを実感し、また、この魅力と人を

23 日（月）から 7 月 9 日

つなげることが未来の可能性につながると感じました。

（水）にかけて、市内の

今年、消費者団体、自治会、市民活動団体等が協力し

中学校地区ごとに地域懇談会を開催いたしました。

て開催する「だいすき日野市民フェア」においても市民

今年は、「地域が地域を知る！」というテーマを掲げ、

活動を市民に紹介しながら地域の魅力を伝え、そして市

これまでの自治会に加え、子ども会、PTA、育成会、ひ

民同士がつながるフェアになればと考えております。

のっち、青少年委員、保護司、スポーツ推進委員、民生

地域協働課も市民団体等による地域活性化に貢献でき

児童委員、老人クラブ、地域包括支援センター、大学等

るように、今後とも協力させていただきます。市民フェ

の方々にも懇談会に参加して頂き、盛況のうちに終了す

アが活発になることで、日野全体の活性化・魅力あるま

ることができました。ひの市民活動団体連絡会の方々に

ちになることを期待しています。

日野市企画部地域協働課

連絡会加盟団体の行事です
年 2 回の一斉除草に協力を

平成 26 年度春ねんも公園一斉除草
参加の皆様、ご協力、感謝！

１０月５日（日）９：００～
作業は午前中、終了次第、解散予定。
道具・軍手は、事務局で準備します。
手ぶらで直接、ねんも公園にお集まり
下さい。

タイヤが黄色線より建物側に
はみ出さないように
車を止めて下さい。
（マンホールの蓋
破損防止のため）

おしゃべりしながら、交流も・・
みんなでやれば清々しい・・
（写真：日野映像支援隊 中川）

①エアコンは２８度に設定
②照明は必要最小限に
③エアコン、印刷機等の
スイッチ OFF 確実に

１０月１９日（日）１０：００～

（市民の森ふれあいホール）
１１月２９日（土）１０：００～

編集後記

今年はキャンプに行ってきました。一泊二日の川キャンプです。今年で五回目になりますが、親子で実施するため最
近親の負担が大きく実施をやめようかという声が上がっていました。今年はとうとう中止を決めましたが、ギリギリ
になってやはり実施することにしました。子供達は中高生になり、何も言わなくても手伝ってくれる姿が多く見られ
ました。やはり今年もとても疲れましたが、最後の感想で「今年が一番楽しかった」という声で疲れも吹っ飛びまし
た。子供達との活動は苦労も多いですが、続けていると子供達の繋がりが見られます。来年もキャンプができるかな
と終わったその日に考えていました。
（スキッパー代表
宮崎雅子）

４

