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八千代市制施行５０周年記念事業

平成 29 年 11 月 12 日八千代フルルガーデン噴水広場にて「やちよ市民活動フェスティバル 2017」が開催され
ました。今年は 23 団体が参加し、延べ 4,400 人の来場者に来ていただき、団体ごとに特色あるパフォーマンス
で活動紹介と交流を行い大勢の方に楽しんでいただきました。
展示＆体験ブースでは、作品展示やミニ体験コーナー
を設けたり、活動の様子を掲示したりと工夫をし、立ち
寄ってくれたお客さまには熱心に説明をしていました。
ステージでは、参加団体による演奏会やダンス、参加型
パフォーマンスが行われ、多くの方に足を止めて観てい
ただき、たくさんの声援と拍手をいただきました。ブー
スを盛り上げるのは毎年好評の「スタンプラリー」
。本部
でアンケートに答え、カードをもらい興味のある団体を
回りスタンプをもらいます。最後はもれなく景品をもら
うことができます。新規企画として、
「みんなの塗り絵」
コーナーが新設され、市民活動をイメージした塗り絵を、
思い思いのカラーに色付けし、パネルに掲示し皆さんに
今年は八千代市が市制施行 50 周年の年にあた
見ていただくことができました。
り、このフェスティバルでも「anniversary」をテ
ーマに、各団体の記念日を祝う「アニバーサリーポ
スター」も作成いたしました。また、ステージでは、
八千代市制施行 50 周年を盛り上げてくれる「きら
きら八千代ジュニアダンス」のダンス披露もあり、
会場はたくさんの人であふれていました。
市民活動は八千代の元気の素、一人の力は微力で
もたくさんの人と繋がると大きな力になります。
やってみたいことや興味のあることから自分に
できることを見つけ、共に生きる社会づくりに参加
参加団体 23 団体（順不同）
することができます。この日は、市民の皆さんと市
ＮＰＯ法人子どもネット八千代/ＮＰＯ法人にじと風福祉会/ＮＰ
民活動団体との出会いの場になり、会場は一日中賑
Ｏ法人ひびき会/ＮＰＯ法人八千代オイコス/里山むつみ隊/新川
千本桜の会/脱原発八千代ネットワーク/日本ボーイスカウト千葉 わっていました。
県八千代・習志野地区協議会/ママの働き方応援隊勝田台学級/や
ちよ地域ねこ活動/やちよマミーズブラス/八千代環境市民連絡会
/八千代市郷土歴史研究会/八千代市ゲートボール連合会/八千代
市国際交流協会/八千代市子ども会育成連絡協議会/八千代自然と
環境を考える会/八千代市テニス協会/八千代市ほたるの里づくり
実行委員会/八千代〈ひきこもり〉と共に生きる会/カウア、エハ
コ＆軽音楽/きらきら八千代ジュニアダンス/八千代市ボランティ
アセンター
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アンケートの結果発表
市民活動団体支援金交付制度を知って
いますか？
【はい】
【いいえ】
220 名
198 名

メディアを味方に広報力アップ！
効果的な広報を行うための
メディア関係者と市民活動団体の交流会
市民活動団体が、イベント情報などを多くの人に知ってもらいたいと思ったと
き、メディアは重要なツールです。そこで、どのように情報発信をすればよい
か、またメディアが取り上げたくなる事業はどのような内容なのかなど、メデ
ィアに携わる方々を招き、直接お話しを伺い交流します。
また、名刺交換の時間もありますので、担当者を知る良い機会です。
是非この機会にご参加ください。
対象者：やちよ市民活動サポートセンター登録団体に所属している方
会 場：八千代市役所別館２階第１（・２）会議室
日 時：平成３０年２月２４日（土）１４：００～１６：００
定 員：先着１０団体（計２０名程度）
参加費：無料
申込方法：電話、ＦＡＸ、メール（団体名、氏名、連絡先等をお伝えください）
申込期間：平成３０年１月５日（金）から平成３０年１月２９日（月）まで
※定員に達し次第締め切らせていただきます。
申込み先： 八千代市役所コミュニティ推進課
ＴＥＬ/ ０４７－４８３－１１５１ＦＡＸ/ ０４７－４８４－８８２４
Ｍ Ａ Ｉ Ｌ/ nposupport@city.yachiyo.chiba.jp

やちよ市民活動サポートセンターのホームページを豊かなものにするために

登録団体マイページ作成・更新講習会
市民活動サポートセンターホームページ作成講習会を担当して
9月30日、市民活動サポートセンターにおいて、市民活動サポートセンターホームページ 講習会が開
かれ、５団体６名の方が参加されました。
この講習会は、2013年度からサポートセンターのホームページを活用して、それぞれの団体のＰＲ
力を向上させてほしいという趣旨で、運営委員会研修部と広報部が共同で企画している講習会で、今年
度で５期目となります。当初、萱田南小学校のパソコン室にて行う予定でしたが、今年は事前申込人数
が少なく、急遽市民活動サポートセンターで行うこととなりました。
皆さん、サポートセンターのホームページをご覧になったことがありますか。サポートセンターのホ
ームページには登録団体のマイページがあり、それぞれの団体が様々な情報を載せることが可能です。
登録団体の中には独自に素晴らしいホームページやブログが開設されている団体もございますが、それ
とは別でサポートセンターホームページにも情報を載せる
ことにより、市民団体間のつながりを作ることができ活動
の幅を広げることが可能です。
パソコン操作が苦手でもマイページは決まったフォーマ
ットになっており、簡単な入力で作成が可能ですので、ぜ
ひ挑戦してみてください。きっと新しい世界がひろがりは
じめます。まずは会員ログイン！
以上（広報部、佐藤）
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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。

八千代自然と環境を考える会
八千代自然と環境を考える会は、1992 年、生協で身近な環境を調べていたグループが中心になって、発足しま
した。環境測定として、水質や大気、酸性雨の簡易調査を行いましたが、最も関心が高かったのは、八千代市が水
道水源として日本一汚れている印旛沼の上流になることと、周りの様子の観察ができる水質調査でした。水質は最
悪期は脱していましたが、それ以上の改善がない状況で、これからの水質の浄化には、水辺の確保が大切と、今で
は保品の谷津田で在来野草の保護やお米作り、観察会などをしています。
一番うれしいのは、多くの人との出会いです。活動が行き詰った時
は、会員外の皆さんが助けにきてくれました。ボランティアで、会員
以上の働きをしてくれる皆さんに支えられて会は進行しています。自
主保育グループの方が代替わりしながらも 3 年間続いてきてくれたこ
とも大変うれしいです。初めての時は大泣きした子どもが今ではリー
ダー格。子どもの成長が見られるのはほんとにうれしいです。
観察会に来られた皆さんは、身近で狭い場所なのに数多くの動植物
に出会えることにとても驚かれます。谷津田は狭くても斜面林や水路
があり、手入れされることで、維持されてきた自然です。この豊かな
自然を次世代の子どもたちに残すには、整備が必要です。
夏休みには毎年トンボの専門家を招いて観察会をしていますが、た
った 2 時間半でオニヤンマはもちろんのこと、最高 18 種ものトンボ
のほかにタマムシ、クワガタ、カエルなども観察でき、皆さん大喜び
です。ところが最近はトンボの種類は 10～12 種見られるものの、頭数が激減しており、心配しています。
（佐藤 素子）

NPO 法人テンダーケア

NPO 法人八千代市市民活動団体連合会

活動分野：保険・医療・福祉/人権・平和/職業能力・雇
用機会/連絡・助言・援助
団体 PR： この法人は障害者や要介護者も健常者も共
に包み支え合い、社会の構成員として地域社会に参加
することができ、住民一人一人が健康でいきいきとした
暮らしのできる豊かなコミュニティの実現を図るために、
障害者や要介護者の社会参加支援モデル開発を行
い、広く一般住民を対象に研修会、研修誌による教育、
啓発事業にて、広く普及し、各地域で社会参加モデル
の実践を行い、障害者や要介護者と健常者が共存でき
る地域福祉の推進に寄与することを目的とする。
活動・イベント情報：
・毎週オレンジ・サロン（カフェ）を開催
【日曜日 11 時～15 時】
・生活困窮者支援法に則り、フードバンクに対し、
日常生活用品の【もったいないリサイクル・バン
ク】を推進中！！
・介護保険適用外生活支援サービスの実施
・孤立化防止を目的とした講習会を実施
・任意後見人制度・生前整理などエンディングのお
手伝い
一般会員 年会費 1,000 円
連絡・お問合せ先：047-406-4328
http://www.tender-care.org/

活動分野： 市民活動団体支援（行政/業界組織/市民
団体との協働事業、交流促進・普及啓発事業）
団体 PR： 当団体は、八千代市内で市民活動を継続的
に行っている団体のために相互の情報交換と活動の
連携・親睦を図り、市民活動の発展・向上のための
事業を行い、団体間、市民と団体、行政と団体をつ
なぎ「協働のまちづくり」に寄与することを目指し
ます。
活動・イベント情報：
・八千代市新川千本桜・河津桜まつりの実施
平成 29 年 3 月 11 日（土）、12 日（日）
・こしがや市民活動連合会との交流
平成 29 年 7 月 26 日（水）
・2018 やちよ『伝えさくら』まつり実行委員会発足
平成 30 年 3 月 3 日（土）
・4 日（日）開催予定
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連絡・お問合せ先：
理事長：祖父江 晋
E-Mail：wkbpk661@yahoo.co.jp

赤ちゃんとママの不用品交換会

親子で楽しむ鑑賞会

【日 時】2 月 3 日（土）17：30（開場 17：00）
【場 所】八千代市市民会館大ホール
【参加費】あり
【対 象】小学生以上
*必ず事前に問合せください。
【主催・問合わせ】
ＮＰＯ法人子どもネット八千代
☎ 047-486-4699（月～金・10～16 時）
*********************************************
０才からのコンサート

『馬頭琴コンサート』
時】2 月 18 日（日）
10：30（開場 10：15）
【場 所】八千代台文化センター
【参加費】500 円（４歳以上）
【対 象】乳幼児～
*必ず事前に問合せください。
【主催・問合わせ】
ＮＰＯ法人子どもネット八千代
☎ 047-486-4699（月～金・10～16 時）

おひさまサロンでは３月２０日（火）の午前
９：３０～１１：３０に赤ちゃんとママの不用
品交換会を開く予定です。赤ちゃんとママのも
のなら何でも OK です。９月１９日にママたち
の要望で開きました不用品交換会が好評でし
たので、半年に１回ぐらい開いてほしいという
ママたちの希望に沿うことにいたしました。
おひさまサロンの行事ですので、申込不要で
す。駐車場も確保できます。事前に持ち込むこ
とも可能ですが、その場合は、できれば藤城
（ 090-7184-0275 ） に お 電 話 く だ さ い 。
NPO 法人ひびき会

【日

初心者のための
谷津田の冬鳥観察会
少年自然の家から間谷谷津、伊勢谷津の冬鳥を
探しながら散策します。
約 3 キロ、汚れてもよい靴で、あれば双眼鏡。観
察できる鳥はモズ、ツグミなど、運が良ければ、カ
ワセミやルリビタキも。

*********************************************
みてね～きいてね～あそんでね

【日 時】3 月 18 日（日）14：00（開場 13：45）
【場 所】八千代台文化センター
【参加費】あり
【対 象】幼児
*必ず事前に問合せください。
【主催・問合わせ】
ＮＰＯ法人子どもネット八千代
☎ 047-486-4699（月～金・10～16 時）
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【日

時】1 月 31 日（水）
9：30 集合～12:30 解散
【場 所】八千代市少年自然の家
【参加費】１００円
【対 象】雨天中止
*必ず事前に問合せください。
【主催・問合わせ】
八千代自然と環境を考える会
佐藤素子 ☎080-5878-3225

