
2007（平成 19）年度

はこまち通信　第 1号
　2007 年 7月発行

〔連載・はこまちプレイバック〕１「想い出

ありすぎ連載決定」の巻／写真「大正 12 年

（１９２３年）丸井前より末広町を望む」／〔特

集・はこまち対談〕「市長と語る函館のまちづ

くり」〔連載・NPOはこだて街なかプロジェク

ト〕〔連載・シーニックバイウェイ北海道　函

館・大沼・噴火湾ルート〕〔新載・NPO最前線〕

小林董信〔連載・書籍案内〕『NPO法人申請書

類記入マニュアル』／『NPOの参考書』〔連載・

NPO レポート〕函館日本語教育研究会／函館

マン管ネット／工房・虹と夢／函館・青少年の

夢と未来を育む会／函館埋蔵文化財事業団／

NPO 法人スプリングボドユニティ 21〔連載・

市民活動記録〕春のバル街／オンパク写真展

／「ピンホールカメラ塾」運営委員会だより　”

まちづくりセンター ” の明日　若山直〔連載・

はこまち的〕海水浴〔連載・cafe オタジィラ〕

〔連載・センター長のつぶやき〕／NPOまつり

参加団体募集／まちづくりセンターに寄せられ

たご意見・ご感想

はこまち通信　第 2号
　2007 年 9月発行

〔プレイバック〕２「災害でも規則は破らなかっ

た」の巻／写真「旧丸井今井百貨店函館店１階

売場」〔特集・対談〕「映像作家と語る函館のま

ちづくり」かわなかのぶひろさん（映像作家）

第3回世界で一冊だけの本展　絵本作りワーク

ショップのお知らせ〔NPO 最前線〕公益法人

の今後と、NPO の関係〔NPO レポート〕NPO

法人函館ウィメンズネット／ NPO法人どうな

ん「学び」サポートセンター／ NPO法人河川

環境基金（REF）函館支部／函とべ会「飛んで

け！車いすの会」／函館海藻アート協会／箱館

木造和舟保存研究会〔新連載・市民活動の産声〕

工藤玖美子さん（ロシア領事館保存・活用の会）

〔はこまち的〕森林浴〔日記〕第 1回路面電車

まつり／じろじろ大学／イルミナシオン映画祭

サマースクール／平和のつどいアートワーク

ショップ〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第３号
 2007 年 12 月発行
〔プレイバック〕３「エスカレーターガールが

いたんですか！？」の巻／写真「大階段及びエ

レベーター」／〔特集・対談〕「環境派建築家

と語る函館のまちづくり」環境派建築家・辻垣

正彦さん〔ＮＰＯ最前線〕2008 年度に向けて

のＮＰＯをとりまく情勢〔ＮＰＯレポート〕アー

スデイ実行委員会／函館絵本の会銀のふね／健

康生活ネットワーク／脳外傷友の会コロポック

ル道南支部／函館手工芸の会／函館メサイア教

育コンサート実行委員会〔産声〕茂呂信哉さん

（エコホスピタリティはこだて）〔はこまち的〕

Be Happy〔日記〕第 3回 NPOまつり／函館観

光ポスター展／第 3回世界に一冊だけの本展

／じろじろ大学特別講座／みんなの街角地図プ

ロジェクト〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶ

やき〕

はこまち通信　第４号　
2008 年 3月発行

〔プレイバック〕４「丸井のお客様あれこれ」

の巻／写真「三階特別売り場」／〔特集・はこ

まち談義〕「道内のNPOが集結」白鳥健志さん・

谷井貞夫さん・水澤雅貴さん・川北秀人さん・

東田秀美さん・小林友幸さん・森田裕子さん

市民活動スキルアップ講座〔シーニック〕

2008シーニックdeナイト報告〔NPOレポート〕

NPO 法人あいでっくすメタネットワーク／え

ぞ共和国／ CAP みなみ北海道／生活協同組合

北海道高齢協道南センター「茜」／ NPO法人

南北海道自然エネルギープロジェクト／ NPO

法人みんなのさぽーたー わっとな〔NPO最前

線〕助成金情報〔はこまち的〕トラムの楽しみ

方〔まちセン日記〕写真展「岡村昭彦の軌跡 

十字街からベトナムへ。ホスピスへ」／車いす

の整備体験／シーニック de ナイト２００８／

函館市公民館写真展／市民活動講座「NPO が

できること」〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

2008（平成 20）年度

はこまち通信　第５号
2008 年 6月発行

〔プレイバック〕特別編「エレベーターガール

誕生の時代考察」の巻／写真「新聞記事『婦人

の新職業エレベーターガール』」「ごぞんじです

か由来を、他都市と違う函館の特異な慣習」中

尾仁彦〔シーニック〕洞爺湖サミット記念の森

〔まちセンで開催されている講座案内〕〔函館の

ＮＰＯ〕NPO 法人おはよう共同作業所／亀田

川をきれいにする市民の会／はこだて外国人居

留地研究会／ NPO法人市民創作「はこだて野

外劇」の会／ NPOはこだて市子連／函館のチ

ンチン電車を走らせよう会「開港 150 周年記

念事業について」〔つぶやき〕

はこまち通信　第６号
2008 年 11 月発行

〔プレイバック〕特別編「昭和９年函館大火に

よる階段・エレベーター改造の裏舞台」の巻／

写真「階段及エレベーター（昭和５年改装写真）」

／〔特集　はこまち対談〕「はこだて国際民俗

芸術祭と函館のまちづくり」イアン・フランク

〔連載・開明都市函館の遺産〕「重要文化財」〕

中尾仁彦・木造大日如来像／太刀川住宅店舗

〔函館のＮＰＯ〕函館中途失聴者・難聴者協会

／NPO法人ふれあい／NPO法人北海道坂本龍

馬記念館実行委員会／北海道ユニバーサル上映

映画祭／ NPO法人民族歌舞団こぶし座／育児

サークルめりーず「開港 150 周年記念事業に

ついて」「連載・はこだて「まちのチカラ」サポー

トデスク」始めよう！「自分らしい生き方」さ

がし　NPO法人 NPOサポートはこだて池田晴

男〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第７号
2008 年 12 月発行

〔プレイバック〕特別編「エレベーターの沿革」

の巻〔特集・はこまち対談〕「函館での学生生

活 4年間」嶋村幸子さん〔開明都市函館〕旧

函館区公会堂／函館ハリストス正教会復活聖

堂〔函館のＮＰＯ〕NPO法人ケアマネージャー

ネットワーク函館／子どもの権利ネットワー

ク南北海道／ NPO法人ソーシャルエージェン

シー協議会／ヨットスポーツ少年団函館ジュ

ニアセーリング倶楽部／ NPO法人北海道マン

ション管理士会／函館の歴史的風土を守る会

「開港 150 周年記念事業について」〔サポート

デスク〕始めよう！「自分らしい生き方」さが

し　函館市地域交流まちづくりセンター遠藤洋

一〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第８号
2009 年 3月発行

〔プレイバック〕特別編「まちセンを坂側から

見ればの巻」〔特集・はこまち対談〕「まちづく

り支援センターの役割」NPO法人日本 NPOセ

ンター企画主任・新田英理子〔開明都市〕遺愛

学院「旧遺愛女学校」本館・旧宣教師館／北海

道志海苔中世遺構出土銭／大谷派本願寺『東本

願寺』函館別院〔函館のＮＰＯ〕１７の会／は

こだての音の視覚化研究会／函館生涯学習イン

ストラクターの会／函館善意通訳会／函館ルネ

サンスの会／ NPO法人セラピア障がい者自立

支援センター「開港150周年記念事業について」

〔サポートデスク〕定年後の「生き甲斐」につ

いて・佐久間正昭〔シーニック〕〔オタジィラ〕

〔つぶやき〕

2009（平成 21）年度

はこまち通信　第９号
2009 年 6月発行

まちセンサロン「市民からの提言」～函館の路

面電車～〔特集　はこまち対談〕「アートとま

ちづくり」大下智一さん〔シーニック〕〔新連

載・あなたの老後を自分で守れますか〕中尾仁

彦〔函館のＮＰＯ〕旭岡体験塾／函館観光ボ

ランティア愛／自立の風かんばす／ストロー
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クの会／総合型地域スポーツクラブ「BayWalk 

Community はこだて」／ NPO 法人北海道魚

道研究会「開港 150 周年記念事業について」〔サ

ポートデスク〕「退職・移住・音楽、そして函

館の街！」曽山哲夫〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第 10号
2009 年 9月発行

第 5回 NPOまつり〔特集　はこまち対談〕「映

画とまちづくり」西堀滋樹さん〔あなたの老後〕

その２〔函館のＮＰＯ〕NPO 法人シンクタン

クグループ函館スローマリン／ NPO法人ナル

ク函館・はまなす／道南ジェンダー研究ネット

ワーク／ NPO 法人 NorthRanch ／大沼ふるさ

との森自然学校／グリーンパンダ〔「NPO」ワ

ンポイント・アドバイス〕～助成金を申請する

時のコツ～〔サポートデスク〕「函館移住アド

バイザーに参加」函館移住アドバイザー・梶井

不二夫〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第 11号
2009 年 12 月発行

函館山の歴史をめぐる〔特集・はこまち対談〕「龍

馬とまちづくり」三輪貞治さん「男性よ、第二

の人生設計を早く描きましょう」中尾仁彦〔函

館のＮＰＯ〕NPO 法人函館市青年サークル協

議会／世界に一冊だけ本・展実行委員会／ちん

どん屋遊源会社大黒笑事／函館プラネタリウム

同好会／函館朗読奉仕会／北海道メンタル評議

会〔アドバイス〕～活動の基礎をつくるために

～〔サポートデスク〕「出会いで広がる素敵な

時間」岸本和子さん（函館絵本の会銀のふね）

〔シーニック〕〔オタジィラ〕〔つぶやき〕

はこまち通信　第 12号
2010 年 3月発行

函館山の歴史をめぐる〔特集・はこまち対談〕

「子どもの遊びに親立ち入り禁止」赤石哲明さ

ん「川のない函館に日本 2番目の水道敷設（そ

の１）」中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕NPO法人全

国精神障がい者地域生活支援センター／函館す

ぷれっと／函館日中友好協会／函館和装研究会

／函館花いっぱい道づくりの会／北海道アイヌ

協会函館支部〔ワンポイント〕事業や活動を伝

えるために～〔まちのチカラ〕「素敵な出逢い

-アクティブシニアの仲間たち」柴田修平（ムッ

クリ横内とその七味」大番頭）〔シーニック〕〔新

連載・cafeDripDrop〕〔つぶやき〕〔講座案内〕

2010（平成 22）年度

はこまち通信　第 13号
2010 年 6月発行

〔特集・はこまち対談〕「まち、若者とともに」

染木加奈子さん「川のない函館に日本 2番目の

水道敷設（その２）」〔函館のＮＰＯ〕NPO 法

人シーズネット函館支部／手作りボランティア

工房エンジョい／函館児童英語研究会／箱館ト

イカメラ女子写真部／北海道災害救助騎馬隊／

歴史を学ぼうかい〔ワンポイント〕もっと良い

会議をつくるコツ　その１「七つ道具を活用し

よう 前編」〔まちのチカラ〕森田伸子さん（“美

しく心豊かに ” さわやかミドルの会）「ようこ

そ！どんぐり 2号店」〔Drip Drop〕〔シーニック〕

〔つぶやき〕

はこまち通信　第 14号
2010 年 9月発行

〔特集・はこまち対談〕「新しい現場、違った視

点」苫米地正章さん「箱館奉行所と函館開港

（その１）」中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕映画「海

炭市叙景」製作実行委員会／松本流こ寿々会／

NPO法人 Z(i)G 在宅支援技術者連絡協議会／朝

鮮女性と連帯する函館の会／はあと地域共同作

業所／函館壷の会〔ワンポイント〕もっと良い

会議をつくるコツ　その２「七つ道具を活用し

よう 後編」〔まちのチカラ〕」佐藤 綾子さん〔シー

ニック〕〔どんぐり 2号店〕〔Drip Drop〕〔つぶ

やき〕〔利用案内〕〔講座案内〕

はこまち通信　第 15号
2010 年 12 月発行

市民活動支援セミナー〔特集・はこまち対談〕「商

店街とともに、夢をひろげたい」能登正勝さん・

島信一朗さん「箱館奉行所と函館開港（その 2）」

中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕親子・家族が楽しむ

力「ソダツチカラ」／ NPO法人亀尾年輪の会

／ナナカマドの会／函館宝島研究会／ NPO法

人函館フォトアーカイブス／函館フルートオー

ケストラ〔ワンポイント〕もっと良い会議をつ

くるコツ　その３「アイデアをだすための１０

の心得　前編」〔まちのチカラ〕「夢の実現」佐

藤 悦子さん〔シーニック〕〔どんぐり 2号店〕

〔Drip Drop〕〔つぶやき〕〔利用案内〕〔講座案内〕

はこまち通信　第 16号
2011 年 3月発行

〔特集〕東日本大震災〔特集・はこまち対談〕「高

校生の居場所、やってます！」三森望美さん・

貞原夢子さん〔箱館奉行所と函館開港（その 3）〕

中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕道南・アイヌ民族と

の連帯を考える市民の会／NPO法人NATURAS

／函館西部地区バル街実行委員会／函館映画鑑

賞協会／函館の文学と音楽の会／ NPO法人リ

ンパ健康学普及協会〔ワンポイント〕もっと良

い会議をつくるコツ　その３「アイデアをだす

ための１０の心得　後編」〔まちのチカラ〕弘

田義江さん（北海道メンタル評議会理事長・函

館移住アドバイザー）〔シーニック〕〔どんぐり

2号店〕〔Drip Drop〕〔つぶやき〕〔講座案内〕〔利

用案内〕函館山の歴史をめぐる Twitter を中心

に　あまり報道されない「愛と勇気」

2011（平成 23）年度

はこまち通信　第 17号
2011 年 6月発行

〔特集・はこまち対談〕「工藤市長に聴く　函館

のまちづくり」工藤壽樹（函館市長）〔函館奉

行所と函館開港（その４）〕中尾仁彦〔函館の

ＮＰＯ〕大間原発訴訟の会／二十間坂友の会／

はばたきの会　道南・女性の自己実現を支援す

る会／ Community（地域活動）Group ムーミ

ン谷「第七回ＮＰＯまつり」函館・東日本大震

災支援ネットワーク「函館・むすびば」〔シーニッ

ク〕〔どんぐり 2号店〕〔Drip Drop〕〔つぶやき〕

〔講座案内〕〔利用案内〕

はこまち通信　第 18号
2011 年 9月発行

「第７回 NPO まつり」〔特集〕釜石レポート・

地域包括ケアのまちに向けて〔箱館奉行所と函

館開港（その５）〕中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕

道南いのちと心を考える市民ネット・あかり／

一般社団法人障がい者自立地域支援センター

なかよしパル／ hakodate+（ハコダテプラス）

／ピンクリボン in 函館 Team PINK!〔ワンポイ

ント〕もっと良い会議をつくるコツ　その５「い

ち参加者ができること　前編」まなびっとフェ

ス 11 月 27 日開催　受講者募集中！〔シーニッ

ク〕〔どんぐり 2号店〕〔Drip Drop〕〔つぶやき〕

〔講座案内〕〔利用案内〕

はこまち通信　第 19号
2011 年 12 月発行

市民活動スキルアップ講座「新寄付税制＆

NPO 法改正」〔特集・はこまち対談〕「歴史を

知り、歴史をつくる」若山直さん〔ブラキスト

ンの業績と函館のスケート史〕中尾仁彦〔函館

のＮＰＯ〕NPO 法人小呂野／どうなんガイド

倶楽部／ NPOシックハウスを考える会／ポチ

ポチ堂〔ワンポイント〕もっと良い会議をつく

るコツ　その６「いち参加者ができること　後

編」まなびっとフェス 11 月 27 日開催

〔シーニック〕〔どんぐり 2号店〕〔Drip Drop〕〔つ

ぶやき〕〔講座案内〕〔利用案内〕

はこまち通信　第 20号
2012 年 3月発行

はこだて移住暮らし〔特集・はこまち対談〕「地

球に恋して、旅人に恋して。」葉上洋子さん〔NHK

函館放送局 80 周年と「ドン」の移り変わり〕

中尾仁彦〔函館のＮＰＯ〕函館の NPO 絵と音

の会 / 日本ユーラシア協会函館地方支部 /函館

こども劇場 / 函館市ボランティアチーム はこ

ぼー〔シーニック〕〔どんぐり 2 号店〕〔Drip 

Drop〕〔つぶやき〕〔講座案内〕〔利用案内〕

バックナンバーは、
http://www.hakomachi.net/tushin

でご覧頂けます。
See you next issue!

http://www.hakomachi.com/
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