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第 20 回お父さんお帰りなさいパーティー（略称オトパ）を３月 10 日（土）
八王子労政会館で約 220 名の参加者を迎え開催しました。オトパは、定年を
まじかに迎え、あるいは定年になられた男性や女性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。今回は市制 100 周年に
オトパも記念の第 20 回でしたので「歴史」をキーワードの一つとしました。
元 NHK プロデューサーの間宮章さんに「もっと知ろう八王子のこと～明治
維新からの 150 年」と題して、歴史を含めた八王子の魅力を講演していただ
きました。八王子の昔の風景写真を展示することに併せ、オトパの第 1 回か
ら 20 回までのチラシを展示しオトパの歴史を実感していただきました。
今回はその他に 3 点特徴がありました。①創価大学の講師と学生さんにス
タッフとして参加していただき、飾りつけサポート、コーヒー提供を担当して
いただきました。②福祉関係者向けに団体紹介冊子のＷＥＢを使った活用勉強
会を開催しました。③テレビ朝日スーパーＪチャンネルが取材に入りました。
出展団体見学では、参加者が一人ぼっちにならないよう、参加者にグループ
になってもらいガイドが付きそい、出展 37 団体を見学しました。交流会では
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「若いおまわりさん」の替え歌で「振り込め詐欺防止の歌」
を全員で合唱し、笑いの中でのお開きとなりました。
テレビ朝日スーパーＪチャ
ンネルの取材が入りました
過去 20 回のオトパチラシ
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＊興味のある活動分野
・多くの団体さんの具体的説明を見せていただき、
（今後の活動に）大変
参考になりました。
・参加者の交流の時間がもっと取れれば良いと思います。単独で見学され
ている人も半数近くいるので、その方達にもフォーカスして意見を伺い
たいですね。
・シニアの方々がいきいきといろんな分野で活躍されているのが良く分か
りました。皆さん目的をもって、日々エンジョイされていることに、健
康寿命というプレゼントがおみやげのようについてくるんだなと思い

①中間支援
②福祉
③教育・子ども子育て
④まちづくり・文化
⑤情報・ビジネス
⑥環境保全
⑦国際交流
⑧その他

ました。
・二回目の参加ですが、説明していただいた皆さんが生き生きとしていて
とても良い感じがしました。
２

第 9 期生が卒塾しました
「はちおうじ志民塾」第 9 期の卒塾式が 2 月 24 日に行われました。
今期は、昨年 9 月から半年間にわたり、全 16 回（卒塾式含む）の講座を受講し
た 31 名の塾生が、
「はちおうじ志民塾」第 9 期生として修了証書を授与されまし
た。卒塾式当日は、講師や志民塾ＯＢ，関係者など多くの方々に参列いた
だくなか、石森八王子市長から出席者 25 名に修了証書を手渡されました。
今後の自身の活動について発表する「決意表明」では、それぞれ半年間の
志民塾での学びを振り返り、一緒にまなんだ仲間との絆や経験を糧に地域
での活動を行っていくことを発表していただきました。
はちおうじ志民塾の卒塾生は、これで総勢 20５名となりました。ＯＢ
会も設立することになり、ますます「はちおうじ志民塾」への期待が高ま
ります。八王子市民活動協議会内の志民塾事務局は 10 期へむけて始動しています。

この助成金は、西武信金の「街づくり定期預金」の利息の一部、西
武信金拠出金及び日本財団からの交付金が原資となっています。地域
アレルギーっ子・元気っ子の会

に密着し地域の方と一緒になって地域・社会の課題解決に取組む

子ども応援アンアンネット

NPO 団体等が対象です。当協議会は多摩地域の受付・推薦を委託さ

NPO 法人八王子共生社会推進会議
NPO 法人わかくさ家族の会

れています。今年度は 10 団体の申請内容を確認・検討した結果を推
薦状として提出しました。今回は各窓口から前回を大幅に上回る約

NPO 法人川さらい

40 件の応募があったとのことです。2 月 19 日西武信用金庫本店に

NPO 法人くにたち農園の会

おける最終選考会において協議会関係では７団体が助成対象に選ば

一般社団法人慈有塾

れました。おめでとうございました。
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月版）
」が 3 月に完成し、掲載団体

P. 8 「長寿社会を考える会」
活動拠点
同上 PR ポイント①
同上 PR ポイント②

八 王 子 市 絹 ケ 丘 2-13-1
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ご試食は１食３０円
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活援助サービス『まごころ
届け隊』
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TEL:042-652-3072
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ービス
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TEL:042-651-9734

や「第 20 回お父さんお帰りなさい

TEL:042-636-3317

TEL:090-7176-4693

ものを配布いたしますので、ご活用

TEL:042-692-3211

TEL:042-649-6020

TEL:042-691-2205

TEL:042-692-3211

P.25 「蕗の会」活動拠点
P.34 八王子「緑の教室」
電話番号
P.44「八王子お手玉の会」
電話番号
P.65「高齢者あんしん相談
センター子安」電話番号
P.65「高齢者あんしん相談
センター左入」電話番号

パーティー」等で配布させて頂きま
した。しかし、一部記載に誤りがあ
りましたので、ここに謹んでお詫び
申し上げますと共に，左記の通り訂
正させて頂きます。今後は訂正した
いただきたくよろしくお願い申し上
げます。
（八王子市市民活動支援セン
ターにて無料配布）
３

八王子
毎年恒例の「ふれあいこどもまつり」は今年もいちょう

今年も元松竹オペラのトップスター、はるなさん演
出による楽しい美しいステージです。
「つくりあげよう

ホールを会場に開催します。
太鼓の演奏や映画、チェロコンサート、参加型のダン

八王子の魅力」
（みんなで考え提案しよう）をテーマに

ス教室や工作、劇団風の子による演劇などなど、親子で

より多くの市民、学校が参加できる春祭りです。

一日中楽しめます。

日時：4 月 30 日（月）12：30 開場 13：00 開演

日時：5 月 13 日（日）10：00～16：00

会場：オリンパスホール八王子（ＪＲ八王子駅南口）

会場：いちょうホール全館

参加団体：和太鼓 八王子鼓一・JULIE’S CLUB
入場料：1000 円

ベリーダンススタジオ FODSS

（当日 1500 円）

八王子高等学校吹奏楽部・UP LIFT

＊高校生まで無料

社会福祉法人 多摩養育園・光明保育園

ことばにできない

八王子手話サークル「山吹会」

心がある。

都立南多摩中等教育学校 太鼓部

一緒にないて、

大島椿化粧品やファミリーマート割引券などが当たる

一緒に笑って・・・

抽選会もあります。入場無料。

未来がつながって

＊「ＮＰＯ法人是の会」
（理事長：榎本邦美）は、八王

いく

子ならではのお土産（染色、陶器、和菓子等）の開発
や学校、公園等に桜を植樹したり、浅川沿いの歩道の
整備や美化など、八王子の魅力発信のための活動を行
っています。

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。
この写真 の作成
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今年は 3 月に入った途端に気温も上昇し、桜の開花も
早く、例年より慌ただしいお花見となりました。パッと

2018 年 4 月 1 日発行
ＮＰＯ法人八王子市民活動協議会（理事長

あとがき

石井利一）

TEL/FAX 042-646-1626

咲いてパッと散る、この潔さが日本人の死生観と重なる
のでしょうか？私達は儚ささえも感じるこの季節が大

E-mail : kyougi@shiminkatudo-hachioji.jp

好きです。でも、人生 100 年時代。まだまだ楽しめま

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

す。今年度もよろしくお願いいたします。
４

