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2017年１０月 1日発行 

 

 「オトパ」は正式には「お父さんお帰りなさいパーティ

ー」の意味です。八王子市と八王子市民活動協議会、一般

市民有志とによる実行委員会で企画運営されるもので、定

年を迎える、あるいは既に定年になっている男性や女性の

方に八王子市内での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ているイベントです。今

回で 19 回目の開催でした。毎年 3 月労政会館で行ってい

るオトパに加えて、H27 年より 9 月に南大沢文化会館で

も開催しています。地域の特色の違いを考慮して、東部

地域に合ったオトパとなるように工夫した結果、労政会

館のオトパとはかなり趣の違ったものになっています。 

１．対象の多様化 

労政会館のオトパは対象がシニア層ですが、八王子の子ど

もの約 4 割が多摩地域に集まっているとの状況を踏まえ、 

 

南大沢オトパは子育て世代をも重要な対象としています。そ

のため子供向けワークショップ、スタンプラリー等を行って

います。 

２．参加団体の多様化 

企業や、南大沢にキャンパスがある首都大学、ヤマザキ学園

大学にも出展していただきました。首都大学は昨年に引き続

き、コミュニティーカフェ「みなみおおさま カフェ」で参

加しました。（2 面記事参照）今年はさらに中郷公園におい

ても社交ダンス、ジャグリング等のパフォーマンスを披露し

ていただきました。 

３、多世代交流 

交流ホールではみなみおおさまカフェ、リサイクル食器ひな

げしによる飲料提供、子ども食堂によるカレー販売等、憩、

歓談の場が設けられ、キャッチフレーズの「多世代で地域を

つなぐみんなの集い」そのものでした。 
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昨年の ２０１６オトパ in 南大沢 で鮮烈な赤いエプロン

姿の学生さんなどの登場で、会場が一気に盛り上がりスタート

を切った～首都大学東京と地域で創る多世代交流プロジェクト

～「みなみおおさまコミュニティーカフェ」（以下「みなみおお

さまカフェ」と省略）は、２０１７オトパ in 南大沢 に 2 回目

の出店をしました。 

昨年のスタート以降 毎月第 2 火曜日 10 時～12 時、首都

大学東京南大沢キャンパス内の教室などを使わせて頂きなが

ら、毎回 50～60 名もの参加者に支えられ「楽しい語らいの場」

として開催してきました。また、来ていただく方々に楽しんで

いただくため，ワンコイン(100円)コーヒーやお茶などに加え、

学内外の様々なクラブ(部)や団体の方々のボランティアで楽し

いアトラクションを用意しています。 

中郷公園でのパフォーマンスでオトパをアピール 

来場される方をオトパの会場へ来ていただくため，日頃「み

なみおおさまカフェ」に参加している首都大学東京の学生によ

るパフォーマンスとして「ジャグリング」と「競技ダンス」を

会場の南大沢文化会館へ向かう手前の屋外広場で実演してもら

いました。通りがかった近隣の方々などの見学された方からは

大きな拍手をされていました。今後とも学内の学生はもとより

近隣の方々の協力を得ながら「みなみおおさまカフェ」を「シ

ニアを含めた多世代の方々の語らいの場・憩いの場」として開

催してゆきたいと思います。どなたでも参加をお待ちしていま

す。車椅子での参加も可能です。 

 

 

2017 オトパ in 南大沢に 2 回目の出店 

次回の「みなみおおさまカフェ」は 

＊10 月 10 日(火曜)10 時～12 時  

首都大学東京 国際交流会館（１F 喫茶コーナ－） 

問い合せ：高齢者あんしん相談センター南大沢  

電話 042-678-1880 

 

 

 平成 30 年 3 月 10 日(土) 八王子労政会館で第 20 回お

父さんお帰りなさいパーティーを開催します。記念すべき

20 回目となりますので、特別企画も検討します。 

右記条件で実行委員を募集します。ふるってご参加ください 

 

１．資格（以下のいずれか） 

八王子市在住、八王子市で活動等八王子市と何らかの関

係があること 

参加者、出展団体スタッフとしてオトパを体験している

こと 

２．実行委員会開催：月に 2 回程度 

（出展団体説明会 ツアーガイド研修会等） 

３．待遇：完全ボランティアです。 

＊問合せ・申込先 

オトパ実行委員会事務局（八王子市民活動協議会内） 

TEL：042-646-1626 

 

 

http://ecopisu.blog102.fc2.com/blog-entry-1254.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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八王子の歴史と文化を体感！ 

まちあるき 

9 月 16 日、第 9 期はちおうじ志民塾の入塾式が八王子労政

会館で開催されました。いよいよ 6 ヶ月間 16 の講座がスター

トします。今期は歴代の中では最大の応募があり、希望あふれ

た 31 名が入塾。年齢も 24 才から 88 才までと、想像以上の

幅広い方々の参加となりました。このような幅広い年齢層が参

加する講座は全国的にも珍しいのではないでしょうか。八王子

の人的資源の底力といえるでしょう。 

 入塾式では、市制 100 周年の行事が目白押しであるにも関わ

らず石森市長が出席、歓迎と激励のお言葉を述べられました。 

続いて八王子市民活動協議会の石井理事長の挨拶、（有）アリアの松本代表の基調講演が

行われました。その後、受講生一人ひとりの自己紹介で受講動機など述べ、多種多様な同

期の仲間がいることに期待感を持てると感じようでした。 

会場を２F ホールに移動しての懇親会では、前期の 8 期生が司会を務め、受講生同士や

志民塾 OB、講師、関係者との歓談など楽しいひと時が続き、1 時間半ほどでお開きとな

りました。 

 

 

高齢化の波は八王子市にも押し寄せております。所によっては高齢化率４０％以

上という団地もあります。高齢者ばかりでなく、障がいを持った方々、子育て中の

お母さん方等、支援をして欲しい方が増えている一方、こうした方々に支援をした

いと活躍している市民団体も増えてきています。八王子市の現状や将来計画はどう

なっているのか・・・・等々を探るシンポジュウムが当協議会の主催、自治研究セ

ンターの共催、八王子市の後援で、去る 9 月 24 日（日）の午後、八王子市子安市

民センターで開催されました。シンポジュウムは 3 部構成で開催され、第 1 部は

来年度から始まる八王子市の第 7 期介護保険事業計画について八王子市福祉部の

元木課長から講演され、第 2 部は八王子市内で地域を支える活動をしている 4 団

体と、隣接する多摩市で移動サービス等の市民に対する支援活動をしている 1 団体

に、現状の活動報告と課題を報告して頂きました。第 3 部は 1・2 部の講演と活動

報告をベースに桜美林大学の島津先生のコーデイネートで参加者と講演者や報告

団体の方々との質疑応答や意見交換がパネルデイスカッション方式で活発に展開

されました。行政や民間団体関係者約 70 名の参加者が熱心に討議して、大変盛り

上がったシンポジュウムとなりました。 

 

明日の地域福祉を考えよう！ 

～～子安市民センターでシンポジュウム開催～～ 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

八王子市民活動協議会だより No.７５ 

2017 年 10 月 1 日 発行 

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/ 

八王子市民活動協議会の会員になりませんか 

八王子市民活動協議会の会員になって一緒に活動し

ませんか。協議会は様々な事業やイベントを行っていま

す。会員をはじめとする皆様の協力によって成り立ってい

ます。一緒に活動する仲間を随時募集しております。 

市民活動支援センター配備のパンフレットやホームペー

ジをご覧いただくか、直接お問い合わせください。 

TEL/FAX:042-646-1626 

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

＊正会員 会の目的に賛同し積極的に活動する団体・個

人。総会の議決権があります。 

＊賛助会員 会の目的に賛同し賛助する団体・個人。 

＊協力会員 会の活動に協力する個人。 

 

協議会だよりを一緒につくりませんか 

八王子市民活動協議会では「協議会だより」の編集

委員を募集しています。 

＊広報誌などの編集に興味のある方 

＊取材記事を書くのが好きな方 

＊年齢、性別問いません。 

＊1 か月 2～３日程度の活動 

＊協議会規定により若干の謝金があります 

ぜひご連絡ください。一緒に協議会だよりを編集しまし

ょう。 

連絡先：八王子市民活動協議会 広報担当岡崎まで 

TEL/FAX:042-646-1626 

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp 

 

 
プロボノ支援を希望する団体 

及び 

プロボノワーカーを募集しています！ 

 

八王子で活動する NP O 市民活動団体の方々へ 

＊団体で抱えている課題や困りごとに、スキルを持つボラ

ンティアの力を借りてみませんか？ 

＊スキルや経験、想いを持ったプロボノワーカーのチーム

で課題の解決をお手伝いします。 

プロボノによる支援をご希望される方、または、内容を詳

しく知りたい方は文末連絡先までご連絡ください。 

企業・団体・市民の方々へ 

＊プロボノワーカーに登録してみませんか？ 

・視野を広めたい、ビジネススキルを学びたいと考えてい

る現役の方々。 

・定年後セカンドステージの準備として、地域活動を体験

したい、又はネットワークを作りたいと思っている方々。 

・培った知識・スキルや経験を地域で活かしたいと思って

いるリタイヤ後の方々。 

・団体の理念に共感、想いを共有し課題の解決に取組みた

いと思う方々。 

 

 

「プロボノ」支援メニュー 

チラシ・ポスター制作 

ボランティア募集・セミナー案内、もっとたくさんの人

に来てほしい、参加してほしい。 

そんな思いに応える告知チラシやポスターづくりをサポ

ートします。 

経理業務・事務処理 

ちょっとした経理の知識や帳票類管理のコツ、専門的な

会計ソフトなどをサポート 

ホームページやＳＮＳ 

Facebook・Twitter などの立ち上げや運用など、SNS

活用の入門的なサポート 

課題整理 

想いを聞いて、客観的に整理、 

優先順位付けをサポート 

スポンサー探しや人脈 

連携・協働実現に向けて、アプローチ手法や、魅力を感

じられる提案の検討を通じ、営業資料の作成をサポート 

 

申し込み・連絡先  

 

＊ＮＰＯさぽーと８０２ 

（八王子市市民活動支援センター） 

＊TEL ：042-646-1577    

＊FAX ：042-646-1587 

Mail   ：npo802@shiencenter-Hachioji.org 

Web Site：

http://www.shiencenterHachioji.org/ 

 


