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２月１８日(土)に八千代市総合生涯学習プラザにて、「地域の活動で仲間を見つけよ
う！」が開催されました。ＮＰＯ活動やボランティア活動に興味があるけどきっかけが
欲しいという声に応えての開催となり、１８人の一般市民の方が来場され、１３の市民
団体が活動の展示や紹介をしました。
まずは交流スペースで簡単なアンケートを記入し
てもらい、興味のあることややってみたい活動をヒ
ヤリング。その後簡単な説明を聞き、それぞれの団
体ブースに移動してもらいました。団体は特色のあ
るオリジナルパネルを掲示し、パンフレットを使い、
楽しくおしゃべりしながら活動紹介をしていまし
た。参加者は、興味のもてることや持ち前のスキル
を活かしながら活動しやすい団体に出会うことがで
きるなど、短い時間でしたが、有意義な時間を過ご
すことができました。
参加者からは「時間ができたので、何かできるこ
とがあればやってみたい」
「いろいろな分野があるの
で驚いた」などの声が寄せられ、少しずつですが活
動の輪を広げることができました。
直接会って話を聞くと、団体の雰囲気や活動して
いる人の人柄もわかり、地域活動が身近に感じても
らえたようです。
参 加 団 体
今後は、参加団体を増やし、よりわかりやすい情
ＮＰＯ法人ひびき会
報発信を行うなど事業の改善に努めていきたいと思
八千代市郷土歴史研究会
います。また、人と繋がる喜びや、やちよの街づく
八千代自然と環境を考える会
りを担うことが生きがいとなる活動に、多くの人が
八千代環境市民連絡会
興味を持って参加していただければと思います。
ロータスクラブ
八千代市テニス協会
ヤマトミクリの里づくり協議会
八千代川柳連盟
ＮＰＯ法人八千代オイコス
ＮＰＯ法人みんなの街やちよ
八千代市更生保護女性会
ＮＰＯ法人子どもネット八千代
八千代＜ひきこもり＞と共に生きる会
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ふれあい大学地域デビュー講座で市民活動を紹介しました
１月２７日（金）午後２時から福祉センター４階第３・
４会議室において地域デビュー講座が開催されました。
本講座は、八千代市長寿支援課の要請を受け、研修部
会が企画協力したもので、昨年に引き続き八千代市ふれ
あい大学福祉講座受講生の方々を対象に市内の市民活動
団体を紹介することによって、地域活動への関心を高め
て頂くとともに一人でも多くの方々が地域活動デビュー
されるきっかけ作りを目的としたものです。
今回は、サポートセンターの登録１０団体（前半５団体：NPO 法人八千代オイ
コス、ロータスクラブ、八千代川柳連盟、NPO 法人ユーアイやちよ、八千代市郷
土歴史研究会、後半５団体：里山・竹の会、ゆりのき通り植栽ボランティア、八千
代市更生保護女性会、NPO 法人八千代市民プレーパークの会、八千代市ほたるの
里づくり実行委員会）が１団体あたり７分の持ち時間で各団体の活動紹介のみなら
ず、演者が活動を始めたきっかけ等を中心に発表していただきました。
本講座では受講生の方々の質疑応答は設定せず、研修部会で引き続き開催する
「地域の活動で仲間をみつけよう」
（２月１８日：八千代市総合生涯学習プラザ、
本号 1 ページにて紹介）の開催案内を配布し、興味のある活動団体から直接話を聞
いてもらうことにしました。研修部会では市民活動サポートセンターに登録の市民
活動団体が安定的に活動を継続するための人材確保に協力していきたいと考えて
います。
最後に貴重な場を提供頂きました長寿支援課の皆様、登録１０団体の皆様に厚く
お礼申し上げます。
（研修部会長）

平成２９年度市民活動団体支援金交付制度について
平成 21 年度から始まった市民活動団体支援金交付制度は 9 年目を迎え、29 年度は制度が大きく
変更になります。

変更点①18 歳以上の市民の皆様全員が
届け出可能に！
・従来は個人市民税を納めていただいた方のみ
が、支援する団体を選択できましたが、29 年度
は届け出終了日に満 18 歳以上である市民の皆様
全員が、選択届け出ができるようになります。
２８年度の
届け出
可能者数

２９年度の
届け出
可能者数

約９万人

約 16 万人
約 1.8 倍に！

変更点②1 人当たりの支援金額が一律に！
・従来は 1 人当たりの支援金額は、届け出者の納め
た個人市民税額の 1％相当額まででしたが、29 年度
は市全体の個人市民税の１％相当額を 18 歳以上の
八千代市の人口で割り返した額を基に、市が定めた金
額となります。
（29 年度は 750 円までです。）
納税額
５万円の
Ａさん

納税額
10 万円の
Ｂさん

納税額
20 万円の
Ｃさん

500 円まで

1000 円まで

2000 円まで

Ａさんも、Ｂさんも、Ｃさんも、
750 円まで（２９年度の金額です）

支援対象団体とその事業については広報やちよ６月１日号の特集号に掲載される予定で、選択届け
出受付期間は 29 年 6 月 1 日（木）～7 月 18 日（火）を予定しています。
より多くの方が参加できるようになった本制度、ご支援の程どうぞよろしくお願いいたします。
-2-

市民活動、悲喜こもごも！
八千代市内には福祉、環境、文化、スポーツ、子育て支援など、様々な分野の市民活動団体が活動しています。
このコーナーでは登録団体の皆さんに、活動をしていく上で大切にしていることや、やりがいなどを伺います。

特定非営利活動法人

にじと風福祉会

私たちは障害児の放課後活動を提供している事業所です。現在八千代市内に５つの事業所を運営しており、
子供達の活動の場として「にじと風」
「にじと風キッズ」「さくらいろの風」「あかねいろの風」の４事業所。
高校卒業後の大人の生活の場として「花浅葱」という事業所を運営しております。各事業所ごとに特色のある
活動をしていますが、法人の理念として「遊び」を中心に活動しています。「遊び」の中で社会性の促し、集
団生活のルールを学んでいき日々子供達と活動をしています。日々の活動として学校終了後に各事業所ごとで
遊んでいます。
「にじと風」ではお友達同士で遊び、
「さくらいろの風」ではスヌーズレンという感覚統合、
「あ
かねいろの風」では動的スヌーズレンのボールプール
やトランポリンを使って体を動かして遊んでいます。
月２回土曜日に外出行事も行っていて、春にはボ
ーリングやイチゴ狩り、夏には海や水族館一泊旅行、
冬にはクリスマス会、お餅つき、スキー旅行へ行き
子供や家族、職員一緒に楽しみ精一杯遊んでいきま
す。子供達の笑顔が毎日輝く事業を行っていきたい
と思います。これからも日々精進していきたいと思
います。

（にじと風福祉会 荒木 賢太）

～サポートセンターからのお知らせ～
①小会議室が利用開始に！
・３月１７日(金)から小会議室が利用可能になります。最大１８名程度が
利用可能な会議室で、１か月前から予約を受付いたします。
②会議室の利用申請が必要になります
・４月から会議室を利用する際に利用申請書の提出が必要になります。
ご面倒をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。
③印刷機の夜間予約について
・印刷機が込み合う時期となりましたが、サポートセンターの登録団体は夜間のみ印刷機
の予約ができます。お気軽にご利用ください。
土曜日：１７時から２１時の間で１回 2 時間以内のご利用ができます。
１か月前から予約を受付いたします。
上記についての詳細は、コミュニティ推進課（047－483－1151(代)）またはサポート
センターまでお気軽にお問い合わせください。

平成２８年度市民活動サポートセンター運営委員会事業報告会を開催します
日時:平成２９年５月２７日(土)１３時３０分～福祉センター４階第３・４会議室
２８年度事業の実施報告と登録団体の活動発表、２９年度事業計画などの発表を行います。
★当日発表していただく登録団体を募集します。ご希望の団体はサポートセンターに
お申し込みください。
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米作りを体験してたくさん楽しもう！

６．６キロを散策します

今年も田んぼだ！

～ぐるっと散策☆時平４社巡り～
【日 時】４月２５日(火)９時００分～
【集合場所】大和田駅集合

解散は八千代中央駅

【参加費】５００円(保険代含む)
【締 切】４月１８日(火)まで
【主催・申し込み先】八千代市レクリエーション協会
菅野 047-483-5433
※下総三山の七年祭りにかかわりが深い、時平神社４社
(大和田・萱田・小坂橋・下萱田)を巡ります。
５.５キロを散策します

【年間スケジュール】田起こし：４/２３ 代掻き４/３０
田植え：５/７ 草取り:５月～８月(３,４回) 稲刈り:９月
中旬 脱穀:１０月中旬 餅つき大会：１２月中旬
※田んぼ作業は主に日曜午前中に活動
【場 所】神久保の田んぼ
【参加費】
「米作り」と「餅つき大会」合わせて
１家族２０００円
【主 催】ＮＰＯ法人八千代オイコス
【問い合わせ】HP: http://yachiyo-oikos.jp/
※収穫したもち米は「餅つき大会」＋各家族に配布
(２８年度は１．５ｋｇ)
2017 年八千代市市民活動団体支援金交付制度申請事業

～ぐるっと散策☆花巡り～

残そう！八千代の自然・谷津田

【日 時】５月３０日(火)９時００分～

コープみらい地域クラブ企画事業

【集合場所】村上駅 解散は八千代中央駅

①八千代の里山・谷津田散策～早春編

【参加費】５００円(保険代含む)
【締 切】５月２３日(火)まで
【主催・申し込み先】八千代市レクリエーション協会

カタクリやカントウタンポポなど見どころ満載、約３キ
ロの散策です。帽子、汚れてもよい靴で。

菅野 047-483-5433

【日 時】４月５日(水)１０時００分～１２時００分
※トチノキの白い花にハナバチが、オオムラサキツツジ 【集合場所】八千代少年自然の家駐車場(少雨決行)
＜八千代市保品 1060-2＞
に蝶が蜜を吸いに来ているのを探しに出かけましょう。
【参加費】１００円（資料代）
全ての人へのワークショップ
【定 員】２０名先着優先

我が家のリスク対策

②谷津田のお米づくり体験 ～田植え編～

・生きづらさを考えるワークショップ・

【日 時】４月２２日(土)１４時００分～１６時００分
【会 場】八千代市東南公民館
【募集人員】３０名
【持ち物】なし
【締 切】４月１４日(金)
【主催・申し込み先】八千代〈ひきこもり〉と共に
生きる会 檜垣(ひがき)まで
電話：070-5457-4236 Mail：higakimasaya@hotmail.com
※ファイナンシャルプランナーと共に、将来の生活設

保品野草保存園内の水田で緑米を作ります。ふゆみ
ずたんぼの水田は泥深く、ちょっと大変ですが、いろ
んな生き物との出会いがあり、楽しさいっぱいです。
１１月には稲刈り、１２月には収穫祭やしめ縄作りも
します。

【日 時】６月７日(水)１０時００分～１２時００分
【集合場所】八千代少年自然の家駐車場（少雨決行）
【参加費】２００円（資料代、連絡経費）
【定 員】１０名先着優先
①②とも、必ず電話でお申し込みください。
計について楽しく学びます。ワークショップは参加者 【主催・申し込み先】八千代自然と環境を考える会
同士が“先生”になる学びの形です
佐藤 電話：080-5878-3225

親睦会～お茶菓子を囲みながら～

ＮＰＯ法の改正に関する研修会

カラオケも楽しめます！
【日 時】４月１６日(日)１４時００分～１６時００分
【会 場】八千代市ふれあいプラザ 第１大広間
【対 象】失語症当事者やその家族
失語症に関心のある方
【主 催】八千代失語症者の会「ひばりの会」
【問い合わせ】電話：047-450-1221 横山
Mail:hibari.yachiyo@gmail.com

２９年度に改正されるＮＰＯ法の改正点のポイントや
対応方法についての研修会を行います。
【日 時】４月２１日(金)１４時３０分～１６時３０分
【会 場】八千代市役所２階第１・２会議室
【参加費】無料
【主 催】八千代市
【問い合わせ】コミュニティ推進課 047-483-1151(代)
Mail：nposupport@city.yachiyo.chiba.jp
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