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（１）各団体へ寄せられた主なご意見・ご感想 

 
 
事業名 生涯学習の集いイン八王子～コーディネーター会創立五周年記念～ 

団体名 八王子生涯学習コーディネーター会         事業成果報告の記載ページ   Ｐ６

・ 各地域に取り組みを広げていく計画が、とても素晴らしいと思います。こうした楽しみに触れるこ

との少ないデイサービスにも参加されてはいかがでしょうか。（40代女性） 

・ 生涯学習啓発活動の意図がわかり良かった。（４０代男性） 

 
事業名 あなたもメディエーター。円滑なコミュニケーションとわだかまりのない日々の暮らしのために 

団体名 草の根メディエーション（和解支援）の会      事業成果報告の記載ページ   Ｐ８

・ メンタルな面がストレスとして病気にもなるので、地味な活動でも続けてほしいと思います。（40

代女性） 

・ 成果報告資料を見て、取り組み内容が素晴らしいのですが、年間スケジュール、企画の立て方に工

夫が必要かと。できることから着実に開催していくことで、信用を得られ活動が広がるのでは、ぜ

ひ継続をしてください。（40代女性） 

・ 対人トラブルの解決方法がわかりよかった。（４０代男性） 

 
事業名 ポレポジさぽーと 

団体名 ポレポジさぽーと                事業成果報告の記載ページ   Ｐ１０

・ 思いや悩みを受け止めて寄り添う存在は、教育現場では不可欠です。こうした活動が「公」でない

ことが残念です。市としての支援を別に考えても良いのではないでしょうか。（40代女性） 

・ 発達障害は、何種類もの障害があり、支援方法にしても大変苦労されているのではないかと思う。

これからも、ニーズはどんどん増えてくると思うので、頑張ってほしい。（40代女性） 

・ 発達障害の子どもを持つ母親への支援方法について、具体的に理解でき良かった。発達障害の子ど

もたちの学習支援についても貢献していることがわかった。（４０代男性） 

 
事業名 要約筆記啓発講座 

団体名 八王子要約筆記サークルそらの会         事業成果報告の記載ページ   Ｐ１２

・ 要約技術はもちろん、読みやすい字も必要なのだと感じました。筆談もですが、講演会ではパソコ

ン利用での要約を見たこともあります。（40代女性） 

・ 手話はちっとも覚えられなかったが、要約筆記に興味をもった。１０名しかいないことにも驚き、

いつかチャレンジできればと思った。（40代女性） 

アンケートの概要 
実施日  平成２２年６月５日（土）成果報告会にて 
対 象  成果報告会に来場された方 
内 容  各団体の活動や成果報告会等に対するご意見・ご感想 
回答数  １２ 

 ６ 成果報告会 アンケート結果
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事業名 地域ふれあい事業 

団体名 八王子地域ふれあい親子会            事業成果報告の記載ページ   Ｐ１４

・ 子ども支援を別にしている団体とつながってみることをしてはいかがでしょうか。また、子ど  

もと高齢者が土着性が高いので、内容によって一緒に活動できるので、老人会などに声をかけ

てみては。（40代女性） 

・ いろいろな団体に呼びかけてした活動の仕方が良いなと思いました。まさに、ふれあい事業で

すね。 

 
事業名 「家族で楽しむ物作り」体験教室 

団体名 特定非営利活動法人 建物相談室五色会     事業成果報告の記載ページ   Ｐ１６ 

・ 事業費は建築関係団体のCSRを利用して継続してみてはどうでしょう。（40代女性） 

・ 泥だんご楽しそう。私も参加したかったなと思いました。（40代女性） 

 

事業名 発達障がいの子供たちへの理解、啓発・サポート事業 

団体名 ＬＤ親の会「けやき」八王子自主活動グループ   事業成果報告の記載ページ   Ｐ１８

・ ポレポジさんとの協働とか、これも教育委員会の後援などではなく、市の別支援を必要とする

活動ではないでしょうか。八王子の教育にかける水準を疑問に感じます。（40代女性） 

・ 障害をもつ子どもを育てる親の苦労は、はかり知れないものがある。支援団体は数多い方が良

いだろうし、まだまだ発展途上の分野。理解者、支援者を一人でも多く増やせるよう頑張って

ください（40代女性）。 

 
事業名 パフォーマンスママ「レインボーズ」 

団体名 パフォーマンスママ「レインボーズ」       事業成果報告の記載ページ   Ｐ２０

・ 楽しそうで良かったです。（40代女性） 

・ 活躍祈る。（６０代男性） 
 

事業名 「高尾山の花名さがし」花図鑑出版 

団体名 高尾山の花名さがし隊             事業成果報告の記載ページ   Ｐ２２ 

・ 好評増刷良かったですね。補助金はどの活動に利用されたのか説明がほしいところです。（４

代女性） 

・ 事業に対する熱い気持ちは、よく伝わった。（40代女性） 

・ よくやっています。八王子高尾山のためにますますの発展を祈ります。（７０代女性） 

 
事業名 「ふるさと歴史カルタ」製作とふるさと意識の醸成 

団体名 ふるさと歴史の会               事業成果報告の記載ページ   Ｐ２４ 

・ たくさんの寄贈で収支はどうだったのでしょうか。地域の歴史を知る良いきっかけになると思

います。（40代女性） 

・ 実物を協働推進課で見ました。とても素敵なカルタだと思いました。作り手の温かさが伝わる

ものでした。（40代女性） 

・ 大変良いと思います。八王子の歴史を知らない人々のために、大いに伝えるべく活動してくだ
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さい。ご苦労様です。（７０代女性） 

 
事業名 デイジー図書の作製 

団体名 南大沢音訳の会「こだま」            事業成果報告の記載ページ   Ｐ２６

・ 図書館をよく利用しますが、デイジー図書の啓発が出来ていないようにみえます。CD図書として

一般でも気軽に利用したいという声もあると思います。（40代女性） 

・ デイジー図書、初めて知りました。勉強になりました。（40代女性） 

・ とても良い活動だと思います。一つ一つ大変でしょうが、きっと喜ばれる人が、今後多く出てくる

ことでしょう。（７０代女性） 

・ 高尾山とんとんむかし語り部の会の会員ですが、八王子のむかし話と伝説の語りを利用してい

ただければと興味をもって発表を聞きました。 

 
事業名 高齢者を元気づける音楽会・落語公演会の実施 

団体名 特定非営利活動法人 めじろむつみクラブ    事業成果報告の記載ページ   Ｐ２８ 

・ むつみクラブの活動は超高齢期の地域社会のお手本になる存在です。それは、課題の共通認識でま

とまっているのだととても評価が高い活発な活動です。他地域にも広がっていくと良いですね。

（40代女性） 

 
事業名 認知症：集いの場＆支援ネットワーク拠点をつくる 

団体名 特定非営利活動法人 らいふねっとＭＯＥ     事業成果報告の記載ページ   Ｐ３０

・ 子どもの生命を地域で守っていくことは、大事なことだと思った。（５０代女） 

・ 虐待はあってはならない事。家庭内の事でとても難しい事だ。（６０代男） 

・ 地道な活動、よく頑張っている感じ！（６０代男） 

 
事業名 脳とくらしの活性化「活き生きアート」による地域支援 

団体名 ヒーリングアート・パステルカフェ        事業成果報告の記載ページ   Ｐ３２

・ かなりチラシを目にするようになりました。知り合いにこういうものがあると話しましたが、１回

の利用料金に躊躇するようです。脳を活性化したい（予防の）高齢者が参加しやすいもっと気軽な

アートメニューがあればと思います。（40代女性） 

・ これだけニーズがあり、活躍されているということは、活動自体は、とても意味があり、素晴らし

い。発表方法をもう少しまとめてわかりやすくできるともっと良くなるのでは。（40代女性） 

・ 地道によくやっています。この計画がうまれてきましたら、次に美術の療育での脳の活性化で、コ

ラージュ療法（私もやりましたが、大変有効性がありました。）など、取り入れてやってみてはど

うでしょうか。皆様のお考えもあるでしょう、どうぞ発展を祈ります。（７０代女性） 

 
 
事業名 団塊世代向けフリーペーパー「古今人」のリニューアル発刊 

団体名 ＣＢ多摩サロン               事業成果報告の記載ページ   Ｐ３４ 

・ 市役所内に置いてあるのを手に取ったことがあります。読みやすく、片寄りなく、バランスのとれ

たフリーペーパーだと思います。（40代女性） 

・ 言いにくいですが、このリニューアルは失敗だと思いました。古今人は、市民活動支援センター通

信とそれほど変わらないないようです。何をしたいのか、よく伝わってきませんでした。とても残
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念です。男性視点も強すぎます。団塊世代は女性もいます。（40代女性） 

 
事業名 地球冒険学校交流セミナー 

団体名 特定非営利活動法人 地球冒険学校準備会   事業成果報告の記載ページ   Ｐ３６ 

・ 障害のある人々への活動は、コラボレーションとか支援をはやり別支援にして、市内のこう

した障害の方を対象とする団体が継続して活動していける仕組みはないものなのか考察を

（40代女性） 

・ 大変よい活動です。ご苦労様ですが、今後もますます活躍してください。期待してます。（７

０代女性） 

・ 高尾山登山の映像に感動しました。地味ですが、素晴らしい活動をされましたね。冒険の意

味がわかりました。学校や家庭ではできないことをしっかりされているのですね。 

 
事業名 絵と語り付きクラシックコンサート 

団体名 絵と語り付きクラシックコンサート実行委員会 事業成果報告の記載ページ   Ｐ３８ 

・ 軽食と音楽は、よりリラックスして楽しめると思います。出演者の謝礼をアーティストのチ

ャリティーを含めて、助成金がなくなっても続けられると良いですね。（40代女性） 

・ 気軽に子ども連れで参加できるコンサート、楽しみにしている人も多いと思います。頑張っ

てください。（40代女性） 

・ 美しい物は、脳細胞の栄養です。（６０代男性） 

 
事業名 親子ふれあいキャンプ 2009 

団体名 はちおうじユースネットサービス       事業成果報告の記載ページ   Ｐ４０ 

・ 補助金がなくなった時の継続活動の方法をどうするのかが、課題に感じます。（40代女性） 

・ 八王子市との協働で、できると良いですね。 

 
事業名 市民参加型 援農活動による農業活性化－Ⅱ 

団体名 特定非営利活動法人 すずしろ２２      事業成果報告の記載ページ   Ｐ４２ 

（特になし） 

 

事業名 「滝山城跡ハンドブック」の作成（出版） 

団体名 特定非営利活動法人 滝山城跡群・自然と歴史を守る会 事業成果報告の記載ページ Ｐ４４

・ ガイドボランティアの養成、大変よいと思います。息の長い活動を希望します。（７０代女

性） 

・ さらなる発見を祈る。（６０代男性） 

 

 
事業名 パン作りで心もからだもリフレッシュ 

団体名 ムッシュ手づくりパンの会           事業成果報告の記載ページ   Ｐ４６

（特になし） 

 



 

58 

事業名 八王子学の体系化と八王子検定の実施 

団体名 八王子学研究会                事業成果報告の記載ページ   Ｐ４８ 

（特になし） 

 
事業名 八王子大江戸舞祭 2009 

団体名 八王子大江戸舞祭実行委員会           事業成果報告の記載ページ   Ｐ５０ 

（特になし） 

 

事業名 越中八尾おわら風の舞ｉｎ八王子（おわら風の盆） 

団体名 八王子「おわら風の舞」の会           事業成果報告の記載ページ   Ｐ５２

（特になし） 

 
 

（２）成果報告会についての主なご意見・ご感想 

 

・ 有益な活動には、補助金の回数を超えても何かしらの支援対象として、継続活動をサポートしてほ

しいと思いました。同じような活動団体がコラボできるようなサポートもお願いします。（40代女

性） 

・ 皆様、それぞれの研究活動素晴らしいと思いました。この市民企画事業補助金のお陰で八王子の文

化も高まっていくことでしょう。しかし、中に一つ二つこの会には、（安易に行えるもの）もった

いないと思ったものもありました。この見極めも大変と思います。係りの先生方、（職員の皆様）

ご苦労ですが、今後ともどうぞ、八王子、そして文化、社会の向上のためによろしくお願い致しま

す。ありがとうございます。（７０代女性） 

 

 

（３）市民企画事業補助金制度についてのご意見・ご感想 

 

・ 補助金を何に使用したのか、項目があるとどこに比重がかかるのか、参考になると思いました。成

果が補助に見合うものであったのか、そこがポイントのように思います。補助金の活かし方がよく

見えてきません。そこに、発表側の説明不足を感じます。（40代女性） 

・ 最初から最後までいると、長時間のため、けっこう大変。面接で聞いた内容が、結果まで聞くこと

で勉強になりました。（40代女性） 

・ それぞれの団体が熱心に活動している様子をうかがうことができました。 

・ 発表団体の部門（A・B）だけでなく、Bの場合は１～３回目の表記があれば良いと思います。（５

０代男性） 



氏　名 住  所 電話番号

八王子生涯学習コーディネーター会 間宮　章 間宮　章 八王子市北野台2-19-21 042-636-1224

草の根メディエーション（和解支
援）の会

岡野内　惠里子 岡野内　惠里子 八王子市千人町2-16-3-603 042-662-6760

ポレポジさぽーと 吉田　糸子 吉田　糸子 多摩市愛岩4-28-2-101 042-338-7112

八王子要約筆記サークルそらの会 内藤　美智子 内藤　美智子 八王子市大和田町6-12-15 042-646-0120

八王子地域ふれあい親子会 石渡　ひかる 石渡　ひかる 八王子市元横山町3-1-6 042-646-4616

特定非営利活動法人　建物相談室五
色会

唐木　誠 唐木　誠 八王子市追分町17-2 042-622-2529

ＬＤ親の会「けやき」八王子自主活
動グループ

尾形　扶美子 尾形　扶美子 八王子市別所1-53-2-7-101 042-674-6714

パフォーマンスママ「レインボーズ」宮城　朱史 立石　晴美 八王子市大谷町773-11 090-3594-7719

高尾山の花名さがし隊 遠藤　進 遠藤　進 八王子市大和田町5-21-13 042-644-6263

ふるさと歴史の会 澤本　宣男 大井　英二 八王子市散田町5-20-5 042-663-0885

南大沢音訳の会「こだま」 遠藤　由利子 遠藤　由利子 八王子市緑町298-9 042-627-4032

特定非営利活動法人　めじろむつみ
クラブ

髙橋　光男 東　隆夫 八王子市めじろ台2-35-5 042-669-3303

特定非営利活動法人　らいふねっと
ＭＯＥ

菅原　久美子 菅原　久美子 八王子市鹿島4-1-101 042-676-7175

ヒーリングアート・パステルカフェ 小野田　照代 小野田　照代
八王子市寺田町432
グリーンヒル寺田59-202

042-666-2102

ＣＢ多摩サロン 吉田　豊 吉田　豊 八王子市南陽台2-32-11 042-676-6204

特定非営利活動法人　地球冒険学校
準備会

小野　晴巳 宮下　純一 八王子市大和田町1-33-13 042-646-0459

絵と語り付きクラシックコンサート
実行委員会

大宮　桂子 大宮　桂子 八王子市南大沢3-14-8-202 042-677-7990

はちおうじユースネットサービス 串田　明 大神田　良子 八王子市絹ヶ丘1-1-15 042-632-6262

特定非営利活動法人　すずしろ２２ 合津　秀雄 合津　秀雄 八王子市狭間町1994-383 042-665-7648

特定非営利活動法人　滝山城跡群・
自然と歴史を守る会

西山　富保 西山　富保 八王子市滝山町2-503-1 042-691-0423

ムッシュ手づくりパンの会 阿川　好夫 阿川　好夫 八王子市上野町15-4 042-627-5646

八王子学研究会 炭谷　晃男 炭谷　晃男 八王子市別所1-43-11 042-674-0769

八王子大江戸舞祭実行委員会 蒲　孝 小山　幸夫 八王子市諏訪町56-3 042-651-4018

八王子「おわら風の舞」の会 福山　眞吾 青木訓行 八王子市中野上町2-21-8 042-626-0618

活
　
動
　
支
　
援

事
　
業
　
実
　
施

部門 団　体　名 代表者名
連絡責任者

７ 交付団体連絡先一覧
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