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八戸市市民活動サポートセンター開設 20 周年記念わいぐ交流会

八戸市市民活動サポートセンター
開設 20 周年にあたり

性模擬議会において市民活動拠点整備に

さて、市では、平成 17 年 4 月に八戸

関する質問や意見が出されたことをきっ

市協働のまちづくり基本条例を施行し、

かけに事業の具体化を進め、平成 14 年

以来、市民と行政が、それぞれの立場や

にふれあいセンターわいぐの開設に至っ

役割を尊重し、相互に理解し合いながら

たところであります。

地域課題の解決に協力して取り組む「協

この 20 年にわたり、ふれあいセンター

八戸市長

熊谷 雄一

八戸市市民活動サポートセンターは、
平成 14 年 6 月に開設して以来、ふれあ

働のまちづくり」を推進しております。

わいぐは、市民によるまちづくり活動や

2 年以上続くコロナ禍により、市民活

ボランティア活動などを支援する拠点と

動も思うように活動できない状況が続い

して、活動スペースの提供や情報収集・

ておりますが、市といたしましては、ふ

発信、交流・ネットワークづくりなど、 れあいセンターわいぐの運営をはじめ、
市民活動を様々な面で支える重要な役割

今後も様々な施策を通じ、引き続き市民

を果たしてまいりました。

活動団体の皆様を支援するとともに、市

その間、登録団体の数も当初の 122 団

民と行政による協働のまちづくりに取り

いセンターわいぐの愛称で八戸市及び近

体から、現在では 194 団体まで増加し、 組んでまいりますので、皆様のより一層

隣市町村の市民活動関係者の皆様に活用

福祉やまちづくり、子育てや文化芸術な

の御理解と御協力を賜りますよう、よろ

され、このたび 20 周年を迎えることと

ど様々な分野で市民活動が展開されてお

しくお願い申し上げます。

なりました。

りますことを、開設者として大変喜ばし

結びに、ふれあいセンターわいぐが、

く思いますと同時に、これまで施設の運

時代の要請に応えながら、次の 10 年、

盛んになる中で、市では、市民の自主的・

営や活動の活性化に御尽力いただいた指

20 年のまちづくりに貢献し続け、将来

自発的な活動の育成・促進を図るため、

定管理者の皆様並びに登録団体をはじめ

にわたり皆様に愛される施設であり続け

平成 10 年度からまちづくりフロンティ

とする利用者の方々に対し、心から感謝

ることを心から願いまして、挨拶といた

ア 21 事業を開始し、平成 12 年度には女

を申し上げます。

します。

振り返りますと、全国的に市民活動が
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助成金
情報
子どもゆめ基金助成金

未来を担う夢を持った子どもの健全な育成を進めるた
め、民間団体が実施する自然の中でのキャンプや科学実験
教室などの体験活動、絵本の読み聞かせ会などの読書活動
などへの支援を行っています。
●助成の対象となる活動

◆子どもを対象とする体験活動や読書活動

※その他の助成金情報は「わいぐ HP」
でもご覧いただけます。

でも、令和 3 年度及び令和 4 年度に活動実績がなければ該当し
ます。
●申請期間
【一次募集】
活動期間：令和 5 年 4 月 1 日〜令和 6 年 3 月 31 日
申請期間：令和 4 年 10 月 1 日〜 11 月 29 日 17:00 まで
【二次募集】

1. 自然体験活動

活動期間：令和 5 年 10 月１日〜令和 6 年３月 31 日

2. 科学体験活動

申請期間：令和 5 年 5 月 1 日〜 6 月 27 日 17:00 まで

3. 交流を目的とする活動

●申請方法

4. 社会奉仕体験活動

令和５年度より電子申請システムを利用した申請のみ受付。

5. 職場体験活動

子どもゆめ基金ホームページよりログインしてください。

6. 総合・その他の体験活動

電子申請締切日の 17:00 以降の申請は一切受付けません。

7. 読書活動

●問合せ先

◆子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動

独立行政法人国立青少年教育振興機構

1. フォーラム等普及活動

〒151-0052

2. 指導者養成

東京都渋谷区代々木神園町 3-1

子どもゆめ基金部助成課

●助成の対象となる団体
社団法人、財団法人、NPO 法人、法人格を有しない地域のグループ・
サークルなど、青少年教育に関する活動を行う民間の団体。

TEL：フリーダイヤル（無料）0120-579081
FAX：03-6407-7720

E-mail：yume@niye.go.jp

●助成金の額
【全国規模】

●出前わいぐ in ボランティア・市民活動フェスティバル２０２２

24 都道府県以上で募集 ( 限度額：600 万円 )

令和 4 年 11 月 13 日 ( 日 )

【都道府県規模】
全国規模以外で、都道府県下全域または、都道府県を越えて募集（限
度額：200 万円）

10:00 〜 15:00

八戸ポータルミュージアムはっち

●個人メール会員を募集し

【市区町村規模】

ます。

上記以外で、
市区町村単位または、
複数の市区町村にて募集（限度額：

イベント情報や助成金情報

100 万円）

など、わいぐから情報がメー

※１活動あたりの助成金の額は、２万円〜限度額

ルで提供されます。

※活動実績のない新規団体は、原則として限度額の２分の１を上限。

登録は無料。左の QR コード

※活動実績のない新規団体とは、令和 3 年４月以降に設立された

から申し込みください。

団体が該当します。ただし、令和 3 年 3 月以前に設立された団体

〜編集発行〜
八戸市市民活動サポートセンター

編集後記
ワークショップは楽しい‼を再
記念交流会でした。
声の小さな人も声を出しやす
く、みんなが参加する仕組みの
ワークショップ‼
ワークショップの心得は『話
は短めに‼』『他の人の話は否
定しない』
『話を楽しみながら、
みんなで共に学び合う』。楽し
かった〜 30 分という時間がとっ
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「ふれあいセンター わいぐ」

ても貴重でした。
いつもの同じメンバーだけで
なく、たまには外の人たちと交
流会やワークショップで語り合う
ことって大切ですね。
（黒澤）

facebook

（八戸市市民活動サポートセンターわいぐ）
で検索

⇧こちらもご覧ください

●編集●

公募編集委員＝松原新一
黒澤美智子
わいぐスタッフ

〒039−1166
青森県八戸市根城八丁目８−155
八戸市総合福祉会館
（はちふくプラザ ねじょう）３階
TEL 0178−73−3311
FAX 0178−73−3312
E-mail support@waigu.info
HP https://www.waigu.info/

わいぐ HP

⇦わいぐの
HPはこちらからも
見ることができます︒

認識した、わいぐ開設 20 周年

はっちひろば他

〜「わいぐ」という名前について〜

青森県南部地方の「私、行く（わぁ
いぐ）」という方言が元になって
います。「市民が積極的に社会の

問題に取り組むきっかけの場所に

なるように」という願いが込めら
れています。

八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターわいぐは、指定管理者企画集団 With you が管理・運営しています。

