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2017年 ４月 1日発行 

第 18 回オトパ（お父さんお帰りなさいパーティー）が八

王子労政会館を会場に約 220 名が参加して開催されまし

た。（３月 11 日、土曜日）オトパは、主にシニア世代の方に

市民活動を通じて地域貢献しながら、楽しい仲間作りをし

て、いきいきとした第二の人生を過ごしていただくキッカケ

作りを目指したイベントです。開催日 3 月 11 日は東日本

大震災の 6 年目に当たりますので実行委員長の発声で最初

に黙とうを捧げました。石森市長の挨拶の後、松本すみ子さ

んに「地域で実現！わがよきセカンドライフ～経験と知恵で

もうひと働き～」をテーマに講演していただきました。 

続いて参加者が一人にならないよう、参加者 5 人にガ

イド 3 人が付きそい、出展 42 団体を見学しました。今

回はお隣のまち、上野原市に広告出展していただきまし

た。これをきっかけに自然豊かな上野原市との交流が広

がることを願っています。会場ではガイドの持つ旗と団

体代表のたすきが目立っていました。交流会では各テー

ブルで参加者、出展団体関係者が混ざり合い、にぎやか

に話の花が咲いていました。最後は「高原列車はゆく！」

を全員で合唱し、盛り上がった中でのお開きとなりまし

た。（岩田） 

岩田 
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＊＊第 8 期志民塾講座内容＊＊＊ 

・地域への第 1 歩 

 地域参加で必要なコミュニケー

ション 

・八王子市の基礎的知識 

・ボランティア活動を知る 

・人生の棚卸し 

自身の健康管理を考える 

 自己の動機、価値観、強みを知る 

・八王子のまちを知る～まち歩き

による地域資源の発掘・再確認 

・ＮＰＯの活動を知る 

・町会・自治会の活動を知る 

・ＮＰＯ法人の活動を見学 

・学生の地域活動～地域資源とし

ての大学 

・町会とＮＰＯの連携した取組み 

・コミュニティビジネス 

 ビジネス手法による地域課題解

決について学ぶ 

・市民活動への支援 

 施設（市民活動支援センター） 

 資金獲得の方法、人財・ものの支

援利用について 

・地域コミュニティの作り方 

・自主団体訪問報告会 

・セカンドライフを企画する 

 ～自分の海図づくり 

・その他 

 「はちおうじ志民塾」第 8 期の卒塾式が２月 11 日に労政会館で行われま

した。８期の卒塾生は１８名で、当日出席した１４名の方が石森八王子市長

より修了証書を授与されました。「はちおうじ志民塾」は、今まで培ってきた

知識や経験を、八王子市の市民力・地域力の向上に貢献したいという「志」

をサポートし、地域への第１歩をバックアップする講座です。八王子市の開

設講座を八王子市民活動協議会が運営しています。「地域活動・市民活動」を

基礎から学ぶことが出来るとともに、実践を取り入れたオリジナルプログラ

ムが好評です。また同時に、約半年間の受講期間に育まれる受講生同志の新

たなつながりも大きな魅力です。今期も８期の絆が広がり仲間と一緒に地域

で活躍することを期待しています。はちおうじ志民塾の卒塾生は 172 名に

なりました。7 月にはＯＢ合同交流会も予定しています。はちおうじ志民塾

ＯＢの輪が八王子市の地域力を押し上げているようです。（岡崎） 

  

自分自身を知る 

八王子を知る 

市民活動を知る 

夢の実現に向け、

可能性の発見、地

域に根ざした手厚

いプログラム 

あなたの志を 

サポートします 

いざ！地域へ！ 

仲間と一緒に 

第 9 期の募集は 

6 月頃から開始 

します 
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八王子市民活動協議会の活動 ⑲ 

活き生きハンドブック Ver.2 発行 

 

 

八王子市民活動協議会では、昨年「地域包括ケアシステム」

構築のため、地域資源の開拓とネットワーク化を図る目的で

「活き生きハンドブック」を作成・配布しました。2 年目の

今年は厚生労働省が提案の「我が事」・「丸ごと」を考慮し、

高齢者・障害者・子育ての支援を一緒に扱うことを決め活動

を続けました。「活き生きハンドブック」は 

高齢者あんしん相談センター、ケアマネー 

ジャーや八王子社会福祉協議会等を 

通じで利用してもらうと共に、 

協議会が実施したイベントでも 

配布しました。（合計 1,400 部） 

おかげさまで各方面より大変な 

ご好評をいただきました。 

具体的な利用のしかたは介護予防の活動を進める段階

での情報ツールとして利用されています。第 2 版のハ

ンドブックはご好評に応えるため、大幅に発行部数を増

やして 2,700 部を発行いたしました。配布は八王子市

市民活動支援センターで一般配布も行います。ただし今

年度は町会関係、民生委員の方にも配布予定ですので、

在庫が切れ次第、配布は終了いたします。このハンドブ

ックが有効に利用されるこ 

とを望んでいます。（堀内） 

 

 

団体紹介 Ｎｏ.21 

会員団体を紹介します。 

 

 
＜NPO 法人 こすもす＞ 

八王子市片倉町440‐15 

http://cosmos.chu.jp/ 

はちおうじ志民塾でも「自主団体訪問」先として毎年お

世話になっている、「ＮＰＯ法人こすもす」。お隣はやはり

会員の「エコショップ元気広場」です。今回は昨年 8 月か

ら「こすもす・だれでも食堂」を開催しているときいて、

その様子を拝見させていただきました。 

 「こすもす・だれでも食堂」は子どもはもちろん一人暮

らしのお年寄りや若者も、悩みを抱えた中高年も、誰でも

気軽にご飯を食べに行ける場所、食を通じて人と人とがゆ

るやかにつながり、誰でも気兼ねなく会話したり悩み事を 

相談出来たり、ともに楽しんだりできる、そういった地域

の「居場所づくり」を目指して昨年 8 月より毎月第４日曜

日に開催しています。運営はボランティアの実行委員会形

式で行っていて、メンバーは大学生や主婦の方、給食の仕

事をしていたプロの方など多彩です。協力者が徐々に増え、

現在スタッフは 20 名を超えているそうです。食材は市内

のフードバンクなどから提供を受け、それに合わせてメニ

ューを考えるため、臨機応変に変更や追加もあり、その日

も厨房は熱気があふれていました。このようなスタッフの

努力で料金も大人 300 円、子ども 100 円で提供してお

り、あっという間にその日の予定の 32 食が完売しました。 

既に毎回参加の常連さんもいて、居心地よい居場所として

地域に浸透しつつあります。（岡崎） 

 

  この日のメニューは 

野菜たっぷりキッシュ

風オムレツ、京芋と人参

シイタケの煮物、梅ご飯

など全 6 品。デザート 

   にはイチゴも 
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八王子市民活動協議会（理事長 石井利一） 

TEL/FAX 042-646-1626 

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

http://www.shiminkatudo-hachioji.com/ 

 29 年度八王子市民活動協議会 

総会のお知らせ 
 

新しい年度になりました。会員の皆さま、それぞれ

の分野でご活躍のこととお慶び申し上げます。今年の

協議会総会が近付いてきました。今年は理事任期 2 年

目に当たりますので選挙はありません。そこで総会終

了後、下記によりお集まりいただいた会員の皆さんと

簡単な懇親会を催したいと予定しております。是非、

総会と懇親会へご参加いただけますようお願いいたし

ます。 

記 

１．日時：平成 29 年 5 月 18 日（木）14;00～16:00 

   総会終了後、懇親会を開催します 

（16:00 から約 1 時間、会費 500 円、当日受付

にてお支払いください） 

２．会場：西武信用金庫八王子支店 2 階会議室 

  （下記地図をご参照ください。ＪＲ八王子駅から

徒歩５～６分のところです） 

３．参加申し込み：別途会員の皆さまにお送りする総

会資料の中に申込書を同封いたします） 

 

 

まちあるき 
＊まちあるきのプロフェッショナル達

が徹底ガイド！特別体験しましょう。 

5/7(日) 戦国時代の山城“滝山城”徹底ガイド 

    10 時～16 時（昼食持参）参加費 1000 円 

    滝山城観光駐車場集合（丹木町 3-81）40 名 

5/13(土) 祭人になりきる！八王子まつり体感ツアー 

    9 時 40 分～14 時 40 分（老舗ランチ付き） 

    いちょうホールロビー集合  

参加費 3200 円（老舗店ランチ込み）限定 16 名 

5/20(土) 甲州街道老舗めぐりツアー 

    １2 時～16 時頃 夢美術館１Ｆロビー集合 

参加費 3500 円（昼食はありませんが、各店で

試食、お土産、カフェでコーヒー付）限定 16 名 

5/21(日) 大久保長安の八王子宿まち興し 

    10 時～16 時頃（昼食持参）参加費 1000 円 

    子安神社入口集合（明神町 4-10-3） 

 

 

 

みんなでつくる未来 

まちあるき ＮＰＯ八王子会議 参加申し込み開始 

問い合わせ：八王子市民活動協議会 042-646-1626 

 

ＮＰＯ八王子会議 
八王子初！発！ネット三元中継 

未来につながる地域活動 

5/14(日) みんなのカタリバ、スペシャルゲストによる 

     講演とワークショップその他 

     13時～17時 交流会17時15分～18時 

    会場１：八王子労政会館２Ｆホール 2000 円 

    会場２：南大沢文化会館交流ホール 500 円 

    会場 3：小津倶楽部（小津町 865） 500 円 

       （交流会参加費は別途 1000 円 各会場共通） 

 

      ユーロードで会いましょう  

 
5/27(土)NPO や市民活動団体 

が集結、イベント山盛りのお祭り 

です。お子様も大歓迎！ 

10 時～16 時 西放射線道路 

＊詳細は各所配布のパンフレットをご覧く

ださい。または八王子市民活動協議会まで 

 


