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今回は、地元町会が協力して実施している『高尾梅

郷の梅まつり』をご紹介します。

高尾梅郷の梅まつりは、今年で第 28 回を迎えます。

西浅川・裏高尾から小仏に至る旧甲州街道と小仏川沿

いの地域は、梅の生育に適しているそうです。

昭和 39 年に「高尾梅郷協会」が発足し、八王子市

と協力して梅林の育成に努めており、昭和５５年に開

催した第１回の梅まつり以降、毎年１０,０００本の梅

が私たちを楽しませてくれています。

今回は、この梅まつりを支えている「高尾梅郷梅ま

つり実行委員会」の安藤次夫副会長（駒木野町会長）

にお話を伺いました。

「高尾梅郷梅まつり実行委員会」は、地元の５町会

〔西浅川・駒木野・荒井・摺指（するさし）・小仏〕

で組織され、この町会の人たちが協力して、梅まつり

の企画から運営まで全てを行っています。

「梅林の管理が大変なんです。先週も各町会の方々

２０名位で肥料をやりました。下草刈りは 6 月・９月

に、剪定は１１月・１２月に実施します。ここ２年く

らいは梅の実がならず、東京都農業普及センターの指

導を受けました。そのほか、猪の被害もあり、困って

います。」とのことです。

毎年３月の上旬に開催される「梅まつり」は、４ヵ

所の梅林を各町会が分担してイベントを行い、模擬店

を出します。「関所梅林」は駒木野町会、「遊歩道梅林」

は西浅川町会、「天

神梅林」は荒井町

会、「湯の花梅林」

は摺指町会がそれ

ぞれ担当していま

す。イベントは、

踊りや琴の演奏、

野点（のだて）、「観梅記念スタンプハイク」など。ま

た模擬店では「焼そば」や「おでん」、「おしるこ」な

どを販売します。

「高尾駅北口から小仏行きのバスに乗って『小名

路』（こなじ）でバスを降り、『木下沢（こげさわ）梅

の里』までの旧甲州街道や遊歩道、小仏川沿いをゆっ

くり歩いて観梅を楽しんでください。山の斜面や民家

の庭先、畑などでも梅が見られますよ。」また、「西浅

川・裏高尾地域の住民が協力して大切に育て上げた梅

林を、ぜひ皆さんに見て頂きたい。今後、町会同士の

交流も更に深めて地域の活性化に努めていきたい。」

と熱心に語ってくれました。

（取材 植村昇、杉田茂雄）

市民活動支援センターは、まちづくり・環境・教育・情報・福祉・国際・文化・スポーツなど、あらゆる分野の公益的市民活動を支援します。
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“一歩踏み出したい”と思っている市民のみなさん、

一度この『ガイドブック』を開いてみませんか！

いま八王子で生涯学習に取り組むヒントが見つかる

と思います。こんな想いで私たちは『ガイドブック』

の作成に取り組みました。

この『ガイドブック』では、これまで各機関・団体

が個々に発行していた学習情報を一つにまとめ、市民

のみなさんが使いやすいように配慮しました。市内約

８０にのぼる生涯学習に関連ある施設には、当会員が

手分けをして直接実態調査に出向き、調査データの収

集に当たりました。学習相談や、情報の提供に当たる

機関・団体の紹介や、生涯学習に取り組むテーマを

Q&A の形でいくつか取り上げました。

平成１８年４月に基本構成案を作り、６月から９月

にかけては夏の暑い最中の調査活動でした。１０月以

降、調査データの整理と、パソコン入力作業も会員の

手で取り組み、年度末の完成を目指して最終仕上げの

段階です。まさに１年間をかけた仕事になりました。

子どもたちのＮＰＯ「八王子子ども劇場」は八王子

で発足して 30 周年を迎えます。生の舞台鑑賞、ワー

クショップやプレーパーク、キャンプなどの多彩なあ

そびなどを企画し、子どもたちの社会参画の機会を大

切にしています。

八王子市の市民企画事業として、１８年度は乳幼児

の親子を対象に文化体験と交流を目的とした事業を

６回実施することにしました。昨年５月には「親子の

ぱっかぽかコンサート」、７月には「親子体操」、１０

月には「親子で演劇あそび－くりくりびっくり！－」、

１２月に「馬頭琴の調べとおはなしで綴るミュージッ

ク・ストーリー」、そして、この１月には八王子お手

玉の会の協力をいただき、「お正月あそび」を実施し

ました。さらに、3 月 5 日の「ブックスタートってな

あに？」は、読書アドバイザーを講師に、おはなし会

付きの講演会を行い、親子と本の出会いの場を提供し

ます。

今、親は子育てのストレスを感じ、強い閉塞感と孤

独感の中で、子育てをしている人が多く見受けられま

す。

いま団塊

の世代の地

域復帰の問

題が叫ばれ

ています。

そして高齢

化の進む中

で、生涯学

習を通じて

一人ひとり

の豊かさの充実と、それを通しての地域社会への貢献

が大きな課題です。これから市民がひとりでも多く生

涯学習に取り組む手がかりに、この『ガイドブック』

が活用されることを願っています。

連絡先：八王子生涯学習コーディネーター会

会長 宇佐見 高志

TEL： 042-664-9094

E メール：tks-usm4408@nifty.com

また子どもたちが抱える問題は、人間関係つくりに

起因しているとも考えられます。

親子一緒に楽

しい時間を共有

し、お互いの信

頼感を育てるこ

と、そして、豊

かな体験活動の

時間を参加者と

ともに過ごすこ

とで、コミュニ

ケーションを図ることができると思います。私たちは

幼い子どもたち故に、一層の質の高さを求め、専門家

の方々に新たな試みをお願いしています。

連絡先：特定非営利活動法人 八王子子ども劇場

代表理事 浅野里恵子

TEL/FAX 042-645-1739

E-mail : hkg-npo＠mua.biglobe.ne.jp

「お正月あそび」から

「八王子生涯学習ガイドブック・２００７年版」の作成・配布
八王子生涯学習コーディネーター会 会長 宇佐見高志

「JOYCCO ちびっこ倶楽部」
特定非営利活動法人 八王子子ども劇場 代表理事 浅野里恵子

「イベント開催のハウツー」研修の模様
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市民活動入門講座の開催案内

市民活動協議会からのお知らせ

下記のイベントのお問合せ・お申込みは、
市民活動支援センターへ

電話 ０４２－６４６－１５７７
FAX ０４２－６４６－１５８７

日 時：3 月１７日（土）１０：３０～１２：３０
場 所：市民活動支援センター
テーマ：「介助犬をご存知ですか？」

～介助される人間だけでなく、介助する犬
も共に幸せであるように～

講 師：（社）全国介助犬協会（八王子市東浅川）
菅沼 留美氏・高野 菜摘氏

内 容：当日、実際に介助犬に触れながら、障害者
にとってどんなに大切な存在なのか、
町で介助犬同伴の障害者に接したとき、ど
のように支援したらよいのか、
ぜひ皆さんに知って頂きたいと思います。

日 時：4 月 21 日（土）１０：３０～１２：３０
場 所：市民活動支援センター
テーマ：「脳いきいき心わくわくアート」

～クレパスで SL 春の旅を描きましょう～
講 師：小野田 照代氏

（ヒーリングアート・パステルカフェ 代表）
内 容：手ざわりや音楽などの第五感で感じ取っ

たものや心象をクレバスで描く「臨床美
術」のお話です。心に感じたことを絵に
描くことによって心のリフレッシュ・癒
し・創造性の開発・認知症などのケアに
も役立ちます。ワークショップで、思い
がけない豊かな色や形象の世界の広がり
を実体験しましょう。

【中学生が職場体験実習に見えました】
昨年１１月３０日（木）、八王子市立

椚田中学校の２年生の生徒が「支援セン
ター」に職場体験実習に見えました。
朝１０:００の開所準備作業から電話対応、
パソコン検索、広報紙発送準備や図書整
理など内部の業務のお手伝いから当日セ
ンターで会合をしていた市民団体の見学
など、１７:００まで一生懸命に頑張ってくれました。
「とても疲れたけれど楽しくて勉強になった。」との
感想を後日寄せてくれました。

久しぶりのさわやかな風がセンターを吹き抜けてい
った一日でした。

実施済みイベント事業（１月～２月）
●日 時：１月２０日（土）１３：３０～１６：３０

場 所：横山南市民センター 参加費 ５００円
テーマ：「男の料理とスローフードについて語り合おう！」
講 師：河津由美子氏（男の料理教室「ポパイの会」 代表）

●日 時：2 月 17 日（土）１３：３０～1５：３０
場 所：横山南市民センター 参加費 ５００円
テーマ：「楽しい吹き矢で健康増進・ストレス解消！」
講 師：渡辺重男氏

（「八王子健康レクリェーション吹き矢の会」 代表）

日 時：3 月 9 日（金）１３：３０～１６：３０
場 所：クリエイトホール １１階（視聴覚室）
テーマ：「団塊・シニア世代が八王子を変える/市民

の集い」
～地域に根ざしたコミュニティ・ビジネス～

基調講演：布川千春氏（有） セルフィッシュネス代表取締役
コーディネーター：工藤秀美氏

（NPO 法人・NO 事業サポートセンター）
パネリスト：梅沢香代子氏（オレンジの会代表）

大森一美氏（NPO 市民ユニットりぼん代表）
坂野大義氏（八王子住まいづくり市民塾副代表）
布川千春氏（セルフィッシュネス代表取締役）

内 容：市民活動団体が収益事業としてコミュニテ
ィビジネスを展開するためにはどのよう
な点に留意すべきか等、パネルディスカッ
ション形式で語り合いましょう。

アクティブ市民塾の開催案内

オトパ・インターンシップ（体験活動）

～「お父さんお帰りなさいパーティー」の
フォローアップ～

第６回「お父さんお帰りなさいパーティー」（通称：
オトパ）は、去る２月２４日（土）の午後、南大沢市
民センターで行われ、多勢の参加者を迎え、盛況裡に
終わりました。主催の八王子市民活動協議会では、参
加団体のご協力を得て、オトパのフォローアップとし
て「インターンシップ（体験活動）」を企画しています。

これは、話を聞く
だけでなく、参加団
体の協力を得て、実
際に団体の活動を一
日体験して頂き、市
民活動のフィーリン
グを掴んで頂こうと
いう趣旨のイベント
です。オトパ参加者
は勿論ですが、参加されなかった方でも歓迎です。こ
の機会に市民活動の実際を体感してみてください。各
種イベントがありますので、お電話していただければ
一覧表をお送りします。是非ご参加下さい。

お申込み・問合わせは、八王子市民活動協議会へ
電話：042－646－1626

支援センターからのお知らせ

竹林整備後、全員集合
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市民活動団体のイベント情報

名 称 健康日本 21 健康づくり・体力づくり講座
日 時 ３月 15 日（木）１４：００～１６：００
内 容 ・口内炎の話 八王子薬剤センター 阿部芳代氏

・骨粗鬆症予防の食生活指導
八王子地域活動栄養士会 松岡誠子氏

会 場 ファルマ 802 3 階 会議室
参加費 無料
定 員 ２０名
申込方法 当日、直接会場へ
主 催 NPO 法人ニューイング
問合せ先 電話 ０４２－６４８－１７１７

※ 市民活動通信は、年６回奇数月に発行し、市内各
駅の広報スタンドや市民センター等の公共施設で配
布しているほか、支援センターのウェブサイトでも
ご覧いただけます。お気付きの点は、支援センターへご
連絡下さい。
URL http://www.shiminkatudo-hachioji.jp/shien-center
電話 ０４２-６４６-１５７７ FAX ０４２－６４６－１５８７

ボランティア募集のお知らせ

名 称 公開講座
「エコツーリズムの展開と地域活性化の課題」

～日本、英国、カナダ、そしてモンゴル～
日 時 ４月２３日（月）開場１３：００

講演１３：３０～１５：００
内 容 エコツーリズムとは環境保全を図りながら

観光･自然体験を楽しむ事のようです。
世界各地の状況の写真を多用して楽しく説
明して頂きます。

講 師 中央大学経済学部教授 薮田 雅弘 氏
会 場 クリエイトホール１０階 第２学習室
参加費 無料
申込方法 不要、先着順で満席締切り
主 催 エコ・ネットワーク八王子
後 援 八王子市
問合せ先 大貫 TEL ０４２－６３５－２４４４

E-mail ohnuki@nifty.com

名 称 「おはよう！元気な朝ごはん」
日 時 3 月 21 日（祝）１０：００～１３：００
内 容 世界一の学力を誇ると言われるフィンラン

ドの教育事情を学びながら、朝食と学力の
関係を、講義と調理実習で、楽しく学びま
しょう。「フィンランドに学ぶ栄養満点な朝
ごはん」と題し、現役高校教師の講義と食
育指導士・調理師との、コラボレーション
をお楽しみいただきます。

会 場 クリエイトホール調理室
参加費 1,000 円
定 員 24 名
申込方法 電話またはＦＡＸによる
主 催 八王子生涯学習コーディネーター会

（講座開発グループ）
問合せ先 TEL/FAX ０４２－６４６－４６１６（石渡）

名 称 多摩ニュータウンアーカイブ市民シンポジウム
「新都市開発の遺産を礎に“未来”を考える」

日 時 4 月 15 日（日）１３：００～１６：３０
内 容 ① 講演

～街づくりから街そだてへの“住民力”
に期待する～

② パネルディスカッション
～草創期を振り返りつつ多摩ニュータ
ウンの“未来”を探る～

講 師 横山陽氏 （都市再生機構東日本支社・多摩事業推進役）
会 場 新都市センターホール（多摩市）
参加費 無料
定 員 150 名
申込方法 名前、参加人数、連絡先を記入の上、

多摩ニュータウン学会事務局まで
主 催 多摩ニュータウン学会
共 催 (社)日本都市計画学会
問合せ先 多摩ニュータウン学会事務局

メール : sanka2007@tama-nt.org
ＦＡＸ：０２０－４６６９－４９９０

支援センターでは、公益的市民活動について、ボラ
ンティアしたい方、市民活動団体に参加したい方、団
体運営やＮＰＯ法人化の情報が欲しい方などからの
相談を随時受け付けています。

また、弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士
による専門相談も予約制で随時受け付けています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話 ０４２-６４６-１５７７

市民活動相談、お気軽に！

名 称 臨床試験ボランティア募集！
内 容 新しい薬や医療機器の治験や健康食品の

臨床試験、医学調査などにご協力いただ
ける方を随時募集しています！
ご登録いただきますとボランティア参加
情報をお知らせします。

条 件・20 歳～79 歳の男女
・血圧が高めの方
・血糖値が高めの方
・コレステロールが高めの方
・肥満症の方 ＊健康で元気な方
・乾燥肌、老化肌を気にされている方
・健康食品の効果に興味をお持ちの方など

連絡先 ＮＰＯ法人 ニューイング
 ０４２－６４８－１７１７

（ボランティア登録希望とお伝え下さい。）


