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市民活動サポートセンター登録団体と
メディア関係者との交流会を開催
「～メディアを味方に広報力アップ～」
【開 催 日 時】2018 年 2 月 24 日（土）14:00～16:00
【参加メディア企業】㈱ジェイコム千葉 YY 船橋習志野局、㈱ふくろうエフエム、
㈲北総よみうり新聞社、㈱ワイシーエス
【参 加 団 体】１１団体
①八千代市ゲートボール連合会②語りの会やちよ③NPO 法人八千代オイコス④八千代市
歴史研究会⑤八千代自然と環境を守る会⑥NPO 法人テンダーケア⑦ロータスクラブ⑧や
ちよ地域ねこ活動⑨やちよマミーズブラス⑩八千代交響楽団⑪新川千本桜の会
今回の交流会では、市民活動団体が各種情報発信する場合について、コーディネーター（市民活動サポート
センタースタッフ）が質問し、各メディアから説明していただきました。
○質問事項
１．記事として取り上げてもらうには、いつまでにどのような物を提出すればよいですか？
→各メディア所定の申請書があります。
２．メディアが取り上げたい内容は？
→いずれのメディアにおいても、まずは相談してもらえれば各メディア独自の取材を行い、メディアの視
点で記事構成を図るということです。
３．企画書・内容についてメディア側が目を引くポイントは？
→「その情報に係わる人の多さに注目しています。」
（ジェイコム）、
「地元色が強いということです。」
（ふ
くろうエフエム）
、
「イベント等のチラシ提供で良いのでまずは連絡が欲しい。」
（北総よみうり新聞社）
、
「きっかけから経緯、将来への展望が図れる内容を期待する。」
（ワイシーエス）等の説明が各メディア
企業からありました。
今回の交流会では大変和やかな時間を過ごせたものと思います。
今年度研修部会の最後のイベントになりましたが、これを機に各参
加団体から独自性のある色々な情報をメディアを通して多くの市
民の方々に発信されることを期待する次第です。

研修部会長 祖父江 晋
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八千代市市民活動サポートセンター運営委員
会
一年を振り返って
運営委員長 金室 彰
この一年間サポートセンター運営委員会に参加させていただきありがとうございました。運営委員会
の元で今年度もたくさんの経験をさせていただきました。
元来、八千代市市民活動サポートセンターは市が設置し市民活動団体と市の担当課が一緒になって運
営していく方法を執っています。たくさんの市民活動団体がサポートセンターを利用し、みんなでサポ
ートセンターのより良い使い方を模索し、運営委員会と一緒になって市民活動を展開していく拠点であ
ります。私たち運営委員会はこれからも市民活動団体の発展を心から応援していきます。一年間ありが
とうございました。

平成２９年度八千代市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３０年５月２６日（土）１３時３０分～
【会議室】八千代市福祉センター４階第３・４会議室
平成２９年度事業のサポートセンター運営員会の各部会実施報告と、サポートセンター登録団体の
活動発表を行います。
当日、発表していただく登録団体を４月中旬頃募集予定です。併せて運営委員の追加募集も行いま
すので、ご協力の程お願いいたします。また報告会へは皆さんお誘いあわせの上、ご参加願います。
詳しくはコミュニティ推進課または八千代市市民活動サポートセンターまでお問い合わせください。

お 知 ら せ
平成３０年度

特定非営利活動法人の

八千代市市民活動団体支援金

定款変更はお済ですか？

交付制度について

特定非営利活動促進法が平成２８年６
月に改正され、貸借対照表の公告に係る改
正の施行日が平成 30 年 10 月 1 日となりま
した。公告の方法について一部定款変更を
した方がよい場合もあります。詳しくは
「内閣府 NPO ポータルサイト」等をご覧く
ださい。

平成２１年度から始まった市民活動団体
支援金制度は１０年目を迎えます。
昨年より大きく制度が変わり、１８歳以
上の市民の皆さんが、応援したいと思う団
体の事業を選んで、届け出をすることで、
その団体を支援することができます。一人
当たりが支援できる金額は７５０円（新た
に支援金を負担するものではありません。）
今年度もご支援、ご協力をお願いいたし
ます。
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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。

エコライフやちよ
エコライフやちよは、省エネと地球温暖化防止を推進するため八千代市在住のメンバーが中心となり環境活
動を行っています。千葉県で地球温暖化対策の取組を促進するために 2002 年より地球温暖化防止推進員制度
が始まり、当初は各個人で温暖化防止活動を行っておりましたが、2004 年に千葉県地球温暖化防止活動セン
ター主催の研修会で八千代市在住の推進員が初顔合わせをし、皆で協力して地域の大きな力にしようという主
旨でエコライフやちよを設立しました。2018 年現在 13 人の推進員で活動中です。誰でも日常生活の中ででき
ることを実行し、子供たちの未来を大切に考える活動です。
市民の皆さまとともにエコライフを楽しむ活動として体験展示があります。
勝田台桜祭りや八千代市の科学作品展に参加し、子供さんを中心に、パワー
君という乗り物を使い人力で発電ができることを体験しました。また、普及
啓発のために公民館や生涯学習センターで出前講座ストップ温暖化を行って
います。省エネ活動としてグリーンカーテンを提案約 400 戸にカーテンの育
成を達成することができました。
今後も皆で協力して地域での温暖化防止活動に努めていきたいと思います。

勝田桜祭りでエコクッキングと太陽光発電の体験

風景

やちよ自然エネルギー市民協議会

八千代台まちづくり協議会

活動分野： 環境の保全
団体 PR： いよいよ『やちエネ』が八千代市で本格始動！
地域での市民発電所づくりを進めます。市民で自然エネル
ギーを創り、地域が自立していく未来を実現するため、共に
歩む仲間を募集中♬
環境への取り組みに不可欠な自然エネルギーの知識と技
術を持った人材育成を目指します。皆さまに自然エネルギ
ーとその活用方法を学んでいただくことにより、地域で活躍
できる人材を増やし、「市民による環境貢献」を進めます。
活動実績：
・2017 年 5 月 5 日：大塚農場ソーラーシェアリング見学
・2017 年 8 月 19 日：講演とワークショップ
「市民主体で自然エネルギーを創る」
・2017 年 10 月 14 日：設立総会＆記念シンポジウム
「地域で創る自然エネルギー」
・2018 年 1 月 27 日：みんなで学ぶ会第 1 回
「ただものじゃない！風が人と地域をつなぐ」
・2018 年 3 月 10 日：みんなで学ぶ会第２回
「自然エネルギー100%を目指す～世界から地域へ」
連絡・お問い合わせ：
事務局 土元 裕一 ＴＥＬ： 090-2408-9049
E-Mail：ytochinoki@gmail.com
http://yachiyorecc.net/

活動分野： まちづくりの推進
団体 PR： 八千代台のまちづくりが始まりました。みんなが
住みたいまちを目指してあなたもいっしょに始めませか！
ＮＰＯ法人設立に向けてよりよい活動を目指します。皆さ
まの理解と協力なくして成立しない地域コミュニティ事業で
す。八千代台の皆さまの困り事・悩み事が一つでも解決で
きるよう地域住民で支え合うサポート会員を広く募集してい
ます。
平成２８年６月３日に設立・承認された八千代台まちづく
り協議会は設立趣意書に基づき「八千代台地区の少子高
齢化に対応し、地域の個性や魅力を活かし利便性が高く
活力にあふれる地域作りを推進すると共に、これを支える
市民主体の持続可能なコミュニティを育むことを目的」とし
て活動しています。
活動実績：
・地下道キレイ×キレイ大作戦＋イルミネーション
・まちづくりシンポジウム：みんなで変える八千代台
活動・イベント情報：
・３月３１日（土）：桜ウォーク開催
八千代台第１～５公園でスタンプラリー
連絡・お問い合わせ：
事務局 土元 裕一 ＴＥＬ： 090-2408-9049
E-Mail：ytochinoki@gmail.com
https://www.yachiyo-machi.com/
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登録団体イベント情報
平成３０年度八千代市市民活動団体支援金交付制度申請事業

平成 30 年度春季テニス市民大会のご案内

残そう！八千代の自然・谷津田

【開催日】
①八千代の里山・谷津田散策
5 月 5 日(祝)…女子ダブルス（A・B）
クマガイソウやイチリンソウなど見
5 月 6 日(日)…男子ダブルス（A・B）
どころ満載、約３キロの散策です。道
5 月 11 日(金)…女子ダブルス初級／ベテラン混合
が悪いので、汚れてもよい靴で。帽子
ダブルス
着用、飲み物もわすれずに。
5 月 12 日(土)…男子シングルス A／女子シングルス
【日時】4 月 25 日（水）10 時～12 時 30 分
5 月 13 日(日)…男子シングルス B
【場所】八千代少年自然の家駐車場(少雨決行)
5 月 18 日(金)…女子ダブルス初級／ベテラン混合
＜八千代市保品 1060-2＞
ダブルス
【参加費】100 円（資料代）
5 月 19 日（土）…男子シングルスベテラン／各種目
【定員】20 名先着優先
5 月 20 日(日)…各種目
【場所】新川テニスコート(No.3～10 面)
②谷津田のお米づくり体験 ～田植え編～
【参加資格】八千代市在住・在校・在勤または
保品野草保存園内の水田で緑米を作ります。谷津
八千代市テニス協会所属の方
田のたんぼは泥深く、ちょっと大変ですが、色々な
【参加費】2,500 円（協会加盟団体 2,000 円）
生き物との出会いがあり、楽しさいっぱいです。11
【申込・問合せ】八千代市テニス協会
月には稲刈り、12 月には収穫祭やしめ縄作りもし
春季大会担当常任理事 二宮：
（TEL）047-750-3373
ます。（少雨決行）
※申込等詳細は下記を参照ください。
【日時】6 月 6 日（水）10 時～12 時
八千代市テニス協会ホームページ公開中
【場所】八千代少年自然の家駐車場
http;//www.8004tennis.com
【参加費】200 円（資料代、連絡経費）
【定員】10 名先着優先
こどもまつり 2018
【申込・問合せ】八千代自然と環境を考える会
ゲームや小麦粉ばくだんを投げ合って遊びます。
佐藤：（TEL）080-5878-3225
【日時】4 月 22 日（日）13 時～16 時（受付 12 時半～）
①②とも、必ず電話でお申し込みください。
【場所】勝田台小学校グラウンド （雨天時体育館）

桜ウォークでスタンプラリー
樹齢 60 年とも言われている八千代台の桜を楽し
みながら八千代台のまちを知ってもらえるようウ
ォークラリーを企画しました。
各自、下記日時の間で八千代台第１公園から第５
公園のいずれかの公園でスタンプカードを受け取
りスタートして下さい。３カ所以上のスタンプを集
めると、第３公園で先着 50 名に記念品をプレゼン
トします。
是非、ご参加ください。
【日時】3 月 31 日（土）10 時～13 時
【場所】八千代台第１公園～第５公園
【参加費】無料
【定員】なし（先着 50 名のみ記念品有）
【申込・問合せ】八千代台まちづくり協議会
事務局 土元：（ＴＥＬ） 090-2408-9049
E-Mail：ytochinoki@gmail.com
https://www.yachiyo-machi.com/

【募集】幼児～大学生 150 人
※幼児は保護者の付き添いをお願いします。
【参加費】3 歳以上 300 円
（保険代含/保護者も参加費が必要です）
【持ち物】飲み物・着替え・帽子など（暑さ対策） 小
麦粉ばくだん（15 ㎝四方の目の粗いガーゼ
に適量の小麦粉を包んでゴムや糸で結びと
めた物）
・水鉄砲（シャンプー、洗剤容器可）
＊雨天時 ： 上履き
オペラ

銀のロバ
生の歌声とピアノの音色が会場いっぱいひろがり
ます。
【日時】6 月 3 日(日) 会場 17：30/開演 18：00
【会場】八千代市市民会館大ホール
【料金】前売り 3,000 円 当日 3,500 円
フレンド 2,500 円（3 歳以下入場不可）
【申込・問合せ】NPO 法人子どもネット八千代
（ＴＥＬ）047-486-4699 平日 10 時～16 時
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