八幡市市民協働活動センターだより
平成 26 年 11 月 ー 第 ２ 号 ー
発

行：八幡市市民協働活動センター
（運営：特定非営利活動法人八幡まちづくり協会）

「とんかち」が製作された
掲示板(ｲｰｾﾞﾙ)設置

間伐材などを活用して作成された木製掲示板

市民協働活動センターには、同じ敷地内の
福祉会館（八幡市社会福祉協議会）やふる
さと学習館のような看板が無く、利用団体
や利用者などからも施設がわかりづらいと
ご意見をいただくこともありました。
そこで、登録団体の中で木工製作をされて
いるＮＰＯ法人とんかちに木製の看板と入
口前で催し物等の案内ができる掲示板（イ
ーゼル）を製作依頼し、まず木製掲示板が
完成し、早速活動センターの入り口に設置
いたしました。
とんかち理事長の小村さんは、掲示板の足
の部分はヒノキの間伐材、飾り部分はサク
ラの枝を活用したことなどを話されていま
した。活動センターの新たな顔として施設
の行事案内等に活用していきたいと思いま
す。

活動センター入口前に設置

市民協働活動センター

市民協働活動センター案内地図
ふるさと学習館

至京阪八幡市駅・御幸橋

福祉会館
市民協働活動センター

●所在地

〒614-8022
八幡市八幡東浦５（旧八幡東小学校 南棟1階）
京阪バス八幡田辺線・コミュニティバスやわた「八幡東浦」
下車北へ徒歩100ｍ ※敷地内駐車場スペースあり
●電 話 075-925-5748
●ＦＡＸ 075-925-5748
●メール yawata-npo.support@crocus.ocn.ne.jp
●開館日と開館時間
月・火・水・金・土 午前9時～午後６時
（年末年始・祝日を除く）※事務室スタッフは開館日の開館時間在室
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市民協働活動センター登録団体紹介
市内で活動されている団体を特集して紹介します。

ＮＰＯ法人道しるべ
現在は自己責任で問題に対処しながら生
きていかなければならない時代です。しか
し、ご近所には気楽に相談相手になってい
ただける親しい人がいない方も多くおられ
ます。そこで“道しるべ”では皆さんの『道
しるべ』になろうと専門家を招聘しての各

ことがあれば“道しるべ”にご相談下さい。
相談活動では法律に係わる問題は弁護士が
直接お聞きし、どうすれば良いのかを一緒
に考えます。現在、弁護士の人数を増やそ
うと考えております。
詳しくは、ホームページをご参照いただ
き、お問い合わせや多くの方々が積極的に
事業へご参加下さることを現会員一同が両

種事業を展開しております。
手を広げてお待ちしております。
８月には「相続税の改正とその対策」を
テーマに税理士の中谷先生を招聘して第７
回講演会を実施しました。
他にも「歌を楽しむ会」
「料理を楽しむ会」、
そして「バーベキュー大会」を開催してお
ります。この三事業は市民及び団体同士の
横の繋がりが強化されることを目的として
実施しており、特に障がいのある方の社会
参加に力を入れているところです。
また、６月からは中央小学校・くすのき
小学校の子どもたちに囲碁を教えておりま
す。囲碁を通じて、思考力と集中力を養う
とともに「布石」や「岡目(傍目)八目」な
ど囲碁にまつわる言葉も多く、国語教育に
もつながると考えています。いずれは市内
全ての小中学校で囲碁を取り上げて頂ける
よう努力しております。10 月の下旬から
は、パソコン教室を開始しており、今後は
出前教室も検討しています。
過去の経験を世のため・人のために生か
す生き方もすばらしいことと考えており、
植木の剪定や家庭菜園のお手伝いなど、こ
こでは紹介しきれない多種多様な事業や買
物弱者など地域社会の課題解決に向けた研
究も展開しております。
『ゆりかごから墓場まで』何でも困った

中央小学校での囲碁教室の様子

第 7 回講演会での税理士による講演

お問い合わせ先
☎ ０９０－５４６５－２１５０
ＮＰＯ法人道しるべ 理事長 山田さん
ホームページアドレス
http://npo-michishirube.life.cooca
n.jp/HTML/

ＮＰＯ法人八幡たけくらぶ
八幡たけくらぶは２００３年４月に５名
からスタート。１１年が経過し、今日では
会員も１００名までなってきました。
八幡たけくらぶの活動方針は、
１．竹林整備活動を通じて里山の環境保全
にお役立ちする。
２．地域奉仕活動を通じて、まちづくりに
お役立ちする。
３．子どもの健全育成にお役立ちする。
の３つの「お役立ち」を掲げ取り組んでい
ます。
この中でも「竹林整備活動」が中心で、
男山周辺の竹林６ヶ所で、延５万 ha を超
えるまでになってきました。地権者の皆様
のご理解とご協力により、活動の場所を提
供頂いております。会員も平均年齢７０歳
近くになっていますが、月４回の定例活動
と４～５日の粉砕活動にも「お役立ち」に
貢献しようと参加頂いております。年１回

事で、各自自分の体力に応じた活動に参加
頂いております。
２０１２年６月から男山展望台の茶店跡
を、八幡たけくらぶが借り受け「展望の館」
として、土・日・祭日には開館し、竹細工
販売や、写真パネルによる活動紹介や、パ
ンフレットを手渡し、里山の環境保全を訴
えています。また、第１日曜日には展望台
の定例活動として、展望台周辺の清掃や、
環境整備に取組み、八幡のシンボルである
「男山」を観光の名所にしたいとの思いで
取り組んでいます。

は「一般公募竹林整備活動」も実施してい
ます。開催時期も４月という事もあり、筍
掘りも体験できるとあって子どもも参加し
て頂いておりますが、この活動を通じて「里
山の環境保全」をＰＲしています。
昨年６月には、こうした活動が評価され、
一般社団法人全国森林レクリエーション協
会から「地域美化活動コンクール」におい
て奨励賞を受賞いたしました。会員もこの
受賞を励みに頑張っています。
竹林整備活動の他にも「竹細工同好会活
動」やイベント行事での「竹細工体験教室」
の開催、会員相互の親睦行事も盛り沢山で、
現役を退いた会員は、新たな生きがい・や
りがいを感じて頂いていると思います。
ボランティア活動の基本である「参加で
きる日に、自分で出来る事をする」という

八幡たけくらぶ会員と福祉のつどいでの竹細工教室

お問い合わせ先
☎ ０７５－９８３－２７３０
ＮＰＯ法人八幡たけくらぶ
理事長 森脇さん
ホームページアドレス
http://www7a.biglobe.ne.jp/~take
kurabu/

ＮＰＯ法人
22 世紀八幡ﾙﾈｯｻﾝｽ協会
「竹炭による大谷川の浄化実験」
１９９８年から１人でゴミ拾いから始め
た「22 世紀八幡ルネッサンス運動」は、
１６年の歳月を経て５０名余の団体に発展
し、京都府山城広域振興局が行う「さわや
かボランティア・ロード事業」や「山城う
るおい水辺パートナーシップ事業」に「山
城地域のボランティア団体」として登録さ
れ、さらには八角堂や重要文化財伊佐家住
宅の清掃整備などの環境整備活動により地
域社会に貢献して参りましたが、活動内容
を充実させるとともに活動範囲を拡大すべ
く、２０１３年に「ＮＰＯ法人２２世紀八
幡ルネッサンス協会」を設立しました。
その中で「ホタルの飛び交う大谷川」を
夢見て、
「竹炭による大谷川の浄化実験」に
着手すべく、八幡市との協議を重ねた上で

竹炭には、水質浄化、土壌改良、消臭脱
臭、湿度調整、遠赤外線、抗菌の効果があ
るとされ、竹炭の高い吸着能力で河川の汚
染物質を取り除き、吸着された汚染物質を
竹炭に繁殖する微生物によって分解される
ことで水質が浄化されることは周知のこと
ですが、生活排水や畑の肥料や農薬等によ
り、どれだけの水質改善が見られるかは未
知数と、水質浄化を専門とする大学准教授
からコメントを戴き、竹炭による水質浄化
実験が当年の１０月より開始いたしますの
で、皆様が「河川を汚さない」意識を持っ
てご協力下さいますようお願いします。

大谷川への竹炭投入が決定されました。

大谷川での竹炭投入場所

大谷川と市内道路での清掃活動

お問い合わせ先
☎ ０７５－９８１－６５０５
ＮＰＯ法人 22 世紀八幡ルネッサンス協会
理事長

伊藤さん

ホームページアドレス
http:// 22yawata.main.jp/
竹炭が入れられた「蛇カゴ」

ＮＰＯ法人八幡まちづくり協会

登録団体イベント紹介

＜ＮＰＯ法人八幡まちづくり協会の活動＞
ＮＰＯ法人八幡まちづくり協会は、現在
市民協働活動センターの事務を行っており、
皆様方には何かとお世話になっております。
私どもの会は、八幡市内にある様々な活動
団体の支援をその目的としています。
現在は地元の男山第 4 住宅のイベント等
の応援をしており、特に七夕祭りは毎年開
催される行事として各種支援をしておりま

「あかりの祭典 2014」
期間：平成 26 年 11 月２２日（土）
～12 月２５日（木）
※点灯時間は午後６時～１１時
場所：さくら近隣公園周辺
オープニングセレモニー
・11 月２２日（土）午後 5 時 30 分
・さくら近隣公園
主催：NPO 法人八幡まちおこしの会

す（写真参考）。将来的には男山だけでなく、
市内の様々な団体への支援ができる団体を
目指しております。
今後は、上記支援に加え、他にも福祉や
環境問題を扱う団体への支援を活発化させ
たいと願っています。

共催：男山中央センター商店街
＜昨年のあかりの祭典 2013 の様子＞

さくら公園内通路のライトアップ

男山第４住宅七夕祭りでの笹飾り

お問い合わせ先
☎ ０９０－１５８１－８２７６

オープニングセレモニーでの和太鼓演奏

ＮＰＯ法人八幡まちづくり協会 理事 石川

ホームページアドレス
http://www.geocities.jp/y_matizuk
uri

お問い合わせ先
☎ ０７５－９８２－５８６１
ＮＰＯ法人八幡まちおこしの会事務局

団体イベント等カレンダー

センター施設利用のご案内

平成 26 年 11 月

活動センター施設（団体活動室及びコピー
機、印刷機、ロッカー等）をご利用いただ
くためには、団体登録（無料）が必要です。

１日
～２日

第 42 回八幡市民文化祭
(八幡たけくらぶ・とんかち・
JointJoy 等市内活動団体参加)

９日

食べる力と IPPAI の幸せ
(パーキンソン病支援センター)

１６日

(会場：まめ屋(京都市二条))
第１０２回サロン交流会
(パーキンソン病支援センター)

２２日

(会場：ひと・まち交流館京都)
あかりの祭典 2014
(八幡まちおこしの会)
22 日 オープニングセレモニー ～
12 月 25 日迄さくら公園ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

平成 26 年 12 月
７日
７日

第４回歌を楽しむ会
(道しるべ)(会場：橋本公民館)
八幡まちづくり協会講演会

１４日

「若年性認知症支援の有り
方」(八幡まちづくり協会)
食べる力と IPPAI の幸せ
(パーキンソン病支援センター)

２０日

(会場：まめ屋(京都市二条))
ココロカフェ＠キララ商店街
(パーキンソン病支援センター)
(会場：京田辺市ｷﾗﾗ商店街ｷﾞｬﾗﾘｰ)

２１日

第１０３回サロン交流会
(パーキンソン病支援センター)

(会場：ひと・まち交流館京都)
２３日

やましろ地域交流フェスティバル
(京都府山城 NPO ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ)

(会場：文化パルク城陽)

＜登録にあたっての注意点＞
◎活動内容がＮＰＯ団体等の市民の自主的
で営利を目的としない社会に貢献する活
動であること。
◎活動センターの目的の一つである「団体
同士の連携やネットワークづくり」
「施設
運営」に協力できること。
◎利用禁止事項の遵守
政治・宗教・営利目的活動、公の秩序又
は公序良俗に反する活動をしないこと。
以上の注意点を了承いただき、登録申請書、
規約、活動の分かる資料とともに活動セン
ター事務室スタッフまでご提出下さい。

活動センター登録団体
現在八幡市内の NPO 法人・任意団体等から、
１０団体が利用登録されています。
＜登録団体＞（平成２６年 10 月末現在）
・八幡まちおこしの会 ・とんかち
・八幡たけくらぶ

・あしたばの家

・道しるべ

・八幡まちづくり協会

・パーキンソン病支援センター
・22 世紀八幡ルネッサンス協会
・JointJoy

・八幡の歴史を探究する会

※団体登録及び利用相談等は活動センターま
でお願いします。

―編集後記―
市民協働活動センターだよりは、利用団体の皆さんからの寄稿や写真、行事予定などの情報を提供いただ
き、第２号を発行することができました。活動センター及び各団体の活動を市民に知っていただくととも
に情報提供の広報紙として随時発行していきたいと考えておりますので、紙面作成に引き続きご協力をお
願いします。

