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二年目を迎えて 

 
総会で挨拶する水村会長 
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・・・・・・ 一人ひとりが住んでよかった、住み続けたいと実感できる、きらりと光る入間らしさを創りましょう ・・・・・・・ 
 
 

  
 ６月１２日、第２回「まちづくりサポートネット
元気な入間」（略称「まちサポネット元気」）定時総
会が行われました。早いもので、私たちの活動も一
年が経ったのです。この間、総務、研修、パワーア
ップ、情報の各委員会が活発に活動し、市内の NPO
団体に対し存在意義を示してきました。お陰で多く
の方に講座に参加していただき様々な意見をいただ
きました。本年度はその意見を集約して入間に合っ
た中間NPO組織を作るべく努力したいと考えます。 
 また、本年４月から入間市市民活動センターの受
付業務の委託を受け、現在３名のメンバーが交代で
受付はじめセンターの案内、まちサポの活動案内等
を行っています。組織も事務局、センター運営委員
会、研修、情報と今まで以上に活動しやすいものに
変更しました。特に事務局の充実を図り会員間の潤
滑油として機能することを期待しています。 
  
 平成１２年、「元気」をキーワードに入間のまちづ
くりの方向性を検討し始めてから６年の歳月が流れ
ました。この間、多くの人たちとの様々な勉強会、
検討会議を通して感じたことは、自分の住むまちを
好きになり、自慢することができるためには自分で
積極的にまちに関わることだということでした。た
だ、そうした環境や条件が整っていないことが課題
でした。 
 
  

 
 １６年４月に制定された「元気な入間まちづくり
基本条例」に謳われた「拠点の整備」は入間市市民
活動センターとしてオープンし、「推進組織」も「ま
ちサポネット元気」として発足し、名実ともに条件
の整備は整ったと思います。今後は会員を中心に市
民のまちづくりへの関心を大きな流れにしていくこ
とだと思います。会員はじめ市内NPO団体の協力と
理解を得て一歩づつ前進していきたいと思います。
頑張りましょう！ 
 

 

 

 2006/6/20 
第５号 

◆まちサポネット元気にキャラクターが誕生しました・・・・・・ 

 市の鳥であるヒバリをモチーフにした可愛らしいキャラクターがまちサ
ポネット元気に誕生しました。運営委員の大久保さんのご友人（M.T さん）
にご考案いただきました。まちサポネット元気が青空高く舞い上がるように
という想いがこめられています。 
 残念ながら名前はまだありません。キャラクターのイメージに合った愛称
を考案中です。これから、さまざまな場面に登場するように頑張ります。応
援宜しくお願いします。 

まちづくりサポートネット元気な入間会長 水村 雅啓
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まちサポネット元気第 2 回定期総会 

 まちサポネット元気平成18年度事業計画 
 
①研修委員会 
 1）まちづくり基礎講座の開催 
  入門編：これから地域デビューを考えている 
      市民を対象 9月頃 
  リーダー研修編：団体の代表を対象に問題解 
      決の方策を探る 3回程度 
 2）2007年度問題関係研修 
    団塊世代のまちづくり参加プログラムの 
    検討準備など 
 
②情報委員会 
 1）発信媒体（まちサポ「元気通信」、ホームペー 
   ジ）の充実  
 2）市民活動センターホームページ開設 
 3）情報発信セミナー：ITツール活用で情報発信 
            支援 
 4）情報発信おたすけ隊：センター窓口でITや 
             ﾃﾞｼﾞﾀﾙ関連相談受付 
 
③センター運営委員会 
 1）市民活動センター意見交換会 10月予定 
 2）センター登録団体にセンター利用についての 
   アンケート実施  7月予定 
 
④事務局 
 1）市民活動団体ガイドブックの作成 
 2）市民活動団体マップの作成 
 3）市民活動センター登録団体交流会 
 4）市民活動センター窓口業務 
 
⑤その他の計画 
 1）市制40周年記念事業関連 
 2）元気本Ⅱ 編集 

吉田企画部長のご挨拶 

 
 
 
 まちサポネット元気も発足して
1 周年を迎え、平成 18 年 6 月 12
（月）第２回の定期総会を開催し
ました。総員の1/2以上の出席が
確認され総会は成立しました。 
 一つひとつの取り組みから見え
てきたものを次につなげていくこ
との重要性を再認識しながらの試
行錯誤の1年間でした。 

◆総会・事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 総会の冒頭、水村会長は「元気な入間という、つ
かみ所のない考え方をどのような形で展開していく
のかの姿が見えにくかった。市長からも『大変です
ね』といわれ苦笑いするしかなかったが、この1年
間に徐々に形になりつつある感触を持った。特に、
この春から市民活動センターの運営業務が始まり、
他の団体とも顔の見える関係ができていくなかで事
務局の体制も整いつつある。各委員会の今年度の事
業計画からも目に見えるもが作っていけそうで、こ
の積み重ねが次のステップになっていくことが期待
される。市内の活動団体との連携をさらに深めてい
きたい」と発言。 
 
 来賓には市から吉田企画部長、山崎企画部次長、
西勝企画課長のご出席をいただき、吉田部長からは
行政側の取り組みの現状とまちサポネット元気への
激励のことばをいただきました。 

 活動団体をはじめとして市民の多くの皆さんと一
緒になって元気な入間のまちづくりに参加・参画し
ながらまちサポネット元気一同もステップアップを
目指します。 
 
 右が承認された各委員会からの 18 年度事業計画
の概要です。さまざまなテーマの講座や交流会等を
計画しています。開催日時や内容はホームページと

まちサポ「元気通信」を通じてお知らせします。 
多数の皆さんのご参加をお待ちしています。 
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第 1 回情報発信セミナー 

「彩・ふるさと喜楽学」にまちサポネット元気の仲間が登壇 

 

 
携帯電話からの投稿実験 

  
 
 
  市民活動センター1 階入口横のミーティングルームを会場に情報発
信セミナーを開催しました。インターネット上でどのような情報発信がで
きるのかなどをテーマに行いました。 
 講師は、まちサポネット元気情報委員会の渡部委員と宮越委員が担
当しました。団体活動の情報発信の手軽なＩＴ道具としてブログを活用し
てみてはいかがでしょう。（5 月 22 日 18:30～, 参加者：19 名） 
 

◆ブログを使って情報発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 活動団体の皆さんにとっては、自分達の活動をできるだけ多くの市民に
見てもらい、活動に参加してもらうための情報発信は大きなテーマです。
その手段として、手軽に活用できるインターネットで情報発信をこのセミナ
ーでは考えていきます。 
 とはいってもホームページを作成するとなると、専門ソフトや知識も必要
となります。そこでここでは「ブログ」というメール送信ができる人であれば
操作を苦なく行え、ホームページと同等の情報発信可能なツールの活用
を考えています。また、単に情報発信できるだけでなく、その情報を集約
するサービスなども利用して、地域活動情報のネットワーク化を目指すこと
も試みたいと考えています。 
 今後も「情報発信」をテーマに継続的にセミナーを行います。 
 

 駿河台大学の新しい地域学講座「彩・ふるさと喜楽
学」が 4 月 15 日（土）より全 24 回の講座で開かれて
います。前期前半は身近なまちづくりの活動につい
てのテーマが中心となり、その第 1 回目は上田清司
埼玉県知事が基調講演を行いました。 
 また、前半テーマの「ふるさとのまちづくり」の講師
として まちサポネット元気のメンバー犬塚裕雅さん
と小澤盛久さんがそれぞれのまちづくりの実践活動
を題材として講座を受け持ちました。 
 
 
 

 情報委員会 
 情報委員会 

 市民が主役のまちづくり  ４／２２（土） 
 住んでいるみんな 
が主役になる時代に、 
行政だけに任せずに 
自分（たち）で動く。 
一人ひとりの気持ち 
を力に変え、行動を 
大きくつなげること 
が必要ではないか。 
 入間市内の活動事例 
や元気な入間の取り組みなどから、市民が公の視点
をもった活動が大切であることを提言。（犬塚さん）

 加治丘陵の保全を通したふるさとのまちづくり 
  ５／２０（土） 
 環境保全と子供の 
育成を目的として加 
治丘陵の山林を活動 
拠点としている。 
会としては、事業を 
継続させた事、活動 
実績を上げたことで 
評価をいただいた。 
 継続には、会員確保と活動資金が課題だが、楽し
く汗を流すことがいちばん大切。 （小澤さん） 



- 4 –              まちサポ「元気通信」 2006.06.20 

まちサポ元気からの報告・これからの予定 
 
 
 

◆市民活動団体ガイドブックをつくります ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局 

 市民まちづくり活動のさらなる充実と活動団体の
ネットワーク化を図ることを目的として、まちサポ
ネット元気と市が協働して『（仮称）いるま市民活動
団体ガイドブック』を作成します。 
 このガイドブックは、市内で公共・公益的な活動
を実践している市民活動団体の情報を掲載して、市
民と行政が広くまちづくり情報を共有し、より多く

の市民の皆さんのまちづくり活動への参加を促進す
るために作成するものです。 
 すでに市民活動団体の皆さまには郵送にて情報シ
ートをお送りしています。ご記入宜しくお願いしま
す。また、記入シートのＷｏｒｄ書式は、まちサポ
ネット元気のホームページからもダウンロードでき
ますのでご活用下さい。 ※締め切り：6月30日 

 

◆埼玉県NPO活動推進課より活動センターに来訪 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局 

 埼玉県総務部NPO活動推進課の山崎さんと川端さ
んが意見交換のため市民活動センターに来訪されま
した。県の彩の国市民活動サポートセンターと入間
市市民活動センターの今後の連携や2007年問題、い
わゆる団塊世代への対応などについて意見交換を行
いました。 

 
 
 
 
 

◆市制 40 周年記念事業のイベント企画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 現在、まちサポネット元気では市制４０周年記念
式典第二部のシナリオを検討中です。第一部は外部
の方も招いてきっちりとしたセレモニーとなります
が、第二部では市民がプロデュースし、映像やドラ
マタッチでみせる「元気な入間」の過去から現在の
様子、また近未来の光景なども入れて楽しい雰囲気
を出せるように考えています。活動団体の皆さんの
ご協力もよろしくお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 

◆第2 回情報発信セミナー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報委員会 

 ―実践講習：さあブログで情報発信― 
 日時：2006年6月26日（月）18：30～20：30 
 会場：駿大ふれあいハウス（アイポットビル2階）   
  ※前回と会場が異なりますのでご注意ください。 
 対象：市民活動団体の代表および広報担当の方 
 内容：その場でブログを作って、情報発信の実際 
    を体験していただきます。 
 参加費：500円/人（資料代） 
     ※詳細はホームページをご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆市民活動ｾﾝﾀｰのホームページ作成中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報委員会 

 現在、市民活動センターのホームページを作成中で
す。すでに活動センター運営ブログでは、センター登
録団体の皆さんの告知等を掲載しています。さらに、
市内のさまざまなまちづくり活動の団体やその様子な
どもホームページ上でお伝えしていく予定です。 

 
 

 

市制35周年にこどもたちも参加した記念イベント 

 


